学校新聞
平成 30 年度
「薫風」第５号
１０月３１日（水）

薫 風

～緑新たに風も薫れり～

発行元

東京都立大崎高等学校全日制課程

〒142‐0042 品川区豊町 2‐1‐7

「ありがとう」という言葉
校長 豊岡耕一郎
ありがとうという言葉はものすごい力があります。ニコッと笑って「ありがとう」と言われると、心が軽くなりま
す。すごく良いことがあったみたいに、その日 1 日幸せに過ごすことができます。皆さんもそのような経験をし
たことがあるでしょう。
「ありがとう」の語源は、仏教に由来するといわれています。「盲亀浮木（もうきふぼく）の譬え」の中に「ありが
とう」の語源が書かれています。そこでは、盲目の亀が水上に浮かび上がろうとしたとき、ちょうど流れてきた
木の穴に顔が入ってしまったという例をあげて、めったに起こらないことで「有り難し」と言っています。転じて、
人間に生まれることは、「有り難い」ことで、人間に生まれたことを喜ばねばならないことだと書いてあります。
これが「ありがとう」の語源です。それでは「ありがとう」の反対語は何でしょう。めったに起こらないことの反対
だから、いつも起こること、つまり「あたりまえ」でしょうか。親なのだから、子供の世話をするのは当たり前、先
生なのだから教えてくれて当たり前・・・。何だか「あたりまえ」という心からは感謝の気持ちはおろか、不平不満
しか生まれてきません。これでは幸せは逃げて行ってしまいそうです。何より、人間に生まれたことは、確率か
らいっても大変なことなのです。（地球上の他の生物の数を考えればわかると思います。）人間として生まれた
ことを有り難く感じ、親に心から「生んで育ててくれて、ありがとう」といえる人になって欲しいと思います。他に
もありがとうは次のような効果があります。
①「ありがとう」は幸福を引き寄せる
どんな小さなことでもいいので、感謝すべき出来事を意識的に探しましょう。今日も家族がいてくれたこと、お
いしいごはんが食べられたこと、気持ちよく目覚めることができたこと…など、そうした日々の良かったこと探し
によって、前向きであたたかい気持ちが溢れてきます。
②「ありがとう」は心を元気にする一番の栄養剤
私たちは、「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えてもらうと、私たちは「他の人の役に立った！」 、「自分は周囲
の役に立っていて、周りの人から必要とされている」という実感を得ることができます。次の行動のモチベーシ
ョンにつながってきます。この一言が聞きたいから、この仕事を選んだ、続けられるという人は非常に多いので
す。
③「ありがとう」は強い人だからこそ言える言葉
素直に「ありがとう」を伝えることができる人は、他人から助けてもらったということを正しく認め、自分の足り
ない部分をきちんと見つめることができる強い人です。多くの人は、自分の弱さを見せまいと頑なに卑屈になっ
てしまうのです。素直に「ありがとう」と言えた時ほど、自分を褒めましょう。
どんな時も感謝を忘れない、「ありがとう」が溢れる学校になって欲しいと
思います。

オーストラリア語学研修 海外体験報告
引率者
実施期間
実施場所
受け入れ校
参加生徒
引率教員

加藤 真拡

平成３０年７月２５日（水）～８月３日（金） ９泊１０日
南オーストラリア州、アデレード市
ハイツスクール（公立学校）
１年・男子２名、女子１３名 ２年・女子３名 計１８名
校長 豊岡 耕一郎 ・加藤 哲・加藤 真拡・松岡 咲

○実施目的

オーストラリアで異文化を体験し、自分とは異なるものの見方、考え方を尊重する態度を見つめると
共に、自国を客観的に見つめる姿勢を育む。英語を使って自分の興味、関心のある事柄について学ぶ
とともに、自分の考えを英語で伝える力を身につける。

○現地での学習

ハイツスクールは小学校から高校までの公立一貫教育校である。教員、生徒共にフレンドリーで温
かく本校を受け入れてくれた。また、担当教員も計画的にカリキュラムを組んでくれた。授業は本校生
徒向けの英会話授業、科学実験、家庭科でケーキ作り実習、また、バディの選択している授業を現地
校の生徒と一緒に受講するなどした。最終日の「お別れパーティ」では、最初に椅子取りゲームをした。
その後、ホストファミリーも加わり、書道、折り紙、剣玉、箸講座にわかれ、日本文化を紹介したりして
交流を深めた。本校の生徒が漢字を書いた半紙を現地の生徒にプレゼントすると笑顔をみせたり、現
地の生徒からプレゼントを貰うなど、コミュニケーションの深まりを感じた。

