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夏休み目前！日本の学校は４月に始まりますので、中休み的な夏休みですが、海外では年度最後のタイミングと
いう国もあります。留学生の２人は帰国、ALT の Everton 先生も帰国となります。たった１年でしたが、旅行を趣味
とする Everton 先生は、日本中各地を訪れ、日本の良さを私たち以上に見てきてくれました。お父様の国日本、特
別な思いで過ごした１年だったようです。私たちが当たり前だと思っている日本の物や文化や習慣が、実は素晴ら
しくユニークであることを、Everton 先生より教えてもらいました。Farewell message、しっかり読んでみてくださ
い。自身で外から自国を見る機会、持てるといいですね。ビュー君、邱さん、Everton 先生、お元気で！
さあ、この夏、皆さんどんな英語学習に励むのでしょうか。ぜひいろいろな角度から楽しんでみましょう！

◆Everton 先生より
Recently in a discussion class, one of the topics was “What do you think is interesting about
your culture?” Somehow it was a bit difficult for some students to think of interesting things
about Japanese culture.
But I get it, we are so used to the things of our own culture, that they are just “normal” to
us, things don’t seem interesting until we hear it from other people. So I just wanted to say that
in my opinion, Japan is one of the most fascinating countries I've ever been, there are so many
interesting things about Japan, in fact, many tourists come to Japan just to experience some of
these things. For example, the festivals (so many of them), onsen, bullet trains, theme cafes,
capsule hotels, cherry blossom, toto’s toilet, purikura, just to name a few. And what about some
of the more traditional culture, such as tea ceremony, Japanese calligraphy, geisha, samurai,
kimono, sumo. And the list goes on, even simple things like the vending machines, the sample
plastic food displayed at restaurants, the ticket machines to order food, 100yen shops, taxi doors
that close automatically. There are so many interesting things in Japan, and I think you should
all be proud of your culture because, in my opinion, it’s one of the most unique and interesting in
the world. 日本が大好きです。
So overall this was a great year for me, getting to experience life in Japan and at
a High school was really nice. Meeting and talking to all of you was great and I
will leave Japan with wonderful memories of all the people I met. I really enjoyed
watching and participating in all the school events: bunkasai, sports day,
dancing presentation, English camp. I think Warabi High School is an amazing
school and WHS students are the best and the smarter, I love you all and I am really going to
miss everyone, all the students, teachers, all the staff, thank you everyone for having me at
school this past year, and I hope to see you all soon, please let’s keep in touch. I will leave my
contact details at the English teacher’s room.Ps: Oh, I’m also really going to miss chicken curry from
the cafeteria (sad face)

During my year in Japan I managed to travel to 13 prefectures, and
together with the ones I visited in my first trip to Japan, I’ve been to a total
of 17 prefectures: Chiba, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Hiroshima,
Hokkaido, Hyogo, Kanagawa, Kumamoto, Kyoto, Nara, Okinawa, Osaka,
Saitama, Tochigi, Tokyo, Yamanashi. Wow, each prefecture is so unique
and special, it’s really hard to choose a favorite, I like all of them, but if I
had to choose a favorite place in Japan, I can surely say that it is Mount
Fuji. I went to Kawaguchi-ko in the first day of 2019 and the sky was so
clear that I was able to see Mount Fuji in all its beauty, what a stunning
view, it’s something I will never forget, and Mt. Fuji is indeed a very
special place.
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◆Annelise 先生より
Hello everyone, are you ready for summer vacation? I know many of you have exciting plans,
whether it is club activities, or going abroad. This summer, I will visit the United States. It’s been a
year since I’ve been home, so I’m very excited to see my family again. I can’t wait to tell my family
and friends about Warabi High School and my experience in Japan so far!
I can’t believe it’s been a year since I’ve moved to Japan. A year ago, I was very nervous and worried
about my new life in Japan, but looking back, this has been one of the best years of my life. I owe it
all to Warabi High School’s students and staff – thank you for making me feel welcome, and for
spending a wonderful year with Everton and I. I am looking forward to spending another great year
with you all!

