平成 2２年１２月１日

⑨『勾玉（まがたま）作り』

長五小のみなさん・保護者 様
18（土）
9：30～
11：10

長五小すくすく教室運営委員会
日 時

教室名・指導

１
８
１4、１５

『漢字と計算』
『図書室 開放』
（米澤さん 小川さん）
毎週 火・水（７日は休）
火 15:40～ 16:10
水 14:40～ 16:10

４（土） 『球 技 遊 び』

場 所
図書室
（３Ｆ）

体育館

（森田さん、N5 おやじの会）

9：30～
11：10

毎月第１土曜日に定期開催
①『すくすく体操団（一）
』

８（水）
14:40～
16;10

（西田さん）
～ヨーガのポーズを取り入れた
楽しい体操です～

②『立体マスクを作ってみよう』

（平松さん）
～ インフルエンザ予防のための
～
手作りのかわいいマスクを作ります～

８（水）
③『読み聞かせ うまそうだな団』
１５（水）
（橋本さん）
14:40～
～ 新教室 2 日間 同じ内容です ～
16;10

④『 茶道 体験 』
（前校長 藤井さん、中田さん、稲本さん）
１５（水）
14:40～
16;10

～ 茶道で楽しくマナーを
身につけましょう～

⑤『親子 パソコン 教室』
（後藤さん）

やすらぎ
ルーム
（３Ｆ）
理科室
（１F）

図書室
（３Ｆ）

茶道は、人との出会いを大切にし、
礼儀を重んじ、清らかな心を養いま
す。お菓子をいただき楽しいひと時
を、ふくさ・腰ひも、扇子、100 円

会議室
（１Ｆ）

パソコンの初歩から各自のレベル
で。年賀状作成・各学年教材・ワー
ド・お絵かきなど、パソコン準備、
パソコン持込みも可。親子参加歓迎

理科室
（１F）

かわいい「クリスマスリース」を、松
ボックリなどの自然のもので作りま
す。できたリースは、壁や玄関扉など
に飾れます。持ち物不要 定員15 名

（平松さん）
～ 誰でも簡単に作れます ～

⑦『 星 パーク 』
（時友さん、茶木さん）
～ 美しい月や星の世界には
不思議が一杯です ～

⑧ キッズアロマ 教室
『 バスボム作り 』
（本藤さん）
～ お風呂が楽しくなります ～

『計算』と『漢字』をドリルを使
って学びます。読書支援・学習支援
なども相談下さい。
「いろはかるた」
で皆んなで遊んでみましょう。学童
の皆さんも参加下さい
子ども用の大きなボールを使っ
て遊びます。運動のできる服装で
来て下さい。水筒・タオル（雨天
時は上ぐつ）持参。親子での参加
も大歓迎です
ヨーガのポーズの全学年向き体操。
決めポーズの写真を撮りフレームに
デコしてみよう。フレームに粘土飾
りします。前回来られた方には別便
でお知らせしています。バスタオル
自分だけのかわいい「マスク」作り。
使いたい布とガーゼ（４0×４0 位）
があれば持参（布はこちらでも用意
しています） 定員 15 名
「うまそうだな団」では、楽しい絵
本や童話を読み聞かせ、紙芝居もし
ます。ゲームをし、体操も楽しみま
す。都合のいい方の日を指定下さい

ランチ
ルーム
（２Ｆ）

～ お母さんも一緒に学べます ～

⑥『 楽しい クリスマス
リース作り』

内容・持ち物 など

運動場
（会議室）

やすらぎ
ルーム
（３Ｆ）

16 時ころ南東の空に半月が見えま
す。運動場に出て、天体望遠鏡で観察
しましょう。神秘的な月の山や谷がよ
く見えます。曇天の場合は、教室で天
体に関するゲームやクイズをします
「バスボブ」は、シュワシュワ～
と溶ける入浴剤のこと、これによ
い香りのするアロマを入れます。
重曹が入っているので浴槽もきれ
いに。誰でも作れます。１00 円

勾玉は古代の人が作ったかざりの玉で
す。
“ろう石”というやわらかい石を紙
やすりなどで削って作ります。低学年
でも OK。保護者の参加も歓迎。材料
費100 円 定員20 名
デジカメで楽しい写真を。校内外
で気に入った物・建物・花・先生・
友人などを写して下さい。デジカ
メ持込みも可。これまで参加され
た方は写真ができています

図工室

（増田さん）
～古代人のたからもの、
勾玉を作ろう～

（２Ｆ）

⑩『 カメラ 教室 』

会議室
（１Ｆ）

（金田さん）
～デジカメで
楽しい写真を撮ろう～

やすらぎ
ルーム
（３F）

「どきどき探偵団」の結成式、これか
らどんな活動をしたいか、皆んなで話
しあいプランします。例えば「段ボー
ル基地作り」
「学校近くのヒミツの場
所の探検」
「探偵団の旗作り」など

音楽室
（ヒッポファミリークラブ長岡京 滝川さん） （２Ｆ）
～ゲームをしながら覚えましょう～

世界のいろいろな言葉を、歌やゲ
ームやクイズで覚えてみましょ
う。簡単に覚えられ、楽しいです
よ。お母さんもいかがですか。

⑪『 どきどき探偵団 』
（橋本さん）
～ 新教室 今回は団結式 ～

⑫『世界の言葉で 遊ぼう♪』

『 キンボール 体験教室』

体育館

カナダ生まれのニュースポーツの
キンボールの体験教室です。大きな
柔らかいボールを使って、楽しく競
技します。親子参加歓迎 全学年可

運動場
（雨天時
中止）

“キックベース”は、サッカーボール
を使ってする野球ゲーム。楽しくよい
運動になります。水筒・タオル、運動
しやすい服装、親子参加歓迎

（岡本さん、結城さん）
～ キンボールは直径 1.2ｍの
大きな柔らかいボールです ～

『キックベース 教室』
（音嶋さん、
男子ソフトボールサークル）
～野球とサッカーが同時に楽しめます～

「すくすく教室」について
１）「すくすく教室」は、学校の授業ではできない分野や内容で児童にあったものを、地域の
方・企業ＯＢの方・保護者などの皆さんの協力を得て実施しています
２）保護者の方で、現在実施している上記のような教室の講師をお願いできる方は、是非担当
いただければと思います（講師を担当いただいた方や協力者には、謝礼が出ます）
３）ご希望の方は、「すくすく教室」のホームページ（http://sukusuku5.com）に入り、メー
ルをお送りください。またすくすく教室に対するご意見・ご希望もメールでお願いします。

インフルエンザで学級閉鎖が出ている期間は、すくすく教室も開催されません。
切取って提出ください

参加申し込み（①～⑫ に申し込む方のみ）
１２月６日（月）までに学校に提出ください。申し込み多数の場合は調整となります。①～⑫ 以外の申し込みは
不要で、自由に参加ください。定員のある教室で選考に漏れた方には、個別にお伝えします。

①
②
ヨーガ
マスク
８（水）
⑨
勾玉

③
③
③
うまそう
うまそう うまそう
８（水） １５（水） どちらでも

⑩
⑪
カメラ
どきどき
１８（土）
年

組

児童名（

④
茶道

⑤
パソコン

⑥
リース
１５（水）

○を付けて下さい
⑦
⑧
星
アロマ

⑫
世界言葉

） 親子参加しますか？ はい

いいえ

