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放課後サポートクラブえがおでは、9 月頃から子どもたちと一緒に茎ブロッコリーを育てました。
曜日ごとに水やりをする担当児童を決めて当番活動も頑張りました。週に一度、
観察日記をつけることで茎ブロッ
コリーの成長に気づき、その成長の速さに子どもたちはとても驚いていました。
１１月下旬に茎ブロッコリーを初めて収穫し、子どもたちとクッキングに挑戦しました。ポトフ、
ベーコン巻き、ピ
ザを作り自分たちで育てた茎ブロッコリーを美味しくいただきました。野菜を育て野菜の収穫を体験し、
みんなで
一緒に料理や食事をすることで、食べ物や作る人への感謝の気持ちを感じることができたようです。
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※送迎は計画上可能な範囲での実施となりますので、
下記までお問合わせください。

TEL：0853-77-6063

2月の 活 動報告
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ዊቇᩞ㜞ቇᐕ ਛ㜞↢

インターネットを利用する時の安全性やモラルについて、スタッフがわかりやすく話をしました。
インターネットのメリット、デメリットについて話し合い、メリットは「どこでもつながる。
」「ゲーム・
動画が見られる」
「わからないことを調べることができる」など、子どもたちから意見が上がりました。
スタッフから「ゲームによっては課金が必要なゲームもあって、それはお家の人の了解がないと使えな
いんだよ。
」と、使用する時の注意点についてもお話しました。デメリットについては子どもたちから
「SNS で人の悪口を書く」等の意見が出ました。他にも間違った情報があることやウイルスに感染した
り、アカウントを乗っ取られ個人情報の流出に繋がることがあることなどをスタッフからお話をしまし
た。インターネットの安全性に留意しながら、正しくインターネットを活用してほしいと思います。

①スタッフと一緒に「自分が発信する
情報の影響力」について考えておられ
る所です。間違った情報で人を傷つけ
ることがあると知り、発信内容に責任
をもつことが大事だということにも気
づけたようです。

୳ஈᣒᤤୈାૼ

②インターネットを使う時の約束について話
し合っておられるところです。これから使用
を考えておられるお友だちにも、スタッフか
ら「使う場所・時間を決めて、約束したこと
は守ろうね。
」と伝えると「家族の人と一緒に
決める。」と話されていました。

ዊቇᩞ㜞ቇᐕ ਛ㜞↢

最近では、学校や家庭で子どもたちがパソコンに触れる機会が多く
なってきました。えがおでもパソコンの操作に慣れるためにタイピング
練習に挑戦されています。パソコンのアプリを使用したり、好きな本の
ページから、自分で文章を選んで打ち込む練習を行いました。本文に分
からない漢字があると、自分で辞書を使って調べながら作業される姿も
見られました。アプリを使ったタイピングでは、打ち込みのスピードを
気にされていましたが、スタッフが指の使い方を覚えるためにスピード
よりも使う指を意識すること、また文章を正確に打ち込むことが大切
だということを話すと、再度挑
戦されゆっくり落ち着いて取り
①好きな本の中から好きなページを選び、文章を打つ練習を
組まれていました。
されているところです。ローマ字表を見ながらゆっくり正確

②タイピングのアプリを
使って練習をされていま
す。どうしてもタイピン
グのタイムの方に意識が
向いてしまいますが、指
の使い方も覚えようと頑
張られていました。

に文章を打たれています。できた文章を見て「間違いがなかっ
たよ！こんなにできたよ。」と嬉しそうに話されていました。

୧ ଟଠᒩማଗଁᤰ૾ାૼ

ዊቇᩞ㜞ቇᐕ ਛ㜞↢

プリントに描かれたイラストの表情から、その人がどんな気持ちなのかを想像するトレーニングを
しました。
相手の表情からその人の思いを読み取ることは、コミュニケーションを取るうえで重要になってき
ます。イラストを見た子どもたちからは「他の人の声が聞きたくない。
」
「悲しい。
」「おこっている。
」
などの意見が聞かれました。また、どんな出来事があってこの表情になったのか考え発表をしました。
友だちの発表に耳を傾け、表情一つで色々なとらえ方があることを知った子どもたちでした。
①イラストに描か
れた人の表情を見
て、どんな気持ち
なのかをプリント
に記入している様
子です。

