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Instagram も
やっています♩

Facebook ページで住高生の様子を発信中！
https://www.facebook.com/sumikohouse/
7・８月の住高ハウス◯◯
７月２日(木)・15 日(水)はレクデーを実施し、以前生徒とスタッ
フで作成した「リアル人生ゲーム」を楽しみました。
当日は、住田町教育委員会職員２名をゲストにゲームを楽しみ、
高校時代や役場での経験などもお話して
もらいました。
いつもの住高ハウス◯◯とはまた違う
雰囲気が生まれて、スタッフにとっても
高校生と地域の人が交流する重要性を改
めて認識する機会となりました♪

住高の PR ポスターが完成しました！
住高チャレッジ部デザインチーム２名が、住高の PR ポスターを
作成しました。生徒たちは、地域の方々にアドバイスをいただきな
がら、ポスターのデザインの検討や撮影場所のヒアリング、撮影を
自分たちで行いました。
完成後には、住田町の教育長に報
告をしに行き、住田テレビさんの取
材にもしっかりと答えてくれました。
完成したポスターは、住田町内外
に掲示する予定です。探してみてく
ださいね。
第３回ケセンマイプロスタートアップカイギ（全３回）
7 月 18 日(土)、住田町役場で第３回ケセンマイプロスタート
アップカイギが行われ、住高生４名、大人９名が参加しました。
当日は、コロナ感染予防対策をした上で行い、プロジェクト内
容に関する問いを深めた後、夏休みに向けたアクション計画を立
てました。
スタッフの他にも、役場職員などにも参加していただいたた
め、いろんな立場の視点から多様なアイデアを出し合う濃厚なブ
ラッシュアップとなりました。

かたらっせん vol.9 〜理学療法士の話を聞いてみよう！〜
７月 16 日(木)、住高ハウス◯◯でかたらっせん vol.9 を実施し
ました。今回は、住田町社会福祉協議会の
奈良千佳子さんをゲストにお招きし、理学
療法士の仕事についてお話いただきました。
当日、住高生 4 名・地域の方２名が参加
し、看護系・福祉系を進路に考えている住
高生にとって、将来のイメージをする機会となりました。

９月以降には、相談会も実施する予定です。
「地域創造学が進まない…！」
など悩んでいる方は、気軽に参加してください♪

９ 月 の 開 館 予 定
＼17 日はレクデー★／
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希望者は、教育コーディネー
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地域創造学の授業でまちあるき！
６月１０日（水）５〜７校時、１年生
の授業で住田町内のまちあるきを行い、
教育コーディネーターは当日の行程や地
域側との調整を担当しました。
世田米地区では、世田米町歩きガイド
の皆さんに案内をしてもらいながら古い
商家や蔵の残る街並みを歩き、泉田畜産では牛と触れ合いながら
酪農家の仕事等について教えてもらいました。
有住地区では、住高ハウス◯◯スタッフ奈良の案内で、めがね
まつびばし

橋や松日橋を訪れ、農村風景を堪能しました。
地域を知った生徒たちが、これからどんな探究を進めていくの
か、今から楽しみです♪

まるまる

６月の住高ハウス◯◯

６月は、１年生にとって初めてとなる前期中間考査があり、住高
ハウス◯◯では勉強をする生徒や息抜きに活用する生徒で賑わっ
ていました。
考査終わりの６月１８日(木)は、レクデーを
実施し、人狼やカードゲームを楽しみました。

第１回ケセンマイプロスタートアップカイギ（全３回）
【ケセンマイプロとは？】
（主催：ケセンマイプロ実行委員会）
“地域で何かやってみたい”という思いや、“日常のもやもや”を抱える
気仙管内の高校生たちが、それを形にできるように気仙管内の大人で
サポートすることを目的にしたプログラムです。

６月２０日(土)、Web 会議ツール zoom を使って第１回ケセン
マイプロスタートアップカイギが行われ、住高からは６名の生徒
が参加しました。
当日は、生徒自身の人生を振り返ってグループで共有をした
後、興味のあるテーマを挙げてこれか
ら取り組むテーマを考えました。
生徒たちは、初めての Web 会議に
わくわくしながら、自分自身のことを
上手に表現していました。

今月の Book Station
・犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい①/松本ひで吉
・５分後に意外な結末②青いミステリー
・ロマンティック世界遺産
ほか

※夏季休暇中の開館予定は、終業式に配布します。
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６日と 13 日は文章力アップ講座！
自己 PR や志望理由書の作成に活かせる、文章を書く上でのキホンを学ぼう！
詳細は、後日配布されるチラシを見てね☆
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オンライン版！かたらっせん vol.7