◆留学生との交流会を実施しました！

6 月 19 日（水）16:00～＠セミナーＢ

留学生のビュー君、邱さん、マイク君が本校生徒の希望者 12
名に向けて、自国の学校生活や受験、海外留学のメリット、ホ
ストファミリー（ＨＦ）との交流などについて自らの言葉で語
ってくれました。 ビュー君の高校では、生徒同士がクラス関

係なく挨拶をしたり食事をすることもあり皆仲が良く、政治
に関心がとても高いことも教えてくれました。学校のカフェ
テリアで朝ご飯を食べる生徒も大勢いるそうです。マイク君
の高校では授業の前にグラウンドでお祈りをし国歌と校歌を
歌います。金曜日には軍事訓練の授業があるそうです。ＨＦ
との過ごし方に話題が移ると、邱さんはＨＦに中華料理を振
る舞って喜んで貰えたことに触れ、「留学生活のおかげで自
立できた」と話してくれました。
参加者のアンケートには「タイ、中国の学生は勉強熱心ですごい！」「生活習慣の違いを知ることがで
きて面白かった」「今後も留学生と話したい」などの嬉しいコメントがありました。9 月には新規留学生を
1 学年に受け入れる予定です。新しい仲間との交流会もぜひお楽しみに‼

邱さんより
蕨高生のみなさん、こんにちは。２－３の邱一鳴で
す。昨年度の９月から７月まで蕨高校で留学していまし
た。お世話になりました。
この１０カ月間が本当に早く、もう帰る時期になりま
した。この間の生活を振り返ったら、いっぱい出来事、
いい思い出がありました。学校でただ勉強するだけでは
なくて、部活は音楽部に入って、楽しく部活をやってき
ました。コンクール、定期演奏会も参加できて、とても
よかったです！
クラスでお弁当を食べることは人生の初体験でした。
元１－７でも２－３でも、一緒におしゃべりをしなが
ら、ごはんを食べるグループができました。今日あった
ことや、アイドルの話や、勉強の苦情など、いろいろ話
しました。私と仲良くしてくれる人、ありがとう～
７月１９日以降は中国にいますが、みなさんとの関係
は終わりになりたくないから、これからも「しつこく」
連絡します笑！！ずっと仲良いままがいいです！私のこ
とを忘れないでくださいよ！！この間、本当にありがと

ビュー君より
こんにちは皆さん。
僕の名前はアティサクン インタラパダゥン、
あだなはビューです。１１か月間くらいこの
高校でべんきょうしました。とてもよかった
し、たのしかったです。日本に来たら、僕の
世界広くなりました。やっていないことをや
りました。色々なことを見つけました。やり
たいことや、なりたいことなどです。日本に
来てよかったです。いっぱいいいけいけんも
らいました。例えば、友だちのことや文化の
ことです。困ったときもあり、いつも友だち
やせんせいは僕を助けてくれました。本当に
よかったです。１１か月のこと、いい思い出
をもらいました。１１か月のこと、ずっと忘
れません。本当にありがとうございました。

うございました。

◆GTEC４技能テスト結果総括
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２，３年生ともに順調に伸びています。しかし、Writing と Speaking においては、授業だけでなく、自ら進
んで書いたものを英語の先生に添削をお願いしたり、アプリを使って会話練習をしたりと、日頃から積極的に
スキルを高めることが必要です。現２年生が受験することになる 2021 年度大学入試においては、立教大学が
文学部を除くすべての学部で、英語外部試験のスコアを得点化し、独自の英語試験を実施しないことを７月６
日付けで発表しました。今後も同様の大学が増えてくることが予想されます。１，２年生は今後、GTEC や
「英検 1day S-CBT」、TEAP などの英語外部試験を複数回、校外に受験しに行くことを視野に入れて、４技能
をバランスよく鍛えていきましょう。

