
 
 

My Recent Favorite Videos 
Nobuko Taoka, Teacher of Class 1 

  Do you enjoy videos on YouTube?  Now, you can learn classical Japanese on it.  Have you watched 

them yet? What kind of channels do you like or subscribe?  Today, I want to write about videos I often 

watch. 

  First, I watch videos that my dance teacher sent me to share lesson’s movements in private.  I 

watch it many times to memorize them.  She also sends me videos of when we performed on stage.  I 

can check my performance later.  Of course, I am often disappointed at my performance or mistakes, 

though. 

   Second, I often search music I am interested in.  For example, the latest hit chart, relaxing music, 

Arabic music, and so on.  In Middle Eastern music, darbuka, a kind of drum, is used.  I like the tone 

of it, so I often search with keywords, “darbuka”, “kemenche”.  One of my favorite darbuka videos is 

“Monkey Mind Darbuka” as below.  I am practicing dance with this song. ➡➡➡ 

 

Also, I like videos of dance performance.  These days, I like a dancer of Indian contemporary, whose 

name is Amit Patel.  His performances are marvelous, so check it out!  ➡➡➡ 

  

   However, don’t spend too much time enjoying YouTube!  Your top priority is, naturally, to study 

hard to realize your dream. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              durbuka                              kemenche 

ちょっといい話 

９月１６日（月）の鳥羽小学校区敬老会でのことです。無事にプログラムが終了し、片づけをしていた

時に、野々池中学校のブラスバンド部の生徒が体調不良のため、顧問の先生に指示されて座って休んでい

ました。たまたまそこに明南の１年次生が通りかかりました。その生徒は持っていたタオルを濡らして、

中学生に渡して首を冷やすように言い、迎えに来た保護者の車のところまで付き添ったそうです。後日保

護者がその時のお礼を言いに来校されました。近隣の方よりの苦情が多い昨今、このような心温まる行動

をしてくれた明南生もいますので紹介させていただきます。 

 

PDCAサイクルを実践して「自ら学び、考え、行動できる」高校生に 

～スコラ手帳利用説明会でのお話から～ 

手帳モニターの皆さん、説明会参加ご苦労様でした。現代社会ではどのような人材が求められるのか、

という大きな話から始まりましたので少しわかりにくかったかもしれませんね。要点は PDCA サイクル

を上手く回して日々自分を成長させることが大切である、ということでしたね。PDCAサイクルとは下図

のように「Plan（計画）」「Do（実行）」「Check（評価）」「Action（改善）」の4つからなるサイク

ルのことです。  

（１）Plan（計画）：今までの実績や将来の予測などをもとにして計画を作成する。  

（２）Do（実行）：計画に沿って勉強、部活動、等に取り組む。  

（３）Check（評価）：自分の取り組みが計画に沿っているかどうかを評価する。  

（４）Action（改善）：自分の取り組みが計画に沿っていない部分を調べて改善をする。 

 手帳をどんどん活用して新しい自分を創っていきましょう。今回モニターになっていない人も参考に

して、自分の生活を見直してみてください。 

 

 

 

 

引用：File:PDCA-Multi-Loop.png BY.ChristophRoser 
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英語民間試験情報 ➡ 新型英検の予約申し込みが始まりました（２年次生） 

 2020年度から始まる大学入学共通テストで活用される英語民間試験のひとつである新型英検S-CBT

のネット予約が９／１８より始まっています。英語民間試験の入試活用に関しては多くの問題点も指摘

されており、今後も新たな情報が出てくると思われますが、どのようなシステムなのか現段階で大まか

に把握しておくことが必要です。英語民間試験は英検、GTECなど７種類が認定され、高校３年の４月

から１２月の間に２回受検することが可能です。その成績が入試センターを通じて出願先の大学に提供

され、合否判定に活用されます。現高校２年生を例に、新型英検受検から大学入学共通テストまでの流

れを確認しておきたいと思います。 

年 月 日 大学入学共通テストと新型英検受検の流れ（現高校２年生の場合） 

２０１９．９ 新型英検の申し込み開始【２０２０．４～７実施の第１回S-CBT】 

・予約申込９／１８～１０／７ 

・本申込２／９～ 

２０１９．１１ 共通 IDの申請開始１１／１～１４ 

２０２０．１ 共通 ID発行 

・入試センターから受験生に共通 IDが届く 

２０２０．１ 新型英検の申し込み開始【２０２０．８～１１実施の第２回S-CBT】 

・予約申込１／１５～２７ 

・本申込６／２０～ 

２０２０．４～１２ 英語民間試験を受験 

・入試センターを通じて試験の成績が提供される仕組みがスタート 

・４月から１２月までの２回分までの試験の成績が提供される 

２０２１．１．１６～１７ 大学入学共通テスト 

・「読む」「聞く」の英語試験を含む 

※GTECなど他の６種類の民間試験は申込時期が異なります 

 

◆Q&A 

 ・『新型英検』と『従来型英検』の違いは？ 

  ☛現在実施されている従来型は１次試験合格者のみ別日程の２次試験で「聞く」「話す」力を評 

  価しますが、新型は１回の試験で「読む」「書く」「聞く」「話す」の４技能を評価します。 

 ・共通 IDとは？ 

  ☛大学受験生に共通 IDを発行し、それをもとに英語民間試験の成績を出願先の大学に提供し 

ます。高校２年生の１１月に申請し、１月に IDを発行します。 

◆今君たちができることは 

 １）英語の授業に今以上に積極的に取り組む 

   ・コミュ英の授業では①本文の音読を重視する、②ユメタンを完璧に覚える 

      ・英表の授業では①Listening & Speaking Training Seminarでトレーニングを積む、 

    ②Carmina先生のSpeaking Testはしっかり準備して臨む、 

③英作文課題を着実に仕上げて表現力をつける 

      ・授業全体を通して語彙力（単語、イディオム）をつける 

 ２）英検（従来型）、GTECを早い段階から受検する ☚ 練習試合だと思って受検しよう 

   ・対策用の問題集を購入し、計画的に勉強する 
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