
The 19th CHUO International Education

THURSDAY, AUGUST 31, 2017 10:00AM

FORUM
第19回CHUO国際教育フォーラム

Global Citizens for a more peaceful and tolerant world
平和で持続可能な世界を目指す「地球市民」になろう

テーマ：

主催　盛岡中央高等学校

平成29年8月31日 木曜日 午前10時00分～

MORIOKA CIVIC CULTURAL HALL “MALIOS”

盛岡市民文化ホール「マリオス」

China  中国

Drawn by Haruka Kashiwakura, 2nd grade Morioka Chuo High School
作者：柏倉遥（特進Zコース２年）

Drawn by Kana Niya, 2nd grade Morioka Chuo High School
作者：新井谷夏菜（特進Zコース２年）

MORIOKA CHUO HIGH SCHOOL
4-26-1 Mitake, Morioka, Iwate, Japan 020-0122

Tel:81-19-641-0458  Fax:81-19-641-5533
URL:http://www.chuo-hs.jp

e-mail:info@chuo-hs.jp

Global Citizens for a more
peaceful and tolerant world
平和で持続可能な世界を目指す「地球市民」になろう



The 19th CHUO International Education Forum

2

Ministry of Foreign Affairs of Japan 

Japanese National Commission for UNESCO

Australian Embassy

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam

Section of Education, Embassy of the People’s Republic of China

Embassy of Malaysia

New Zealand Embassy

Royal Thai Embassy

Embassy of Canada

Embassy of the Republic of Indonesia

Embassy of the Russian Federation

Embassy of the Republic of Senegal

Embassy of the Argentine Republic

Embassy of the Kingdom of Belgium

Embassy of Finland

Embassy of Korea

Embassy of the Republic of Singapore

United Nations Information Center

Board of Education of Iwate Prefecture

Board of Education of Morioka City

Iwate International Association

Morioka International Relations Association

Junior Chamber International Morioka

Iwate Nippo Co., Ltd.

Iwate Nichinichi Shimbun

The Kahoku Shimpo

The Mainichi Newspapers Co., Ltd.

The Yomiuri Shimbun

The Asahi Shimbun Company

Morioka Times

NHK (Japan Broadcasting Corporation)

Iwate Broadcasting Co., Ltd.

TVI

Iwate Menkoi Television Co., Ltd.

Iwate Asahi TV Co., Ltd.

FM Iwate Broadcasting Company

Ma cherie

AEON 1% Club

Japan International Cooperation Agency

外務省

日本ユネスコ国内委員会

オーストラリア大使館

ベトナム社会主義共和国大使館

中華人民共和国大使館教育部

マレーシア大使館

ニュージーランド大使館

タイ王国大使館

カナダ大使館

インドネシア大使館

ロシア連邦大使館

セネガル大使館

アルゼンチン共和国大使館

ベルギー王国大使館

フィンランド大使館

大韓民国大使館

シンガポール共和国大使館

国際連合広報センター

岩手県教育委員会

盛岡市教育委員会

公益財団法人岩手県国際交流協会

公益財団法人盛岡国際交流協会

一般社団法人盛岡青年会議所

岩手日報社

岩手日日新聞社

河北新報社盛岡総局

毎日新聞　盛岡支局

読売新聞　盛岡支局

朝日新聞盛岡総局

盛岡タイムス社

ＮＨＫ盛岡放送局

ＩＢＣ岩手放送

テレビ岩手

めんこいテレビ

岩手朝日テレビ

エフエム岩手

マ・シェリ

公益財団法人　イオンワンパーセントクラブ

独立行政法人国際協力機構

2017 FORUM NOMINAL SUPPORTERS
2017 年 フォーラム後援団体

※今回も日本国外務省をはじめ、各国大使館等のご後援をいただき心から感謝申し上げます。
※ �We�would� like� to� thank�the�Ministry�of�Foreign�Affairs�of�Japan�and�the�embassies�of�participating�
countries�for�their�support�to�this�Forum.