そういう見え方も
あるんだなぁ

②自分の意見を発表されているところです。
「耳をふさいで悲
しそうな表情をしているから、他の人の声が聞きたくないと
いう気持ちだと思う。」と自分の意見を発表することができま
した。友だちの意見を聞いて「そういう風にも見えるね。」と自
分と違った意見があることに驚かれた様子でした。
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3月の活動プログラム
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祝日︵春分の日︶
お休みです︒
※
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ଝକଉᗜଃୈᗜଃଏૐຬଙଜૺ
ୁྰᚡଂૺକିᇗౘૺଏૐ

12

ྼ፟ᠹତḪᐓଡତଜᴿ༸Ἤଂ
ଝଃୁାૼଡឈଞଠୁඈ౯ୈ
୭୳୷உତᇗፅୈᬰଠଂିᣒᤤ
ଏૐ

ຶମଉૼ

ውഈᚡମତ୰᷼᱕ତᢅᲦ

ୈ౯ୀଏૐ௸Ầᚡଞஎୖଡଠ
ୀ
ൺଇૺଠଂିൗ౯ଏૐോ
ଁିଠૺዹଥ୭୳୷உଡଃଏૐ

5

༶ទຮጬṬମଃཕଃଠፅୈಮ ୧Ꮨୈ౸ଙଜ୧౩ኌୈ
ୀଏૐຮጬṬଝତஒரୈྻଙ ଏૐ౩ኌჿଥᘒᇗଐଚ୧
Ꮨୈຨᱛୡ୷୵ଏୁᣒᤤୈଜ
ଜᲺଊଏૐ
ᘝୈ୧ரடଏୁ൶ୈᥡଜଏૐ

༶ទຮጬṬମଃཕଃଠፅୈ
அୱ୧ତ :RUG ୈ౸ଙଜኼጬୈ
౯ᇁଏૐᬰፅயᇗḱጬୈᬰଠ ಮୀଏૐຮ ጬ Ṭ ଝ ତஒரୈ
ଂି౯ᇁോଁିଠૺዹ ଥ୭ ྻଙଜᲺଊଏૐ
୳୷உଡଃଏૐ

ຶମଉૼ

ፓዃତᭅᴒୈଏૐ
௸Ầᚡଞ
ᣆଡକଉᗜଃୈᗜଃଏૐᷳૺ
ዹଥ୭୳୷உ௸Ầᚡଡଃଠ
ଂିᮅᙲଏૐ

̖ዊቇ↢ૐቇᐕ

୧ஓஙர୫ஔ

ୖஞୈ౸ૺ୦ரஔᆁ᬴ଝ୳ Ⴂใჲய࿊ᐩჲଡോଁୂଜᓫ
ኼய୬ౖᭅዹତரட
ୈଏૐᲺ௫ᰟᴓଂଠૺଁ᭶
ଏୁ౯ᐉୈଏૐ

ୣ୷ୡ
ὤକଉᗜଃὥ ൰౯ᓿඈ
ὤᢊ୧୷ၠ౯ὥ

௸Ầᚡଞᣆଡፓዃୈഈୂୁḱ
ᛀୈ᭶ଠଂିஐடଡഈୂ
ଜᔱଏૐ፟௩ଂଙକକଉᗜ
ଃୈ  ಧଐଚᜈଡഈୂଏૐ

୵ரᣪୈାૼ

୭୳୷உଂ୫ங୷୴ரତ౸ૺዎᓫ
ᅽᗍୈዩଏૐ୭୳୷உଁିૺ ஈᣒᤤୈଏૐ3 Ᏼ அୱ
କଉଞଡᓫ ᅽଜ ࿉ ᷗ ଡ୫ங୷ ୧Ᏼ࿅ὥட࿅ుଃଝᐷ
ୈସଙଜୀᢜଷଏૐ
୴ரୈ౸ૺଏૐ
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10



