Saitama Prefectural Warabi High School Foreign Language Department

Vol. ６:

November 201９

すっかり葉も散り始め、外掃除さんには大変な時期ですが、ＡＬＴの２人は日本の紅葉を楽しんだようです。
ちなみに、アメリカ人の Annelise 先生と、オーストラリア人の Rebecca 先生の「色」のスペルが違うのに気が
つきますか？この秋も、コンテスト関係では、多くの人が頑張り活躍しました！普段の授業の延長として、力
を思う存分発揮してきてくれたこと、英語民間試験の騒動なんのその、蕨高生の実力なら当然の結果ですね。
中間考査②直前、くれぐれも体調には気を付けて、日々の積み重ねを継続していきましょう。

◆ALT より
Hi everyone,
So, it is getting colder, and I am already freezing!!! In Geraldton, where I am from, our minimum
temperature in winter is 9°C!!! This temperature is only at night, and during the day Geraldton’s
average temperature is 15-20°C. As I sit here, writing this, the temperature of Warabi is 7°C and it is
the middle of the day!!!
I am both excited and a little bit scared of seeing a REAL Winter, so if you have any tips on how I can
keep warm, please share them with me!!!
Apart from getting cold, I have enjoyed seeing the Autumn colours on the trees for the first time.
They are very pretty and Geraldton does not have anything like this, so it was very intriguing for me.
Rebecca
Hello everyone! I can't believe the term is almost over. I am looking forward to seeing the fall
colors. Last year, I was surprised how late the fall colors came to the Kanto area. In the U.S.,
they usually arrive around September or October. Autumn is my favorite season - what about
you?
For the winter holidays, I will go back to Chicago to spend Christmas
with my family, so I am very excited. What will you do during winter
vacation?
Good luck on exams, and don't stress too much. Take care and enjoy
the rest of the term!
Annelise

◆学校説明会で大役を果たしてくれました！
第１回学校説明会

普通科代表
外国語科代表
第２回学校説明会 普通科代表
外国語科代表
第３回学校説明会 普通科代表
外国語科代表

大木 一眞
浅沼 莉子
福田 啓太
仲田 晴菜
荒城 優衣
伊達 寛晃

６人の代表者たちが、多くの中学生や保護者の方たちの
前で、外国語科の代表３人は、一部英語を交え、素晴らしい学校紹介をしてくれました。1000 人を超え
る来場者の前で５分以上話をするのは大変だったと思います。聞き入る中学生の様子も、来場者へのア
ンケートでのご意見でも、一番良かったのは、在校生の堂々としたスピーチでした！あんな蕨高生にな
りたい！と多くの中学生が思ったことでしょう。ご協力、本当にありがとうございました！
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◆文部科学省、英語民間試験の活用を延期！
去る 11 月 1 日に萩生田文部科学大臣から、来年度より大学入学共通テストに導入される予定であった
英語民間試験の活用について延期する旨の発表がありました。特に２年生は共通 ID 発行の書類手続きを
終えたばかりだったので、さぞ驚いたことでしょう。２年生の多くは英検の予約申込時に 3,000 円を支払
っていることもあり、今後の動向が気になるところです。英検のホームページによると、12 月 3 日から
予約キャンセルの受付を開始しますが、返金の方法等については後日、発表するとのことです。
共通 ID を利用しての英語民間試験はなくなりましたが、４技能を重視する世の中の流れは変わりませ
ん。今後、各大学が英語民間試験をどのように利用するかを発表していくこととなりますが、みなさん
は今まで通り、４技能を高める学習を継続すべきです。すでに予約した英検についても、返金を希望せ
ずにそのまま受験した方がよいかもしれません。
どのような入試形態になろうとも、実力勝負であることには変わりありません。新聞やニュース等か
ら新しい情報を手に入れることを怠らず、粛々と勉強を続けていくことが大切です。

◆英語コンテストの秋！！

（埼玉県英語研究会主催）

○第 54 回英作文コンテスト

10 月１日（火）＠大宮ソニックシティ

今年は例年とは違う場所である大宮ソニックの一室に全県から高校生が 100 名以上集まり、各学年ご
との課題（指定和文英訳）と自由英作文に取り組みました。今年度の自由英作文 200 語の課題は、
『AI の技術が急速に進歩している社会において、人間にしかできないと思うことは何か。あなたの意見とそ
う思う理由を書きなさい』

というものでした。普段蕨高校でも様々な場面で話題にし、“OREO”形式や英検の英作文パターンで練
習してきていますので、実力が発揮できたのではないでしょうか。2 年 10 組の橋本君が、見事 6 位に入
賞しました！１，２年生の皆さん、ぜひ来年チャレンジしてみてください！
出場者

