
ルーム メインCELULAS ルーム1 ルーム2 ルーム3 ルーム4 ルーム5 ルーム6 ルーム7 ルーム8 ルーム9
zoomID 825 0738 2888 813 9887 7130 865 5071 8720 840 9085 6773 834 8946 4217 845 8029 2098 814 9275 9432 849 2272 8838 824 4116 9351 863 8893 4571

パスコード

9:45 開場

10:00~10:25 オープニング

①時間目
10:30~10:55

①韓国
①ミャンマー・

モンゴル・

ウガンダ

①台湾 ①香港 ①ペルー
①インドネシア・

ミャンマー・

ケニア

①ロシア ①メキシコ ①ロシア

②時間目
11:00~11:25

②韓国 ②メキシコ ②台湾
②インド

ネシア
②ミャンマー ②メキシコ ②ロシア

③時間目
11:30~11:55

③モンゴル・

インドネシア・

オーストラリア

③メキシコ ③韓国
③インド

ネシア
③ミャンマー

③インド

ネシア
③台湾

ランチタイム

12:00~13:25

世界はおいしいモノに

あふれてる！

タイのカービング

日本＊セルラス

④時間目
13:30~13:55

④モンゴル・

インドネシア・

オーストラリア

④マラウイ ④ペルー
④インド

ネシア
④ロシア

④インド

ネシア
④タイ

⑤時間目
14:00~14:25

⑤ロシア ⑤韓国 ⑤中国
⑤インド

ネシア
⑤ケニア ⑤タイ

⑥時間目
14:30~14:55

⑥コロンビア　

中止
⑥香港 ⑥中国

⑥インド

ネシア

⑥韓国・

台湾・

イギリス

⑥ケニア
⑥ドミニカ

共和国

15:00~15:30 エンディング

ルーム メインCELULAS ルーム1 ルーム2 ルーム3 ルーム4 ルーム5 ルーム6 ルーム7 ルーム8 ルーム9

お部屋の名前(国）が一緒であっても内容はそれぞれ違います。詳しくは下記参照の上、お選びください。

 1213　※全ルーム共通です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        1213　※全ルーム共通です

②③

ベトナム・

マレーシア

昼休み

⑤⑥

マレーシア・

タイ

世界からのビデオ

※1

マラウイ

イギリス/ロンドン

カタール/ドーハ

USA/ワシントンD.C.

イタリア

日本/壱岐島

世界からのビデオ

※1

メキシコ

USA/シアトル

ドイツ

メキシコ

日本＊セルラス

②③

フィリピン

世界の料理作り&食べ物ビデオ

ここをクリックするだけで

ルームへ移動できます！

こちらはお申し込みの方のみでご利用ください。転送はご遠慮ください。

←うまく行かない場合はzoomIDとパスコードをご入力ください。

https://us02web.zoom.us/j/82507382888?pwd=RmZ4NzdsMlFBVURrQ0cwVVVJaWpYZz09
https://us02web.zoom.us/j/81398877130?pwd=YXZ0cTRodkpTT2Q1bFRuUThubVJqUT09
https://us02web.zoom.us/j/86550718720?pwd=Qy82a21lbzZCakJpKzFYMzlPRHl6QT09
https://us02web.zoom.us/j/84090856773?pwd=Tm5OTTlOdzA1OUp3R3hrbDVzRzQ1QT09
https://us02web.zoom.us/j/83489464217?pwd=R09MQk9GdlFNRDdRUzJZaWpjWUhTUT09
https://us02web.zoom.us/j/84580292098?pwd=czFGRnZuSUU5M0Nwc29CcHgzWDU1UT09
https://us02web.zoom.us/j/81492759432?pwd=UjZ5Y0lYVU1odVZwOWsweWs2RWtDQT09
https://us02web.zoom.us/j/84922728838?pwd=RzNhZGRBeFpMcWM1cXl4aERlMk1VZz09
https://us02web.zoom.us/j/82441169351?pwd=Vm56T1dlbDM1NUNkTWdIN1dqaU1Kdz09
https://us02web.zoom.us/j/86388934571?pwd=RzA1K1VocXZ1cGduTXFaS1NaM3NRQT09
https://us02web.zoom.us/j/82507382888?pwd=RmZ4NzdsMlFBVURrQ0cwVVVJaWpYZz09
https://us02web.zoom.us/j/81398877130?pwd=YXZ0cTRodkpTT2Q1bFRuUThubVJqUT09
https://us02web.zoom.us/j/86550718720?pwd=Qy82a21lbzZCakJpKzFYMzlPRHl6QT09


