
 
 
 
 
 

 

文情科 1年生 English Camp が行われました！ 

1 年間の最後の 2日間である 3月 19 日～20日に、遊古館でイングリッシュキャンプが行われました。「世界

平和のために～グローバルな視点で」という全体テーマに沿った内容（①インタビュー活動 ②スピーチコン

テスト ③ワークショップ「６つの国に学ぶ」 ④ディベート）が主に実施されました。全ての活動は、各チ

ームの獲得するポイント数に従ってコンテスト制でなされました。結果は次の通りです。 

 
＊優勝チーム      第 1 位 K4  第 2 位 J６   第 3 位 J２ 
＊スピーチコンテスト  第 1 位 樋渡海  第 2 位 川手鞠愛  第 3 位 須志田遼太・蛯原悠介 
＊ディベート      第 1 位 J6    第 2 位 K4   第 3 位 J2   第 4 位 K３ 
＊ベストディベーター賞 第 1 位 蛯原悠介  第 2 位 佐藤光太郎  第 3 位 武田健之介 
           第 4 位 児玉拓巳 

～Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃａｍｐの感想～ 
今回のディベートの準備では、テストもあり部活も皆忙しい中、役割

を分担して進めることができ、万全の状態で本番を迎えられました。

優勝とベストディベーター賞を頂けたのは、準備から本番まで互いに

協力し合うことができたおかげだと思います。班のメンバー、そして

ALT のニコラスにとても感謝しています。ディベートの時間は制限が

あるので大変ですが、自分の主張を英語でうまく伝えられたときは達

成感があり、とても楽しいです。今回を通して英語もディベートも以

前よりずっと好きになりました。充実した 2 日間でした。 
     １J 蛯原悠介 

イングリッシュキャンプに参加して“伝えることの難しさ”を改めて感

じました。慣れない英語を使って様々な活動を通してＡＬＴの先生方

とコミュニケーションをとったり、自分の意見を発表したりするのは

とても大変でした。もっと勉強して外国に行っても通用する英語を身

につけたいと思いました。            1K 兒玉拓巳 

イングリッシュキャンプではＡＬＴの先生方にできるだけ積極的に話

しかけようと決めていました。実際、多くの先生方と話すことができ、

本当に楽しかったです。スピーチコンテストで優勝したときは本当に

驚き、「えっ私？私でいいの？」と思いました。１日しか参加できませ

んでしたが、とても貴重な体験ができました。今後、もっと積極的に

英語を使い、自然に話すことができるようになりたいと思います。 
1K 樋渡 海 

正直に言って、僕は最初「グループの皆に迷惑をかけないぐらいの準

備をして、恥をかかない程度の発表をすればいいかな」とこんな心構

えでした。しかし、他の皆が遅くまで残ってディベートの話し合いを

していたのを見て、僕も真剣に取り組むようになりました。 
グループワークは苦手でしたが、全力を尽くし欠員分まで役割をこな

しました。その結果、僕のグループは準決勝まで勝ち残り、僕はベス

トディベーターの 1 人に選ばれました。最後にこの言葉を皆に贈ろう

と思います。 
“If you do your best,  

the result will be achieved!”          1J 武田健之介 

２日間のイングリッシュキャンプでは自分が身につけてきた英語を駆

使してたくさんの人達とコミュニケーションをとることができまし

た。ＡＬＴのジャッキー先生に古墳について英語で説明したり、食事

をしながら“箸置き”を作ったりしたのが楽しかったです。ジャッキー

先生は私達が英語を引き出して言葉にするのを辛抱強く待ってくれま

した。もっといろいろな国の人達とどんどん話をしたい！と強く思い

ました。                      1K 川手毬愛 
 Although we sometimes saw several problems in this camp, such 
as the use of Japanese, student’s slow movements, and poor 
cooperation, I think the ESC was still valuable experience for all 
the students.  I was really glad to find some students who seemed 
not to be good at English trying to express in English and enjoying 
talking with ALTs in English.  I faced some difficulties in using 
English, which comes from my poor vocabulary.  It was hard for 
me to explain what I want to say, but on the other hand, it was 
what made ESC so fun for me.  I’d like to say thank you to all the 
students, teachers, staff members at Yukokan, and ALTs.  I hope 
the next ESC will be much more fun. (If only I could join the 2015 
ESC!)                      １J 芦田光 

１泊２日のとても短い期間でしたが、充実した時間を過ごすことがで

きました。この２日間でできるだけ多くの英語を使おうと思い、積極

的にＡＬＴに話しかけました。ＡＬＴも気軽に話しかけてくれて、普

段は日本語であまり言えないことも英語で話すことができて嬉しかっ

たです。最初は会話をすることを遠慮していた生徒もだんだん慣れて

きて皆が会話に参加し、とても良い雰囲気だったと思います。特にデ

ィベート大会はとても白熱しました。結果は２位と少し残念でしたが、

チーム全員で協力してディベートができ、コミュニケーション力や判

断力など得るものは大きかったと思います。何より自ら進んで戸惑い

ながらも自分の意見を述べていたチームの仲間に感謝します。この企

画を主催した先生方、遊古館の職員の方々、コミッティーの人達に感

謝したいと思います。有り難うございました。  1K 佐藤洸太郎 
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     有枝校長先生、最後の授業 

