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受講者氏名
連絡児童も受講の際は記入。

男女別 年齢、学校名(年･組)
希望する講座

No. 講座名(太字部分のみでＯＫ)

フリガナ

男・女 歳 　　　　　学校(　 年　 組)

フリガナ

男・女 歳 学校(　 年　 組)

連
絡
先

〒　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

仙台市太白区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　

保護者同伴の場合、保護者氏名と講座名、受講・付添の別をご記入ください。

保護者氏名　フリガナ　　　　　　　　　　　講座名　　　　　　　　　　　　　　　
受　講　・　付　添 (どちらかに○)

『柳生中学校開放講座』と『プログラミング教室』メンター募集

梅雨前線が北上し，じめじめとうっとうしいこのごろです。今月の「こみこみ通信」では,｢柳生中学校開放講座｣につい
てと，９月に開講予定の『プログラミング講座』で，指導補助をしていただく，“メンター”研修会（保護者・学生対象）につい

てお知らせします。 『中学校開放講座』については，町内会・自治会を通して配付される募集要項で，内容等お確かめい

ただきお申し込みください。（裏面に要項からの抜粋を掲載しています。）今年度は「小倉百人一首で遊ぼう」「楽しくおど

ろう♪」の二つの講座を，西中田小学校で開講します。たくさんのお申し込みをお待ちしております。

｢中学校開放講座｣の申し込みは。。。 『プログラミング教室』メンター研修

キリトリセン
平成2９年度 柳生中学校開放講座 申込用紙 ７／１４〆切

※未成年の方は保護者の同意が必要です。右に承諾の署名をお願いします。

（夜間講座の場合は，保護者の責任において，送迎をお願いします。） 保護者氏名

キリトリセン

「プログラミング教室」メンター研修申込書 ６月２６日（月）〆切

参加者名（ふりがなをふってください） 連絡児童 年 組 児童との続柄

男 ･ 女 児童名

電話番号または携帯番号

発行日 ： 平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ９ 日

発 行 ： 西中田こみこみスクール
（学校支援地域本部）

事務局 ： 仙台市立西中田小学校

北校舎１階生活科準備室内

電話・ＦＡＸ ： ０２２－３０６－７４３３

こ み こ み 通 信
つ う し ん

１.いつもの「こみこみスクール」の講座と同じよう

に「開放講座」のお申し込みができます。

２,児童だけでなく,ご家族のお申し込みも受け付けます。

３,受講受付のご連絡は,連絡児童のお子さんを通

してお渡しします。

４．「開放講座」の詳細については,今月末に各家庭に配布

される『開放講座』募集要項を必ずご確認ください。

(柳生中･こみこみスクールのＨＰでもご覧いただけます。)

