
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Voice 
水戸啓明高等学校  

第１学年 グローバルコース通信 

平成２８年５月１７日 発行 

「希望街道」  
 アフリカ大陸の北西部にモーリタニアという国がある。国土のほとんどがサハラ砂漠に覆われた平坦な褐色の大地

は、毎日気温が摂氏４０～５０度に及ぶ過酷な環境下にある。日本との関係は水産業で深い。日本が輸入するマダコや

イカの主要輸出国になっている。日本人が食べているタコ焼きに入っているタコやイカフライのイカは、モーリタニア

産かもしれない。 

そのモーリタニアで、首都ヌアクショットから１１００ｋｍ、南部を西へ延々と敷かれた古道がある。その名も「希

望街道」（Route de l' espoir）と呼ばれる。１２～１６世紀の昔、ラクダを従えた旅の商隊（キャラバン）の行き交う道

として大いに繁栄した。キャラバンは「希望街道」沿いの砂漠のオアシスで体を休めながら道をたどり、黄金の国ガー

ナの財宝を方々に運んで富を得たと旅行記にある。 

その旅行記によれば、「希望街道」は行けども行けども見える風景は荒涼とした砂漠だけであり、ドライヤーの熱風を

顔に当てたようなブリザード（強風）が止むこと無く吹き付け、道を砂で覆い尽くし、空中に舞い上がった砂埃は灼熱

の太陽さえも包み込んでしまう。夜になれば、気温は氷点下まで下がり、人を寄せ付けない自然の牙城を作り出してい

た。 

それでも人々はラクダを連れて砂の上に道を探し、ブリザードに身を縮めながら、命がけで遙かな黄金の国を目指し

たのだろう。なるほど古の旅人達がどんな苦難な旅でも、その行き着く先に黄金の光を見れば、休むことなく重く苦し

い足を前に進め続けたことが思われる。それ故に「希望街道」と名付けられたことに納得ができる。 

しかし、この「希望街道」はモーリタニアにだけあるのではない気がする。私たちの人生こそ「希望街道」そのもの

ではないだろうか。確かに私たちの人生は平坦な道ばかりではなく、山あり谷あり、時には目も当てられないひどい嵐

に遭遇したりする。砂に埋まった道を探すように、人生の中で道に迷うこともしばしばである。それでも、かつての砂

漠の旅人のように、不屈の精神で、一歩そしてまた一歩と歩みを先に続けなくてはならない。その先にこそ自分にとっ

ての黄金の国があることを信じて。 

高校生になり、友人関係など昨年と比べて大きく生活環境が変わった人もいるだろう。その変化にしばらくは適応で

きず、学校に登校することさえためらわれる人もいると聞く。しかし、そんな時こそ人生の「希望街道」を行く旅人を

思って欲しい。もしも自分に吹き付けるブリザードや灼熱の太陽に負けてしまえば、自分の人生の遙か彼方にあるであ

ろう黄金の国へは決して到達できないのである。自分が一歩を踏み出せないことを周りの環境や人のせいにして甘えず、

この一年どんなに苦しくても、日々前進して欲しい。 

ただし、毎日突っ走ってばかりでは体も心も持続できないだろう。古の旅人が砂漠のオアシスで休息を取ったように、

時には文化祭やクラスマッチ、ブリティッシュヒルズへの研修というオアシスで体と心を休めながら、高校生活のキャ

ラバン（旅）を続けようでないか。皆さんは今、輝かしい未来に向かう「希望街道」の上を歩いているのだから。 

 

グローバルフロンティアコース主任 生田目 智文 

5・6・7 月の予定 

23 日(月)～26 日(木) 前期中間テスト 

6 月 1 日(水) 衣替え(早めの準備をお願いします) 

8 日(水) 生徒総会 

10 日(金) 英語検定 

16 日(木) 芸術鑑賞会 

17 日(金) 日本語検定 

20 日(月) 野球応援練習 

7 月 2 日(土)～6 日(水) 前期期末考査 

8 日(金) 漢字検定 

21 日(木)～23 日(土) 振替授業 

25 日(月) 夏季休業事前指導・大掃除 

高校生になり、初めての中間考査です！ 

考査の勉強は早めの取り組みが大切です。 

1 年生のうちから、予習・復習を心掛け、テ

スト前に焦ることのないようにしましょう！ 

Welcome to a Global World！ 

Welcome to the Global Frontier newsletter.  I hope this newsletter finds both 

students and their parents well.  In the world of English, the language can 

sometimes be difficult and funny.  It is my hope, that by taking this course, 

you will be able to understand not only a different language, but also be able to 

understand the different types of English.  Through the use of active learning 

and by being immersed in class with an only English speaking teacher, I hope 

to be able to show you the world in a different way.  I hope to be able to also 

teach you how to think differently than most and be creative.  Now back to 

English being funny.  Let’s take a look at a few words that are different 

between American English and British English.  ENJOY!!!!!! 

