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Field Trip (課外学習）   
　 ‘I made jam in my English teacher's house. I went to 
the farm shop to pick strawberries, blackberries and 
raspberries. It was a lot of fun because I ate blackberries 
for the first time.’  (S1D Miyu UCHIDA) 
 　‘I went to a supermarket to research new year’s food 
for my presentation. I met a cooking teacher Sue and I 
asked her “How do you spend the New Year?”. I found 
that England does not have special food to cerebrate the 
new year but they have special food for Easter and 
Christmas. (S1D Hiroko KAWASHIMA)

Farewell Party（さよならパーティ） 
　 ‘Calligraphy was one of the popular program for 
British people. We showed the model and taught 
them how to write kanji. They seemed very interested 
in calligraphy and enjoyed writing kanji. At the end, we 
sang “Look at the sky”. We sang both Japanese words 
and English words. All host families clapped hands 
after we finished singing it.’ (S1C Ikumi KURITA) 

            School life (現地校体験） 
 　　　　　‘We played sports and had discussions with local students whose ages were same as us. It was very fun 
because I was able to know about the difference between Japan and the U.K.’ (S1C  Runa SAKAI) 
 ‘Not only studying English but we also had a drama lesson and played games. A drama lesson was very fun.  Japan 
does not have this class. We played some games such as gesture game, “zip zap game” and made something using 
our bodies. It was difficult for Japanese students but we learned how to use our bodies. This class was important for 
“don’t be shy”. (S2D Monami SAKAI)

Presentation　(発表） 
 　‘On the day of the speech, we had the rehearsal. 
After that, we made the speeches in front of our host 
families. I was worried about my speech, but the teacher 
and English students helped us, so I could concentrate on 
my speech. Finally, I could enjoy making presentation. 
This experience made me confident.’  
(S1A  Ryota MIZUTANI)

Homestay（ホームステイ体験） 
 　‘I enjoyed my homestay very much. My host family was the elderly couple, Ray 
and Angela. They had already retired their job, so I could spend long time with 
them. It was great time. Their kindness made my trip nice.’ (S1A Miyu KOBIKI)  
　 ‘My home stay life was so exciting and a great experience for me. I was afraid 
of making mistakes, but if I didn’t know the words which I wanted to talk about, 
my host family understood and helped me kindly.’ (S1B Shino TSUJITA) 
 　‘One day, we did a water fight in my host family’s garden. Everyone’s shirt was 
dripping with sweat. We laughed a lot. Every day we laughed many times and I 
had great time there.’ (S1A Mana IKEDA)  
 　‘On family day, my host family held a home party 
and about 20 people joined. I talked with many people 
and played with many children. Also, we did BBQ and 
ate big pieces of meat. In the afternoon, we were 
dancing with large music. I had never joined home 
party like this, so I really enjoyed my family day.’   
(S1A Haruna MUKAIYAMA) 

今夏、S1、S2の22名がイギリス研修に参加し、コッツウォｰルズやロンドンに行きま
した。文化祭で発表した報告より一部を抜粋してお届けします！



選択別行動 
　火山コースでは、イミロア天文館とキラウェア国立公園に行きました。イミロア天文館では、宇宙や地震、地層について講義を
受けた後、プラネタリウムショーを見ました。講義を受け、宇宙の研究や地震の研究が自分たちの身近なものに大きな影響を与え
役立っていることを実感することができました。キラウェア国立公園では、ハワイ大学教授の説明を受けながら火山活動を肌で感
じることができ、とても貴重な体験となりました。（S2A　脇田淳史） 
　海洋コースを選んだので、ホテルでハワイの魚の特徴を聞いた後、海に移動してハワイ島の土の種類や身近にいる生物の説明を受
けました。日本ではなかなか見ることのできない火山灰や色とりどりの魚を見て、感動しました。そのあと、近くの海でシュノー
ケリングをしました。説明してもらった魚もいたので、どういうところに特徴があるのかを思い出しながら観察すると楽しかった
です。（S2D　武内知也）

Hwa Chong Institutionより交換留学生来る！ 
11月13日～20日に、シンガポールHwa Chong Institutionより高校生10名、教員2

名が来校します！受け入れはS2ですが、J3との給食体験も予定しています。 
「お・も・て・な・し」の心で楽しい1週間にしましょう！

クラス別行動 
　各クラスで行きたいところを決めたので、全員が楽しむことができました。
私のクラスではみんながビーチに行きたがっていたので、ハワイ島でもオアフ
島でもビーチに行くことができました。この企画は本当にクラス主体でやるも
のなので、クラスの団結力が試されるものでした。この企画がうまくいったら
ハワイ研修旅行はとても楽しいものになると思います。（S2C　伊坂恵里奈）　

オアフ島 
　パールハーバーでは様々な展示品や音声などで戦争について学びました。戦争の悲惨
さが身にしみました。とても良い勉強になったと思います。また、パールリッジショッ
ピングセンターでは行動班で自由にショッピングしたりランチをとったりと、楽しい時
間を過ごしました。オアフ島のホテルは目の前にビーチがあるホテルで、眺めも良く快
適に過ごせました。（S2A 馬場七海）

S2 ハワイ研修　8月 25日　～　9月3日　国際交流委員からのリポートです！

現地校交流 
　研修A班は、キャッスル高校の学生と学校交流を行いました。まずはじめ
に、現地の高校生がダンスをして歓迎してくれました。また、習った日本語
で発表もしてくれました。私たちは英語で日本や大阪、学校についての説
明を行いました。バディたちはとても親切で、学校についての説明だけで
なくいろいろな話をすることができ、とても楽しい時間になりました。
（S2C 永松遼大）

フィールドワーク 
　私たちの班はAloha TofuとJapanese Cultural Center of Hawaiiを訪問しました。どちらの企業でも自分たちのリサーチクエ
スチョンに答えてくださり、試食や館内ツアーもさせていただき、有意義な時間を過ごすことができました。自由研修で行ったア
ラモアナショッピングセンターとエッグスンシングスでは、班員の研究テーマに関するインタビューや調査を行うことができまし
た。FW二日目の夜に行われた報告会では、発表直前までほとんどの班が準備をしていて、みんなのがんばりがすごく見えた報告会
になったと思います。（S2B　稲垣　萌） 
　二日目のハワイFWのあとに各班ハワイFW報告会を行いました。発表する人や原稿、スライドを作る人にわかれ、それぞれ約二
時間作業しました。バディと報告会で使う原稿を作成したり、二日間のFWを振り返ったりしました。その後バディの前でリハーサ
ルをして本番を迎えました。発表者も聴く人も集中していて、とてもいい経験になりました。 （S2D　高橋京華）　　