2016 FORUM NOMINAL SUPPORTERS
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  9:00 開場　　Hall Opens

10:00

オープニング

Forum Starts

校長挨拶

Greeting from the Principal of MCHS

実行委員長挨拶

Greeting from Head of the Forum Committee

10:25 - 10:40

基調講演　NICCO（公益社団法人日本国際民間協力会）　吉田真由美先生

Keynote Speech /
Mayumi Yoshida of NICCO

 (Nippon International Cooperation for Community development)

JISP のネパール災害支援について

JISP’s Disaster Relief Program for Nepal

10:40 - 12:00

プレゼンテーション　「平和で持続可能な世界を目指す「地球市民」になろう」
Global Citizens for a more peaceful and tolerant world

10:40

11:00

11:20

11:40

食 の 安 全

環 境 問 題 か ら
考 え る 防 災

貧 困 と 教 育 問 題・
子供の人権と児童労働

国 際 ボ ラ ン テ ィ ア

Management of Food Production

Disaster Prevention and the Environment

Poverty and Education; 
Child labour and their rights

Global Volunteering

午前の部終了　　End of Morning Session

12:00 - 13:00 昼食　休憩　　Lunch Hour

13:00 - 15:00

SGH アソシエイトについて紹介　
Introducing SGH Associate School

SGH 研究グループによる発表
（タイ・フィンランド）

Presentations by Students: SGH 
Case Studies in Thailand and 

Finland

伝統芸能発表
Performances of Traditional Cultures

15:15 終了　　Forum Ends

作者：鈴木　理央菜（特進Zコース１年）

Drawn by Riona Suzuki, 1st grade,
Morioka Chuo High School

The 19th CHUO International Education Forum Forum day Schedule

第19回CHUO国際教育フォーラム当日詳細日程
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このプログラムに記載されている内容は変更されることがあります。　Infomation in this program is subject to change.

日程：2017 年 8 月 26 日（土）〜 9 月 4 日（月）　Dates: August 26 to September 4, 2017

月日　曜日 時間 内　容  Contents

8.26,27
土、日

Sat, Sun
終日

Allday
ホストファミリーと対面、ホームステイ

Delegates’ ARRIVAL in Morioka
Homestay

8,28
月

Mon

午前
AM

歓迎会
オリエンテーション、

日本文化についてオリエンテーション

Welcome Ceremony Japanese Culture 
Lessons Join the Class

午後
PM

研修会
部活動体験など
ホームステイ

Orientation School Tour
Club Activities

8.29
火

Tue
終日

Allday
研究会・プレゼン準備 Prepare Presentations

8.30
水

Wed

午前
AM

ミーティング Meeting

午後
PM

リハーサル Rehearsal

8.31
木

Thu
終日

Allday

「第 19 回 CHUO 国際教育フォーラム」
午前の部　開催

The 19th Chuo International 

Education Forum

16:30  After Party at Hotel 
Metropolitan

「第 19 回 CHUO 国際教育フォーラム」
午後の部　開催

アフターパーティー
（ホテルメトロポリタン盛岡 ( 旧館 )） 

ホームステイ

9.1
金
Fri

午前
AM

ホームルームビジット
わんこそば大会 Homeroom Visit

 Wanco-Soba noodle (Lunch)
Visit to Local Junior High schools午後

PM
中学校訪問（北陵中学校・厨川中学校）

9.2
土
Sat

午前
AM

茶道体験（中央公民館） Japanese Traditional Tea Ceremony

午後
PM

ホームビジット（本校教員の家庭で夕食） Spend with your host family

9.3
日

Sun
終日

Allday
ホストファミリーと過ごす Spend a Day with Host Family

9.4
月

Mon
帰国
AM

各国出発〜帰国 Delegates’ Departure from Morioka 

the 19th CHUO International Education Forum Schedule

第19回CHUO国際教育フォーラム開催期間日程
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Greetings

The 19th CHUO Education Forum will be held on 
August 31th, 2017.

