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家庭 科の 学習で ，裁 縫セ ット を使 って の『 はり と糸 の使い 方』 の学 習に 入り まし た。

ま ず， 針 に糸 を 通す と ころ ま では 順 調に 進 みま し た。『玉 結び 』 に入 る と， こ れが 「 せ

ん せ～ ， わか んね ～ 。」「 で きな ～い 。」 あ ちこ ちか ら ヘル プ の要 請が ！！ 来 るこ と来 る こ

と 。一 つの 班ご とに 見せ て 回っ たの です が， やは り子 ども たち に して みれ ば， 個々 の指 導

を 求め てい たの でし ょう 。 指先 の細 かい 作業 です から ，な かな か 身に つけ るま で時 間が か

か りそ うで す。『 玉ど め』 も同 様。繰 り返 しの 練習 を必 要と する よう です 。

自転 車の 練習 と一 緒で ， 何回 もチ ャレ ンジ して ，何 回も 失敗 し て， それ でも 練習 をあ き

ら めな かっ た子 が必 ず身 に つけ られ ると 思い ます 。崖 の上 の母 ラ イオ ンよ ろし く， はい 上

が って くる まで厳 しく 見守 りま すよ 。み んな ファ イト ！！

※ あくま で自主 的に が 前提 ですが ，家庭 でも 練習 する 子が い ました ら，

コツを 伝授 してい ただけ る と助か り ます 。

来週の時間割です。

※ ２９日 の交 流会 は ，帰 り のバ スが ない ため ，保護 者の みなさ んと一 緒の 帰宅 に なりま す 。

後か たづ け が終 了次 第，１ ８ ：４ ５頃の 下校 となり ます 。よろし くお願い しま す 。

平 成１ ８年６ 月２ ３日（金 ）

Ｎｏ ，２ １

文責 ：北 澤

２６日（月） ２７日（火） ２８日（水） ２９日（木） ３０日（金）

行事 全校朝会 ドリルタイム 体育集会 読書タイム 児童集会
１校時 総合 国語 総合 国語 国語
２校時 算数 社会 理科 学活 社会
３校時 道徳 避難訓練 図工 理科 家庭科
４校時 音楽 算数 体育 算数 家庭科
５校時 総合 総合 総合 総合 算数
６校時 × 総合 × 交流会 委員会
バス 15:00 15:45 15:00 16:20

16:20 16:30 15:45

16:20
連絡 避難訓練 交流学習 集金袋配付