1 年生：中村光里
2 年生：橋本翔人
3 年生：松浦明日香

○第 53 回埼玉県英語劇大会

陳詩宜
ハウ真璃沙
陳躍龍

羅艶若
古家莉央
山田晋吉

10 月 30 日(水) ＠コピスみよし

「私たちはシェイクスピアの悲劇作品である『ロミオとジュリエット』をアレンジした”Romeo and Juliet
~Unknown Story~”を上演しました。結果は、２位に相当する『上川杯』と、個人に贈られる『outstanding
performers’ prize』を２人のキャストが獲得しました。歴代で一番多くの賞を取れたことを誇りに思います。
台本や演出、練習計画などすべてのことを自分たちで考
えて作り上げていきました。他校は英語劇部としての参加
が多い中、外国語科という学科で大会に参加するのは大変
でしたが、劇に携わるすべての人が自分たちの劇をより良
くするためにどうしていくべきか、こだわり続けられたこ
とがこのような素晴らしい結果に結びついたと思います。
『上川杯』は「英語が優れていた」学校に贈られる賞と
いうことで、蕨高校の外国語科の英語を褒めていただけて
本当に光栄です。この場を借りて、劇に協力してくださっ
たすべての皆さんにお礼を申し上げます。本当にありがと
うございました。」
（監督：2-10 那須舞鈴）
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○第 13 回いなほカップ（埼玉県英語ディベート大会）

11 月 2 日(土)＠さいたま市立浦和高校

Resolved:
That the Japanese government should limit the weekly maximum
hours, including overtime, to 48 hours. (following the E.U.)

average working

日本国は，残業も含めた週あたりの最長平均労働時間を，（E.U.にならい）４８時間に制限すべきである。是か非か。
出場者：Constructive speaker:
長尾
Attack speaker:
小林
Defense speaker:
橋本
Summary speaker:
十川
※Chairperson & Supporter: 那須

Evidence をもとに仕上げた４分間の立論に始まり、アタ
ック、ディフェンスの応酬のあと、サマリースピーチで
締めると約４０分の試合になります。全て英語でやり取
りしあう大変さを想像できますか？英語の活動で最も難
しいチャレンジです！

実結
遼生
翔人
遥・浅沼 莉子
舞鈴・木庭 愛理

11 月 2 日（土）に行われた第 13 回いなほカップ（埼玉県英語ディベート大会）に 2 年外国語科 5 名とチェ
アパーソン 2 名（＋１年生のお手伝い）で参加しました。結果は 2 勝 2 敗で 24 チーム中 11 位となりました。
負けた試合も非常に接戦で、蕨高
校に勝った２チームとも上位４位
以内の強豪だったので、非常にレ
ベルの高い試合を行ったことがう
かがえます。次のウインターカッ
プへ向け 1 年生とともに力を合わ
せて、次回こそ優勝目指して頑張
りましょう！

第 69 回埼玉県スピーチコンテスト
2－10

ハウ真璃沙さん

11 月 14 日＠不動岡高校

堂々の第３位！！

「今年、私は県のスピーチコンテストに参加しました。会場には他校の人がたくさんいました。私は会場の雰囲気
に圧倒されてしまい、初めのうちは萎縮していました。周りの人が廊下とかでＡＬＴと練習をしているのを見ると
とても不安になりましたが、周りに惑わされず、自分らしく行こう！と思って、あまり気
にしないことにしました。発表は自分が伝えたいことを全て、ホールに響かせようと思い、
今までの練習の精一杯の成果を出すことができました。スピーチコンテスト自体はとても
緊張しましたが、楽しむことができました!みんな、レベルが本当に高くてびっくりしまし
た。それと同時にさすが各学校の代表の人だけあって、みんなすっごく上手だなと思いま
した。でも、いろんな人のスピーチを聞くことはいろんな人の価値観や意見、主張を聞け
て、とても勉強になりました。発表後には、交流タイムがあり、そこで他校のＡＬＴと会
話したり、他校の生徒とおしゃべりをして、最後には国際色豊かな新しい友達もできまし
た！最初から最後までとても楽しかったです！貴重な経験をありがとうございました。」

◆インターリンクス帰国報告

２－２

小川栞奈さん

蕨高校の代表として、サウスオーストラリア州アデレード市のバンクシアパークインターナショナル高校へ 7 月中旬～9 月の
約２カ月半通いました。
「オーストラリアと日本の間には、言語をはじめとしたたくさんの違いがあります。その違いは、特に学校生活
の様子や、カリキュラムに明確に表れていると思います。そこで、日本の学校との大きな相違点についていくつか
紹介したいと思います。
１つ目に、オーストラリアの学校には、中間、期末などの
「テスト」がほとんどありません。仮にテストがあったとして
も、公式や史実などを暗記して知識のアウトプットを重視する
日本のテストとは違い、答えの正誤よりも、どうやってその回
答に至ったのかというプロセスが重視されます。また、出題さ
れた問題のシチュエーションが日常に照らし合わせたものであ
るため、学校での勉強が日常生活とリンクしやすくなっていま
す。成績の大半は、授業で習った知識を元に作成したプレゼン
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テーションやレポートなどの課題のでき具合でつけられます。これらによって、自分が習ったことを他人に説明す
るだけでなく、自分がどう思うかを相手にわかりやすく伝える能力を鍛えることができます。これがまさに、今、
日本でも求められている能力のひとつなのではないでしょうか。
2 つ目に、教科がとてもたくさん充実していることです。1 教科で平均 4〜5 つの講座が開設されており、例え
ば、技術科の授業は、木材を使うもの、金属を使って溶接などを行うもの、機械の構造を学ぶもの、パソコンをプ
ログラミングするものなど、バラエティーに富んだ講座が多数展開されています。これらの中から、生徒たちは自
分の興味がある講座を選択し、将来のやりたいことを見つけていくようです。そのため、生徒たちの多くは将来や
りたいことがあり、そこにたどり着くまでのプロセスを考える能力や、やりたいことを人に説明する能力をテスト
や課題で培い、より効率的に自分がなりたいものへと近づけるようなカリキュラムが導入されていました。
これらの能力を育てるための教育制度はまさに、今、日本が取り入れようとしているものです。来年度より新体
制で行われる大学入試が、その先駆けだと思います。大学が求めている人材は、すなわち社会が求める人材で、そ
れはすなわち世界に通用する人材であるように感じます。私たちがそういった人材になることができたら、私たち
が世界に日本の良さを発信していけると思います。」

