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2170 学術・学問 歴史 更新 足立の歴史を知ろう 足立史談会 相川　謹之助 小学４年生以上 受講者の立場・要望に合わせて、お話します。
講師は元小学校の先生、元中学校の先生、並びに足立区の郷土の歴史を調べ
ている会員の皆様方。
学童疎開の話し（小中学校及び教師の方々に）
小学生には紙芝居等で分りやすく説明します。

昼間・夜間 区内

2320 学術・学問 歴史 更新 千住の今と昔 安藤昌益と千住
宿の関係を調べ
る会

矢内　信悟 小学生（３年生以
上）・中学生

１　あいさつ（５分）
２　現在の千住の成立（１０分）
３　江戸時代の千住（１５分）
４　千住が育てた偉人（１５分）
５　おわりに（５分）

通年 区内 ※内容は生徒の学年に合わせて変えられま
す。

2330 学術・学問 歴史 更新 千住宿と安藤昌益の思想 安藤昌益と千住
宿の関係を調べ
る会

矢内　信悟 中学生・高校生 １　あいさつ　（５分）
２　安藤昌益の紹介　（１５分）
３　江戸時代の千住宿　（１５分）
４　幕末、千住宿に昌益思想が継承されていたこと　（１０分）
５　おわりに　（５分）

通年 区内

2340 学術・学問 歴史 更新 千住宿の文化的系譜 安藤昌益と千住
宿の関係を調べ
る会

矢内　信悟 中学生・高校生 １　あいさつ　（５分）
２　江戸時代の千住宿　（１０分）
３　千住の医院・医塾「藁園」の紹介　（１５分）
４　森鴎外・内田銀蔵・河合栄治郎等の紹介　（１５分）
５　おわりに　（５分）

通年 区内

2730 学術・学問 語学 更新 歌、ナーサリー、物語を通して学ぶ英語 ラボ教育センターチュ
ータ認定

太田園美 どなたでも その他 英語の歌やグリム童話などの世界の物語を通じて体を動かしながら楽しく
英語を学びます。季節に合わせたイベントの開催も行います。国内外交流行事
を通して、年代にあった形で国際人としての準備を行います。発表会では、歌や
劇を英語で発表します。海外でのホームステイ、留学の準備・参加もできます。

相談による 綾瀬、葛飾
（青砥）、南千住

指導料
（未就園児）
４，０００円、
（幼児）６，０
００円、他
７，０００円
／月

www.labo-party.jp

2930 学術・学問 歴史 更新 拓本 美術品の修復して
おります

勝村　英世 どなたでも 中級 足立区文化祭、区内石碑より拓本を展示し、栞を作成して寄贈している。
拓本として、区の文化財として拓本を採拓して保存をしております。尚資料と
して約４００点～５００点位あります。平成１５年碑文と拓本展（内容　日本と
中国）　会場：田中八重洲画廊　後援東京新聞

日曜日：午後１時～５時 どこでも 指導料５，０
００円／経費
（紙代を含
む）

3140 学術・学問 その他 更新 就活生を含む、さまざまな若者と経営者・社会人・
保護者をつないで、自分の指針や生き方、職業を考える
ための視野を広げるワークショップ型セミナーを実施

なりわいプロジェ
クト

国家資格キャリアコン
サルタント

講師：狩野　賢、木元　栄子
担当者：古怒田悦子(講師兼
務)

若者・成人（高校生
、大学生、社会人、
就労前の若者、就労
前の若者の保護者、
その他関心のある
方）

その他（卒業
後の進路につ
いて考えたい
方・社会に出る
ことに戸惑いの
ある方・保護者
を含む関係者）

キャリアコンサルタント(国家資格)保持者が講師となり、中小企業の経営
陣、個人事業主の方々をはじめ、自らの信念を貫いて創った「なりわい」
を通し、日々進化を続ける前向きな方々を講師・ゲストに招いたセミナー
を提供します。また、なりわいを持つ方々の専門性を知る体験イベント、
自己肯定感向上を目的とした農作業体験、地域の人の異文化交流を
目的とした地域訪問ツアーなどを実施します。キャリア、生き方、社会に
出る前の考え方を考える機会としていただければと思います。