①時間目 参加国

ルーム1 ①韓国

ルーム2
①ミャンマー・

モンゴル・

ウガンダ

ルーム3 ①台湾

ルーム4 ①香港

ルーム5 ①ペルー

ルーム6
①インドネシア・

ミャンマー・

ケニア

ルーム7 ①ロシア

ユラちゃん！ちょっと教えて韓国のこと

韓国語でのあいさつを言ってみよう。

お風呂あがりもカワイク♡ヤンモリ巻きをしてみよう！

韓国と日本のお菓子をドーンと比べてみよう！おすすめの韓国おかしは？

★フェイスタオルをご用意ください

体感！交流！ミャンマー💛モンゴル💛ウガンダ

ミャンマーのスーちゃん、モンゴルのオユンちゃん、ウガンダのアラファト君が、自国のソールフード、民族衣装

やフェスティバルを紹介してくれます✨

ダンスやゲームもありますよ♪Everyone,come over here! Let's enjoy together!!

遊んで知ろう台灣！イー・アー・サン

子どもも大人も盛り上がろう!

★台湾の習慣、食べ物などのクイズに挑戦！何問正解できるかな？

★「赤上げて♪白上げて♪」のリズムで中国語の旗上げゲームをするよ！

赤白の旗 or 旗のかわりになる物を用意して参加してね🏁

タイトル 内容

ロシアのクリスマスのお話

クリスマスの歌をロシア語で歌おう！

★ロシアにサンタさんは来るのかな？

★ロシアのクリスマスはどんな風にお祝いするの？

★アニータと一緒にロシアのクリスマスの歌を歌おう。簡単だからすぐ覚えられるよ！

「知らなかった！おもしろい！香港🤩」

✤香港クイズで、意外な香港を知ろう。

✤歴史も食文化も名所もわかるよ。

✤ちょっとびっくり香港人。でもおもしろい！

✤広東語で、オーダーもできるようになるよ！

ペルーの帽子チュージョがスーパーの袋で作れちゃう！

ペルーのカラフルな帽子を皆で作ってみよう！

どんな色、模様かは「up to you」オリジナルの帽子を作って皆に自慢しよう！

スペイン語で色が言えるようになるゲームも考えてるよ！

レジ袋・マジック・テープ等用意してね。

「じゃんけん」3ヶ国勝負‼

私たちがよく使う「じゃんけん」．海外にもあるんです。

かけ声や手の使い方，一緒かな？

インドネシア，ケニア，ミャンマーの「じゃんけん」を覚えて，一緒にじゃんけんしてみよう！

ここをクリックするだけで

ルームへ移動できます！

←うまく行かない場合は上記ページのzoomIDとパスコードをご入力ください。

★内容は都合により一部変更になる場合がございます★

https://us02web.zoom.us/j/81398877130?pwd=YXZ0cTRodkpTT2Q1bFRuUThubVJqUT09
https://us02web.zoom.us/j/86550718720?pwd=Qy82a21lbzZCakJpKzFYMzlPRHl6QT09
https://us02web.zoom.us/j/84090856773?pwd=Tm5OTTlOdzA1OUp3R3hrbDVzRzQ1QT09
https://us02web.zoom.us/j/83489464217?pwd=R09MQk9GdlFNRDdRUzJZaWpjWUhTUT09
https://us02web.zoom.us/j/84580292098?pwd=czFGRnZuSUU5M0Nwc29CcHgzWDU1UT09
https://us02web.zoom.us/j/81492759432?pwd=UjZ5Y0lYVU1odVZwOWsweWs2RWtDQT09
https://us02web.zoom.us/j/84922728838?pwd=RzNhZGRBeFpMcWM1cXl4aERlMk1VZz09


