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OVER THE HORIZON
グローバルな人材の育成を目指して
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探究型学習で育つ力

（2年生担任：管原 彩）

子供たちは、探究型学習が大好きです。６月は、今年度１回目の探究型学習月間でした。学習テーマは、学年ごとに
異なり、１・２年生は、
「私たちの生活は世界とどのようにつながっているのか」３年生は、
「ところ変われば暮らしがか
わる」をテーマに学習活動に取り組み、
「国際こどもフェスティバル」
でその成果を発表しました。
私が担当した１・２年生のグループは、
「音楽を通して世界とのつな
がりを学ぶ」
という壮大なテーマに取り組みました。ピアニストの演奏
を聴き、世界の楽器の演奏を体験するうちに、子供たちの目が輝き始
め、音楽と世界のつながりについて考えだしました。オーケストラのハ

一生涯使える
プレゼンスキルを育てる

ーモニーに感動し、時や国境を超える音楽を魔法と呼んでポスターに
まとめたグループ、キーボードを片手に「よなぬき音階」の面白さを伝
えたグループ、ipadでの作曲を通して音楽にコードがあることを発見し

校長 アルク バリッシュ

たグループなど、それぞれに学びを深めることができました。
学んだことを分かりやすく表現しようと奮闘する子供たちを見て、

夏休みが終わり、第２学期が始まりました。初

「プレゼン力」のベースは、子供たちの「伝えたい」
という強い気持ちな

日は久しぶりに顔を合わせた友だち同士が、夏

のだと再確認しました。今回の取り組みを通して、主体的に学び、表現

休みの思い出を語り合って盛り上がっていまし

する楽しさを体験した子供たちは、
よりよい方法を求めてどんどんとス

た。運動会やスクールパフォーマンス（学芸会）

キルアップしていってくれることでしょう。

などイベントが多い２学期ですが、楽しみなが

次回の探究型学習月間は１０月から始まります。子供たちの活躍に

ら全力で取り組む子ども達の姿に、素晴らしい
学習の成果を発表してくれるものと大いに期待
しています。
「グローバルな人材の育成」を教育理念に掲
げている本校にとって、
プレゼンテーションスキ
ル（表現・発表する力）の育成は、とても重要
です。
自分の意見をしっかり持ち、
それを相手に
分かりやすく伝える説得力のある表現、
自信と責
任ある態度、相手の状況に合わせたプレゼンテ
ーションを行うスキルが求められています。
本校では、
それらの育成を目指して、毎日様々
な活動に取り組んでいます。授業の中で、分かっ
たことや自分の考えをクラス全員の前で発表し
たり、週一回のスピーチ集会で全校の児童に対
してその週のテーマについて話したりしていま
す。
この他、様々なイベントに「探究型の学習」
を
取り入れ、
自ら課題を設定し、調べ、
まとめたこと
を、様々な場、様々な形で、英語と日本語で発表
する機会をたくさん設けています。
人前に立って
も動じず、
自分の意見・考えを話すことに喜びや
楽しさを感じる、
そのような子どもたちが育って

「乞うご期待」
です！
！

Developing Presentation Skills

At Horizon, we actively teach and assist students in developing skills to become successful global

citizens of the future. One of the ways we accomplish this is through developing public speaking skills

and assisting the students in becoming more articulate in front of audiences. At each weekly school
assembly, students from each class have the opportunity in both
Japanese and English to speak about the topic of the week, which
helps them build their conﬁdence and public speaking skills.

In daily classes, students are often provided opportunities to

develop their presentation skills through drama, reading activities
and oral language speaking games, all of which aim at building a
studentʼs conﬁdence and assisting them in becoming emotive,
articulate and persuasive public speakers of the future.

This is my ﬁrst year teaching at Horizon and from my personal

experience, I know that the Horizon student, staﬀ and parent

community are extremely welcoming and that the school
community will make sure that all new students and their families
feel part of the Horizon family.

います。
これからのグローバル社会で求められている
「資質・能力」が身に付く、ホライゾンの学び。
こ
れからも子どもたちの成長と活躍にご注目下さ
い。

(Grade 2 Teacher: Fiona Gibb)

2学期行事予定 School Events in Term 2
9月／SEP

10月／OCT

11月／NOV

12月／DEC

22日 運動会
26日 芸術鑑賞会

04日
12日
17日
20日
24日

07日
10日
21日
30日

13日 1年生学力調査
18日 日本文化の日
21日 冬季休業〜（1/7）

避難訓練
職員研修（臨時休校）
校外学習（1年生）
学校説明会
校外学習（2年生）

避難訓練
School Performance
World Hello Day
国際交流研修（3年生）

