
 

    

 

おおこれからの予定おお 

６月 15 日（月） 県民の日バス遠足 

６月 21 日（日） 2020 年度いんざい子ども劇場総会 13:30～16:15 

＊子どもも大人も みんなでつくる総会です＊ 

７月  ４日（土） 流しそうめん 

７月  後半       夏休み図工教室 

 

 

 

 

 

― 目次 ― 

2.3.4P 元気ですかメールを送りました 5P 事務局だより 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、いんざい子ども劇場の３
月の活動は中止しました。また、「緊急事態宣言」が発出されたこ
とを受け、４月５月の活動も中止します。 
会員へのメール配信での活動は、継続して行います。 
今後の予定につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染状況
を踏まえ、随時お知らせいたします。 

★新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止しました★ 

3月 21日（日） ピザがまの森オープンデー             

3月 27日（金）  北総春の交流会（中学生・高校生・青年対象）   

～29日（日）   

4月 22日（木） 高学年＆幼児・低学年遠足 坂田が池公園にて 

4月 12日（日） 進級・進学お祝い会～パンケーキ作りとイースター～  

5月 26日（水） 舞台鑑賞「チト」と流山でローカル電車体験 

5月 29日（土） 農業体験・田植え 旧本埜二小にて 

5月 下旬     デイキャンプ 

毎月      あしあとくらぶ（乳児とおかあさんのあそびの広場） 

四つ葉サークル会（高学年の活動） 

エリンギサークル会（中学生・高校生・青年の活動） 
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＜活動報告＞ 

を配信しました 
 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、全国すべての小・中・高校が、2020年３月２日から春休みに入るまで

臨時休校になりました。劇場の活動も自粛で、みんなで集まることが出来なくなりました。 

そこで、「元気ですかメール」を会員の皆さんに配信しました。 

*********************************************************************************************** 

2020年3月2日(月) 

第１弾 チャレンジ企画「紙コップを高くつめるかな？」 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

みんな、ナイスチャレンジでした！ 

 

第 1弾はチャレンジ企画 「紙コップ高くつめるかな？」です。 
私は、５回やってみて最高８０㎝でした。どんな感じでやるのかを動画で紹介します。 

（You Tubeにて→） 
 
お手伝いや勉強の気分転換に良かったらやってみてね♪ 
誰がどれくらい高く積めたか会員メールへ報告してくれたら、 
今週の日曜日に１位の人を発表したいと思います。 
 
どれくらい高く積むことができるのか？！ 
そしてそれは誰か？！ 
家族でのチーム参加も OKです。 
チャレンジ待ってます！ 
大人もチャレンジしてみてね。    チャレンジ企画 担当Ｓ 

～結果発表～ 

第1位    Yちゃん(新小6) 136センチ 

つづいて  Sくん（新中1）  128センチ 

H くん（新中 2） 124センチ H くん（新小 5）は、紙コッ
プ工作で球体にチャレン
ジしてくれました。                               
（参考文献「まんがで身につく

めざせ！あしたの算数王」） 

カップラーメンで挑
戦してくれた子もい
ました。すごいぞ！ 



2020年3月9日(月)

第２弾 「おすすめの本紹介」 

   

会員から、沢山の本紹介の返信を頂きました。一部を紹介します。 

「IQ探偵ムー」「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」「おばけのアッチ」「ねこのタクシー」 

「星とたんぽぽ」「ねずみくんのパンケーキ」「小動物のひみつ」「こころ」 

「学校になぜいくの」「ぼくのニセモノをつくるには」「かぐや様は告らせたい」 

「六百六十円のそれぞれの事情」「君は月夜に光り輝く」「夜は短し歩けよ乙女」 

「いなくなれ群青」「正義のセ」「パラレルワールド・ラブストーリー」  

☆マンガも色々ありますね♪ 

「クレヨンしんちゃん」「ちゃお」「はたらく細胞」 

「君たちはどう生きるか」「こっちむいて！みい子」 

☆おとな編 

「宇宙の戦士」「モモ」「三国志」「身の上話」「凍」「夜のピクニック」 

「羊と鋼の森」「ぼくらの7日間戦争」「サードプレイス」  

「心を元気にする色彩セラピー」「みんなの「わがまま」入門」 

 

 
みなさん、こんにちは。学校や公共施設がお休み、色々なイベントの自粛が続いていますね。 
元気にお過ごしですか？今週は「本企画」として、わが家のおすすめ本をご紹介します。 
 
