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明学ボランティアワークショップ開催！（１１月１６日） 国際の卒業生が明治学院大学のボラ

ンティアセンターでインターンをしていることから実現したこの「明治学院大学×横浜

隼人ボランティアワークショップ」には、７団体２１人もの学生ＮＧＯの方々が来校し

てくださいました。ボラン

ティアに関心のある国際の

生徒は、大学生の活動に熱

心に耳を傾けるとともに交

流も行い、充実した土曜日

の午後を過ごしました。

参加者全員集合！ ３つのブースに分かれて。 どうしたら地雷をなくせる？

高校、大学、それぞれ 東日本大震災支援の団体 プロジェクターを駆使して活動を 隼人生、明学生は

の場でがんばるぞー！ のワークショップ。 わかりやすく説明してくれました。 すっかり仲良しに。

校外でのスピーチコンテスト参加、続々入賞！ 来年の受賞者はあなたです！ 一歩踏み出してやってみよう！

第５８回神奈川県下高校生英語弁論大会

準優勝：●●●●くん（右：２－Ａ）自分の考えを上手く伝え、その結果、入賞することができてよかったです。

９月のチャーチル杯は入賞できなかったので、なおさら嬉しく思います。この調子で練習し続け、隼人のコンテ

ストも頑張ります。

第３位：●●●さん（左：２－Ａ） あなたが心を開かなければ、聞いてくれる人も耳を傾けてくれない。練習中、

レフィック先生に何度も言われました。先生からスピーチは自分だけのものではなく、相手に伝わって初めて成

り立つのだということを教わりました。

相模女子大学学長杯英語スピーチコンテスト

優 勝：●●●●さん（左：２－Ａ） 外部のスピーチコンテストに参加したのは今回が初めてでした。参加者が

隼人以外の生徒ばかりの中で、スピーチをすることはとても緊張しましたが、よい経験ができたので良かったと

思います。

準優勝：●●●●さん（右：１－Ｂ） 今回、準優勝という結果をもらい、とても良い経験となったと思います。大

学で外部の人たちのスピーチを聴くことも、自分が外部の人の前で発表することもとても自分の自信につながり

ました。

ジェームス先生（相模女子大スピーチコンテスト引率）からコメント： Sunday the 17th of November was the Sagami
Women’s College Speech Contest. We met our contestants; Misato Takahashi and Mio Tanaka, at the station, and they
looked very nervous. My final advice to them was “Don’ t fall over on the steps,” and soon it was their time to give their
speeches. Our girls did so well! I think they were much better than everyone else, and we were all so happy when Misato
got the second prize, and Mio got first. Congratulations girls, you really did well, and you should be proud of yourselves!

ネイティブの先生の高校時代③ ～James Brown先生

You might be surprised to hear that when I was at Kaiapoi High School I was not a model student. The school was
beautiful, and had huge grounds for rugby, soccer and cricket. The teachers were OK, but I was more interested in music
than studying, and I was more interested in going to the beach than being at school. In my final year of school I spent
most of my time playing cards in the recreation room, or practicing with my band.
I was the singer in a rock band and we were often doing concerts or entering competitions. Those were great times; when
I was standing on a stage with flashing lights, a smoke machine, yelling into a microphone while a big group of people are
jumping and moshing in the crowd.
I had a great group of friends in high school, and we spent lots of time sitting in the sun talking. Because of the
distractions, I failed many subjects. Even though I found it difficult to concentrate in High School, University was easy for
me. In university I studied English and Linguistics, and I could write my ideas clearly and persuasively so I passed
everything in University. Even though most people need 4 years to finish a degree in New Zealand, I worked hard and
finished in 3 years.
Now I am living in a different country, enjoying my life. It shows that sometimes you feel like life and school is so difficult
and you can never be successful, but my experience shows that if you don’t give up, and if you find the things that you
enjoy, then you can be successful. Maybe one day you can be living in another country too!