㊄

ୟ୨ଡഈଙଜૺୁଚତ௸ଁିཕଃ ୭୳୷உଞᣆଡᬰፅତୈᬰଠ ୭୳୷உତᮀଶᝎૺኼ᠄ୈଃ
ଠଚୈଝᯬૺଏૐᴓṆଡଙ ଂିᬰፅଞ᧟ତ୵ரୈᣪ ጲତᭁᨵୈ᬴૾ඈᘝତกൣଂ
ଈଜૺଃଏૐ
କᝢᯢୈୁାૼଡ୭୳୷உଞᣆ
କዹଥᇗୈ෫ଃଏૐോଁିଠ
ଡୀᢜଵଏૐ
ૺዹଥኼ᠄ୈ  ຨᮀଵଏૐ

15

୧ஓஙர୫ஔ

27

9

૾ଂ୫୷ଝᯬૺᘝୈାૼ

୧
இ୬ர
ഠଏரὤᗍଚଠὥ
ඈᘝ୳୷୵
௩ଡୁᬰፅୈᬰଠଂିᗍଚଠୈ ୭୳୷உଂᮀଶඈᘝତୟரୈᬰ
ଏૐഠଏଉଞଂ᧻ᇗଠྥଟସକଗଥଚଇଜᢍዟଅ୳୷୵ଏૐ ଚତ
ஞଡኴྨୈጬૺଜോଁୀଏଅ ୟரୈ୳୷୵ଏୁ୭ஈரୈᭅୀଏૐ
କୀ୭୳୷உଞᣆଡୀᢜଵଏૐ
இ୬ர
୧
ඈᘝ୳୷୵
ഠଏரὤଅୁଅୁዮႦὥ
 Ὰ  ଝତኴྨୟரୈḱଡ୳୷୵
௩ᒒତഗତ௸ଡୁዮႦୈ௪ᒒତ
ଏୁ୭ஈரୈᭅୀଏૐ
 ຨଥྥଟ
ഗତ௸ଡୁዮୈଚଠഠଏૐ
ᷳૺዹଥ୭୳୷உଂോଁୀଏଅ ସକଗଡସኴྨତ௵ጱ૾ୈଜସି
ዩଏૐ
ૺ
ොଖଗ༞ଝ୭ஈரୈᭅୀଏૐ
៩ᒩଂᮀଷୁఱଞଥଟତାૼଠఱଁ
୭୳୷உଁି᭮ୈଏૐ᭮ଂᢚଙ
କି៩ᒩୈᮀଷୁఱଡᲒଛଅକଷତ
᭶ଞሥୀᲓୀஞ୭ୈ୭୳୷உଞ
ᣆଡୀᢜଵଏૐ

20

8

୧
Ჽૺୈᬰଚଇୁர
Ჽૺଥଟଉύୈଏૐఙ፱ତୈ
ᬰଜᲽૼଞଉୃୈ  ଚᬰଚଇଏૐᬰ
ଚଁିଠૺዹଥ୭୳୷உଂᒩଛଃଡᣪ
ଂୁ༢ଁଇୈଏૐ
୧
ᆁᅣୈૼଅ୧ரடଝଃୁர

