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続続･COLLABORATE のある授業 
  

1･2 学期と比べて短い 3 学期ですが，本年度 1

年間をかけて目指してきた「COLLABORATE のある授

業」が各学年で見られます。 

今回は，6 年生の社会科の授業をご紹介します。

めあては「政治や憲法に関連した新聞記事を選び，

その記事について自分の考えを書こう」でした。まず，

教師により準備された 5 つの新聞記事を読み，その

中から自分が興味をもった記事を選びます。そして，

辞書やパソコンを使用して言葉の意味や記事の内

容を理解し，自分

の考えをまとめてい

きます。各個人の

学習の時間が保障

され，自分なりに理

解し，考えを整理す

ることが，その後の「COLLABORATE のある授業」につ

ながっていきます。児童たちは黙々と集中して学習

を進め，最初に提示されためあては，既にこの時点

で全員が達成していました。 

次に，いよいよ考えたことの交流が始まります。こ

の時間は，ペアを作って相手に自分の考えを伝えま

した。伝え合いが終わると，また次の相手を見付け

て新しいペアで考えを伝え合います。相手の考えを

聴くことによって，新しい視点に気付いたり，自分の

考えを深めたりすることができます。また，ペアのやり

とりに教師が加わって，児童たちの考えに揺さぶりを

かける場面も見られました。このような，友達や先生

との対話を通して，新聞記事についての理解がさら

に深まり，自分の考えをより確かなものとすることがで

きました。「COLLABORATE のある授業」を通した学び

の成果と言えるでしょう。 

授業の終盤には，クラス全体で，この時間に学

んだことを共有しました。国語の時間に学習したこと

との関連に気付き，

左の写真の児童は国

語ノートを振り返ってい

ました。学習内容が

教科の枠を越えて

COLLABORATE した一

場面も確認できました。 

THE JAPANESE SCHOOL OF NEW YORK ★ THE GREENWICH JAPANESE SCHOOL 

令和 2 年（2020 年）1 月 31 日 

文責 校長 小島 昇 

「わたしたちのニューヨーク（新版）」 

完成しました！ 
 地域学習の補助教材として使用する副読本「わ

たしたちのニューヨーク（新版）」が完成しまし

た。初版が 1997年に 

発行され，その後

2000 年に改訂版が

発行されましたが，

以降約 20 年間は作

成されてきませんで 

した。在籍する児

童生徒全員に配付

し，今後の学習に

活用します。ご家

庭でも，どうぞご

覧ください。 
(財)海外子女教育振興財団の援助を受けて作成しました。 



 

 
1 年 International School at Dundee 

２月行事予定 
4日(火) オープンスクール(1～3年,APPLE) 

中等部質問教室 

5日(水) オープンスクール(4～6年) 

10日(月) 休校調整日Ⅰ※ 

11日(火) 7,8年期末テスト(～12日) 

初等部長なわ記録会 

17日(月) Presidents’Day(休日) 

18日(火) 月曜日課 避難訓練 

19日(水) 6～9年進路学習 

20日(木) 初等部 6年生を送る会 

21日(金) 休校調整日Ⅱ※ 

23日(日) 第 3回英検二次試験 

24日(月) 1年学校間交流(訪問) 

25日(火) オープンスクール(7,8年) 

27日(木) 卒業式予行練習 

28日(金) 9年進路報告会 
 
※休校調整日につきましては，当該日までの間に降雪等の理由

で臨時休校があった場合，その補完として通常通りの授業を行

います。休校がなかった場合，学校は休業日となります。 

 

 

本年３月に帰国する文部科学省派遣教員のお

知らせをします。 

校長      小島  昇（神奈川県） 

教務主任(社会) 庄司 知史（仙台市） 

アップル担任  西岡 真紀（東京都） 

１年担任    織田 暁知（札幌市） 

３年担任    木村 弘美（茨城県） 

４年担任    橘  真希（兵庫県） 

５年担任    仲村 俊一郎（横浜市） 

７年担任(理科) 石原 啓靖（栃木県） 

８年担任(保体) 浅野 貞雄（埼玉県） 

帰国派遣教員 

 
 校内書き初め大会の審査結果を次のとおりお

知らせいたします。 

〈１年〉      〈６年〉 

金賞 久保 諒輔   金賞 古部  葵 

銀賞 天目 美亜   銀賞 安東 万由子 

銅賞 伏見 奏沙   銅賞 二階堂 健 

松永 詩歩 〈７年〉 

〈２年〉        金賞 石川 左京 

金賞 坂口 真奈   銀賞 安川 陽菜 

銀賞 本山 佳穏   銅賞 髙橋 七菜 

銅賞 野田 能仁 〈８年〉 

   飯田 拓真   金賞 吉田 敬貴 

〈３年〉        銀賞 木平 弘希 

金賞 松田 紘輝   銅賞 岡野  凜 

銀賞 岡野 亮太郎     吉無田 祐 

銅賞 直江 雪莉 〈９年〉 

〈４年〉        金賞 上原 瑛己 

金賞 丸田 千尋   銀賞 山根 菜月 

銀賞 若林 知予      大倉  怜 

   平木 悠人      髙柳 健太郎 

銅賞 安東 有里子  銅賞 伊佐木 知京 

   帯刀 さやか     小川  恵 

〈５年〉           新沼 和輝 

金賞 新  優人      青木 さくら 

銀賞 景山 翔太 

銅賞 田口 莉子 

 
 6～9年生が参加した百人一首大会結果です。 

【横綱】１位 田口 翔太（６年） 

2位 西岡 壮真（７年）同率 

2位 岡野  凜（8年）同率 

【大関】１位 菅山 すみれ（６年）同率 

    １位 石川 左京（７年）同率 

【関脇】１位 松田 隆之介（６年） 

２位 柳原 聡磨（８年） 

【小結】１位 古部  葵（６年） 

    ２位 坂井 恭子（６年） 

《学級賞》６A  ※９年生は表彰対象にしていません 

 
 2019年度年間優秀作品に選ばれました。 

【優秀特選賞】坂井 恭子（６年） 

【優秀賞】  古部  葵（6年） 

書き初め大会 
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