
国際交流で子どもたちに国際交流で子どもたちに

「伝える楽しさ」「伝える楽しさ」・・「伝える力」「伝える力」・・ 「英語への興味関心」　　「英語への興味関心」　　
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をつける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をつける。

GLOBAL SCHOOL PROJECT
D-project春の公開研究会

国際交流始めませんか？国際交流始めませんか？
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　Ｄ－ｐｒｏならではの連携・協同学習　　　　　　　　　　　　Ｄ－ｐｒｏならではの連携・協同学習
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国際交流学習を通して国際交流学習を通して
できてきたことできてきたこと

１．目的意識や相手意識を大切に「伝え１．目的意識や相手意識を大切に「伝え
ようとする意欲」・「伝える力」がついてようとする意欲」・「伝える力」がついて
きた。きた。

２．コンピュータを使って、自分たちの思２．コンピュータを使って、自分たちの思
いを自由に広げられることがわかっていを自由に広げられることがわかって
きた。きた。

３．外国の小学校との距離が、身近３．外国の小学校との距離が、身近
になり英語学習への関心が高になり英語学習への関心が高まっまっ
てきた。てきた。

４．国際交流はプロジェクトでの協同　４．国際交流はプロジェクトでの協同　
　　学習で、より簡便に、より効果的に　　　学習で、より簡便に、より効果的に　
　　学習を進めていける。　　学習を進めていける。





グローバルスクール
プロジェクトで

この問題は解決できる

Ｄ－ｐｒｏならではの連携・協同学習Ｄ－ｐｒｏならではの連携・協同学習



竣工式でのエインズリー小・暁小との竣工式でのエインズリー小・暁小との
テレビ会議テレビ会議





大徳小学校とのテレビ会議（国語・研究授業）大徳小学校とのテレビ会議（国語・研究授業）



アドバイスをもとに
エインズリーに向けて
ブラシュアップ

餅飯殿の入り口です

大蛇がいたのは２００４年世界遺産登録された熊
野古道の中の大峰山です。うえのようなことがあっ
たので餅飯殿では吉野をＰＲしていこう
という幕がたらされました。

餅飯殿という名前は箱屋勘兵衛が
理源大師につけられた「餅飯の殿」という名前からきました。







This year we have a new elevator in this building.
This elevator is used by the handicapped, the 

injured  and  when someone has to carry heavy  
luggage.
Buttons in the elevator are placed very  low.  
People using the wheelchair can reach them easily.  
In addition to this elevator, we have some facilities.
One is a slope at the entrance for person using the 
wheelchair to go and come easily.
At the staircase,  we have handrails and point 

system.
Our school  is kind for people and very 

environmental.

New schoolhouse and 
old schoolhouse



This is an entrance hall. 
There used to be stairs. 
But now we have slopes.

　In old buildings, there were signals at  
the corridor because the corridor was 
very dim(dark) and narrow.
　In this picture, as you see, right side 
signal is blue. And left side signal is red.
　That means we can walk on only right 
side.
Our school had some basements. 



椿井小からの手紙
Dear Claudia and Lida, 
Hi! 　 How have you been? 
Thank you very much for your 
kindness on the ceremony last  year. 
We had unforgettable moments. 
Time goes so fast!
By the way, my students made 

some guide leaflets for you and 
foreign people. They tried to do their 
bests to make them.  We will send 
some this time and will send you 
more later. 
We will be glad to hear from you 

and your kids about our guides. 
I will send on some type of files.
I hope you can see and show them 
to the kids. 
Best wishes,  Gen Kojima 

Teacher Tsubai elementary school 

エインズリー小からの返事
Dear Gen san, 
Thank you for the 
information you have sent to 
the school, I just opened the 
files they look great!. I will 
copy them in a disc to take 
them to school so the 
children can see them. 
Thank you again, Claudia