 Rehring Matthew Ryan 



 

 

入学して 1 ヶ月が過ぎました。入学当初の生徒達からは、互いに遠慮しながらも、

学校生活に慣れようとする様子が見受けられましたが、最近の学級日誌には、「日に日

にクラスのみんなとの仲が深まっていくのを感じる」等のコメントが並び、学校生活

を楽しんでいる様子が感じられます。立候補により決まった学級役員主導でのクラス

での話し合い、宿泊学習やグローバルスタディーズ（総合学習）では、生徒達のリー

ダーシップや、新鮮な発想に気づかされ、積極的に挙手し、堂々と自分の考えを発表

する姿には頼もしさを感じました。もちろん、まだ幼さの残る一面もありますが、互

いを認め合い尊重できる共生の心を持つ彼らの伸びしろは大きいと感じています。 

本コースでは、グローバルスタディーズを始めとする、他コースでは経験できない

機会が数多くあります。自分と向き合い、様々な経験を通して自分の価値を知ること

ができる好機です。積極的に挑戦しようとする気持ちさえあれば、その好機を活かせ

るかどうかは自分次第、という環境にいることを最大限楽しむことを期待しています。

そして私自身も、生徒たちの成長に携われることに喜びを感じながら、共に学び、共

に楽しみ、多くの時間を共有していきたいと考えています。 

 

 

入学してから 1 ヶ月が経過し，学校生活にも慣れてきたように感じます。中学校から高等学

校へ意識の変化がまだ不完全ではありますが，とにかく今は変化をする時期です。そのために

も「責任」という言葉を意識して生活を心掛けてほしいと思います。責任とは自分が選択した

こと，例えば本校に入学したことも自分の意思のはずです。また，自分が発言した言葉や行動

にも責任をもって下さい。言葉や行動は，的確に相手に伝わらなければ，間違った捉え方や嫌

悪感を抱かれる場合があります。それが原因でトラブルになることがあります。積極的に発言

や行動を心掛けつつ，どうすれば相手に伝わるのかを考え，常日頃から生活をしてみて下さい。 

総合の時間に，「自分のことを知ってほしければ，まず相手のことを知る努力をしよう」とい

う話をしました。相手に対してどれだけ思いやりの心をもてますか？嫌いな面というのは嫌で

も感じ，それで相手に対して先入観をもって接すると，とにかく悪循環になります。相手の良

いところを知ろうとし，それぞれ今まで生きてきた価値観や考え方の違いが皆あります。これ

もある意味，異文化です。まずクラスメイトから知ることができなくて外国人との交流など厳

しいです。よく感じるのは，人と深く関わろうとしないことです。人と深く関わった分，裏切

られるのが怖いとか，そもそも面倒と感じているのかは分かりませんが，このクラスに集まっ

た以上，この奇跡的な出会い楽しみましょう。 

クラスでよく話すことですが，「楽しく」「ポジティブ」が私のモットーです。面倒くさい仕

事や，嫌なこともあるでしょう。しかし，「面倒くさい」とか「やりたくない」といって逃げな

いで下さい。どうせやるなら「楽しく」。それを意識して何でもやってみると意外に楽しいもの

です。自分が楽しいと思えば相手も楽しくなります。人は変えられませんが自分は変わること

ができます。自分が変わることで，相手も変化しようとします。そうやって人間は成長してく

ものだと思います。これからこのクラスがどのように変化し成長するのが楽しみです。勉強も

大事です。人間関係や団結する絆など，教科書では学べないこともたくさんあります。自身の

学びの扉を全開にして，多くのことを吸収していって下さい。 

 

 

 

これからの学校生活に向けて 

1年 2組 担任 

大和田 玲子 

1年 3組 担任 

髙田 健市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業中の会話は英語のみ！ 

生徒たちも必死に分かる単語を聞きとり、授業に取り

組んでいます！ 

 

宿泊学習にいってきました！  ２０１６．４．２５～２６ 

English Communication 

海外青年協力隊の活動でも知られている、JICA(国際協力機

構)に行き、生徒たちは事前に下調べしていたことを JICA の方

に質問するなど、世界にある様々な問題と向き合うことが出来

ました。 

日本という国がどれだけ恵まれているのかを再認識し、日本の

技術が今どんなところで使われているのかなどを学びました！ 

チームビルディングってなんだろう？ 

与えられた様々な課題を仲間たちと 1 つのゴールに向かって、お互いのことを知りながら解決をして

いくというものです。生徒たちは、チームビルディングを行うことによって仲間との達成感や一体感を得

ることが出来ました！！それぞれが考え、行動し、楽しく親睦を深めることが出来ました！ 

バイキング式のご飯！！ 

クラスの仲間たちと楽しい話をしながら美味しく頂

くことが出来ました！ 

夜には、グローバルコースで話し合いをし、グループで話し合っ

た内容を自分の意見を加えながら発表をするなど、生徒たちの

積極性がとても見られる場でもありました。校歌の練習をして、

啓明生としての自覚を持つことができたと思います！ 

マット先生から出された宿題！ 

外国人と話をして、写真を撮る！など生徒たち

は難なくこなし、お台場を楽しんでいました！ 

グローバルコースは英語の授業が盛りだくさん！ 

単語を覚えることによって会話の幅が広がります。 

単語テストで点数が採れるようにしていこう！ 

少しずつ学校の様子や授業の紹介をしていきます次回の

授業の様子もお楽しみに！ 

2016.05 グローバルフロンティア 水戸啓明高等学校  


