
 

 

 

 

 

  

 

 

 

という鈴木先生の合図とともに，モニターから楽しい

音楽が流れ，パースの中学校の教室と南中のインター

ナショナルルームがつながりました。4 日のスカイプ授

業は 1 年生！ボキャブラリー（語彙）の少なさを，笑

顔と小道具でカバーして「対話」をしていました。 

 

 

     

 

 

 

 

あちらの中学生も日本語に挑戦し 

ているようです。ウインウインの関係 

で勉強ができそうです。南中自慢南中自慢南中自慢南中自慢のののの小道具小道具小道具小道具→→→→ 

 

 

 

QQQQ    全学年全学年全学年全学年でででで，，，，スカイプスカイプスカイプスカイプ    

    によるによるによるによる授業授業授業授業をををを行行行行ったったったった    

    訳訳訳訳ですがですがですがですが，，，，各学年各学年各学年各学年にににに    

ははははどんなどんなどんなどんな特色特色特色特色がががが見見見見らららら    

れましたかれましたかれましたかれましたか？？？？ 

鈴鈴鈴鈴：3 年生はよりナチュラルな会話になってきている

し自信をもってきた。2 年生はプレゼンがとても

スムーズだった。Ｑ＆Ａをもっとさせたかった。 

ミミミミ：1 年生は怖がっていなかったのでよかった。 

鈴鈴鈴鈴：そうそう，言葉の少なさで対応できていなかっ

たけど，逆にモチべーションが上がった感じ。 

QQQQ    どんなどんなどんなどんな効果効果効果効果をををを感感感感じましたかじましたかじましたかじましたか？？？？    

 鈴鈴鈴鈴：writing（文を書くこと）に生かされていた。 

 ミミミミ：そう，次の時間すらすら書けていてびっくり！ 

鈴鈴鈴鈴：例年，”What sports do you like？”を”What do you  

like sports？”としてしまう子が多いけど…。 

 ミミミミ：会話をした後，みんな正しい順番になっていた！ 

 鈴鈴鈴鈴：（オーストラリアの子が）自分たちを受け入れて

くれたことに感動していた子もいた。多様性の

理解というドアが少し開いたかもしれない。 

QQQQ    南中南中南中南中のののの国際教育国際教育国際教育国際教育はははは，，，，今後今後今後今後どんなことにどんなことにどんなことにどんなことに力力力力をををを入入入入れてれてれてれて

いけばいいいけばいいいけばいいいけばいいののののでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？    

 ミミミミ：実際に会って，リアルタイムで話す機会がもっ

と必要。平和中の International Day のように！ 

 鈴鈴鈴鈴：そだねー。  ＊＊＊＊Thank you sThank you sThank you sThank you so mucho mucho mucho much！！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  大仙警察署少年係の村

上さんやチャイルドセー

フティーセンターの方々

からお越しいただき，薬物

乱用防止教室を開催しま

した。最初はワークシート

を活用しての薬物に関する常識チェックです。 

 ・・・・たったたったたったたった 1111 回回回回でもでもでもでも乱用乱用乱用乱用，，，，そしてそしてそしてそして元元元元にはもどれないにはもどれないにはもどれないにはもどれない。。。。

ちょっとしたストレスでフラッシュバックちょっとしたストレスでフラッシュバックちょっとしたストレスでフラッシュバックちょっとしたストレスでフラッシュバック…………。  

   次にセンターの方々と「先輩に薬物・酒・タバコ

を勧められたり，誘われた

りした場合の断り方」の練

習です。所員の実演を見る

→隣の人とロールプレーイ

ングをする（左写真）→代

表生徒がセンター所員の誘

いを断る演技をする！という流れです。ネットで物

が簡単に手に入る時代です。遠い世界の問題ではな

いと認識し，対策を立てておかなければなりません。 
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見せてもらおうか，
南中の新型加湿器
の性能とやらを…。 

＜＜＜＜第第第第 50505050 回大曲仙北児童生徒美術展回大曲仙北児童生徒美術展回大曲仙北児童生徒美術展回大曲仙北児童生徒美術展＞＞＞＞    

【【【【立立立立    体体体体】】】】入入入入    選選選選    

佐々木佐々木佐々木佐々木ささささんんんん（（（（1111 年年年年））））若林若林若林若林    ささささんんんん（（（（1111 年年年年））））    

進藤進藤進藤進藤    ささささんんんん（（（（1111 年年年年））））塩寺塩寺塩寺塩寺    ささささんんんん（（（（2222 年年年年））））    

黒田黒田黒田黒田    ささささんんんん（（（（2222 年年年年））））高橋高橋高橋高橋    ささささんんんん（（（（2222 年年年年））））    

【【【【平平平平    面面面面】】】】入入入入    選選選選    

伊藤伊藤伊藤伊藤    ささささんんんん（（（（3333 年年年年））））伊藤伊藤伊藤伊藤    ささささんんんん（（（（3333 年年年年））））    

戸島戸島戸島戸島    ささささんんんん（（（（3333 年年年年））））    
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委員協議会長賞委員協議会長賞委員協議会長賞委員協議会長賞        高橋高橋高橋高橋    ささささんんんん（（（（2222 年年年年）））） 

感染症予防感染症予防感染症予防感染症予防のためのためのためのため，，，，時亜塩素時亜塩素時亜塩素時亜塩素

酸水酸水酸水酸水（（（（ステリステリステリステリ PROPROPROPRO））））でででで空間除菌空間除菌空間除菌空間除菌

のできるのできるのできるのできる加湿器加湿器加湿器加湿器をををを教室教室教室教室にににに導入導入導入導入

しましたしましたしましたしました。。。。除菌力除菌力除菌力除菌力はははは３３３３倍倍倍倍どころどころどころどころ

ではなくではなくではなくではなく UPUPUPUP！！！！（（（（養教養教養教養教    佐藤富佐藤富佐藤富佐藤富））））    