◆オンライン英会話にチャレンジ
７月１０日のコミュニケーション英語の授業内で、オンライン英会話のトライアルレッスンを実施しました。
生徒全員分の講師が手配され、学校に配架されている PC 端末(Chromebook)と教室のインターネット環境を使
用し、授業時間内の２５分間、目の前の講師と１対１で英語を使って話す体験をしました。回線の不具合等あ
り、２５分間フルに思いきり喋れた生徒は少なかったのですが、ALT と触れ合う機会が多い蕨高校の環境にあ
っても、ここまで１対１のやり取りをすることは、あまりなかったのではないでしょうか。実施前には初めて
のオンライン英会話に向けて緊張したり不安に思ったりしている生徒が多かったですが、実施後には、今回の
ような形式でのオンライン英会話には「楽しかった」などの前向きな声が多く、さすがは蕨高生と感じました。
設備面や実施形態など、運営に関しての課題もありましたが、テクノロジーを活用した新
しい学びの形に、大きな可能性も感じました。また、今後の入試改革で求められる「話す」
力を伸ばすためにも有用であると考えられます。より良い形で導入できるように、さらに検
討を重ね、皆さんにもこういった機会を提供できるようにしたいと思います。

◆Tokyo Global Gateway（東京都英語村）で研修してきました！
オーストラリアに夏休みに行く生徒（２週間の研修、２カ月の留学に参加する人）のうち希望者８名が、ゆ
りかもめのテレコムセンター駅近くにある TGG (Tokyo Global Gateway)という施設で研修をしてきました。オ
リエンテーションを受けた後は、実際の海外の旅行センター、レストラン、空港か！？と思うような部屋を自
由に周り、各場所でのミッションに取り組む、というスタイルでした！例えばレストランでは頼んだものと違
うものが来てしまった時の交渉をする、というなかなかレベルの高いミッションでしたが、まず練習をしてか
ら挑戦することができました。参加生徒たちは初めのうちは少し不安そうでしたが、施設のフレンドリーなス
タッフの方々（もちろん英語しか通じませんが！）の助けのおかげでだんだん積極的にコミュニケーションが
取れるようになり、最後はニコニコの笑顔でガンガン交渉し、ミッションをクリアーしていきました。
こちらの TGG ですが、個人申し込みもできますので、夏休み中に自分で申し込んで体験してみるのはどう
でしょうか。来年はオリンピック！実践的な英語運用能力をつけたり、その能力を試す機会はなかなかありま
せんので、おススメです！

夏休み中の英語学習のススメ
＜小山先生より＞
携帯を使ったオススメの英語学習をいくつか紹介し
ます！
・Podcast
Podcast、利用していますか？Apple が提供している
無料のネットラジオです。アメリカの CNN やイギリ
スの BBC が配信するニュースなどを聞くことができ
ます！色々な内容の英語を聞くことができるので、
楽しみながらリスニングの学習をすることができる
と思います。難易度も様々なので自分に合ったもの
を探してぜひ聞いてみてください！

英語学習アプリです。登録すれば基本的に無料で使
えます。英語の発音、文法から様々なトピックに関
する映像を字幕つきで見ることができます。
・Siri
Siri はもちろんみなさん知っていますよね。英語設
定にできることは知っていましたか？携帯の設定画
面から言語を英語にすると、Siri と英語で会話をす
ることができます。会話に関しては限界があります
が（機械なので）発音を確認するのにとてもいい練
習になります。まずは手始めに数字の１～２０まで、
Siri に話しかけてみよう！

＜赤池先生より＞
・English Central
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夏休みに（ある程度）楽しみながらできる学習法、
特にスマホを使いながらできるものをご紹介しま
す！すでに授業で紹介したものもあり！
・ TED talks
ネット上のサイトを利用しても良いし、スマホのア
プリを利用しても良いと思います。様々な分野のエ
キスパートたちが、プレゼンをしているビデオが集
まっているようなものです。検索機能を使って自分
の興味があるトピックのビデオをまずは見るもよし、
長文のテキストなどで出てきた話題の発展的内容を
学ぶためにそのトピックについてのビデオを見てみ
るもよし…。字幕なしで見る→英語字幕で見る→日
本語字幕で見る、英語スクリプト読む→理解できた
ら日本語スクリプト見る、という形を取れば、リス
ニング力、読解力などなど自分の伸ばしたい力、自
分の力に合わせたトレーニングができます。超感動
するようなものもありますよ！

