ケーションのありかたにつ
いて考えさせられました。

今回、カナダへの修学旅
行で私は、とくにコミュニ
校での英語の勉強内容とは
多少違ったものがあると思

てみると、結構通じるもの
でした。ただ、英会話は学

学校交流の時、自分の英語
が通じるかとても不安でし
たが、実際にその場に面し

一つ目は「英会話」につ
いてです。ホームステイや

影響を与えたことが２つあ
りました。

たくさんありました。その
中でも特に、自分に対して

今回の修学旅行で学べた
ことは、数えきれないほど

「天国はない ただ空があ
るだけ… 国境はない た
だ地球があるだけ… みん
ながそう思えば かんたん

いてです。異文化の中でも 「イマジン※」
の中で歌い、
一番興味を持ったのは「食 言っている。

いました。
二つ目は「異文化」につ

なことさ…」って。
そう、同じようにそんな

我が敬愛するアーティス
トの一人「忌野清志郎」が

うして、ただ愛し合うこと
ができないのだろう。

どうして、簡単に許すこ
とができないのだろう。ど

便利な文明をつくってきた
にも関わらず、今でも互い
に傷つけあっている。

た。人類は様々なことを学
び、知恵や知識を身につけ、

戦争が絶えることのない人
類の歴史は繰り返されてき

世界はなぜ一つになれな
いのだろう？内戦や紛争、

「イ マ ジ ン ♪ 」

に目標がなくなり、相撲を
続けるか迷った、と話して

のインタビューの中で、
回目の優勝が決まった瞬間

毎日プレッシャーと重圧に
押し潰されそうになりなが
らも稽古に精進したと話し
ていました。また、優勝後

進路も実現しなくてはなら
なくなります。白鵬関は、

会活動でも皆さんが中心と
なります。そして、自身の

鵬 関 の 回 で した
が、今回、白鵬関が見事に
記録を更新しました。２学

これまでは、昭和の
大横綱といわれた大

鵬関が幕内優勝を
回飾ったことです。

たことを御存知です
か？それは、横綱白

りの大相撲
「初場所」
で、大記録が生まれ

なく欠席、遅刻、早退する
場合は、必ず保護者から学

じたものであるか、毎時点
検してください。
●「欠席・遅刻・早退」
病気などの諸事情でやむ

ス、アクセサリー、髪型、
髪色等について、校則に準

朝の登校時、また帰宅時
の制服の着こなしやピ ア

てきましたね。
これからは、 願いいたします。
学校生活、部活動でも委員 ●「容姿・頭髪・化粧等」

年の皆さんも、いよいよ最
上級生になる時期が近付い

校（担任）に連絡を入れて
ください。

て、ご理解の上、ご協力い
ただきますようよろしくお

ては、保護者の皆様のご協
力が必要となります。
以下の事項につきま し

教職員は、お預かりするお
子様の指導に常に全力であ

昨年度に引き続き、本校

に、経済面に関しては、盤
石の構えで臨めるよう、事

談や話合いをご家庭内でも
意識して設けて下さい。特

時間の際は、注意してくだ
さい。
●「進路に関して」
お子様の進路に関する相

活動などでそれぞれ異なり
ますが、あまりに遅い帰宅

さい。
下校時間は、コースや部

室完了するよう、時間に余
裕を持って送り出してくだ

スは８時０５分。Ａ・Ｂコ
ースは８時２５分までに入

●「登下校時間」
登校時間は始業５分前と
なってます。ＳＴ・Ｓコー

す。
ご家庭内での生活状況、 ース類の自動販売機は校内
活動状況の掌握につきまし に設置されています。

たります。しかし、目の届
く範囲にも限界がございま

前調査や準備にあたること
をお勧めします。
●「その他、友人関係等」

ますが、当面は弁当を持た
せてください。パン、ジュ

●「昼食・弁当」
パンや弁当の販売はあり

合は、学校で預からせても
らいます。

り、音が鳴ってしまった場

最も印象に残ったホーム
ステイでは、直に外国の文

文化」でした。日本とは一
味も二味も違う味付けに感
動し、それが楽しく思えま
した。

こと簡単だと思っている人
は世界中にたくさんいるだ

●「登校時の持ち物」
持ち物には必ず記名をお
願いします。学校（学習）

友人関係や学校での出来
事など、お子様と会話する
機会を多く持って、些細な
言動や動向から状況把握に

保
保
保護
護
護者
者
者の
の
の皆
皆
皆様
様
様へ
へ
へ

化・習慣に触れ、その違い
を知ることができたととも

以上のことを通して、私
は世界の広さを実感し、外

ろう。思ってるだけ…違う。 いました。目標を持つと、
何かしたい。と思ってる人 人は達成するために努力を
だっているだろう。これか します。無理なことも頑張

に必要ないものは持ってこ
させないでください。また
貴重品の管理については自
己責任となりますが、やむ

先日終わったばか

施しました。
カナダではバンクーバー

に、ホストファミリーとの
