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 こんにちは、グローバル部です。前回と間が空いてしまいましたが、今年度のグローバル通信第 2弾をお届け

します。今回はあまりに盛り沢山になってしまったので、２部構成になりました。今までのところを振り返って

みます。 

 嬉しい悲鳴ですが、アメリカ語学研修は昨年に引き続き定員オーバーの 45 名参加です。楽しい中にも有意義

な研修となるよう健闘を祈ります。1年長期留学は近年増加傾向にあり、現在は 6名の生徒が海外に出ています。

留学先も様々で、アメリカ、アイルランド、ニュージーランド、オーストラリア、ドイツと多岐に渡ります。 

留学帰国者報告会では、高校 2年在籍の 2名から高校 1年留学について、今年度の教育実習生 2名から大学での

留学経験について話を聞くことができ、今後大学で留学を考える高校 3年生にとっても有意義なひとときとなり

ました。 

 2学期 3学期も多くの企画があります。国際教室も、中１から高３まで放課後バージョンを開始しました。こ

の後、ＡＰＵ研修、アメリカ研修、中１中２英語研修、カナダ研修を企画しています。中１中２英語研修は初め

ての企画で、とても楽しみです。今年は隔年実施のカナダ研修の実施年です。中３～高２の皆さん、春休みを現

地の高校に通いながらカナダで過ごしませんか？                        （田中） 

 

今後の予定： 

10月 26日（月）カナダ語学研修説明会 

10月 28日（水）～30日（金）ＡＰＵ研修 

11月  9日（月）カナダ語学研修選考テスト 

11月 17日（火）カナダ語学研修準備会（１） 

11月 30日（月）アメリカ語学研修準備会（２） 

12月 12日（土）～29日（火）アメリカ語学研修旅行 

12月 26日（土）～28日（月）冬休み 3日間の集中英語学習プログラム（中学 1年 2年対象） 

1月下旬  国際教室成果発表会 

3月 3日（木）カナダ語学研修準備会（２） 

3月 26日（土）～4月 5日（火）カナダ語学研修 

 

１ オーストラリアから 3 名の留学生がやって来ます！ホストファミリー大募集！！ 

 本校の交流校であるオーストラリアのウェストボーン高校から 3名の生徒（女子２名、男子１名）が来日しま

す。12月 5日～1月 24日まで、本校での授業に参加しながら皆さんと交流します。その間、ホストをして下さ

る家庭を募集します。全期間でなくても前半だけ、後半だけ引き受けるという形でも大丈夫です。後日申し込み

用紙を配布します。                                      （田中） 

 

２ ロータリー留学生マックス・モートンくんを紹介します！ 

 ロータリークラブを通して今年の 2学期から新島学園にマックス・モートンくんを迎えました。マックスはア

メリカ・オレゴン州出身で、現在安中に滞在し自転車で通っています。クラスは高１Ｄです。レスリング等を得

意とする明るくて礼儀正しいスポーツマンです。皆さん、声をかけてあげて下さい。 

 マックスと友達になりましょう。                                      （半田） 

https://www.google.co.jp/url?url=https://pixta.jp/illustration/3689763&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCwQwW4wC2oVChMIrbb0ia3uxwIVSBmUCh3uQAO9&usg=AFQjCNE7gYyTEnOrNoP9XU__7nyfdlkM9Q


   

 

３ 昨年に引き続き、10 月 28 日から 2 泊 3日のＡＰＵ研修と高密度のＡＰＵ事前研修を実施 

またこの季節がやってきた！英語で考え英語で伝えるＡＰＵ研修に来月新島生が参加します！ＡＰＵ研修って

何？なんて言っているそこのあなた！なんとなんと学生の半分が留学生というアジア太平洋大学で、英語で交流

するプチ留学体験ができる研修なのです！また実際のキャンパスでの大学生活も、留学生とのどきどきわくわく

の寮生活も、大学ならではのサークル活動も全部自分の目で見てこれる 3日間・・・そ、れ、が、ＡＰＵ研修で

す。今年は 30 名を超える大人数で引率の川合先生と中野先生でみっちり事前指導を行います。行ってみたいか

もと思ったそこのあなた！来年はあなたの参加をお待ちしております。               

事前研修日程：９／２８、１０／１３ グループディスカッション練習 

        １０／１９、１０／２０，１０／２６ プレゼンテーション練習 

        １０／２７ プチプレゼン大会                                               （中野） 

          