・ VOA Learning English
こちらもアプリがあります。アメリカの国営放送
で、ニュースなどの動画が見られますが、その良い
ところは、レベル別に動画が選べ、スクリプトも確
認でき、そして理解度を測る選択問題もついている
ところです。５分弱の短い動画なので、気軽に見る
ことができます。
上の二つは、youtube でも見ることができ、youtube
だと速度を遅くして見ることができるので、リスニ
ング力に自信のない人はそこから始めることもおス
スメです。
・ えいぽんたん
スマホのアプリですが、楽しく英単語の力がつき
ます。自分のレベルに合わせた単語をどんどん学ぶ

ことができます。登録したみんなは学校の先生、と
いう設定で、単語を解いていくと食べ物がもらえ、
その食べ物を生徒に与えて進級、そして卒業させる
と「えいぽんドル」というものがもらえます。それ
を貯めると新しい壁紙やアイテムがもらえるという
仕組みです。もちろん無料なのでとりあえずダウン
ロードしてみて、自分に合うかどうか試してみるこ
とがおススメです。意外とはまるかも！

＜寺門先生より＞
昔から「夏を制する者は入試を制す」と言われて
いますが、高３生にとって夏休みの勉強如何で希望
大学への合格が決まると言っても過言ではありませ
ん。夏休みの英語の勉強はとにかく毎日やることで
す。余力のある人は志望大学の過去問を１題でも多
く解くことをお勧めします。今の実力とどれくらい
差があるかを実感することで次のステップにつなげ
て下さい。
センター模試で５割を切ってる人、今一思った点
が取れない人は、あれこれ手を出さずに今持ってい
るシス単や Vintage を使って総復習しましょう。と
同時に平易な長文問題も解くようにすると良いです。
英文速読ドリルの残りをやって完結させましょう。
最初は辞書を使わずに意味を類推するようにして、
解き終わったら分からない箇所を確認すること。過
去にセンター１０年間の過去問をやって成功した卒
業生もいました。１０年がきつい人は３年分から始
めるのも良いでしょう。
自分に合ったやり方でこの夏休みを乗り切ってく
ださい。健闘を祈ります。

◆各学年英語科より
＜１学年＞
前期２回のテストが終わりました。
身につけるべき語彙力はついていま
すか？文法は理解していますか？長
文を読むスピードはつきましたか？
聴く力や書く力はどうでしょう？
もしも足りないところがあるなら
ば、取り返すのはこの夏休みです！
夏の課題は別紙で案内しています。
英語学習には「音」が欠かせません
から、付属の CD や G-suite にアッ
プロードしてある音源を有効活用し
て取り組んでください。
パワーアップして、また夏休み明け
に会いましょう！！

＜２学年＞

＜３学年＞

２年生の夏休みは非常に重要な時
期です。しかし、あれこれと手を
つける前に今までやってきたこと
の復習、定着をメインに取り組み
ましょう。今まで取り組んできた
問題集などを見返すのもよいでし
ょう。リスニングは取り組もうと
思えば色々と実践できます。例え
ば、教科書の CD 音声を聞くことも
できますし、上で先生方が挙げら
れたものを使ってみることもでき
ます。今の自分に何が必要か考
え、実行し、夏休みでレベルアッ
プしましょう。

いよいよ勝負の夏が始まりますね。この夏
どれだけ頑張れるかが大学生活だけでな
く、今後の人生に大きく影響します。頑張
りましょう！結論としては、夏明けには各
科目でガンガン演習ができるように基礎力
を完成させましょう。学年全体でセンター
試験の赤本は買いませんが、各自で購入
し、演習しましょう！本試・追試合わせて
２０年分やれば、相当な演習量です。ま
た、志望校での傾向確認をし、求められて
いる問題形式に合った対策をこの夏に必ず
始めましょう。文法で誤文訂正が出る、エ
ッセイがある、指定英作文がある等を調
べ、添削をしてもらう必要があるなら、ど
んどん外国語科の教員まで相談に来ましょ
う。部活がある人も、質を高めて、集中す
れば絶対間に合います！周りの支えを感じ
ながら、他の人と自分を比べすぎず、自分
の成長を感じられる夏にしましょう！
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