土日祭日、平日の
１８時以降

相談による 指導料１０，
０００円～
（講師一人
に付き）／時
間：１回２時
間程度（応
相談）、交通
費：１，０００
円（１回）

農作業体験1500円～、地域訪問ツアー１０，００
０円～

3200 学術・学問 語学 更新 こそだて英語　親子英語リトミック J-SHINE小学英語指導者、
おうちdeえいご、IIEEC&OUP、
わらべうたベビーマッサージ
協会認定講師

さいとう　えいこ 乳幼児とその保護者 初級 毎日の子育てにえいごをプラス！ママ、パパが楽しくなる、おうちdeえいごです。
1.えいごdeリズム
2.えいごdeくちならし
3.えいご手遊び歌
4.ふれあい遊び
5.おうちdeカンタンフレーズ
6.絵本タイム

通年（要相談） 区内 テキスト・
アクティビ
ティ材料代
（一人あた
り３００円
程度）

キャンセルされた場合、ご依頼されたテキスト・
アクティビティ材料費をお支払い頂きます。
会場費は、負担いたしかねます。

3210 学術・学問 語学 更新 こども英語 J-SHINE小学英語指導者、
おうちdeえいご、IIEEC&OUP、
わらべうたベビーマッサージ
協会認定講師

さいとう　えいこ 幼稚園・小学生 初級 １　Ｈｅｌｌｏ　Ｓｏｎｇ　（５分）
　歌を歌いながらウォームアップ
２　えいごあそび　（１０分）
　手あそび歌や英語ゲームなど。
３　フォニックス、アクティビティ（１５分）
　楽しく口ならししながら英語の発音を学びます。学年により、ライティング、リー
ディング、児童英検問題にも挑戦します。
４　洋書絵本読み聞かせ　（１０分）
　小さなお子さんでも楽しめる季節やテーマに沿った絵本を紹介します
５　Ｇｏｏｄ－Ｂｙｅ　Ｓｏｎｇ（５分）
　レッスンのおさらいと、おわりのうた。

通年（要相談） 区内 テキスト・
アクティビ
ティ材料代
（一人あた
り３００円
程度）

当日のキャンセルは、ご依頼されたテキスト・ア
クティビティ材料費をお支払い頂きます。
会場費は、負担いたしかねます。

3770 学術・学問 その他 更新 算数・数学の指導（算数検定・数学検定の指導
含みます）

数学・数学教育研究家（特定
社会保険労務士）、高等学校
教諭二級普通免許状（数
学）、数学検定準1級・2級、
数学コーチャープロA級（登録
番号JPN-17-A-00003)

竹馬　和彦 どなたでも 入門～中級
（小学１年～
高校３年相当）

これまで家庭教師、個別指導塾、ボランティア塾などで中学１年生から高校３年
生まで数学の指導をしています。数学コーチャーとしても活動していくのでよろし
くお願いします。
指導内容は学校の授業の補習、入試指導、そして算数検定・数学検定の指導
などです。
算数検定・数学検定の講座を行なう際には、一声かけてくださいね。待っていま
す。

相談によります 相談によります 指導料１，５
００円／時間
ですが、相
談に応じま
す。

3810 学術・学問 歴史 変更 中国の伝説・神話・歴史を楽しみながら、災害防止を学
ぼう

安全衛生教育講師 佃　照男 中学生以上 １　挨拶、自己紹介（5分）
２　導入（20分）
　中国史の伝説、神話とは
３　失敗学と災害防止（20分）
４　演習（30分）
　危険予知とは（災害発生と原因追求）
　特性要因図とは
５　中国と日本の違い　戦国時代（10分）
６　終わりに（5分）

通年（9時から17時） 区内

3820 学術・学問 歴史 変更 中国史・論語を通じての道徳づくり 安全衛生教育講師 佃　照男 小学生以上 １　挨拶、自己紹介（5分）
２　導入（10分）
　中国史の伝説、神話とは
３　失敗学と災害防止（20分）
４　演習（60分）
　論語に習う（素読）
５　中国と日本の違い　戦国時代（20分）
６　終わりに（5分）

通年（9時から17時） 区内 テキスト代
（論語素読
分）　ひと
り90円

※テキスト代（論語素読分）　ひとり90円

http://www.labo-party.jp/