☆娘 N（小６）☆ 
第１位  「いなくなれ、群青」 島に閉じ込められた主人公がなくしたものを探す物語 
第２位  「正義のセ」 主人公がおもしろい。内容がわかりやすくて、読みやすい。 

「パラレルワールド・ラブストーリー」 ２つの世界へ行ったり来たりして、わかりにくいけど、おもしろい。 
第３位  「検察側の罪人」 殺人事件の話。刑事が主人公じゃなくて、検事が主人公。 

映画もおススメ。（血が無理な人はやめておいたほうがいい） 
これから読みたい本  「アリバイ崩し承ります」 
 
☆娘 M（小４）☆ 
第１位  「ちゃお」 漫画が面白い 
第２位  「ポケモン X・Y クイズ全百科」 ポケモンが好きだから 
第３位  小説「かぐや様は告らせたい」 映画で見て面白かった 
 
☆母☆   第１位  「羊と鋼の森」 ピアノの調律師を目指す青年の成長物語♪ 

第２位  「ぼくらの七日間戦争」ウン十年前に読んで面白かった 
第３位  「心を元気にする色彩セラピー」 色って不思議です 

 
☆父☆   第１位  「地図感覚 から都市を読み解く--新しい地図の読み方」  

地図を見ているだけでワクワク、地図が酒の肴、という地図好きはぜひ！ 
学校、スーパー、マンションの大きさから距離を推測する方法など、実用的。 

第２位  「みんなの わがまま 入門 」 
「あの人、自分勝手だな」「アイツ、いつも人ごとだよな」とストレスフルな人に向け、 
いかに他人を巻き込み、一緒になって課題解決に向かうべきか、示してくれます。 

第３位  「サードプレイス」  
家庭（ファーストプレイス）、会社・学校（セカンドプレイス）でもなく、 
第三の場＝居酒屋や喫茶店がなぜ、居心地よく感じるのか--。 
その理由をけっこう難しく説明してくれます。 

 
☆絵本☆   バーバパパシリーズ、くれよんのくろくん、バルバルさんなどがお気に入りでした。 
 
みなさんのおススメの本は何ですか？わが家でも学校のように「読書タイム」の時間を作ったのですが・・・・ 
毎日が休日状態です。子どものお勉強やる気スイッチが入る本でも探したいと思います。 
 

これ楽しいよ！この本ハマった！などオススメしたい本情報を募集します。 
新しい発見、お待ちしています。  おすすめ本の紹介 担当 K 

家族で好きな本の話をす

るなんて初めてです。 

貴重な機会でした♪ 

時間を持てあましている

子どもたちと、家族でお

気に入りの本を、マンガ

を含めて紹介し合うのも

楽しい時間でした。 

まだまだ続くなが～い春

休み。このまま元気に乗

り切りたいです。 



★ホリプロ公式 You Tubeチャンネル 
日本昔話を、有名な俳優・タレントの朗読で聴くことができます。 
 
You Tube には、LDH、avex、よしもと興業などエンタメ系や、クラシック
音楽など、ライブや舞台が中止になってしまったミュージシャンの生配
信もあるようです。好きなジャンルで探してみても！ 
 
★少年少女日本の歴史マンガ・全巻無料配信 
https://kids-km3.shogakukan.co.jp/  
日本の歴史を総ざらい＆イッキ読み！ 
 
★講談社ブッククラブ 17歳の特別教室(中高生向け) 
https://news.kodansha.co.jp/8193   
さまざまなジャンルの人生の大先輩が語っています。 
 
★ペーパークラフト 50選 
https://note.com/ino/n/nebe3d631df73   
プリンタメーカーをはじめ、たくさんのテンプレートを紹介しています。 
 
★休校中のチャンネル無料開放リンク 
https://tokyo-eventplus.com/column/free-animation  
 
You Tubeだけでなく BSや CS放送、Amazonプライムなど普段有料の
番組も過去の作品が無料で見られるものもあります。（こちらは登録が必
要で、期間後は有料になる場合があるので注意してください。） 
  
★学習補助教材 
進研ゼミや学研など PDF ファイルで学習ドリルを無償提供しています。 
ベネッセ    https://www.benesse.co.jp/zemi/homestudy/   
学研       https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/  
Ｚ会       https://www.zkai.co.jp/z-homestudy/  
まなびウィズ  https://manabi-with.shopro.co.jp/manabico/freestudy/  
日本教育新聞 https://www.kyoiku-press.com/post-213719/  
 
★番外・現実逃避編  
旅行会社のパンフレットやフリー素材の写真を眺めるだけで、エア旅行
している気分です。 
 
★子ども劇場の活動で折り紙を教えていただいた石橋先生が You 
Tubeで折り方を紹介しています。 

2020年3月16日(月) 

