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OVER THE HORIZON
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校長メッセージ

ホライゾン学園の子どもたち

Principalʼs Message

（4年生担任：大東先生）

“Good morning!”
「おはようございます。
」
ホライゾン学園の1日は、
子どもたちの元気

な二か国語のあいさつで始まります。今年度から赴任したわたしにとって、
とても新鮮

国際バカロレア
（ＰＹＰ）
認定校への
第一ステップ

な光景です。
外国語に浸り学習することによって外国語を習得する、
というイマージョン
教育。
その素晴らしい機会を得ている子どもたちは、毎日とても明るくのびのびと生活

しています。
わたしにとって、
その教育の一端を担う機会を得られたことは、大きな喜び

校長 アルク バリッシュ
ホライゾン学園仙台小学校が開校して今年で

４年目を迎えました。学年がまた一つ増え、最高
学年は4年生となり、学級数、教員数、
そして児童
数も順調に増えています。

本校は、開校当初から国際バカロレア機構（

ＩＢ）
が提供しているプライマリーイヤーズプロ

グラム
（ＰＹＰ）
を意識し、毎年探究型学習をカ

リキュラムに取り入れてきました。初年度は１８

時間、２年目が３０時間、昨年度が８０時間と
徐々に内容を拡大しながら取り組んできた結果

、その成果が教職員や保護者に評価され、今年

です。

「この部分は、
もっと明るい声で読んだ方がいいよね。
」
「気持ちを込めて読めているからこの調子。
」
4年生での最初の国

語の教材は、
「こわれた千の楽器」
。
登場人物の気持ちを考えて音読する学習でした。
子どもたちは、
同じ班の仲間と前向き

な意見を交換し合い、熱心に練習します。お互いが遠慮することなく意見を言い合う姿、一緒により良いものに仕上げよう

とする姿に目を見張りました。
今までの学年で培ってきた、
共に学びあう姿勢が身についているのだと感じました。

社会の学習では、
「地震からくらしを守る取り組み」について学習しています。
自分たちが学んだことを、各グループ一枚

のポスターにまとめます。
読み手により分かりやすく伝えられるように考え、
工夫をしながら作業を進めています。

子どもたちが課題に真剣に向き合い取り組む姿は、
わたしが想像していた以上です。
これから一緒に過ごしていく中で、

子どもたちがさらにどれだけ成長していくのか、
とても楽しみに感じています。一人ひとりの力を精一杯のばせるよう、わ
たしも子どもたちと向き合っていきたいと思います。

Learning at Horizon (Grade 3 Teacher: Ms.Brown)

At Horizon, we aim to educate all students to become Global Citizens
and
reach their maximum potential through lifelong learning. We have
た。その第一ステップとして昨年度ＰＹＰ候補
high expectations of teaching and learning and place great emphasis on
校申請及び文部科学省への教育課程特例校申
getting to know our students and how they learn best. Through our
請をし、
それが認められました。
これからは認定
diverse curriculum of subjects taught in both English and Japanese,
校を目指してＰＹＰの基準達成に向けて努め
students have many opportunities to grow into harmonious and
open-minded individuals who we believe are our leaders of tomorrow.
てまいります。
This is my ﬁrst year teaching at Horizon. What I have found particularly eﬀective are the morning
探究型学習は、今年度からＰＹＰの実施要領
に基づき、年間６つの単元構成で実施します。 meetings. In scheduled daily morning meetings, children have opportunities to form global
understandings of the world through the content discussed. Whilst students are fresh and ready to
実施時数も大幅に拡大し、各学年で年間を通し
learn, teachers meet with their homeroom class to discuss a speciﬁc topic for the day which ranges from
て約２４０時間（週約６〜７時間）を確保しま the PYP learner proﬁle of the month to discussing and establishing learning goals which help to develop
した。
この学習は、生活科及び総合的な学習の
strategies to learn how they belong in the world.
In my short time teaching at Horizon, I have learned that students, parents, and teachers from the
時間をベースとしながら、教科の枠にとらわれ
Horizon community derive from diverse cultures and backgrounds. The topics that we discuss in the
ず関連する教科の学習内容を組み入れて行い
morning meetings allow students to understand, discuss and celebrate these diﬀerences in a safe and
ます。
supportive environment.
度から本格的にＰＹＰを導入することにしまし

ＰＹＰの導入により、
グローバル的感覚や思

考が育成され、
これからの２１世紀を生き抜く
子どもたちに必要不可欠なスキル定着と能力の

1学期行事予定 School Events in Term 1

向上が期待できます。

4月／April

5月／May

6月／June

7月／July

学年で２泊３日の宿泊研修を行います。昨年度

04日 始業式・入学式
23日 学年・学級懇談会（〜26日）

20日 授業参観（〜23日）

08日 学校説明会
22日 運動会

19日 1学期終業式
22日 保護者面談（〜23日）
29日 サマースクール

また、今年度は初めての学校行事として、第４

実施した第３学年のホライゾン学園横浜校との
国際交流研修（日帰り）から１つステップアップ

させ、親元から離れて学校の仲間と一緒に過ご

しながら、国際性と自立性、
そして英語力の向上

EVENT
GUIDE

です。

イベント案内

活躍にご注目下さい。

一般の方に
参加して頂けるイ
ベントです

を目指します。
どんな活動になるかとても楽しみ
これからもホライゾンの子どもたちの成長と

SUMMER SCHOOL
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5/
月

申込受付開始

Week 1: 7/22（月）〜7/26（金）
Week 2: 7/29（月）〜8/2（金）
Week 3: 8/5（月）〜8/9（金）
※Week 1は年少〜年長児クラスのみです。

（〜6/15まで） ※定員に達し次第、受付を終了します。

申込方法：本校ホームページのウェブフォームより申込

国際こどもフェスティバル

21

International Children’s Festival

9/
土

イベント詳細は
8月以降にホー
ムページにてご
案内します！

