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◆外国語科長より
蕨高生の皆さん、こんにちは。63 期生の皆さんようこそ蕨高校へ！新学期、新生活には慣れましたか？
これは蕨高校英語科から全校生徒に向けた monthly 通信の「The Warabi Times」です。外国語にまつわる校内外
の行事や国際交流など様々な場面で頑張る皆さんの活躍を中心に、ALT の先生、各学年の英語科からのメッセージ、
その他、皆さんに有意義な情報を載せていきます。授業はもちろんのこと、ここも皆さんとのコミュニケーション
の場にしたいと思っています。蕨高校で広い視野を、世界を、ともに作っていきましょう！
（森丘みどり）

◆ALT より
The new school year has started, welcome back to school everyone, I hope you all had a great spring
vacation! One thing makes me sad though: the sakura is all gone :-( I loved the sakura season, it was an amazing
experience. I went to a few parks around Tokyo and Saitama, it was so beautiful everywhere, it’s a shame it only
lasts one week. But now it’s time to get back to studies right? It’s been nice to meet all the new first-year
students and to see all students again.
By the way, I watched the clubs performances for the “freshman”, and I was amazed by how good it was:
dancing, singing, brass band, Japanese calligraphy, drama, cheer leading, OMG it was amazing to watch it and I
wish I had skills like that. When I was in high school, I didn’t get to learn any of these skills and I wish I had the
chance to learn something different in high school, such as playing a musical instrument or singing or dancing,
so I think that high school students in Japan are very lucky to have the chance to learn so many different skills,
it’s a great thing and you’re all awesome!!
I hope that this will be a great year for all of you and I’m looking
forward to practice English with everyone. （Everton）
Hello everyone, welcome to the new school year! I am excited to have
another great year with the second and third year students, and am looking
forward to getting to know the new students at Warabi High School. Over
the weekend, I saw the Warabi Dance Club’s performance. It was amazing! I
know the dance team practiced every day and worked really hard. You did
an excellent job!
For those who don’t know me, my name is Annelise and I am from the United States. I arrived in Japan last
summer, and love teaching at Warabi High School. The teachers and students make this school a really special
place. Please feel free to stop by the Gaigo Office to have a chat – I would love to get to know you! (Annelise)

◆各学年英語科より
＜１学年＞
本校の卒業生が後輩に向けて記した
英語の勉強方法が手元にある。「こ
の時間には英語の○○をやる」と決
め、三年間やり続けた自信がそこか
らはっきりと読み取れる。イチロー
選手を引き合いに出すまでもなく、
毎日同じことを淡々とやり続けた者
は必ず報われる。予習⇒授業⇒復習
のサイクルは定着しているのだろう
か。新入試対策の一環として導入し
たスタディサプリ ENGLISH や教
室に設置した多読 BOX を有効活用
しているのだろうか。自ら進んで学
ぶ姿勢を 1 年生のこの時期に是非確
立してほしい。

＜２学年＞

＜３学年＞

新しい時代の幕開けとなる大型連
休、君たちを課題漬けにするのは
野暮ですが、かと言って無為に過
ごさせては勿体ない。ということ
で課題は最低限にとどめました
が、休み明けの speaking test に備え
て『スキル UP ワーク』に記載のあ
る Web 上のコンテンツで問題に触
れておくことを勧めます。また、
クラスの多読 BOX はレベルを上げ
て刷新されているので、何か面白
そうなものを借りて読んでみるの
もいいですね。強制されない学習
は楽しいものです。連休を満喫し
てください。

ついに蕨高校で生活できるのも残り一年
を切りました。１つひとつの行事で思い
出を作りながら、やはり受験生としての
自覚も持って生活しましょう。何と言っ
ても日々の授業が大切ですね。授業内に
出てきたことをその場で覚えて、復習の
負担を軽くしていきましょう。とにかく
単語やってください。５月の模試に向
け、以前受けた模試の復習も進めましょ
う。自分なりに夏休み前、夏休み中、夏
休み後に一体何をするのか、具体的に決
めて、目標に向け、日々少しずつ努力を
重ねましょう。人は人。自分は自分、不
調な時があってもＯＫです。でも、今こ
の瞬間にできることは最大限やっておき
ましょう。強烈な努力を忘れずに！！先
生方もがんばりますので、皆さんもとも
にがんばりましょう！
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◆全校対面式