     ディスカッション（昨年度）                プレゼンテーション（昨年度） 

 

４ 今年度新企画！中学１年中学２年対象３日間英語集中プログラム 

 中学１年２年対象では初めての企画で、「ミニエンパワーメントプログラム」と言える内容です。英語で英語

を教える資格を持つ外国人教師によって、１クラス１５名の小規模参加型クラスで授業が行われます。１日５時

間×３日間、徹底的に英語のシャワーを浴びてもらい、最終日は成果を試す英語プレゼンテーションを行うこと

になっています。様々な活動を通じて英語を使う楽しさを発見してもらい、中学３年からのエンパワーメントプ

ログラムに向けて自信をつけることを目的としたプログラムです。１０月９日が申し込みの締め切り日となって

います。説明会に参加していなくてもプログラムへの参加は可能ですから、担当の英語の先生まで申し出て下さ

い。中１中２の皆さん、奮って参加しましょう。                         （田中） 

 

 

 

Hello, my name is Max Morton, but please just call me Max.  

I am 16 years old now but on November 15th, I will turn 17 

years old.  I am from the United States from a state called 

Oregon.  Oregon is the state that is adjacent to the northern 

border of California.  Japan is so great!  I love living here!  

I will live here until July of next year.  I also love attending 

Niijima Gakuen and look forward to making good memories 

here!  If you have any question for me, feel free to ask me. 



５ 1 学期開始、現在も継続中の国際教室の様子です 

「国際教室 中３」 

１学期はイチナガ先生が中心となって物語づくりをしたり、短い英文の発音練習などもしてきました。２学期は

イシザカのスピーチ訓練を取り入れ、身の周りに起こった出来事や考えを人前で話す練習を取り入れていきます。

Complete Echoing, Partial Echoing, 3A のテクニックを使い、会話を持続させる練習です。また、他の人のスピ

ーチを聞きながらNote Takingをする練習もやりました。                 （Mrs. Ishizaka） 

                                       

「国際教室 高１」 

1 学期の到達目標は、①英語で会話することへ抵抗がない ②間違いを気にせず会話を続けられる ③聞き上手

になって会話をつなげられる ④言い方が分からないときは別の表現で言える ⑤あいづちにバリエーション

を持たせることができる ⑥クラスメートの前で自信を持って発表ができる、というものでしたが、ほとんどの

受講者が到達できたと感じているようで、英語を使って積極的にコミュニケーションをとろうというポジティブ

な姿勢が身についています。2 学期はディスカッションやプレゼンテーションを中心に、さらにパワーアップし

ていきます。                                      (Ms. Andrews) 

 

「国際教室 高２（文系）」 

２人組になっての Pair Workでは２分間の会話練習を Complete Echoing テクニックを使って毎クラス練習し

てきました。このテクニックは、相手との会話を ”Oh, I see.” ”Really.” などの応答だけで会話が終わってしま

わないように、長続きさせるための技法です。話し手は「相手に理解できるように話す」こと、聞き手は「相手

を理解するよう努力する」ことを心掛ける練習にもなります。２学期からは Group Debate を取り入れて、「自

分の意見を堂々と話す」場をたくさん作り、日本人特有の人前で話すのは恥ずかしい、という意識を取り除く訓

練をしていきます。                                                                  (Mrs. Ishizaka) 

 

「国際教室 高２（理系）」 

土曜日４限の授業数が少ない中、ペアーになって Complete Echoing のテクニックを使っての会話練習なども行

いました。１学期の最後は、Student Timesという学生向け英字新聞を配布しそれぞれ自分が選んだ記事を次の

クラスで発表するという事をしました。記事のレポートをする時は、メモを見ないで 5W1H を的確に伝達でき

るように口頭レポートを３分程で行います。5W1Hをまとめるには Thinking Map (Mind Mapping)が役に立つ

ことも学びました。９月からはマックス君が参加してくれているので、早速「自己紹介と夏休みの一番の思い出」

を一人ずつスピーチしました。                                                        (Mrs. Ishizaka) 

