
日頃から布忍小学校のとりくみにご協力 頂きありがとうございます。
ひごろ ぬの せ しょうがっこう きょうりょくいただ

さて、例年３学期に行っておりましたコミュニティレッスンを今年は２学期に行います。
れいねん がっき おこ ことし がっき おこな

今年もたくさんの保護者や地域の方に参加していただけるコミュニティーレッスンをめざしたいと思います。
ことし ほごしゃ ちいき かた さんか おも

地域の方にもご協力いただき、バラエティーに富んだ１３のコースを準備いたしました。
ちいき かた きょうりょく と じゅんび

子どもさんと一緒に参加できるコースもあります。ふるってご参加下さい。
こ いっしょ さんか さんか くだ

布忍小学校の教職員一同お待ちしております。
ぬの せ しょうがっこう きょうしょくいん いちどう おま

ご参加頂ける方は、下記の連絡先までご連絡下さい。
さんか いただ かた かき れんらく さき れんらく くだ

コミュニティーレッスン～地域保護者体験授業～
ちいき ほごしゃ たいけん じゅぎょう

９：４５～１０：３０日時：平成１５年１１月１日（ ）土
にちじ へいせい ねん じゅういちがつ ついたち ど

福寿苑等の学校近隣施設場所：布忍小学校の各教室・
ばしょ ぬの せ しょうがっこう かくきょうしつ ふくじゅ えん とう がっこう きんりん しせつ

なお、当日並行してアニメビデオ 上映 とともに保育コーナーをもうけていますので小さなお子様をお連れの方も安心してご参加下さい。☆
とうじつへいこう じょうえい ほいく ちい おこさま おつ かた あんしん さんか くだ

印は子どもも参加できます。バラエティにとんだ１３のコースです！ ★
しるし こ さんか

コース コース

（国語） お話読み語り教室 （体育） グランドゴルフを楽しみましょう1 ★ ★8
こくご おはなし よ がた きょうしつ たいいく たの

・・・本の楽しさ、お話の良さを味わってみませんか・・・ ・・・子どもからおとしよりまで楽しめるグランドゴルフをしてみませんか・・・
ほん たの おはなし よ あじ こ たの

（理科１） 山田先生の理科教室「料理は科学だ！」 （パソコン）オリジナルカレンダーを作ろう2 ★ 9
りか やまだ せんせい りか きょうしつ りょうり かがく つく

・・・カレースパイスの中にある科学の不思議を発見しよう・・・ ・・・新年をオリジナルカレンダーで迎えましょう・・・
なか かがく ふしぎ はっけん しんねん むか

（理科２） 松石さんの自然に学ぶ教室 10 （文化体験 ） バンパープール3 １★ Let's try!
りか まついし しぜん まな きょうしつ ぶんか たいけん

・・・地域の自然博士になろう！！・・・ ・・・福寿苑のみなさんと楽しいひとときをお過ごし下さい・・・
ちいき しぜん はかせ ふくじゅえん たの おす くだ

（音楽） 三線に合わせて沖縄のうたを楽しもう！ （文化体験 ）茶道を体験してみませんか？4 ★ 11 ２
おんがく さん しん あ おきなわ たの ぶんか たいけん さどう たいけん

・・・三線の音色に合わせて歌ってみませんか・・・ ・・・あま～いお菓子とおいし～いお茶でひとときをすごしませんか・・・
さんしん ねいろ あ うた おかし ちゃ

（図工１） 陶芸コース「一輪ざしを作ろう！」 （文化体験 ）お花であそぼう！5 ３★ 12
ずこう とうげい いちりん つく ぶんか たいけん はな

・・・オリジナルの一輪ざしを作ってみませんか・・・ ・・・身の回りのものを使って簡単な生け花をしてみませんか・・・
いちりん つく みのまわ つか かんたん いけばな

（図工２） オリジナルフォトスタンド作り （英語科） 楽しい英会話教室6 ★ ★13
ずこう づく えいご か たの えい かいわ きょうしつ

・・・つきやまの木の枝を使って世界に一つだけの写真立てを作りましょう・・ ・・・ ６年生 の英会話の先生イアンさんに教えて 頂 きましょう・・・
き えだ つか せかい ひと しゃしん た づく ろくねんせい えい かいわ せんせい おし いただ

「 」 。7 （家庭科） 韓国料理を作ろう★ ＊パソコン教室は ＰＴＡのパソコン教室 と兼ねています
かてい か かんこく りょうり つく きょうしつ きょうしつ か

・・・トック（韓国風雑煮）を作ってみませんか・・・
かんこくふう ぞうに つく

地域教育協議会 。地域保護者体験授業は、三中校区 の後援を受けています
ちいき ほごしゃ たいけん じゅぎょう さん なか こうく

ちいき きょういく きょうぎ かい
こうえん う

コミュニティレッスンに参加される方は、
さ ん か か た

布忍小学校 ０７２－３３２－０００１
ぬ の せ し ょ う が っ こ う

に、ご連絡下さい。
れ ん ら く く だ
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