６．講座についての問い合わせは,直接 柳生中学校

教頭先生,開放講座担当 窪先生,鷲見先生に，

申込の方法についての問い合わせは「こみこみス

クール」事務局までご連絡ください。

柳生中学校；Tel;(242)4431Fax;(242)4460

※募集期間は6/30(金)～7/14(金)です。

申込用紙を切り取りこみこみポストに入れてください。

６月－２号

【連絡欄】

昨年度，ᾛᾱὴᾭᾣᾷὴώέ̵ᾯ ṽẋẍẒẙẙẖの
ご協力により「プログラミング体験会」を実施し，

参加した子供たちには貴重な体験となりました。

今回は，９月２日（土）９日（土）に当スクール

で行う｢プログラミング講座｣ƁՉᒊʵʙ˅ʙ

˅ᥨЫƒಆתʭէᬹΓࠪƂでǜメンター”をして

いただく方の育成のため，研修会を実施します。

ẽᾥᾷᾃ̵ẾἹὀṘṘṘ
αᄀὕᾗὼᾑώἻἺἿଣᒊẩூ୯ᒊἿἤἹ

研修日程；７月８日（土）１５日（土）

両日とも ９：００～１２：００

場 所；西中田小学校北校舎３階

コンピュータ室

対 象；保護者，学生（高校生以上）

※内容・条件等は別紙チラシをご参照ください。

〆切は，６月２６日（月）です。



No. 講座名 対象 主な内容 日程

1 『遠野物語』を読む
どなたでも
１０名以上

柳田国男著『遠野物語』から，いくつかの物
語をピックアップして，読み解いていきま
す。

①　７／ ２８(金) ※時間は後日連
絡

2 ラジオドラマ風の朗読 小学生以上どなたでも
普通の朗読ではなく，ラジオドラマのような
表現の練習をします。将来声優になりたい
人も。

①  ７／ ２５（火） 13:00～15:00
②　７／ ２６（水） 13:00～15:00
③  7／ ２７（木） 13:00～15:00

3 小倉百人一首で遊ぼう
どなたでも
20名程度
【会場；西中田小】

小倉百人一首を使った，坊主めくりや源平
合戦，競技かるたに役立つ簡単な覚え方
や，競技かるたのやり方をお伝えします。

①  ８／ ３（木）　13:30～16:00

4 Let's数楽
数学や算数を学び，数学
検定や算数検定を受検し
ます。

全3回，1，2回は数検の過去問を解き，算数の
問題に慣れ親しみましょう。3回目の日は数
検を受検します。

①　8／3(木)　10:00～11:00
②　8／4(金)　10:00～11:00
③　１０／２９(日) 9:30～12:00

5 歴史検定を受けよう 小学生以上どなたでも
11月下旬の歴史検定受検を目標に過去問
に取り組みます。

①  ８／ 7（月） 10:00～11:00
②　８／ ８（火） 10:00～11:00
③　８／ ９（水） 10:00～11:00

6 葉っぱで標本を作ろう
どなたでも
小学生以下は保護者同伴
20名まで

薬品を使って，葉脈標本を作ります。小学生
以下の方は，保護者同伴で参加してくださ
い。

①　８／ 4(金) 13:00～15:00

7
Let's make
　　American sweets！

小学3年生以上どなたでも。
低学年は親子での参加なら可
能

ALTの出身地アメリカにちなんだお菓子を
作って，一緒に味わいましょう。英会話もで
きて一石二鳥です。

①　7／２7(木) 9:00～12:30

8 ギターを弾こう
どなたでも
初めての方でも大丈夫
20名程度

ギターの音階から簡単な曲を演奏できるま
で，楽しく練習。

①　７／２1(金)19:00～20:30
②  ７／28(金)19:00～20:30
③　８／ 4(金)19:00～20:30
④　８／18(金)19:00～20:30

9 リース作り
小学校高学年から大人の
方まで。親子参加も可
8名程度

一年中飾ることができ，香りも楽しむことが
できる，おしゃれなリースを作りましょう。

①　8／1(火)　9:30～12:00

10 楽しく踊ろう♪
どなたでも（小中学生も可）

20名程度
【会場；西中田小】

ポップな曲に乗って，みんなで踊ります。簡
単なステップから，ちょっと難しいステップ
まで，和気あいあいと踊りましょう。

①　8／16(水) 10:00～12:00

11 日本舞踊講座
小学生以上　どなたでも
10名程度

浴衣の着方と帯結びを練習して，日本舞踊
の基本を学ぶ。

①　７／21（金）13:30～15:00
②　７／28（金）13:30～15:00
③  ８／１8（金）13:30～15:00
④  ８／27（日）12:00～16:00祭り

12 日本の踊り
どなたでも（小中学生も
可）
20名程度

日本各地に伝わる民俗舞踊の中から，秋田
県の『秋田音頭』に挑戦

①　７／２5(火)19:00～20:00
②　８／ 4(金)19:00～20:00
③　8／23(水)19:00～20:00

13 楽しい手話講座
どなたでも
20名程度

あいさつや自己紹介などコミュニケーショ
ン手話や，聞こえないってどういうことな
のかを学びながら，覚えた手話でおしゃべ
りしてみよう。

①　７／２6(水)10:00～12:00
②　７／２7(木)10:00～12:00
③　８／ 3(木)10:00～12:00

☆14Let'sランニング
どなたでも　小学生は特
に大歓迎。親子参加可

走る楽しさを感じ，身体を動かすのがもっと
好きになるようなプログラムを一緒に行い
ましょう！

①　８／ ３（木） 10:00～12:00

☆15YANAGIU SOCCER SCHOOL
どなたでも参加可能。小
学生大歓迎！親子参加可

リフティング，ドリブル練習を体験。聖和学園
サッカー部とサッカーの試合を体験

①　８／８(火) 10:00～12:00

☆16少年野球講座 小学生。親子可 守備･打撃練習･ベースランニング　など
①  ７／２７(木)9:00～11:30
②  ７／２８(金)9:00～11:30

☆17
やってみよう
　　ソフトバレー

小学生　ぜひ保護者もご
一緒に。20名程度

柔らかいソフトバレーボールを使って，基本
的な練習を行います。

①  ８／４(金)9:00～12:00
②  ８／８(火)9:00～12:00

18 ビスマス実験教室
どなたでも
親子参加可　20名程度

ビスマスの不思議で美しい結晶を紹介し，元
素に興味を持ってもらいます。

①　８／ 4（金）10:00～12:00

☆印の講座は保険に加入するため，お申し込みの際は，必ず生年月日を記入してください。

＊＊＊くわしい内容や必要な持ち物・経費は，募集要項をご確認ください。＊＊＊


