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校長 アルク バリッシュ

ホライゾン学園の学芸会

（2年生担任：菅原 彩）

11月に学芸会を行いました。今年度の学芸会では，子供たちが主体的に学習

を深めていく
「探究型学習」で学んだことを発表しました。発表のメインとなった

のは，英語劇です。そしてそれは，完成された台本を演じるのではなく，探究型学

習で取り扱ったテーマに沿った台本を自分たちで作り上げ，見ている人たちにメ

新年，明けましておめでとうございます。皆様

，冬休みはご家族で楽しく過ごすことができた

ッセージを届けるという，子供たちにとっての大きなプロジェクトでした。

初めて学芸会の話をした日，
自分たちの手でミュージカルを作ることを聞いた

でしょうか？振り返ってみますと，２学期はいち

我がクラスの子供たちの反応は，最悪でした。
「恥ずかしくてできない」
と泣き出

交流研修など大きなイベントがたくさんありま

つしか子供たちでダンスの振り付けを考えたり，セリフ合わせをしたり，
自分たち

今まで幼稚部と合同で開催していた運動会

装をもっとこうしたらいいと思う。針と糸は難しいから，
グルーガンを使ってもい

独での開催となりました。種目も多くなり，
どの

そして，初めに泣き出した児童からも
「見ている人を楽しませるには，
自分たちが

ばん長い学期で，運動会や学芸会，そして国際

す子までいた程です。
しかし，外国人の先生が，子供たちを上手に巻き込んで，い

した。

から劇を作り始めたのです。
「チームワークが大切。間違えたら助け合おう。」
「衣

は児童数の増加に伴い，初めてとなる小学校単

いですか？」
と，驚く担任をよそに子供たちは，本当に生き生きと取り組みました。

学年の子供たちも一生懸命に演技し，勝利を目

楽しく劇をしなきゃいけない。」
という言葉が出てきたのです。

果に関係なく全力を尽くした子供たちはもちろ

芸会でした。教師が一方的に指導するのではなく，目標に向かって一緒に考え，

る運動会でした。

体の学芸会となりました。

指そうとする熱意に溢れていました。
そして，結
ん，見ている私たちも感動で胸がいっぱいにな

学芸会では，各学年で一ヵ月ほど取り組んだ

探究型学習の学びの成果を，
自分たちで考えた
表現方法で，英語で発表しました。
その他，
グル

ープに分かれ，１年生から３年生までの子供た

ちが学年を越えて力を合わせ，音楽や体育，国
語などの発表にも取り組みました。子供たちの

主体的な学びの集大成となった学芸会でした。

探究型学習という学びを通して，子供の内面の変化を傍で感じることがでた学

作品を作り上げていく中で，子供たち自身が答えを出していく。正に子供たち主

International Exchange Activity

(Grade 3 Teacher: Malachi Broome)

We went on an International Exchange trip to Yokohama. All the

students were well prepared and excited to make the journey.

When we arrived at Yokohama, all the young learners showed

国際交流研修は今年度初めて行ったイベン

great resilience and adaptability. All the students used their

浜校
（インターナショナルスクール）
を訪問し，
日

nicate with their new friends from all over the world. We

した。様々な国の友達と触れ合い交流を深める

delights of Sendai, and participated in educationally enriching

新幹線や電車など公共交通機関の利用の仕方

After a busy morning. We ate lunch with our schoolmates from

トです。３年生の子供たちがホライゾン学園横

English skills as well as their international mindedness to commu-

帰りではありましたが有意義な一日を過ごしま

introduced ourselves, explained a little about some of the

とともに，
沢山の刺激をもらってきました。
また，

learning activities all in English.

や，
マナーもきちんと学ぶことができました。

across the globe. After a delicious meal, we got down to the

れまでの学習を通して何が身に付いたのかを，

Then, we joined an inquiry lesson and got involved in some

返り，確かめる時期です。特に，教科によって英

an opportunity for growth, bonding as well as being an adven-

３学期は，一年間の総まとめの学期です。
こ

serious business of having fun with our new friends in Yokohama.

そして心と体がどのぐらい成長したのかを振り

hands-on minds on child-centered learning. The whole trip was

語と日本語で学習するホライゾンの子供たちに

ture. Well done third graders.

とっては，両言語による学力の定着の確認はと
ても重要になります。

子供たち一人ひとりが輝く人生を歩んで行っ

てくれること，
そしてグローバルな人材に育って

くれることを願う私たちホライゾン学園。
これか
らも子供たちの成長と活躍にご注目下さい。

3学期行事予定 School Events in Term 3
1月／January

2月／February

3月／March

08日 3学期開始
10日 避難訓練

13日 避難訓練
16日 学校説明会
22日 学芸会（幼稚部）

03日
11日
13日
18日

新入生保護者オリエンテーション
避難訓練
卒業式（幼稚部）
3学期終了

