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◆外国語科長より
2020 年度 4 月、新年度の始まりを私たちは Stay home で迎えました。皆さんお元気ですか？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。ALT の先生や各学年の英語科からのメッセージ、蕨高生の活
躍、その他皆さんに有意義な情報を載せていきます。このような状況下からも、蕨高生はしっかり何かを学び取ってくれ
ていることと信じています。学校でともに学び合える日を楽しみに、あと少し、一緒に頑張りましょう！（森丘みどり）

◆ALT より
Hello everyone, it’s been a while! I hope you are safe and healthy during this very strange and unusual time.
COVID-19 was a shock to the world, and I never expected to be living in a foreign country during such a crisis.
I’m sure you have seen how other countries are handling the situation. The USA has the most cases in the world,
and the hospitals are full. Millions of Americans have lost their jobs because of the outbreak, and it will take a
long time for the economy to recover.
Even though things in the USA are bad right now, I am grateful that my family is safe and staying at home.
Technology has allowed me to keep in touch with them, and I am happy to talk with them when I feel bored and
lonely at home.
Like everyone else, I have a lot time nowadays. These days, I am doing a lot of reading, listening to music,
coloring, and watching Netflix. I hope you are doing things that you enjoy, too.
I hope that things will get better and that I can see you all again soon. Please
stay safe and know that we will get through this! ( Annelise )
I hope you are all well and staying safe at this time. I also hope that everyone you
know is staying healthy and happy. First, I just want to say I miss all of you. The school is
so empty without you and I miss seeing all your bright happy faces. I am sure you hope,
like myself, that this virus leaves and we can get back to normal.
Since I am living in Japan, I follow the news on how the virus is spreading closely, not
only here but also in my home country Australia. Now, being a foreigner makes me look at this situation a little differently. I cannot
help but compare it to my own country. Australia is doing quite well in this situation. They enforced a strict lockdown all over the
country, with monetary fines and even jail time for breaking it. If you travel from state to state, you must isolate for 2 weeks or you
get a fine. In Western Australia, my home state, people couldn’t even travel between regions without a valid reason. Bars and
Restaurants are closed, and you can only do take away food. You cannot meet in groups of more than 2 people. Also, many
beaches, parks and many shopping centers are closed. The number of daily cases seems to have stabilized in Australia with few
new cases and they are going to slowly start lifting the restrictions.
I think the hardest thing being a foreigner in japan right now fills me with many different emotions. I miss my family and worry
about them, but I know if I was there, I couldn’t really do much to help them. I am glad to be in Japan, even though I live in a very
small apartment and spending so much time alone in it is hard. I know how important staying inside is to keep myself safe and
others in the community safe as well.
I cannot wait to see you all again and having classes. Please keep staying safe and I hope this will end soon. ( Rebecca )

◆各学年英語科より
＜１学年＞

＜２学年＞

臨時休業がさらに延長になってしまい
ましたが、皆さん体調は大丈夫でしょう
か？まだ授業でお会いできていない中で
すが、課題に取り組めていますか？
Google Classroom 上での授業がいよい
よ始まります。少しでも高校英語の雰囲
気を感じられるよう、準備していますの
で、楽しみにしていてください。
臨時休業明けに、皆さんの元気な姿が
見られることを楽しみにしています！今
は体調に気をつけて、家庭学習に取り組
んでください。

２年生のみなさん、こんにちは。今回
は家でもできる英語学習サイト、アプ
リを紹介します。ぜひ調べて取り組ん
でみてください。明るい未来を信じ
て、今できることを精一杯頑張ろう。
・NHK 高校講座
・NHK 語学番組(外語の生徒は二外も！)
・BBC Learning English
・TED Talks
・CNN10
・きりはらの森(アプリ)
There’s always light at the end of the
tunnel…

＜３学年＞
最終学年を迎えたというのに、とんだ逆風が吹
き荒れていますが、皆さんは動じていないこと
と思います。有り余るほどの時間を手に入れ、
じっくりと過去２年間の復習と苦手科目の克服
に勤しんでいることでしょう。夏休み前にそれ
が終われば、理想的な受験勉強のペースと言え
ます。
英語に関しては何度も言っていますが、３年間
でやるべき教科書は全て終えていますので、
授業の遅れなどの心配はありません。あとは自
分でその上にどれだけ積み上げられるか、それ
だけです。課題の問題集の解答はなるべく早く
手元に届けます。自分で答え合わせをしてくだ
さい。学校が再開したら授業で解説をしますの
で疑問点を洗い出しておいてください。
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◆蕨高校初の快挙！！
第１２回ウィンターカップ全国高校生英語ディベート大会