住高ハウス

まるまる通信

LINE アカウント
ができました！

★「住高ハウス◯◯」という愛称には、住高生にとって家
（ハウス）のようにくつろげる場所、そしてこれから挑戦
したい「〇〇」なことに挑戦できる・見つけられる場所に
なってほしいという思いが込められています。

住高ハウス〇〇の様子
住高ハウス〇〇では、毎日来館した生徒に「今日の一問」を解
いてもらっています。
最近では、生徒たちが積極的に問題を解いたり、自分の意見を
話したりする様子が見られて、スタッフにとっても生徒たちの
成長を感じる機会となっています。 ＼利用している１年生の声／
バス待ちの時間に使えたり、学習や進路の
ことを考えたり出来そうでありがたい。

みんなと話すのが楽しく、過ごしやすい。

自学自習支援「スタディマラソン」実施中！
住高ハウス〇〇では、スタディマラソンを始めました。
スタディマラソンでは、生徒が自分で決めた学習目標に向けて
学習する様子をスタッフが見守り、時にはサポートを行います。
興味のある方は、スタッフまでお声かけください♪

5 月 11 日（月）、オンライン版！かたらっせん vol.7 を実施しま
した。講師は、一般社団法人 SUMICA の菅原 優衣さんにお願いし
て、進路選択や住田の暮らしがいに
ついてお話いただきました。
講師からの ”高校生は、人に会う
機会が限られているので、いろんな
人に出会って価値観を広げて欲しい”
というメッセージに、生徒たちは刺
激をもらった様子でした。

「住高チャレッジ部」始動！
今年度から、町教委主催「住高チャレッジ部」が始まり、２名
が入部しました！
部員たちは、デザインチーム
として住田高校の PR ポスター
制作や PR 動画の作成に意欲的
に取り組んでいます。
地域ぐるみで、２名の成長を
下有住地区公民館へ
応援していきます！
ヒアリングに行きました♪

今月の Book Station
・「5 分後に意外な結末①赤い悪魔」/学研教育出版
・「世界のかわいい小鳥」/上田 恵介
・「進撃の巨人 空想科学読本」/柳田 理科雄

ほか

地域創造学の授業をしました！

６ 月 の 開 館 予 定

今年度も、住田高校で行っている地域創造学の授業で、教育コ
ーディネーターもお手伝いとして参加しています。
５月中は、１年生向けに「住田町を知ろう」
、２、３年生向けに
「地域創造学を学ぶ意義」、
「自分の好きを見つける」をテーマに
授業をしました。
生徒たちが、住田町をフィールドに生きる力を育めるように、
私たちもサポートしていきます！

テスト期間中の自学自習支援について
テスト１週間前からテストが終わるまでの期間、住高ハウス
〇〇でも自学自習支援を行っています。
「家だと集中できない…。」「わからないところがあった時に
気軽に質問したい。」という方はぜひ活用してください。
スタッフが皆さんの自学自習を応援します♪

６月 18 日のレクデー

＼ぜひ
来てね
〜！／

テストを頑張った次の日は、みんなで人狼などのレクリエー
ションをして楽しみましょう。
時間は、１６時３０分〜１８時の間に行います♪
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・毎週水曜日は、地域創造学相談 day
・英検対策、スタディマラソンは
随時実施しています！
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住高ハウス◯◯LINE 公式アカウントが登場！
住高
ハウ
スの
情報
まる
を
っと
お届
け！

★「住高ハウス◯◯」という愛称には、住高生にとって家（ハウス）のようにく
つろげる場所、そしてこれから挑戦したい「〇〇」なことに挑戦できる・見つけ
られる場所になってほしいという思いが込められています。

スタッフ紹介
私たちは、

「二歩目も
踏み出すお手伝い」
を合言葉に、住高生を応援します♪
この合言葉は、住高生が「一歩踏み出すだけでなく、たくさ
んの経験や失敗を経て、二歩目を踏み出すところまで応援した
い！」というスタッフの想いから生まれました。
おやけ

