【英語】
Introducing Our School ~School Works~
Japanese Literature
In Japanese literature class, we don’t just end with reading mere books,
articles or poems. Based on the reading, we form opinions and do activities to
express what we think.
Math
In Math class, 1st and 2nd graders have to take Math 1, 2, A&B, and part of
3. 3rd graders can take an elective Math. Students majoring in Math and
Science take Math 3. The others who major in Arts learn further about Math
1, 2, A&B.
English
In English class, based on the assumption that you are prepared for the
lesson, we work on the materials, which are very high level. We not only read
the textbook, but also original versions of novels and essays. In 1st graders’
class, each class is separated into 2 classes of 20 people each. That class is
taught by a native speaker and a Japanese teacher. We do group discussions
and speeches to improve our English oral communication skills.
Geography and History
The world we live on, as time goes on, if we have a wide perspective, we can
come to view the problems as beauty, wonderfulness and hardness of us
being alive. This is what we learn in Geography & Issue class. We learn a lot
about the relationship between the humans and nature.

Science
In Science class, we develop our perspective and way of thinking in science
through observation and experiments. All the students spend 2 years
learning 4 scientific subjects to acquire real understanding of Science.

P. E.
In P.E. class, 1st graders’ lessons are carried out with. Boys learn Judo and
girls learn dancing for mass exercising in a year. For 2nd graders, a year is
separated into 3 terms and students can choose what sport they want to play
in a semester. Through these lessons, we learn how to make a plan for tactics
to get the picture in the game.
Home Economics
In Home Economics class, we do cooking, sewing, try blind walking, and
practice helping mutual users. Through these experiences, we acquire
abilities for living a better life.
Computer Science
In Computer Science class, we don’t just lean about how to use computers.
We don’t what you should know to getting information society and how to do
an effective presentation. This video you are watching was produced by
students. Skills and knowledge students have gotten can be utilized in
many other subjects.
Art
Crafts is a class where you learn to create things one by one out of materials
such as metal, soil, wood, resin, and stone in 2 years. The objective is to
obtain live true learning, experiencing things with all 5 senses. In Art, in the
1st year students develop skills of depiction through oil painting techniques.
In the 2nd year, they work on comprehensive production of artwork with

social and introspective themes. In Calligraphy class, writing well is not the
only objective. To see beautiful things, to notice their value, and to aim to use
the value in one’s own expression is important. We hope through these
enjoyable experiences, students can accept each other’s diverse values and
respect individuals.
LHR
In Homeroom, discussions are held mostly led by class representatives. In
their homeroom activities, students develop the ability to manage
organizations and also learn deeply about each other as members of the
class.
Thank you for watching our video!
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国語
国語のクラスでは、本、記事、詩などをただ読むだけでなく、読み終わった後
には自分達が感じたことや意見などを交換し合う場が設けられています。

数学
1 ·２年生の必須科目は数学Ⅰ、Ⅱ、A、B、そして部分的にⅢも学習します。３
年生になると選択科目として、数学専攻の生徒は数学Ⅲを取ることができます。
他の３年生は、数学Ⅰ、Ⅱ、A、B をより深く学んでいきます。

英語
高度な教材を使用する英語のクラスは、予習復習がなされていることを前提に
進められます。教科書だけでなく、小説やエッセイなども読みます。1 年生のク
ラスは２０人ずつの２クラスに分かれ、ネイティブの先生と日本人の先生が指
導しています。英語でのオーラルコミュニケーション力を高める為に、グルー
プ討議やスピーチも活発に行われます。

地歴
地歴のクラスで学ぶことは、「この地球上で起こった様々な出来事や問題は、
広い視野で見れば私たちが生きていく中での “美しさ、” “素晴らしさ、”
そして “厳しさ”として見えてくる。」人類と自然の関係性を大いに学べる
クラスです。

理科
理科では、観察や実験を通して化学的な考え方と視野を身につけています。全
ての生徒は、化学に対しての理解を得、深めるために２年間を通して４つの化
学分野を学びます。

体育
1 年生の体育では、男子生徒は柔道、女子生徒はダンスを学びます。2 年生にな
ると、３学期それぞれどのスポーツに励みたいか、自分達で選べるようになっ
ています。この授業を通じて、試合で良い成績を残すにはどうすれば良いのか
作戦を立てる手法を身につけます。

家庭科

家庭科の授業では、料理、裁縫の他に、視覚障害者の日常を体験し、お互いに
助け合う練習などをします。様々な経験を通して、より良い人生を歩んでいく
術を身につけます。

情報
情報の授業内では、単にコンピューターの使い方を学ぶだけではなく、情報が
飛び交う現代をどうナビゲートしていくか、効果的なプレゼンテーションの方
法などを学びます。今、ご覧になっている学校紹介ビデオも生徒達で作成しま
した。このクラスで得ることができるスキルと知識は広い分野で活用すること
ができます。

芸術
工芸は２年間あり、金属、土、木、レジン、石などの素材を使って作品を作り
出すクラスです。目標は、「五感を全て使って、物を体感し実践的な経験をす
る。」です。1 年生は、油絵画法を学び、2 年生になると社会、内観的なテーマ
で包括的な作品制作に取り組みます。習字のクラスでは整った文字を書くこと
だけが目標ではありません。美しいものに気付き、評価し、それを自分自身の
作品として表現できることを大切にしています。この有意義な経験を通じて、
お互いの多種多様な価値観を受け入れ、個人を尊重しあえる人材の育成を目指
しています。

ロング·ホームルーム
ホームルーム内で行われる話し合いは、学級委員長によって進められます。こ
の話し合いを通して、生徒たちはグループの上手なまとめ方を学ぶだけでなく
お互いの事について理解し、絆を深めています。

ご視聴ありがとうございました。