14

3

Ṗᥡ
ឝᢟთ
ᨆஊ୷୧ஞரତෟ៤
ᬈฅଃଡ௵ଯକୟரତ௸ଁିଥଋଵୈ౸ଙଜహྮ ጲჿତᨆஊ
ኴྨୈ  ፱Ⴭଃტଜୁ୦ரஔ ୷୧ஞரତෟ៤ୈଏૐᄳᇂୈ
ଝଏૐடரடୈྻଙଜጲჿଝ ଠૺାૼଡᨆஊ୷୧ஞரୈା
ୀᢜଵଏૐ
ଅᬰଜൌୀଏૐ
Ṗᥡ
ୟர୦ரஔୈାૼ
ᨆஊ୷୧ஞரତᘒుଇ
ૺୃଥୟட୳
୭୳୷உଂᮀଶᭁᨵୈૺଜტ ᨆஊ୷୧ஞரୈኞ૾ଜૺୁኞ᎔
ଜଥୁୟரୈଞୁ୦ரஔଝଏૐ ତᘒుଇଞᨆஊ୷୧ஞரୈູ
ନିଂଠତిଡᖂྨዝกତ ଁିᇲଅ౯ᐉୈ௸Ầᚡଞᣆଡ
ୟரଂഈଙକᷳૺୟட୳ ଏૐ
ଡሠᇉଝଏૐ
Ṗᥡ
ᨆஊ୷୧ஞரତᘒుଇ
ୟர୦ரஔୈାૼ
ఱᘽ୦ரஔ
ᨆஊ୷୧ஞரୈኞ૾ଜૺୁኞ᎔
ፔఱତ௸ଡᢌୂଖఱᘽୈቈ ତᘒుଇଞᨆஊ୷୧ஞரୈູ
ଏ୦ரஔଝଏૐଵଠଝᭈᮎଏୁ ଁିᇲଅ౯ᐉୈྰᚡẦྰႏଞ
௸ଝఱᘽଂᮁଠତଁቋᙲଏૐ ᣆଡଏૐ

୷ទౖ
୭ஒரஉଢ଼୳ஊ୷ଙଜύύ

୭ୈᬰଠଂି୭ஒர
உଢ଼୳ஊ୷ଥଟତାૼଠ౸ૺ
ዎଂୁତଁଵଠଝᣆଡᤰ૾
ଏૐକ୭୳୷உଁି౸ૼዹତᢀ
ፙଡଚૺଜ᭮ୈଏૐ

6

ᧁ

ஈୟஈୟ༶౯ᇉ

ତଊଵሙૺୈଏૐᛸൣ
ଡనᲦடரடଡଚૺଜତᢀፙୈ
᭶ྰᚡẦྰႏଞᣆଡଊଵ
ሙૺୈଏૐ

̖ਛቇ↢㜞ᩞ↢
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3 月活動プログラムの詳細
活動プログラムの内容の詳細を一部抜粋しています。

૾ଂ୫୷ଝ
ᯬૺᘝୈାૼ

3月9日
（水）実施予定

୧

ዊቇᩞૐቇᐕ
ṅୈૼଅ
ᬽᓂଝଃୁர

ዊቇᩞૐቇᐕ 㜞ቇᐕ

ᓿඈ
૾ଂ୫୷ୈᶐႢᓂଷିୂକఖᠱഖଝ
ଚୈᯬૼᣒᤤୈଏૐ
ྰᎢྰႏଥୟ୨ତ௸ଁିཕଃଠଚୈଝ
ᴓୈኞᇜૼᣒᤤୈଏૐಱፆଡଟତᴓୈ౪፱
କିᯬ૾ୁତଁᴓତ୭ଝណଜྼᄒଜ
ୀᢜଶଉଞଂଝଃୁାૼଡଏૐ
ྰᎢẦྰႏଥ࿊ଋჲଞႢใჲଡോଁୂଜૺ
ଏૐଠᭁᨵଝତౖ᭮ୈᄒଂଇଠଂିᐓଅᯬૺᘝ
ୈଏૐ