ルーム8 ①メキシコ

ルーム9 ①ロシア

②時間目 参加国

ルーム1 ②韓国

ルーム2 ②メキシコ

ルーム3
②③

ベトナム・

マレーシア

ルーム4 ②台湾

ルーム5 ②フィリピン

ルーム6 ②インドネシア

チョコっとメキシコ気分！　

みんな大好き💖チョコレートの知らない世界

メキシコはサボテン・タコス・テキーラだけじゃない！遊ぼう！知ろう！誰かに話したくなるチョコレートとメキ

シコの甘い関係💖

◆ちびっこもシニアも楽しめる「チョコレートの手遊び」!

◆びっくりチョコレート料理?! ◆「15時間、時を戻そう！」現地メキシコと生中継で家庭訪問！メキシコ

のチョコラテとは？

みんな～イヂスダ！！

ロシアの紙人形劇が始まるよ♬

ロシアの昔話「おだんごパン」の紙人形劇をエレナちゃんが実演♪ロシアの森にはどんな動物達が住んでい

る？

可愛い民族衣装を着た動物たちに会える！物語クイズも!!　メルヘンの世界へ一緒に旅に出ませんか？

ベトナム★マレーシア★

ワクワク交流広場へようこそ！

ベトナム・マレーシアのアジアンガールズが集合！沢山質問して今まで知らなかったことを知ろう！

海外の女子の流行り、気になりませんか？それぞれの国のいいとこ、日本の良さもしれちゃいます！待って

まーす。

台湾と日本の同じところ、違うところを見つけよう！

台湾のおいしい食べ物や小学校の様子を写真で紹介するよ。「あ、こんなところが同じ！」「え？こんなに

違うの！？」と驚きや発見がいっぱい！　特に「違いは大切な寶物（たからもの）」だよ！　一緒に探そ

う！　クイズにも答えてね～！

フィリピンのクリスマス事情！

日本のクリスマスと違いはあるのかな？

フィリピンの現地とつながって、フィリピンのクリスマスについて教えてもらおう♪楽しく英語を使いながら、世

界に一つだけのクリスマス飾りを作りませんか？★折り紙や画用紙をご用意ください。

タイトル 内容

ユラちゃん！韓国ってどんなとこ？
韓国語（大邱弁）であいさつしてみよう。

韓国をパワーポイントで紹介、文化、習慣、ドラマ、K-POPのことなど色々聞いてみようー！！

❤　メキシカンTV マヌエルくん 　❤

❤メキシコおばあちゃん家の大豪邸？ルームツアー🏁

❤お楽しみゲームも？！

❤コロナの今！マスク拝見

インドネシアの現地から学生さんと一緒にことば遊びを

しよう！
インドネシア語の挨拶や、自己紹介、早口ことばにも挑戦！言えたらみんなに自慢しよう。

https://us02web.zoom.us/j/82441169351?pwd=Vm56T1dlbDM1NUNkTWdIN1dqaU1Kdz09
https://us02web.zoom.us/j/86388934571?pwd=RzA1K1VocXZ1cGduTXFaS1NaM3NRQT09
https://us02web.zoom.us/j/81398877130?pwd=YXZ0cTRodkpTT2Q1bFRuUThubVJqUT09
https://us02web.zoom.us/j/86550718720?pwd=Qy82a21lbzZCakJpKzFYMzlPRHl6QT09
https://us02web.zoom.us/j/84090856773?pwd=Tm5OTTlOdzA1OUp3R3hrbDVzRzQ1QT09
https://us02web.zoom.us/j/83489464217?pwd=R09MQk9GdlFNRDdRUzJZaWpjWUhTUT09
https://us02web.zoom.us/j/84580292098?pwd=czFGRnZuSUU5M0Nwc29CcHgzWDU1UT09
https://us02web.zoom.us/j/81492759432?pwd=UjZ5Y0lYVU1odVZwOWsweWs2RWtDQT09


