
Vol.９Ｔｈｅ ＩＬＣ Ｇａｚｅｔｔｅ
横浜隼人高等学校 国際語科通信 発行 平成２５年７月１１日

（６月２６日）ＪＵＮＫＯ Association 来校！ ペンパルガイダンスを実施しました

この団体は、不慮の交通事故に遭いこの世を去った明治学院大学国際学部の学生だ

った高橋淳子さんの遺志から生まれました。１９９５年にはベトナム中部の都市ダナ

ンに近いクァンナム省ディエンフォック村の小学校を改築し、村人は感謝の意を込め

て、この小学校を「 」と名づけています。２００７年からはＮＰＯ法JUNKO School
人（特定非営利活動法人）になりました。現在は、ベトナム・ミャンマー・ビジネス

・広報活動という つのプロジェクトの中で「世界の恵まれない子ども4
たちのために 「学生による創造と実践の場」の２つの理念のもと、教育支援活動の充実を目指して日々活動を行って」

います （ホームページ から抜粋して掲載）この団体のサポートの元、昨年度１９名の生。 http://www.junko-association.org/
徒がミャンマーの生徒との文通をすでに行っています。また今年新規で１年生１３名が文通を始めます。

いつも英語の授業でお世話になっているネイティブの先生方の高校時代を紹介していネイティブの先生の高校時代 ①ブラウン先生

きます。先ずはネイティブの先生の中で最も隼人歴（？）の長い、バンクーバー出身のブラウン先生です。

I went to Prince of Wales High School in Vancouver, British Columbia. Most schools in Canada are grades 8 to 12, but I transferred
into Prince of Wales at the beginning of grade 10. Grade 10 is the equivalent of 1 grade high school in Japan.st

My favorite subjects in high school were social studies, geography, and history. One of my favorite teachers, however, was my
French teacher. His lessons were quite vivid. For example, one day, to demonstrate the French verbs and he brought in araser laver,
bucket of water, a razor, shaving cream, and proceeded to wash his face and shave in front of the whole class.

I wasn t part of any club in high school, but I enjoyed long distance running in P.E. class. Every week we would run from our’

school to the beach and back, which was about four kilometers.
I used to listen to cassette tapes on my Walkman a lot. It was the 80 s, and some of my favorite bands were The Cure, New’

Order, The Smiths, Siouxsie and the Banshees, Kraftwerk, and Tangerine Dream. On weekends my friends and I would go see live
music, go to house parties, or go dancing at a club where we could meet girls. I also liked to read science fiction books, newspapers,
and magazines in my free time.

Roger Browne

○○○○ （６月２９日 土）２年Ｂ組の○○○○さんの卒業式さんプチ卒業式！

を２年生有志で行いました。島谷さんは９月よりカナダのカウ

チンバレーにある高校に進学することになりました。生徒主催

のサプライズのプチ卒業式。手作りの卒業証書を手渡された○

○さんは感激のあまり号泣しながらも、みんなにお別れの挨拶

をしました。世界どこに行っても、ずっと友だちだよ！

「旅立ちの歌」 松本先生より

の大合唱！ 卒業証書を手渡され…。 黒板には「 」の文字！We love Momoka

（６月２９日 土）異文化理解はなんと言世界のお菓子を楽しむ会（仮称）１－Ａで開催！

っても「食」から！ ということで、国際語科での取り組みを紹介します。当日はただお

菓子を試食するだけでなく、そのお菓子についての説明（今回はベルギー、オランダ、ア

メリカ、メキシコ、ブラジル、マレーシアのお菓子が登場）なども行い、わきあいあいと

した学習の場になりました。定期的に開催するので、是非次回は参加しよう！

Obleas Arcoiris
ヤギのミルクの入 クッキーの上 （左）それぞれがお菓子

ったお菓子。とても マシュマロが を持ち寄りました。

甘い！（１番人気） 乗ってカラフ （中）並べるときれい。

（メキシコ） ル（ブラジル） （右）中野先生も参加。

今年の隼輝祭の企画書が出そろいました。我が国際の企画は何でしょう。実行委員から報告してもらい隼輝祭～国際の出し物は？

ました。夏休み準備をして、みんなでクラス企画を盛り上げていこう。

○○○○、○○○○ １－Ａは、縁日をやります。内容は、輪投げ・スーパーボールすくい・ヨーヨー釣り・１円玉落と１－Ａ（ ）

しです。今は内容を具体的に考えたり、担当する人数などを決めています。楽しい企画にするので楽しみにしていて下さい！

○○○○、○○○○ 私たちは初めての隼輝祭でとても迷いましたが、松尾先生を含めた１Ｂ全員で映画を作成すること１－Ｂ（ ）

にしました！！ まだまだ作成途中ですが、鑑賞する人も楽しめる、国際感あふれる作品にしたいと思っています！！

○○○○、○○○○ ２年Ａ組の企画は「スターバックスへＧＯ！」です。スタバを意識した、おしゃれな喫茶店を目標と２－Ａ（ ）

しています。ワッフルやアイス、コーヒーを販売する予定です。皆さんのご来店を心よりお待ちしています！

○○○○、○○○○ ２Ｂは隼輝祭で外装や内装をアメリカチックにしたホットドックなどのアメリカンフードを出し物に２－Ｂ（ ）

し、アメリカ研修での新しい発見や成長をみんなに伝えられるようなものにします。これから装飾の分担を決めていきます。

８月３日（土 、４日（日）に行われる「港南台国際協力祭り （港南「港南台国際協力まつり」ボランティア募集！ ） 」

台駅前）のボランティアを募集します。地域の国際協力ＮＧＯの諸団体がアクセサリーやエスニック料理の販売を

行います。ステージでは民族舞踊などの発表もあります。その運営ボランティアに毎年国際の生徒が数多く参加し

ています。是非参加して、夏の思い出を作ろう！（募集チラシを見てね。説明会は１７日に行われます）