CHUO has been working hard in the area of 
International Exchange for 18 years. This Forum is a 
unique event which is only held at Chuo High School. 
Our committee started to prepare for this big event in 
February. We respected the traditions of former Forums,  
added our own ideas, and worked very hard to make it 
the best Forum ever.

 The theme of this year is “Global Citizens for 
a More Peaceful and Tolerant World.” We decided to 
divide students into four groups:  Management of Food 
Production, Disaster Prevention and the Environment, 
Poverty and Education, and Child Labor and Their 
Rights, and Global Volunteering.

    Nowadays, around the world, there are not only 
serious environmental issues and natural disasters, 
but also heartbreaking tragedies which threaten world 
peace. Also, in Japan, although the age of people who 
have the right to vote was lowered from 20 to 18, many 
young people are still indifferent to politics. We must 
become interested in society and politics. We can’t 
change the present situation unless we take action, and 
the time to do so is now. Now is the time to think about 
how to make a better future.

    Students from our sister schools and from Chuo 
are going to share their ideas with each other based on 
their values. We hope the young people who represent 
the next generation will go beyond borders, languages 
and cultures, and come to understand each other 
through their participation in this international forum. 
We should aim at finding our own solutions to the 
above problems. I hope this forum will get you to start 
thinking. 

    In conclusion, it is a honor to welcome everyone 
from our sister schools overseas. I am delighted that 
we are able to hold this wonderful forum. I am deeply 
grateful to everyone who has helped to put on the 19th 
International Education Forum.

　第 19 回目を迎える「ＣＨＵＯ国際教育フォーラム」
が 2017 年 8 月 31 日に開催されようとしています。
　これまで 18 年間続いてきたこのフォーラムは、長年
国際理解教育交流に力を入れてきた盛岡中央高等学校
ならではのものです。先輩方が築き上げてきたこの伝
統を受け継ぎ、発展させてきました。そして、今まで
のフォーラムをさらに超えてよりよい物を作り上げよう
と、私たちは 2 月から本格的にフォーラムに向けた活
動をしてきました。
　今年は『～ Global Citizens for a more peaceful and 
tolerant world ～ 平和で持続可能な世界を目指す「地
球市民」になろう』というテーマでフォーラムを行い
ます。事前に選考会で選ばれた「食の安全」、「環境問
題から考える防災」、「貧困と教育問題・子供の人権と
児童労働」、「国際ボランティア」の４つの研究テーマ
から「地球市民」として平和で持続可能な世界につい
て考えます。
　現在、世界中で様々な環境問題や自然災害、平和を
脅かす悲惨な事件が起こり続けています。また、日本
では選挙権を持てる年齢が 18 歳になったにもかかわら
ず、政治に無関心な若者が多いままです。未来を担っ
ていく私たちは政治や社会に関心を持っていかなけれ
ばなりません。私たちが行動を起こさなければ、この
現状を変えることはできません。そしてそのタイミン
グは今しかありません。今こそこれから生きていく未
来をよりよくするために考えるときです。
　世界中から集まった生徒達と私たちは、それぞれの
価値観に基づいて意見交換を行います。未来を担って
いく私たちの世代が、このフォーラムを通じて国や言
語、文化などの隔たりを超えて本当の意味でお互いを
理解し合える関係を築いていきたいと考えています。
そして今回の研究テーマに対して私たちなりの「答え」
を見つけ出していきます。このフォーラムが会場の皆
さんの考えるきっかけとなることを願っています。
　最後になりますが、今年も世界中の姉妹校からたく
さんの先生や生徒の方々をお迎えし、「第 19 回ＣＨＵ
Ｏ国際教育フォーラム」を盛大に開催できることをう
れしく思うとともに、このフォーラムに携わってくだ
さったすべての方々に心から感謝申し上げます。

私達の未来のために

Kosuke Terui,  Head of the Forum Committee

For Our Future

フォーラム実行委員長　特進選抜SZコース３年　照井　考輔



The 19th CHUO International Education Forum

6

It has been six and a half years since the earthquake 
and tsunami of March 11, 2011, and reconstruction of 
the affected area is progressing.  However, the children 
in the area have lost many things and loved ones.  We 
must let the children play a central role in rebuilding the 
communities and create an environment which is good for 
children.