ଣିૺ
யᴓଡᶗᄒୈማଗᴓତ༶ൌଋୈྰବૐ

100 10
100

யᇳᥛତ௸ଁିᦶോଝବ൶ୈᥡଜୁૐ

3 月 16 日
（水）
実施予定
㜞ቇᐕ

ᓿඈ
අკଂോଁିଐଚૺሼᐉ௸ଡൣၹତොଖଗଡ᭮ଁଇ
କୀᔓ୨ஔୈᇯଈକୀଏୁඈଡଚૺଜᤰ૾ଏૐ
ૺ
କଐିଋୂୁྥତᒩማଗ
ૺକଐିଏୁྥତᷚၹତྥତ
ᒩማଗଞᬲᗍୈ༫૾କᤰ૾ዎୈକୀ
ଓତඈତகஞ୷
கஞ୷ୈᤰ૾ᑬଁିଟତାૼଡඈକିૺૺ
ଁଵଠଝᅽᬰୈૺଏૐ

ଣିૺ

ᓂ

ᬽ

ய࿉ᷗଡᰙଉୀᄄୁṅଡ
1000

ḑକᷗଡᬽᓂଏୁ൶ୈṥૼૐ

ய୧ஓஙர୫൶ୈᥡଜୁૐ

ຶମଉૼ

3 月 22 日
（火）
3 月 30 日
（水）
実施予定
ో

ᓿඈ

 ዛଥႎᚨତᆀ࿁ဝຶଝඈᘝତଡ଼୩ୀ౩Ẏୈ
ଜඈᘝକଗଞᬾୂૺଏૐ
 ዛଥᔇဝຶଝደୈቈଜଵଠଝᑻଏૐ
ደତᏭᘝୈᬷକୀỰତỳଃ༢ଡ᤹ୈᖗଜଅ
ଠଟఝᆁୈ౸ଙଜደୈᆁଏૐᑻଂᢚଙକିྰ
ᎢྰႏଥᲷഒᲷྰᎢẦྰႏய௸Ầᚡଥஓ
ୡ୷୵ஐரடୈଜ୭ரୈᐓଵଏૐ
ଁଇൣଡ୭୳୷உଞᢀፙୈଜᢀፙୈྻଙଜඈଝ
ଃୁାૼଡଏૐ

࿉ᰰஔ

ஐ୳ୈଚଇାૼ
ஓ୫ତ౸ૺዎ

3 月 25 日
（金）
実施予定
ዊቇᩞ㜞ቇᐕ ਛ㜞↢

ᓿඈ
௸Ầᚡଥୠர୰ஃୟ୵ୈ౯ୀଏૐ໑ᢊୈ౸ଙଜၯ
ୈᬃዋଏୁᇒଁିஓ୫ଝᣞૼଞଉୃଝଏૐၠ៊ଊ
ଞଡ୭୳୷உଂᇗፅୈᬰଠଂିᲰଷଜૺଃଏૐᬗኴତ
୭୳୷உଂྥଟସକଗତଓଦଡૺଜോଁିଠૺዹଥૺଚଝ
ସଅଉଞତଝଃୁᚒ༊ୈ౯ୀྼᄒଜୀᢜଷୁାૼ
ଡଏૐ
྾ᇁକିଵଠଝஃୟ୵ୈᬰૺଏૐ

ଣିૺ

ଣିૺ
யඈᘝଞᬾୂૼଉଞଝஞ୷ୣ୭ൿ፲ୈẦଷୁૐ
யᦶᗛତ༫ඟଡᒩଛଃደତ᭒ୂୈᆁୁૐ

யᴗஓ୫ତ౸ૺዎឈᝋ᮷ୈྰ
ྼഉଡᒩୈుଇଠଂିᬃᣞଏୁૐ
யᬃᣞୈᲦଜᇁᆁୈภૼૐ

ውႏႥὰጴଁିྰᎢውὭႏᚡὯก௸ྰᚡὯกତଊൔᚥ
ഃ᠈ଂ༌૾ୁఖ࿅ଝଏૐఱኴସ༌૾ୁଉଞଝደଁି
ଁଡྥଟସକଗଞᣆଡውକଠ୭୳ரୈଏૐ
ホームページ
QR コード
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