ルーム7 ②ミャンマー

ルーム8 ②メキシコ

ルーム9 ②ロシア

③時間目 参加国

ルーム1
③モンゴル・

インドネシア・

オーストラリア

ルーム2 ③メキシコ

ルーム4 ③韓国

ルーム5 ③フィリピン

ルーム6 ③インドネシア

みんな～イヂスダ！！

ロシアの紙人形劇が始まるよ♬

ロシアの昔話「おだんごパン」の紙人形劇をエレナちゃんが実演♪ロシアの森にはどんな動物達が住んでい

る？

可愛い民族衣装を着た動物たちに会える！物語クイズも!!　メルヘンの世界へ一緒に旅に出ませんか？

タイトル 内容

「教えて💖世界の祝日㊗️

    ～早く来い来い〇〇の日😌❗️～

日本の子供たちが心待ちにしている祝日といえばXmasとお正月‼️世界には、日本とは一味ちがった

祝日の過ごし方があるんだって❗️インドネシア、モンゴル、オーストラリアの人が毎年楽しみにしている祝

日を教えてもらおう❣️面白いゲームやジャンケンもするよ❣️

ミヤンマーの国民食レシピ紹介！！ ミャンマーの国民食のお茶のサラダの作り方を紹介します。きっとあなたもハマるおいしさ！！

チョコっとメキシコ気分！　

みんな大好き💖チョコレートの知らない世界

メキシコはサボテン・タコス・テキーラだけじゃない！遊ぼう！知ろう！誰かに話したくなるチョコレートとメキ

シコの甘い関係💖

◆ちびっこもシニアも楽しめる「チョコレートの手遊び」!

◆びっくりチョコレート料理?! ◆「15時間、時を戻そう！」現地メキシコと生中継で家庭訪問！メキシコ

のチョコラテとは？

西ジャワ地方の伝統的な遊びを一緒にやりましょう！ マインガルーダという歌を歌いながらする遊びです。みんなで一緒にやってみよう！！

❤　メキシカンTV ネリーちゃん 　❤

❤ポンチデフルータスのレシピ公開！

❤レシピ覚えてるかなクイズ♪

❤コロナの今！マスク拝見

伝統楽器カヤグムと楽しいゲーム
韓国の中学生が演奏する伝統楽器カヤグムの音色に浸ろう✨

テコンドー披露、楽しい韓国ゲームもやるよ！

フィリピンのクリスマス事情！

日本のクリスマスと違いはあるのかな？
②時間目の続きになります。

https://us02web.zoom.us/j/84922728838?pwd=RzNhZGRBeFpMcWM1cXl4aERlMk1VZz09
https://us02web.zoom.us/j/82441169351?pwd=Vm56T1dlbDM1NUNkTWdIN1dqaU1Kdz09
https://us02web.zoom.us/j/86388934571?pwd=RzA1K1VocXZ1cGduTXFaS1NaM3NRQT09
https://us02web.zoom.us/j/81398877130?pwd=YXZ0cTRodkpTT2Q1bFRuUThubVJqUT09
https://us02web.zoom.us/j/86550718720?pwd=Qy82a21lbzZCakJpKzFYMzlPRHl6QT09
https://us02web.zoom.us/j/83489464217?pwd=R09MQk9GdlFNRDdRUzJZaWpjWUhTUT09
https://us02web.zoom.us/j/84580292098?pwd=czFGRnZuSUU5M0Nwc29CcHgzWDU1UT09
https://us02web.zoom.us/j/81492759432?pwd=UjZ5Y0lYVU1odVZwOWsweWs2RWtDQT09