I would like to extend a very warm welcome to 
everyone present today – the teachers and students from 
17 countries and regions, our guests from Iwate and other 
prefectures, and parents of students.  I greatly appreciate 
your coming to the 19th Chuo International Education 
Forum.

I would also like to thank the Japanese Foreign 
Ministry, the Embassies of the countries and regions 
where our sister schools are located, and the Iwate 
Prefecture and Morioka City Boards of Education for 
sponsoring this event.

This forum has been held every year since 1999, and 
there are opportunities at it for both students and teachers 
to learn new things and to present their ideas.

The theme of this year’s forum is “Global Citizens 
for a More Peaceful and Tolerant World”.  We hope that 
each person present will think about the difficult problems 
facing us as global citizens and take action to bring about 
a sustainable world.  The students chose four topics, 
from among many, to address:  “Management of Food 
Production”, “Disaster Prevention and the Environment”, 
“Poverty and Education, Child Labor and Their Rights”, 
and “Global Volunteering”.

I hope that the forum will be an opportunity for 
everyone here to become leaders who will bring about a 
sustainable world, by learning about the above problems 
and searching for solutions.

At this year’s forum, we will introduce our new sister 
school, St. Joseph’s Institution in Singapore, and sign a 
sister school agreement with another new sister school, Ta 
Quang Buu High School in Vietnam.  We will also present 
Davidson High School in Australia (our sister school for 
20 years), Mount Douglas Secondary School in Canada 
(10 years), and SMA Dwiwarna in Indonesia (10 years) 
with letters of appreciation for being sister schools with 
Morioka Chuo. 

I hope that the participants from around the world at 
this year’s Forum will get to know each other and form 
friendships as a result of this event.

　2011 年３月 11 日に起きた東日本大震災津波から約
６年半が過ぎました。この間、世界各国から継続した
支援をいただき、復興の道を着実に歩んでまいりまし
た。しかしながら被災地に暮らす子供たちは、たくさ
んのものを失ってしまいました。これからは、子供た
ちを主役とした復興を、今の子供たちが生きやすい
未来のために何かを残していかなければなりません。
　さて、本日はお招きいたしました世界 17 の国と地
域の先生と生徒の皆様、そして県内外のご来賓の皆様
方、保護者の皆様方、ようこそ盛岡中央高等学校の第
19 回 CHUO 国際教育フォーラムにお出でくださいま
してありがとうございます。心から歓迎申し上げます。
　また、今回のフォーラム開催にあたりましては、日
本国外務省、海外から参加の国、地域の大使館をは
じめ岩手県教育委員会並びに盛岡市教育委員会など
からのご後援を得て開催できますことをたいへんうれ
しく思っておりますとともに厚く御礼申し上げます。
　このフォーラムは、1999 年から毎年開催しており、
その内容も生徒の研修会はもとより、生徒と教員、教
員同士の研修等年々充実したものとなっております。
　今回は、『Global Citizens for a more peaceful and 
tolerant world 平和で持続可能な世界を目指す「地
球市民」になろう』というテーマを設定いたしました。
一人ひとりが地球市民として、この地球で生きてい
くことを困難にするような問題について考え、立ち向
かい、持続可能な世界を実現するために行動しよう
というものです。生徒たちは、山積する諸問題の中
から「食の安全」「環境問題から考える防災」「貧困
と教育問題・子供の人権と児童労働」「国際ボランティ
ア」の４分野を設定いたしました。
　各国から参加いただきました皆さんとともに、問
題意識を共有し、認識を深め、それぞれの解決策を
模索することで、共生の心を持って、平和な世界を
実現するリーダーとなるべく契機にして欲しいと願
うものです。
　なお、今回のフォーラムでは、新姉妹校シンガポー
ルの St. Joseph’s Institution の紹介、新たな国際姉
妹校としてベトナムの Ta Quang Buu High School 
との姉妹校締結式も行います。また、姉妹校締結 20
周年のオーストラリア Davidson High School、同
10 周 年 の カ ナ ダ Mount Douglas Secondary High 
School、インドネシアの SMA DWIWARNA への感
謝状の贈呈もあります。
　世界各国からおいでいただきました皆様とともに、
このフォーラムを通して、相互理解と友情の絆が一
層強く大きなものになることを期待して、歓迎のご
挨拶といたします。