 

「国際教室 高３（文系）」 

英語で自分をアピールする練習を意識してクラスをしてきましたが、水曜の５限とあって行事などでキャンセル

されることが多い１学期でした。最高学年の高３はいよいよ社会に出る一歩手前です。２学期はそれぞれがリー

ダーシップを発揮して最後の成果発表会（英語プレゼンテーション）に臨めるよう、ディスカッション形式で意

見を出し合いながらのクラスです。生徒たちは残り少ない最後の High School Life ですので楽しい授業を皆で作

り上げたいです。マイクでの発表にも慣れるよう、また英語スピーチ関連の DVD をいつでも観られるようにメ

ディアルームで授業をしています。                           (Mrs. Ishizaka) 

 

“Returnee Class” 

   In Returnee class, students are developing their awareness of self, enhancing confidence not only in 

English abilities but in who they are inside, and in their potentials to contribute to society.  During first 



semester we analyzed the deep meaning of “culture” and identified visible and invisible aspects in a society.  

Students then made presentations illustrating and describing a Japanese cultural topic of their choice, 

ranging from humanoid robots to New Year.  They presented to Dutch and Czech foreign exchange students, 

and opened a discussion sharing about each other ’s similarities and differences.  It was fun to listen and 

learn about various flavors of life, and recognize the oneness that we all share despite our different 

backgrounds.  In second semester we listened to a TED talk speaker, and now we are examining what 

identity is, what shapes it, and looking at how identity stems from our inner self, not our physical or outer 

self.                                                                                    (Ms. Cohen) 

 

“Mr. Maher ’s Class” 

   The spring term combined 3rd grade middle school students and 2nd grade high school students, therefore 

classes were conducted at a level midway between the two.  Relevant vocabulary, grammar, and speaking 

strategies were introduced/ reviewed, and followed by a communication activity that encouraged students to 

use the target language.  Themes include favorites, music and shopping.                    (Mr. Maher) 

 

６ 2 学期開始の放課後国際教室はこんな感じです 

【中 1】Hello, everyone!  At last, we started 中１English Zone!  I’m so happy to start it!! Let’ have fun with 

English! 学ぶこと：失敗を恐れず英語だけ話す。習った表現で会話する。発音を良くする。 

   学ぶ方法：スピーチ、インタビュー、英語の歌、ゲーム、早口言葉等             (Mr. Nakano) 

【中２】中２の国際教室では、学習した表現を活用して、会話、スピーチ、スキット等を行うことにより、使え

る英語力を身につけていきます。9 月に始まったばかりですが、みな意欲的に取り組んでいるので、1 月

に行われる成果発表会では、さらに成長した姿が見られるかと思います。                (Ms.Okizono)                                   

【中３ Casual Conversation】毎週火曜日に行います。内容は中３のすらら裏の国際教室とはかなり違い、文化

行事を中心にアクティビティーを行います。「群馬県民の日」の週には「（英語版）上毛カルタ」をやった

り、11 月末にはアメリカの Thanks Giving（感謝祭）にちなんで Cooking（お料理）をしたりする予定

です。クラスはもちろん英語で行います。Let’s enjoy together!           (Ms. Ishizaka) 

【高１ Casual Conversation】日常会話を英語で行う授業です。英語モードに切り替えて、英語で考えながら英 

語で話す習慣をつけていきます。難しく考えすぎる傾向がありますが、すでに知っている単語や文法を使

えば、実は驚くほどたくさんのことが英語で言えるのだということを実感してもらいます。身近なトピッ

クについて、どんどん英語で話す練習をしていきましょう。             (Ms. Andrews) 

【高２，高３ Casual Conversation】 

   The fall and winter terms are comprised of 2nd and 3rd grade high school students, which is working very 

well.  In the first class students expressed the desire to speak as much as possible, and to meet that aim the 

class is focusing on oral proficiency.  Themes have included summer vacation and personal experiences.  

Many participants have made short speeches about themselves or their speaking partners.  The class will 

focus on letting students express themselves as much as possible, all while learning new vocabulary and 

natural expressions.                                     (Mr. Maher) 

 