 ３月１７日（月）４限目、有枝校長先生の１５年ぶり、最後の数学の授業が行われ、

２年文科情報科の生徒８１名が授業に参加しました。有枝校長先生と文科情報科との関

わりは深く、以前本校に勤務されていたときには文科情報科を５年間担当されて

いました。「５分間かけて出席を取りながら生徒に話しかけていた」とのエピソー

ドや、「数学が苦手な生徒を得意にするのが僕のミッション」との言葉には、有枝

校長先生の温かさと情熱が感じられました。最後に文科情報科の生徒へ、「文情の

生徒の仲の良さを生かして、グループで勉強会を開いたりしながら、お互い刺激

し合って伸びっていってください」とのメッセージを頂きました。 
 

◇◆◇ 卒業生の話を聞く会が開催されました ◇◆◇ 

 ３月１８日（火）ＬＨＲにおいて、卒業生の話を聞く会が開催され、志望大学に合格した卒業生６名が、１・２年生に受験の

アドバイスを下さいました。先輩方から力強いメッセージを頂き、１・２年生からは、「来年は自分があの場に立つ！！」とい

う決意の声も聞かれました。 

     ～参加した６名の卒業生から、文情科１・２年生へのメッセージ～ 

 僕は２年の終了時まで理系でした。そんな僕が一橋大学に合格することができたのは、受験の戦略が

きちんと立てられたおかげだと思っています。具体的に言うと、節約・計画性・効率を意識した時間の

使い方と、傾斜配点を意識した勉強法です。皆さんも、より少ない労力で合格が勝ち取れるよう、勉強

法についてはしっかり吟味し、自分なりのモチベーションの上げ方を見つけて、目標に向かって全力で

頑張ってください。坂元渓太（一橋大学商学部合格） 

 

 色々な勉強方法があると思いますが、まずは自分にあったものを見つけるべきだと思います。どの教科にも共

通することですが、暗記しないといけないことは、早めに暗記しておくべきです（古文単語や英単語など）。あ

とは、「捨てる教科」というものは絶対につくるべきではありません。後になって苦しむことになります。 

山内亮太（大阪大学工学部合格） 

 

私が志望校を決めたのは、３年の９月でした。それまで、医学部から教育学部まで、様々な学

部を考えましたが、理学部は一度も考えた事がありませんでした。それは多分、自分の将来について考えてい

るつもりでも本気で考えたことがなかったからだと思います。文情科のみなさんにはぜひ、自分の将来につい

て具体的に考えてほしいと思います。そして、後悔のない進路選択をしてください！がんばってください！ 

二宮紅桜（お茶の水女子大学理学部合格） 

 

 皆さん、高校生活楽しんでいますか？今日は、話を聞いて下さりありがとうございました。あの場では話

せなかったことをもう少し詳しく話します。受験に勝つポイントは夏休みにあります。体育大会の練習、合

唱の練習などなど、私は朝６時に友人と来て、練習が始まるまで勉強しました。もう一つ付け加えます。私

は、皆さんにがむしゃらにやれと言いましたが、同時に、３年生・２年生に上がった際に高校生活を楽しん

でもらいたいです。友達の間で、勉強グループを作ってみてください。ちなみに私は、友人と 11 時に 10 分

電話して話していました。最後に、これだけはやっていてほしいということがあります。英語長文の音読３

回、古文・漢文の音読３回、以上の２つです。音読は、本当に大事です。それでは、以上で終わります。一

人でも多くの文情生が、大宮高校文科情報科でよかったと思えるように願っています。原田渓（鹿児島大学医学部合格） 

 
 今私が皆さんに伝えたいことは、行動力が必要だということです。卒業生の話を聞いて、やろうと思った人は

すぐに始めてください。すぐ始めれば結果は出るし、今やらなければいつになってもやらないと思います。あと

1 つは、自分の行きたい大学をできるだけ早く決めるということです。オープンキャンパスに行く余裕があると、

中身も詳しく知ることができて良いと思います。これからの人生や４年間を決める選択なので悔いのないように

選んでください。１年後、２年後に満足のいく結果になることを期待しています。 
須崎晃平（豊田工業大学工学部合格） 

 
 僕が今の１・２年生の皆さんに伝えたいことは、勉強の仕方を工夫して欲しいという事です。地方の県立高校に

属し、行事や部活で忙しい皆さんは、時間の限られた中で全国の同学年と戦わなければなりません。しかし、勉強

方法は人それぞれなので、一概にこれが正しいという勉強法というものは存在しません。これから先、先生、先輩

等から様々なアドバイスをもらうと思いますが、皆さん得意の批判的思考を用いて、自分に最も適した方法で頑張

ってください。川手涼平（九州大学法学部合格） 