ルーム7 ③ミャンマー

ルーム8 ③インドネシア

ルーム9 ③台湾

④時間目 参加国

ルーム1
④モンゴル・

インドネシア・

オーストラリア

ルーム2 ④マラウイ

ルーム5 ④ペルー

ルーム6 ④インドネシア

ルーム7 ④ロシア

ルーム8 ④インドネシア

どう読むの？○がいっぱいミャンマー文字

まるで模様のようなミャンマー文字！○がいっぱい並んでるー！！どんなふうに読むのかな？

ミャンマーと日本はどう違う？？！！

★メモをご用意ください

インドネシアの家、ついて行ってイイですか？

可愛い赤ちゃんと2才の子がいるインドネシアの家庭を一緒に訪問しちゃいます！日本と違う「家」「子育

て」「生活」のリアルな様子が感じられる現地生中継によるバーチャル国際交流体験をぜひ！★大人も

子供も楽しいインドネシアクイズやインドネシアじゃんけんもやるよ！

❤　世界の果てまでおもしろ荘　❤

     ～マラウィのクパさん～

❤教えて！マラウィ

❤マラウィの学校ツアー♪

❤チェワ語で遊ぼう！

ペルーの帽子チュージョがスーパーの袋で作れちゃう！

ペルーのカラフルな帽子を皆で作ってみよう！

どんな色、模様かは「up to you」オリジナルの帽子を作って皆に自慢しよう！

スペイン語で色が言えるようになるゲームも考えてるよ！

レジ袋・マジック・テープ等用意してね。

ダンス・ダンス・Tari Indang!

インドネシアのスマトラ島の伝統的な踊り「Tari Indang」．リズミカルな歌に合わせて，座って踊るダン

スです。

心も体もリフレッシュ♪

台湾夜市食べ歩き！

～台北在住の茶ちゃんがご案内！～

台湾夜市の紹介、絶対行くべきおいしい屋台ベスト５（食べ物） 食べ物だけじゃない雑貨やゲームな

どのお店も紹介、屋台の看板でどんな食べ物かイメージクイズ、など台湾夜市情報がいっぱい！

タイトル 内容

「教えて💖世界の祝日㊗️

    ～早く来い来い〇〇の日😌❗️～

日本の子供たちが心待ちにしている祝日といえばXmasとお正月‼️世界には、日本とは一味ち

がった祝日の過ごし方があるんだって❗️ インドネシア、モンゴル、オーストラリアの人が毎年楽し

みにしている祝日を教えてもらおう❣️面白いゲームやジャンケンもするよ❣️

ロシアにはお正月が2回ある！

パーティー大好きロシア人のお正月紹介

ロシアの2回目のお正月はいつ？

あけましておめでとうをロシア語で言ってみよう！

ロシアのおせち（お正月料理）から簡単なものの作り方を紹介します

★メモをご用意ください

インドネシアの家、ついて行ってイイですか？

可愛い赤ちゃんと2才の子がいるインドネシアの家庭を一緒に訪問しちゃいます！日本と違う「家」「子育

て」「生活」のリアルな様子が感じられる現地生中継によるバーチャル国際交流体験をぜひ！★大人も

子供も楽しいインドネシアクイズやインドネシアじゃんけんもやるよ！

https://us02web.zoom.us/j/84922728838?pwd=RzNhZGRBeFpMcWM1cXl4aERlMk1VZz09
https://us02web.zoom.us/j/82441169351?pwd=Vm56T1dlbDM1NUNkTWdIN1dqaU1Kdz09
https://us02web.zoom.us/j/86388934571?pwd=RzA1K1VocXZ1cGduTXFaS1NaM3NRQT09
https://us02web.zoom.us/j/81398877130?pwd=YXZ0cTRodkpTT2Q1bFRuUThubVJqUT09
https://us02web.zoom.us/j/86550718720?pwd=Qy82a21lbzZCakJpKzFYMzlPRHl6QT09
https://us02web.zoom.us/j/84580292098?pwd=czFGRnZuSUU5M0Nwc29CcHgzWDU1UT09
https://us02web.zoom.us/j/81492759432?pwd=UjZ5Y0lYVU1odVZwOWsweWs2RWtDQT09
https://us02web.zoom.us/j/84922728838?pwd=RzNhZGRBeFpMcWM1cXl4aERlMk1VZz09
https://us02web.zoom.us/j/82441169351?pwd=Vm56T1dlbDM1NUNkTWdIN1dqaU1Kdz09