◆グローバルリーダー育成プロジェクト報告

２－１０橋本翔人

君

埼玉県の代表 40 名の一人として、アメリカボストンのハーバード大学、マサチューセッツ工科大学を訪問し、研修を積ん
できました！
「この１週間のボストンでの研修では、ワークショップや１日の終わりに設けられた振り返りの時間などで、
自分の意見や、見たり聞いたり感じたりしたことを英語で発表することを求められることが多々ありました。
私はこの研修に参加するまで、自分の意見を発表することには、少し消極的な部分がありましたが、この研修
を好機ととらえて、英語で自分の考えを英語で表現することに挑戦できたことは、この研修での大きな収穫だ
ったと思います。しかし、その一方で英語で会話をするという点では、いくらか課題が見えたように思います。
たとえば、マサチューセッツ工科大学でもう一人の参加生徒と、学生に話しかけたときに、会話の中で何度か
沈黙ができてしまい、自分の英語力だけではなく、コミュニケーションを続けるスキルの問題も見えてきたよ
うな気がしました。そして、この課題を克服するためには、まず自分の英語にさらに自信を持つことが必要だ
と感じました。会話が途切れてしまうのは、質問が思いついていても、自分の英語が間違っていて、相手に正
しく伝わらないのではないかと、話すのをためらってしまうのも一因だと思ったからです。蕨高校には２人の
ALT がほぼ毎日学校にいるという、会話を練習するにはうってつけの環境が整っているので、これからさら
に ALT とコミュニケーションをとって、その課題を少しずつ克服していけるようにしていきたいです。
最後に、私はボストンでの１週間の研修を通して、自分の成長を感じたり、また一方で自分の課題を見つけ
ることもありました。そういった意味で、この研修はとても有意義で、自
分を見つめるいい機会になりました。そして、この研修の中で出会った参
加生徒の人たちは、高い意欲を持っている人が多く、私は自分もさらに積
極的に挑戦していかなければいけないと、鼓舞される思いでした。私は今
後、この研修をただのいい思い出にせず、英語力はもちろんのこと、それ
以外の思考力や表現力も高めていけるように努力していきたいです。」

◆各学年英語科より
＜１学年＞

＜２学年＞

＜３学年＞

Active Listening 大学入試共通テ
スト対策リスニングを週一回実
施しているが、先日の Lesson 3
の「Sound Column 3 消える音」
の具体例を「アナと雪の女王」
主題歌 Let it go に聞くことがで
きる。歌いだしの歌詞 The snow
glows white on the mountain
tonight で、mountain と
tonight、下線部の発音が[tn]で同じ

前回に続いて単語の話です。英単語は出
現頻度によって、3 つのグループ（高頻
度語、中頻度語、低頻度語）に分類され
ます。その中で高頻度語は、最も頻度が
高い 3000 語から成り、この 3000 語だ
けで一般的な英文テキストの約 94 ~
95%をカバーすると言われています。逆
に言えば、これまでの教科書やアプロー
ズ、多読図書などの読書を通じて、この
レベルの単語には頻繁に出くわし、自然
に学ぶことができたということです。し
かし、中頻度語や低頻度語については、
出会いが少なかったので覚えていないの
も当然と言えます。ということで、その
レベルの語彙の習得には、単語集を利用
した意識的な学習が必要になるのです。
あるのです。

推薦入試の受験も大分落ち着き、い
よいよ一般入試に向けて仕上げをす
る時期に差し掛かりました。自分の
力を過小評価せず、日々の授業を大
切にしながら、勉強中は一秒も無駄
にすることなく集中し、時には適度
に気分転換もし、一日一日を大切
に。辛くなったら周りの人と話した
り、先生方に相談しましょう。自分
の実力を最大限に発揮するには、心
の状態もとても大切ですからね。志
望校の過去問と向き合うに当たり、
制限時間も徐々に意識してくださ
い。何が何でも時間内に解き終わる
ぞ！という強い気持ちを持って臨
み、過去問と対話し続けましょう。

なため、消えて「マウントゥナイ」
に聞こえるのだ。Idina Menzel は決
して「マウンテントゥナイト」とは
歌っていないのである。ぜひご自身
の耳でお確かめあれ。
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