子供たちの未来のために何かを残そう

Kenji Chiba,  Principal of Morioka Chuo High School

Creating a Bright Future for Our Children

盛岡中央高校校長　千葉　研二
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Keynote Speech

Mayumi Yoshida
Japan IsraAID Support Program   CEO / Country Director

一般社団法人日本イスラエイド・サポート・プログラム
代表理事／カントリー・ディレクター 　吉田真由美 先生

JISPのネパール災害支援について

JISP’s Disaster Relief Program for Nepal基調講演

Keynote
Speech

基調講演資料より



ThemeThe 17th CHUO International Education Forum

平和で持続可能な世界を目指す
「地球市民」になろう

Global Citizens for
a more peaceful and

tolerant world

Theme テーマ

食の安全
1

Management
of Food 

Production

国　際
ボランティア

4
Global 

Volunteering

3
貧困と教育問題・

子供の人権と児童労働
Poverty and Education; 
Child labour and their 

rights

2
Disaster Prevention and 

the Environment

環境問題から
考える防災

The 19th CHUO International Education Forum

Climate change due to people’s actions is causing many natural disasters around the world.  
We need to think of this as our problem, and not leave preparation for earthquakes and 
natural disasters to governments, nor wait to do something until disasters happen.
Waste disposal is also an environmental problem.  Some developed countries produce a lot of 
dioxin, but environmentally-advanced countries – such as some European countries – have 
strict systems to deal with the problem of waste disposal and are working to create societies 
which produce “zero waste”.  Let’ s learn about the situation in each country and think about 
what we can do as “global citizens” to create societies which produce no waste.

環境問題から
考える防災

Disaster Prevention and 
the Environment

2

Our diet is being affected by the food production system in the world today, which 
emphasizes uniformity, stable profit, and reduced production costs.  This system is exposing 
us to large quantities of additives, GMOs, and other dangerous things.  In response to this, 
the Slow Food movement, with its mission of “protecting, teaching, and supporting”, is 
growing in many countries around the world.  Let’ s think about what we can do as “global 
citizens” to protect traditional food and food quality in order to create a sustainable world.

食の安全
M a n a g e m e nt  of  Fo o d  
Production

1

Over 1 billion people in the world live on under $1 a day.  Various problems result from 
poverty.  Some countries, like Japan, have systems where school is compulsory through 
middle school and classes are free, but children in other countries do not have money to go to 
school and are forced to work.  Let’s learn about how people around the world are suffering 
from poverty and find ways as “global citizens” to break the vicious circle of poverty –> 
child labor –> being unable to go to school –> not being able to find a good job –> poverty.

貧困と教育問題・
子供の人権と児童労働

Poverty and Education; 
Chi ld labour and their 
rights

3

Let’s learn about how people are volunteering in different countries and think as “global 
citizens” about what else needs to be done and how we can work together.