ルーム9 ④タイ

⑤時間目 参加国

ルーム1 ⑤ロシア

ルーム3
⑤⑥

マレーシア・

タイ

ルーム4 ⑤韓国

ルーム5 ⑤中国

ルーム6 ⑤インドネシア

ルーム8 ⑤ケニア

ルーム9 ⑤タイ

タイトル 内容

クリスマスカードはこれで決まり！

クリスマスのマトリョーシカを描こう！

★色鉛筆やクレヨン、カラーペンを持って集まれ！

★ロシアのクリスマスの可愛いマトリョーシカの絵をみんなで描きます。

★ロシアのクリスマスクイズもあるよ。

マレーシア★タイ★

ワクワク交流広場へようこそ！

マレーシア・タイのアジアンガールズが集合！沢山質問して今まで知らなかったことを知ろう！

海外の女子の流行り、気になりませんか？それぞれの国のいいとこ、日本の良さもしれちゃいます！待って

まーす。

タイを知りタイ遊びタイ♬

リアルなタイを現地在住のオムちゃんとベーコンがご紹介!!　タイ語で挨拶や自己紹介も教えてくれます♡

おもしろクイズや覚えたタイ語を使って体を動かすゲームタイムもありますよ！みんなで一緒に楽しみましょ

う♬

ライオンキングの中にもあるスワヒリ語と歌ってみようハク

ナマタタ！！

ケニアの国には色んな言葉がある。中でもスワヒリ語はみんなの知ってるライオンキングにも出てくるよ！動

物の名前をスワヒリ語では？

ケニアっていい国さ！ハクナマタタをみんなで歌おう！！

タイを知りタイ遊びタイ♬

リアルなタイを現地在住のオムちゃんとベーコンがご紹介!!　タイ語で挨拶や自己紹介も教えてくれます♡

おもしろクイズや覚えたタイ語を使って体を動かすゲームタイムもありますよ！みんなで一緒に楽しみましょ

う♬

韓国ドラマのあの場所に行ける⁈

おすすめの名所も紹介♪
韓国の中学生男子が、ドラマロケ地とおすすめの名所を案内してくれます。

クイズとじゃんけんと剪紙（せんし）

中国のこどもたちも大好き！おもしろクイズとじゃんけんで遊ぼう！剪紙（せんし）という簡単な

切り紙に挑戦！

折り紙とはさみを準備してね！

『小学校生活をのぞいてみよう！！　in インドネシア』
授業前にするsalim(サリム)の挨拶を教えてもらおう！

ユニークな部活や伝統の格闘技のクイズに挑戦。何問できるかな？

https://us02web.zoom.us/j/86388934571?pwd=RzA1K1VocXZ1cGduTXFaS1NaM3NRQT09
https://us02web.zoom.us/j/81398877130?pwd=YXZ0cTRodkpTT2Q1bFRuUThubVJqUT09
https://us02web.zoom.us/j/84090856773?pwd=Tm5OTTlOdzA1OUp3R3hrbDVzRzQ1QT09
https://us02web.zoom.us/j/83489464217?pwd=R09MQk9GdlFNRDdRUzJZaWpjWUhTUT09
https://us02web.zoom.us/j/84580292098?pwd=czFGRnZuSUU5M0Nwc29CcHgzWDU1UT09
https://us02web.zoom.us/j/81492759432?pwd=UjZ5Y0lYVU1odVZwOWsweWs2RWtDQT09
https://us02web.zoom.us/j/82441169351?pwd=Vm56T1dlbDM1NUNkTWdIN1dqaU1Kdz09
https://us02web.zoom.us/j/86388934571?pwd=RzA1K1VocXZ1cGduTXFaS1NaM3NRQT09


