令和３年２月 1 ７日（水）

１年生学年だより

１組〔点字体験〕

２組〔高齢者体験〕

３組〔手話体験〕
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写真

１年生学年教職員
Ｎｏ．１１

◇進路学習に取り組みました！！（1/22～）
中学校に入学してはや１年が過ぎようとしています。進
路学習では、大人になった自分の姿を今の夢や目標と重ね
つつ、そこに至るまでの道筋を考えました。次にそれを達

写真

成するためには中学校卒業までの約２年間学校生活をどの
ように過ごせばよいのか「私の未来設計図」にまとめてみ
ました。また自己申告書、調査書、公立高校受験のしくみ、
アドミッションポリシーについても詳しく学びました。

～進路学習をして

感想～

・自分が向いている仕事や、世界にはどんな仕事があるか、卒業後どのように生きるか、どんな高校
に行くのか、その高校が求めている生徒像は何なのか、細かいことを資料で
知れて３時間あっという間だった。
・あらためて自分の将来のことを考えることができてよかったです。
とてもよい時間でした。

～盲目のドラマー「響希の未来」感想～
・今回の響希さんの日常生活を見て、障がい者の人たちの苦労が分かった。しかし、ドラムがとても
上手になったり、人一倍練習していて、ものすごく努力をして来られた方たちがたくさんいらっしゃ
るということが分かりました。また家族も、障がい者の方に寄り添って歩んでいこうとしている姿が

・自分の未来設計図をつくってみて、まだ自分の未来には様々な可能性があるとわかった。

見られました。自分は今何も不自由な体ではないのに、気にくわないことがあったらイラッとして弱

・余り先のことを考えていないので先のことを考えることができてよかった。この未来設計図をもと

音を吐いてしまう自分がいやになった。この動画をきっかけに何かの役に立ちたいと自然に思える人

に生きることができるように頑張ろうと思った。目標の文武両道を達成できるように頑張ろうと思

になれるように頑張ろうと思った。

った。そのために何ができるかなど考えるきっかけになった。

◇学年末テスト（2/24～26）
◇福祉体験学習に取り組みました！！（１/29～）
今年度、コロナの影響で校外での取組や島本町福祉協議会から講師で来て頂くこともできなくなり、
学校内で学年の先生が講師になり、クラス毎にそれぞれのテーマで取り組みました。最後に一人ひと

２月２４日（水）から学年末テストが始まります。この１年間の締めくくりとして、また日頃の成
果を充分発揮できる場として計画的に準備を進め頑張りましょう。提出物も期限を守って、必ず全て
余裕を持って提出できるようにしましょう。

りが新聞づくりに取り組み、学んだことや印象に残ったことなどをまとめました。
・最初に体験学習を始める前に、耳が聞こえないという体験をテレビの音量をゼロで行い、どれくら
いの内容が理解できたのか、みんなで交流し感想をまとめました。次に映像「響希の未来～全盲の少
年と家族の１２年」をみました。内容は、小さい時に病気で視力を失いながらもたくましく生き抜く
響希くんと響希くんを支える家族や周りの姿を描いたもので大きな感動を受けました。
・体験学習は２時間の設定で、１組：点字体験、２組：高齢者体験、３組：手話体験でどのクラスも
興味深く一生懸命に取り組みました。
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＊テスト期間は制服登校

＊２６日（金）、クラブ活動がある場合は、一旦下校後各クラブから連絡された時間に再登校。
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