交流のなかで大切なことも
学びました。たとえ流暢に
英語が話せなくても積極的

国の方と接する楽しさを知
ることができました。はじ

ることができます。今の３
年生がそうです。しかし、
目標が達成されると、努力
をしなくなったり驕ったり

主
主任
任の
の独
独り
り言
言

を拠点に、サレー市内の
家庭に、３泊のホームステ

に行動することが必要だと
いうことです。私は、修学

めは嫌でしょうがなかった
ホームステイも、今となっ
て終わってみれば、すごく

ら社会（世界）に出ていく
君たちは？ほら、仲間はこ
こにもいるぜ。今年の元旦
の計は「世界平和のために

緑川 美里

イを行ないました。ホーム
ステイでは、英語でのコミ

私は修学旅行を通して、
英語力、特に単語力のなさ
を痛感しました。クラスメ
イトとの団体行動では、海

旅行実行委員としても活動
してきましたが、活動しな

良い思い出と経験を得まし
たし、今後は、語学留学な
どもしてみたいという変化
が私の中で見られるように

三組

振り手振りで自分の思いを
伝えようと必死にもがきま
したが、ステイ終了間際に
は、何とも言えぬ感覚と心
外にいるという実感はあま
り湧きませんでしたが、ホ

がらいつも、自分から何か
を発信することの難しさを
感じていました。

なりました。

努めてください。
アルバイトは原則禁止と

「
「カ
カナ
ナダ
ダ・
・ア
アメ
メリ
リカ
カ」
」
に
に行
行っ
って
てき
きま
まし
した
た

から湧き上がる寂しさでい
っぱいになりました。
ームステイは違った感じを
受けました。そこでは英語

カナダでの体験は、そう
した自分を考え直すよい機
会になりました。これから
の生活に生かしていこうと

おえない場合は、担任に預
けるなどしてください。

なります。授業料減免制度
や各種奨学金制度のご利用

日（５泊

14

７日）の日程で、
ＳＴ・Ｓコ
ース（ 名）は、カナダ・
アメリカへの修学旅行を実

月８日から

ST
ST
ST
ST
ST
・
S

の名曲。それをカバーした
ものが今回紹介した忌野清

く考えて発言や行動しなけ ●「携帯電話」
ればなりません。
皆さんも、
持ち込みはできますが、

持つことは大切ですが、自
分の立場や場の雰囲気をよ

校内での使用は一切禁止と
なります。学校生活では身
に着けることなく、電源を

けてください。「手ぶら」
は禁止です。

「夢実現」のために…
（学年主任）

全ては、お子様の

ご不明、ご心配なことがあ
りましたら、学校までお問

をお勧めします。
その他、何でも結構です。

坂田 直也

体験ができたことは、これ
から訪れる日本での様々な

志郎の「イマジン」。歌詞
の内容は同様の「ＬＯＶＥ

目標を持ち、努力すること
は大切ですが、その後のこ
ともよく考ながら一歩ずつ

切ってカバンにしまってお
きます。万が一、使用した

一組

局面に対し、大いに影響を
及ぼすことは必然であろう

＆ＰＥＡＣＥ」を基本とし
た意味合いだが、清志郎の
「イマジン」ほうがより平

着実に大人への階段を上っ
ていきましょう。 （ゴ）

い合わせください。

と思われました。
今回、初めてのコース別
修学旅行でしたが、高校生

和的で愛に満ち溢れた表現
になっている。と、思う。

ュニケーションの難しさを
実感しながらも、初めは身

修学旅行

滞在５日目には、バスで
国境を越え、アメリカ・シ
で話す機会がたくさんあっ
たので、常に緊張していま
した。日常会話の中で「単

思います。

します。白鵬関は、 日目
の稀勢の里と取り組みで、

カバンの形状は自由です
が、華美で目立つものは避

コース

アトル州へ。パイクプレイ
スマーケットや、程なく近
い所に在るスターバックス
語さえ解れば…」という状
況に何度も直面し、普段の
学校での（英語）学習の重
要性を改めて実感しま し

…」。これは毎年変わらな
い願いの一つだ。

取り直しの審議について、
意見を言いました。意見を

興野 莉子

１号店でショッピングや食
事を楽しみました。
日本とは全く異なる空気
や文化に直接触れ、今まで
た。この修学旅行での経験
を、今後の学習に活かして

※「イマジン」は言わず
と知れた、ジョン・レノン

二組

に知ることのなかった世界
と同時に新たな自身の発見

いきたいと思いました。

今月のコレやってみよう！
今月のコレやってみよう！

をした者も少なかれいたよ
うです。このような貴重な

78
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33

32

12
活の素晴らしい思い出の一
つとなりました。

13
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