
 
 英語学芸発表会 Speech において 1st Prize！  That’s ‘Omotenashi’   
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 ２年命の授業風景 

１１月号 

○自 学 ・ 自 立

○思いやり・感謝

○鍛 練

 
１１月 7 日(土) に行われた杉並区立中学校連合文化祭 2015 英語学芸会 Speech において、３年 Ｋ．Ｉさ

んが大変すばらしいスピーチを披露し、見事、第１位となり１２月６日(日) に行われる東京都英語学芸会

Speaking の部に出場が決まりました。おめでとうございます。スピーチ全文をご紹介いたします。 
 
Good afternoon. 
Today, I would like to talk about the friendship and partnership between foreigners and Japanese people.  

  Two years ago, the city of Tokyo was appointed to be the host city of the 2020 summer Olympic and 
Paralympic games.  At that time, many of us were greatly pleased with the news.  At the presentation as a 
candidate city, the word of “ Omotenashi” became very well known among people and many of us have heard 
the same word everywhere. This seems that the biggest reason why sightseeing guests from foreign countries 
have been significantly and rapidly increasing.  At the same time, our government has strengthened the 
policy to welcome more foreigners. However, I have some questions about this this situation.  It is true that 
our government is making efforts in certain area like the sightseeing industry.  I wonder if everyone of us has 
a preparedness for welcoming foreign guests. 
  For instance, one day I found a Japanese man hesitated to sit next to a foregner on the train, which made me 
disappointed. I think even now many of Japanese people hesitate to talk to foreigners freely and frankly.  
Although it may seem extreme, I think that it is a kind of discrimination to my deep regret.  In such a 
circumstance, even though many of us say “Omotenashi” is very important, nothing changes. Therefore, I 
considered how we can improve ourselves.  I think that the education system in school should be changed 
because the younger generation will bear the future burden.  Therefore, I would ask that not only English 
lessons but also cross-cultural communication lessons should be more than before in order to facilitate more 
global experiences.  Furthermore, I would ask to increase the chance to be in touch with foreign people like 
ALT teachers so that we will be able to understand each other even without correct words.  I believe that this 
would make it possible to be more friendly each other and the true meaning of “Omotenashi”.   
  The other day, I asked to my classmates “If a foreigner is sitting in the train, will you sit next to her or him or 
not?”  The answer of ‘Yes’ was 29 out of 32, which I was astonished and pleased by.  I hope to increase the 
number of people with less discrimination among our generation.  I will make more efforts to improve my 
language ability, to learn the cultures of many foreign countries, to deepen my experiences of international 
friendship.  Thank you very much for listening. 
 

みなさん、こんにちは。 
今日は、外国人と日本人の間の友情、協力関係について話したいと思います。 
２年前、2020 年夏季オリンピックが東京で行われることが決定しました。 

その時、「おもてなし」という言葉が人々の間で知られ、私たちの多くがそれをあちら 
こちらで聞くようになりました。そのオリンピックが最も大きい理由なのか、外国人 
観光客が急激に増加しています。それと同時に、政府は、外国人を迎え入れるために、 
政策を強化しています。しかし、私には疑問があるのです。確かに、政府がその分野に対し力を入れているのは事

実だと思います。ですが果たして、私たち全てに、外国人を受け入れる準備はできているのでしょうか。 
例えば、私はある日、電車の中で外国人の隣に座るのをためらう日本人を見かけました。私は、とてもがっかり

しました。今なお、多くの日本人が外国人に気さくに話しかけるのにちゅうちょしているのだと思います。極端な

話かもしれませんが、残念なことに、それは「差別感」なのだと、私は感じます。そんな状態では、いくら「おも

てなし」が重要だと言っていても、何も変わらないでしょう。そこで私は、どうしたら改善していけるのか、考え

てみました。やはりこれからの時代を担っていくのは若い世代なのですから、教育現場が変わるのが一番だと思い

ます。国際的な経験を積みやすくするために、英語の授業だけでなく、異文化理解の授業をもっと増やすべきです。

さらに、ＡＬＴの先生のような、外国の人々とふれ合う機会を増やし、たとえ正しい言葉は使えなくても、心を込

めて接すれば気持ちは伝わるのだということを生徒が理解できるようにすると良いと思います。そうすれば、互い

がもっと友好的になり、真の“おもてなし”ができるようになると、私は信じています。 
先日、私はクラスメートに「電車に外国人が座っていたら、その隣に座りますか？」というアンケートを実施し

ました。すると、「はい」と回答した人が３２人中２９人でした。私はこの結果に驚き、それと同時に嬉しく感じ

ました。このように、差別感を持たない人々が、私たち若い世代に増えることを願っています。 
私も今の語学力を高められるよう努力し、いろいろな外国の文化を学んで、国際的にいろいろな人と交流を深めら

れるような人になりたいと思います。ご静聴、ありがとうございました。 
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                  11 月 7 日(土)  

今年度の震災訓練所総合訓練は、アリーナ及び北門前で行いました。毎年１年生が参加し、「震災救援所

運営委員」の方々の指導を受け、スタンドパイプ放水訓練、ＡＥＤの取り扱い、担架などの組み立て、応

急手当等を体験しました。また、アリーナ内の間仕切り見学も行いました。 

 

11 月 7 日(土) 
２年生の道徳の授業では、「命の授業」に取り組んでいます。第２回の授業では、特別ゲストに音楽科の

糟谷小枝子先生(育休中)と咲乃ちゃん(糟谷先生のお子様)をお呼びして命の誕生や愛情もって命を育てる

お話をしていただきました。さらに、代表生徒が咲乃ちゃんを優しく抱っこしてくれました。 

 

【書評座談会】11 月 ８ 日(日) 

杉並区勤労福祉会館で行わ

れました。テーマ図書は「あん」

（ドリアン 助川）、松溪中から

は４名の生徒が参加し、意見交

換を行いました。 

【展示】11 月 5 日(木)～8 日(日) 

美術、技術･家庭科の作品展がセシオン杉並で行われました。時期が早

いため、作品の仕上がりが心配されましたが、すばらしい作品が多数展示

されました。松溪中から

は延べ人数で１０１名

の作品が出展されまし

た。 

 

  

 今年度は、松溪中からたくさんの科

学の創意工夫作品が受賞されました。 

特別賞(所長賞)： ２年 村松彩夏 さん 

審査員奨励賞： ２年 戸井田愛理 さん 

優秀賞： ２年 井上はるか さん 

努力賞： １０名 

 
11 月 13 日(金) 

 アリーナに黒いドームが…。 

３年生の理科教室は、移動プラネ
タリウムによる星の観察を行いま
した。ドームの中は 40 名程しか入
れませんが、想像していた以上に
きれいに星座が映し出され勉強に
なりました。 

 

 

 

１１ 月 １２ 月 

２４日(火) 専門委員会 3 日(木)～9 日(水) 三者面談 

２５日(水) 小中合同研修会 3 日 (木) 駅伝事前検診(PM) 

２６日(木) 中央委員会 7 日 (月) 生徒集会、避難訓練 

３０日(月) 朝礼、安全指導、学年会 １０日 (木) 学校保健委員会･学校給食運営協議会 

  １２日 (土) 土曜授業公開、地域清掃 
  １３日 (日) 杉並区中学校駅伝大会 

 １８日 (金) いのちの授業 
 2４日 (木) 大掃除 
 2５日 (金) 終業式 
    

 

 

 

杉並子どもサイエンス・グランプリ 

震災救援所総合訓練  