ゆ

み

●小宅 優美／福島県出身・教育コーディネーター３年目
筑波大学・大学院卒、住高魅力化推進事業のリーダー！
こむかい

●小向 はるか／青森県出身・教育コーディネーター１年目
留学、英会話講師の経験を生かし、住高生をサポート！
わかばやし

しおり

●若林 詩織／神奈川県出身・教育コーディネーター１年目
立教大学卒、教員経験を生かし、安心の場づくりをお手伝い！
な

ら

ともひこ

●奈良 朋彦／神奈川県出身・（一社）邑サポート代表
東京工業大学・大学院卒、理系とうんちくはお任せあれ！

住高ハウス〇〇LINE 公式アカウントを友達追加
すると、住高ハウスの情報を知ることができます！
右の QR コードを読み取って、友達追加してね♪

住高ハウス〇〇の様子
４月から無事に学校が始まり、
久々に住高生の顔を見ることが出
来たスタッフは、とても嬉しい気
持ちで新年度を迎えました。
さて、今年度からは１年生が仲
間入り♪１年生の利用が少しずつ増えて、思い思いに時間を過ごし
ています。
住高ハウスでは、英検対策や住高チャレッジ部デザインチームの
活動がスタート！興味のある方は、スタッフにお声かけください。

投書箱はじめました。
今月から、住高ハウス内に投書箱を設置して
います。住高ハウスへご意見やご要望のある方
はぜひ活用してください♪
また、メッセージカードも設置しています。
友達やスタッフに対して、
「イイネ！」と思った
時や、気持ちを伝えたい時にぜひ書いて手渡し
してください♪
スタッフも活用していきます！
★今月も、本の貸し出しを行っています。
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★「住高ハウス○○」という愛称には、住高生にとって家（ハウス）のようにくつろげる場所、
そして、これからの人生で挑戦していきたい「○○」なことに挑戦できる・見つけられる場所
になってほしいという思いが込められています

4月のお知らせ
みなさん、ご入学・進級おめでとうございます！！

“住高チャレッジ” はじまります‼
高校生活を通して「何かチャレンジしてみたい」という気持ちがあるひとを応
援します！「何か」の内容は決まっていても決まっていなくても 。学校の部
活動との兼部可能。「なにか面白いこと、やってみたいんだよな～」その気持
ち、実現してみませんか？
※月一回のミーティングにはできる限り参加してください（平日放課後）。
活動内容例
～まち部門～ 気仙地域（主に住田町）で開催されるイベントの運営ボラン
ティアや、出展者として参加します。町に飛び出そう！
～つながり部門～ 他地域の高校生と交流する事業を企画から実行まで行
います。
年度は、東京の高校生との交流事業を予定。

新年度が始まりました。コロナウィルスの影響で様々なイベントが縮小され
ていますが、住高ハウス○○は感染対策を行いながら開館していきたいと思
います。新入生の皆さんも、まずは見学だけでも良いので、気軽に遊びに
来てくださいね♪

～ 部門（
～ 住高生のやりたいことを実現しよう！４月か
らは「デザイン部」「華道部」がスタート予定。

★お知らせ★ 月から金曜日の休館日がなくなり、月～金曜日まで毎日開
館となります。開館時間は４月８日 ： ～ ： 、９日以降
： ～ ： です。感染予防のため、入館時は手洗いをお願いしていま
す。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

参加の方法
＊まずは住高ハウス○○に来て、スタッフに「入部希望です」と伝えて下さい。
どんな活動ができるか話しましょう！申込用紙をお渡しするので、その提出
が済んだら活動がスタートします。
皆さんの参加、お待ちしています！！

今月のBOOk STATION
住田町図書室の本を住高ハウスで貸し出ししています！
●「ムーミン谷の彗星」（トーベ・ヤンソン著）
●「オズの魔法使い」（ライマン・フランク・ボーム著）
●「シャーロック・ホームズの挑戦」（コナン・ドイル著）
●「こぐまのケーキ屋さん」（カメントツ著）
●「ぼくのまつり縫い 手芸男子は好きっていえない」（神戸遥真著）●「孤霊の檻」
（廣嶋玲子 著）
●「メアリと魔女の花」（メアリー・スチュアート著）
●「マンガ百人一首物語」
などなど

スタッフコラム ＜ 5分でできる？成績アップ＞
いよいよ新年度が始まりました。先日「５分でできる成績アップのための行
動」というコラムを読みました。その行動とは？「分からないところを質問する」
ことだそうです。「分からないのは私だけ？」「質問するの恥ずかしい・・・」でも、
意外と自分がわからなかったところは他の人も分からないもの。あなたが勇気
を出すことで他にも救われる人がいるかも！？ 実は「質問する力は、勉強だ
けではなく将来の仕事にも必要な力」なんです。質問しようかな・・・？迷ったと
きはこのお話を思い出し、勇気を出してみてくださいね。＜小向＞