＆

外語対面式

＠多目的ホール

9 日の全体対面式に引き続き、翌 10 日、温かい拍手に迎えられ、1 年
9 組 41 名は晴れて外国語科の仲間入りをすることができました。校長先
生及び学科長の挨拶の後、先輩からの各種ガイダンス、劇 Home Alone、
留学中の 3 年生から届いたビデオレターなど、その一つ一つに目を輝か
せて聞き入っていました。終了後には「先輩のように流暢な英語が話せ
るようになりたい!」という声があちこちからあがっていました。忙しい
中ご準備いただいた 2・3 年生に心から感謝いたします。

◆English Camp 報告（外国語科新 2 年生）

＜外語 3 学年集合写真！＞

＠British Hills in 福島

去る 3 月 27 日～29 日に、外語恒例の English Camp に行ってきました。今
年も他校の ALT 4 名が応援参加してくれて、楽しくかつ有意義な行事になりま
した。3 月の末にもかかわらず、小雪が舞う日もあり、英国を模した建物や風
景がひときわ情緒的でした。「ALT ばかりでなく、British Hills のスタッフ
の方々ともたくさん英語を話せた」「施設全体の雰囲気が最高で、自然に英語
を話す気分になれた」「食事場所や食事のメニューにもバリエーションがあり、
とても満足できた」等々、良い感想ばかりが寄せられました。新 1 年外語の皆
さん、来年 3 月に、乞うご期待！

◆留学生紹介
本校に通う 4 人の留学生たちです。ぜひ積極的に声をかけてあげてくださいね！身近な国際交流です。

アティサクン・インタラパドゥン君 （2-8）
僕の名前はアティサクン・インタラパドゥン、あだ
名はビューです。僕は蕨高校に通っています。
タイと日本のちがうことはあります。例えばもんだ
いなどです。けど毎日学校にかよった時が楽しかった
です。やりたいことをやりました。例えばお琴などで
す。僕の生活はかわっていました。家から学校までい
っぱいあるきます。けどタイではこんないっぱい歩き
ではなかった。お弁当もタイではもったことないけ
ど、蕨高校にかよったら毎日お弁当をもちました。だ
から僕の生活はどんどんかわっていました。
学校では友達や先生が支えて
くれました。勉強や生活などです。
もし友達や先生がいなかったら、
大変だったと思います。支えるの
ことよかったです。友だち、先生、
ありがとうございます。あと 2 か月、
楽しいことをしようよ！

リンピポルパイブル・チャノン

君

邱

一鳴（きゅう いちめい）

さん （2-3）

皆さんこんにちは！私は中国遼寧省藩陽市から参りま
した邱一鳴と申します。音楽部に所属しています。誕生
日は 6 月 5 日で、16 歳です。7 月の中旬くらいに帰国して
しまいますが、どうぞよろしくお願いします。
蕨高校でとても充実で楽しい留学生活を過ごしていま
す。気付いたらもう 7 か月たちました。本当にあっとい
う間ですね！まだやりきれないことがいっぱい、まだ頑
張りたい、もっと楽しみたいです。いくつか抱負があり
ます。まず、学生として勉強にもっと力を入れることで
す。時間の無駄遣いをしないように留学の初心を忘れず
に頑張りたいです。次は、音楽部での部活をもっと楽し
もう！アンサンブルコンテスト、定期演奏会などの素晴
らしい経験がありました。日本で今しかできない部活動
を大切に満喫したいです！
最後に、友達と留学生同氏との友情
を大切にしたいです。今までずっと
仲良しくてくれた人へ感謝したいです。
みんなとの出会いはいちの宝物です！
みんなに一つお願いがあります。私が
帰っちゃっても私の事忘れないでくだ
さいね！

（1-6）

はじめまして、マイクと呼んでください。タイのチ
ェンマイから来ました。しゅ味はアニメや写真をと
ることです。好きなスポーツは、いごやタイ式のボ
クシングです。今はホストファミリーと川口に住ん
でいます。部活動は書道と写真部に入りました。
私は 1 年 6 組です。私は友達が作り
たいですが、会話を始まるのが得意
じゃないです。タイの事を知りたい
人や写真が好きな人やほかの理由で
も、ぜひ話してください。
どうぞよろしくお願いします！

佐竹

太郎 君 Taro Satake Quirk（2－7）

皆さんこんにちは。私の名前は佐竹太郎です。今私は
１６さいです。ニューヨークから来ました。私の趣味
はファッション、写真を撮ること、そして卓球です。
I’m looking forward to meeting
All of you and having a fun time
This semester!
7 月までですが、よろしくお願い
します！
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