第３弾 「無料で楽しもう・学ぼう」 

 

 

 

 

 

  

休校に入り半月が過ぎました。みな
さんお元気ですか？ 
今回の休校によりさまざまな企業
が、多くのコンテンツを無料開放し
ています。休校期間中だけの特別
な機会ですので、利用してみてはい
かがでしょうか。 
 
今回は代表的なものを紹介します。 
この他に、みなさんのおすすめ無料
情報や、やってみた、見てみたなど
の感想もお待ちしています。 
 
無料で楽しもう・学ぼう 担当Ａ 

知らせいただいたサイトを見てみ
たら、とっても有益なのが多く有
難かったです! 
 
大手学習会社からの無料開放
の高校生向けコンテンツ（ボカロ
で学ぶシリーズと元東大生の数
学サイト）を息子に知らせまし
た。今後も役に立ちそうです♪ 
 
今は自宅でも学習する手段が沢
山あるものですね。この機会に
勉強の方法も変わっていくのか
もしれないと思いました。 

さまざまなサイトをめぐってみて、わか
ったことは、書籍やマンガのように静
止しているより動きがあるほうが子ども
たちは興味深いようです。 

子どもたちは、中止になってしまった
ライブの生配信や、ゲーム実況やを
見ていました。 
自然体験や鑑賞が楽しめる日を心待
ちにしましょう！ 

たくさんの情報・ご意見 
ありがとうございました。 

先日、テレビで紹介されていたサイトを紹介します。 
でも、子どもたちの食いつきはよくありませんでした。 
画面で読むのはなかなか根気がいるようです。 
 
科学漫画 サバイバルシリーズ 
https://publications.asahi.com/original/shoseki/sv/  
 
子供の科学   1年分のバックナンバーを無料公開 
https://www.kodomonokagaku.com/20200305/  
 
KADOKAWA 児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に
触れることができるサイトです。試し読みも出来ます。 
https://yomeruba.com/  

https://kids-km3.shogakukan.co.jp/
https://news.kodansha.co.jp/8193　
https://note.com/ino/n/nebe3d631df73　
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https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/
https://www.zkai.co.jp/z-homestudy/
https://manabi-with.shopro.co.jp/manabico/freestudy/
https://www.kyoiku-press.com/post-213719/
https://publications.asahi.com/original/shoseki/sv/
https://www.kodomonokagaku.com/20200305/
https://yomeruba.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 

４/1現在 ３６世帯 １０７人 

 

 

 

 

 

４月 

２ （木） 

幼児低学年遠足 

四つ葉(高学年)遠足 

【中止】 

１５ （水） 
理事会 

（テレビ会議など検討中） 

１９ （日） 
春交まとめの会 

【中止】 

お休み  四つ葉（高学年）活動 

お休み  あしあとくらぶ 

５月 

※今後の状況で活動を判断します 

会員メールでお知らせします 

 

4/７(火)発令の緊急事態宣言にともない人の

集まる 4月 5月の事業を中止しました。事務所

もお休みします。 

会費については別途お知らせいたしますが、

特別対応として世帯 1500円／月のみとし、6月

の納入をお願い致します。 

ご理解ご協力のほど宜しくお願いいたします。 

 

～伝言板～ 

近隣の子ども劇場の案内です 

新型コロナウィルス拡散防止のため予定していま

した鑑賞は延期・中止となっています。 

今後、各劇場からの連絡が入りましたら皆様にお

知らせいたします。 

今できる事に取り組む 

～新型コロナの収束にむけて～ 

 本来、心おどる季節なのに連日の報道に気持

ちが沈む方も多いのではないでしょうか？ 

 子ども大人も初めての状況に不安を感じて

しまいますね。こういう時にできる事はなんだ

ろうか？何か私達にできる事はあるのだろう

か？ 

 先行きの見えないなか唯一言えるのは「今で

きる事に取り組む」大事さと思います。感染防

止のため手洗いなどはもちろん、疲れてきた心

を休めるため日々の暮らしの中で少し笑顔に

なれる時間をつくること。非常時に文化は瞬間

的に無力かもしれません。でも長期的にみると

心の回復には欠かせません。いんざい子ども劇

場が大事にする今できる事は皆さんが笑顔に

なるアイデアを考え伝えること。また笑顔で集

まれる日を思い浮かべながら事業の準備をす

すめることです。それまでは充分感染に気を付

けながら過ごしていきましょう 

（いんざい子ども劇場 理事長） 