2 月 9 日＠さいたま市立浦和高校

アカデミック部門第 1 位！
論 題：Japan should abolish zoos. 「日本は日本の動物園を廃止すべきである。
」
出場者：１年生 大橋 茜佳、小澤 碧羽、田尻 悠人、橋本 澪乃、山田 真依、于 佳鑫、陳
２年生 浅沼 莉子、小林 遼生、十川 遥、長尾 実結、那須 舞鈴、橋本 翔人

儀

ウィンターカップディベート大会は１０月に開催されるいなほカップ同
様、高校生を対象とした英語ディベート大会です。このウィンターカップに
は県外からのチームも多数出場し、今年度は４４チームと過去最多でした。
２年生は 10 月の大会後も、練習・準備を重ね、優勝という快挙を成し遂げ
てくれました！１年生は今回の経験と学びを糧に（44 チーム中 21 位と大健
闘！）、来年のいなほカップに向けて力を伸ばしていきます。

２年１０組

長尾 実結

私たちは２月９日に行われたディベートの大会に出場しました。全国強豪校が４４校集まるこの大会で２年生は５勝無
敗で優勝、１年生は２１位という結果を残しました。他校は部活としてディベートに取り組んでいるのに対して、私たち
は主に外国語科からの有志で大会に臨みました。部活ではないため、時間を作るのが大変でしたが、先生や先輩の助けを
借りながら、自分たちで主体的にディベートを学び、作り上げました。他校との練習試合では、私たちは多くの刺激をい
ただきました。今大会は２年生にとって３度目かつ最後の大会でした。１年生は初め
ての大会だったため、２年生のアドバイスを参考にしながらディベートの準備・練習
をしました。アカデミックディベートは証拠となる資料が必要なため、事前の準備に
たくさんの時間をかけます。時間がかかった分、本番にいい試合が出来た時はこの上
ない達成感を感じることができます。私たちはディベートを通して本当に多くのこと
を学びました。自分の意見を持つことがとても大事なこの時代にディベートの経験は
必ず役に立つと思います。

◆先輩も頑張っています！！ 58 期外国語科卒
大学生の「できること会議」

青柳雄大さん

困っている高校生や外国人サポート

4/24(金)18:00 配信

パソコンで上羽友香さんとやりとりする青柳雄大さん＝２０２０年４月２３日、埼玉県吉川市、青柳さん提供
新型コロナウイルスの感染拡大で外出自粛の要請が続くなか、各地の大学生がインターネットを使った社会活動を始め
ている。キャンパスには通えないが、オンラインで同世代の交流の輪を広げる試みだ。
２１日午後８時、ともに早稲田大４年の青柳雄大さん（２１）と上羽友香さん（２１）がフェイスブックで呼びかけた
オンライン会議が始まった。全国の大学生や高校生ら１３人がオンライン会議システムのＺｏｏｍ（ズーム）を使い、休
校が長引き、受験勉強や進路に悩む高校生をどうすれば支援できるかについて話し合った。
「大学生がネット上で高校生の質問に答える場をつくってほしい」「高校３年生向けに大学生が校内の雰囲気を伝える
オンラインオープンキャンパスを開けないか」。１時間半にわたり活発に意見を交わした。
その名も「できること会議」。１０日と１４日に開いた 1,2 回目の会議では延
べ３０人以上が議論。新型コロナの情報が不足して困っている外国人労働者向け
に外国語学部の学生がオンラインサポートをしてはどうか、などの提案があっ
た。
青柳さんと上羽さんはもともと、今夏に予定されていた東京五輪・パラリンピ
ックにあわせ、社会貢献活動をしようと思っていた。それが新型コロナで延期が
決まり状況が一変したため、オンラインに切り替えた。「授業にもアルバイトに
も行けず家にいる大学生の知恵や知識を共有し、社会の役に立つ場をつくりた
い」と青柳さん。さらに協力者を募り、提案の実現をめざす。

（朝日新聞社）
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