○成果と課題

今回で６回目となったオーストラリア海外体験も形が出来上がりつつあり、参加した生徒は、異文化
を体験し、異文化理解力、そして英語によるコミュニケーション能力の向上といった成果があった。事前
研修も浅草での外国人へのインタビュー、アンバー先生との英会話など、どのプログラムも充実したも
のとなり、生徒も楽しみつつ、真剣に取り組んでいた。
オーストラリア滞在中、生徒は、英語によるコミュニケーションが思うようにとれず、また、食事にもな
かなか慣れず大変であったが、何とか意思疎通を図ろうと工夫し、人間的に成長できた。また、教育現
場の状況の違い、生活習慣の違いを実感し、日本の在り方についても認識を深めることができた。
南オーストラリア州の州都、アデレードは海外からの留学を積極的に受け入れており、落ち着いた都
市で海外体験の環境としては適格であるが、直行便がなく乗継ぎをしなければならない。費用の面も
あってシンガポール、チャンギ空港にての乗継ぎであったが、復路で７時間近く過ごさなくてはならな
かったことは課題と考える。また、相手校の受け入れ態勢、ホームステイ先の家庭の数、また海外へ
の引率ということで、参加生徒数は今回の１８名が限界だと考える。
今回の海外体験については、禁止していたスマートフォーンを持って来た生徒や現地にて日々の学
習の記録を記入するジャーナル（冊子）の記述がおろそかであった生徒はいなかったが、英会話表現を
しっかりと記述できる生徒は少なかった。全体としては、参加生徒の異文化体験、英語を使ったコミュニ
ケーション能力の向上といった成果があがった。そして、学校として積極的に国際交流に力を入れてい
るというアピールにもなり、募集対策の視点から考えても、来年度以降も続けていくべきだと考える。

〈本校教員〉
We went to Adelaide, Australia to experience foreign culture and learn English. 39 students applied to this
program, so teachers had to choose 18 students through an interview test. The evaluation standard for the program
was positive attitude because that is key to achieving our goal.
Before we visited Adelaide, Australia, all of the students tried really hard to learn English. They took seven
English classes after school with English teachers. Students learned practical English conversation. They tried to
talk in English using practical expressions which they learned in the class. Also, the students had to talk with Amber,
who is an ALT at Osaki high school, during lunch time or after school. They had to go there at least 3 times. Topic of
the conversation was free so many of them prepared topics to talk about with her. After talking with her, they had
to write what they talked with her. Preparing and reviewing the conversation in sentences helped to improve their
English skills.
They went to Asakusa as an excursion. The purpose of going there was to talk with foreigners in English. Most
of the students had positive attitude because they took the English conversation class. That’s why they could
enjoy communicating with foreigners in English. Some of them couldn’t speak well but they tried their best by using
gestures and their electronic dictionary. It was a good opportunity before going to Adelaide, Australia. They focused
on learning practical English in Japan even if they couldn’t speak English well.
On the first day, we gathered up at Narita airport on June 25 and left Japan at 14:45. We went to Adelaide,
Australia by way of Singapore. It was a very long flight. Also, students were nervous and wanted to go back to Japan.
After that day, however, they didn’t want to go back. That’s because their buddies and host families were so
friendly. At Height school, students took English lessons, study experience with buddies. Also they went on an
excursion to Gorge Wildlife Park and Mt Lofty Summit. These experiences became precious memories for the
students.
Through the program, they came to understand that the important thing to communicate in English is showing a
positive attitude. It is a natural thing to make grammar, vocabulary and pronunciation mistakes. Showing positive
attitude is the key learning foreign languages and living our life. Also, they came to accept various values through
experiences in Adelaide, Australia.
What impressed me about the program was to be given gifts for Osaki high school students who went to Heights
school prior year from buddies. They told Osaki high school teachers about their feeling of gratitude for Osaki high
school students. They were kind and friendly. They wanted to see and talk with Osaki high school students again.
This program is a bridge of international communication.
Teachers hope 18 students will lead English class in Osaki high school as a leader. We are happy if they are more
interested in learning English and culture through the program. Thank you for accepting and supporting our program.
This is a message for 18 students. “What will matter is what you learned and how you used it.” English is a tool
for communication. Don’t be afraid of making a mistake. Let’s learn and speak English for your future. Be a global
person.

第６回強歩遠足
担当 樺澤 佑太郎
平成３０年９月２８日（金）天候にも恵まれ、「第６回強歩」を実施しました。１年生は是政橋スタート（２６．４ｋ
ｍ）、２年生は矢野口スタート（３１ｋｍ）で、日頃は歩くことのない長い距離を各班で「助け合い」「励まし合い」
「協力し合い」ながらゴールを目指して歩きました。
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