⑥時間目 参加国

ルーム1 ⑥コロンビア

ルーム4 ⑥香港

ルーム5 ⑥中国

ルーム6 ⑥インドネシア

ルーム7
⑥韓国・

台湾・

イギリス

ルーム8 ⑥ケニア

ルーム9
⑥ドミニカ

共和国

タイトル 内容

カリブ海の楽園

ドミニカ共和国ってどんな国？
2021年に向けて、お祝いのスペイン語を入れながら、ドミニカ共和国について楽しく紹介します。

 ～インドネシアのグルメ～

　　小学校には屋台がある？ ！
インドネシアの美味しい料理と小学校の屋台についてお話ししまーす！

◆ せかいの学校のぞいちゃお！👀

◆今まで海外から来てくれたお友だちの、3か国の学校を紹介しちゃいます。

　留学生も参加するので質問して！(日本語でOK♫)

　海外の学校ってどんなの⁈ 日本とのちがいや同じを見つけてね。クイズもするよ～！

ライオンキングの中にもあるスワヒリ語と歌ってみようハク

ナマタタ！！

ケニアの国には色んな言葉がある。中でもスワヒリ語はみんなの知ってるライオンキングにも出てくるよ！動

物の名前をスワヒリ語では？

ケニアっていい国さ！ハクナマタタをみんなで歌おう！！

中止となりました　🙇 中止となりました　🙇

「知らなかった！おもしろい！香港🤩」

✤香港クイズで、意外な香港を知ろう。

✤歴史も食文化も名所もわかるよ。

✤ちょっとびっくり香港人。でもおもしろい！

✤広東語で、オーダーもできるようになるよ！

クイズとじゃんけんと剪紙（せんし）

中国のこどもたちも大好き！おもしろクイズとじゃんけんで遊ぼう！剪紙（せんし）という簡単な

切り紙に挑戦！

折り紙とはさみを準備してね！

https://us02web.zoom.us/j/81398877130?pwd=YXZ0cTRodkpTT2Q1bFRuUThubVJqUT09
https://us02web.zoom.us/j/83489464217?pwd=R09MQk9GdlFNRDdRUzJZaWpjWUhTUT09
https://us02web.zoom.us/j/84580292098?pwd=czFGRnZuSUU5M0Nwc29CcHgzWDU1UT09
https://us02web.zoom.us/j/81492759432?pwd=UjZ5Y0lYVU1odVZwOWsweWs2RWtDQT09
https://us02web.zoom.us/j/84922728838?pwd=RzNhZGRBeFpMcWM1cXl4aERlMk1VZz09
https://us02web.zoom.us/j/82441169351?pwd=Vm56T1dlbDM1NUNkTWdIN1dqaU1Kdz09
https://us02web.zoom.us/j/86388934571?pwd=RzA1K1VocXZ1cGduTXFaS1NaM3NRQT09


※1　メインルーム　世界からのビデオ

開始時間

10:35～ ①「アフリカの温かい心」マラウイからこんにちは！

10:48～ ②イギリス・ロンドンの今！セルラス大学生の留学生活

11:05～ ③サッカーW杯2022開催国・カタール/ドーハの魅力！

11:17～ ④これを見ればアメリカ・ワシントンD.C.がわかる！

11:35～ ⑤北イタリアの生活を中高生姉妹がご案内！

11:45～ ⑥日本から世界に発信！魅惑の長崎県壱岐島

ランチタイム ⑦タイの超絶技！芸術的な野菜のカービング

ランチタイム ⑧セルラス小学生がマレー語＆英語で楽しい日本紹介！

13:35～ ⑨メキシコの「死者の日」を可愛い小学生たちがご紹介！

13:45～ ⑩アメリカ・シアトルの高校生がオンライン授業と街の様子を案内！

14:05～ ⑪日本とこんなに違う！ドイツの小学校生活

14:35～ ⑫メキシコの民族舞踊とマリアッチで盛り上がろう！

14:45～ ⑬多言語で広がる世界！セルラスメンバー多言語パフォーマンス！

メキシコ

USA／シアトル

ドイツ

メキシコ

日本・セルラス

内容国

マラウイ

イギリス/ロンドン

カタール/ドーハ

USA／ワシントンD.C.

イタリア

日本・壱岐島

タイ

日本