国際ボランティア
Global Volunteering
4



 1. Davidson High School, Australia

 2. Bui Thi Xuan High School, Vietnam

 3. High School Affiliated to Fudan University, China

 4. Taylor's International School, Malaysia

 5.Otumoetai College, New Zealand

 6. Bangkok Christian College, Thailand

 7. Mount Douglas Secondary School 

 8. SMA Dwiwarna, Indonesia

 9. Collège Sainte-Anne de Lachine, Canada

10. Cours Sainte Marie de Hann, Senegal

11. Colegio Ward, Argentina

12. Institut Sainte Ursule, Belgium

13. Rajamaki Secondary School, Finland

14. Chang Jung Senior High School, Taiwan

15. International Linguistic School, Russia

16. Ansan Gangseo High School, South Korea

17. St. Joseph's Institution, Singapore

18. University of Kang Ning, Taiwan

19. Ta Quang Buu Secondary and High School, Vietnam

20. Okayama Gakugeikan, Japan

21. Okinawa Shogaku High School, Japan

デイビッドソン・ハイスクール／オーストラリア

ブイ・ティ・シャン・ハイスクール／ベトナム

 旦大学附属中学／中国

テイラーズ・インターナショナル・スクール／マレーシア

オツモタエイ・カレッジ／ニュージーランド

バンコク・クリスチャン・カレッジ／タイ

マウント・ダグラス・セカンダリースクール／カナダ

SMAドウィワーナ／インドネシア

コレージュ・サンタンヌ・ド・ラシーヌ／カナダ

クール・セイント・マリー・ド・ハン／セネガル

コレジオ・ワード／アルゼンチン

9
Introduction of the Participants
参加者の紹介

Listed in the order they signed a sister school agreement with MCHS 　姉妹校締結順

The 19th CHUO International Education Forum Introduction of the Participants

学校名／国・地域名

聖ウルスラ中学・高校／ベルギー

ラヤマキ中学・高校／フィンランド

長榮高級中學／台湾

インターナショナル・リングィスティック・スクール／ロシア

安山江西高等学校／韓国

セント・ジョセフズ・インスティテューション／
シンガポール

康寧大学／台湾

ター・クアン・ビュー・セカンダリー・アンド・ハイスクール／ベトナム

岡山学芸館高等学校／日本

沖縄尚学高等学校／日本
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Davidson High School, Australia
オーストラリア　デイビッドソン・ハイスクール

Davidson High School is Morioka Chuo High School (MCHS)’s first sister school, having concluded 
a sister school agreement in 1997.  MCHS students in the study abroad program spend a meaningful 
year there every year, with the assistance of ICET, a study abroad agency.  Davidson HS has an 
excellent track record in the performing arts, dancing, and drama.

　1997 年に本校初の国際姉妹校として姉妹校締結をしました。留学機関 ICET のサポートの下、毎年、本校
留学コース生が有意義な１年間を過ごす学校です。舞台芸術、舞踊、演劇などの芸術分野に高い実績があります。

Alexia Martin, Deputy Principal

アレクシア・マーティン（校長代理）

I am a passionate educator with 
a background in Science teaching. I 
have been at Davidson High School 
for the past 3 years and have enjoyed 
every moment of it. An avid reader 
o f  educa t i ona l  r esea rch ,  I  en joy 
professional discussions on how to 
motivate and engage students in their 
learning. Having never been to Japan 
before, I am looking forward to this 
forum as it is a wonderful opportunity 
for the students and a chance for me to 
experience something different. 

　私は科学教員の経験を持つ熱心な教育

者です。3 年間デイビットソン・ハイス

クールで勤務しておりますが、すべての

経験を楽しんでおります。教育研究の読

書に力を入れ、生徒の学習意欲向上につ

いて討論することを楽しんでいます。日

本は初めてで、今までにない経験となる

フォーラムへの参加は、生徒にとっても

私にとっても本当に貴重な機会で、たい

へん楽しみにしております。

Disaster Prevention and the Environment（環境問題から考える防災）Theme（テーマ）

Holly Jane Hanshaw, Student

ホーリー・ジェーン・ハンショー（生徒）

Hi my name is Holly. I am so excited 
to meet my host family and to experience 
the Japanese culture. I love to dance 
and am looking forward to making lots of 
fun memories.

　こんにちは。ホーリーと言います。ホ

ストファミリーに会って、日本の文化を

学ぶことを楽しみにしております。ダン

スが好きです。たくさんの、楽しい思い

出を作りたいです。

Anisha Sawaid, Student

アニーシャ・サワイド（生徒）

Hello! My name is Anisha and I am 
17 years old. I am currently in year 11 at 
Davidson High School, Sydney, Australia. 
My hobbies include playing softball, 
shopping and listening to music. I have 
been studying Japanese for 4 years and I 
am very excited to finally use it in Morioka!

　こんにちは。私の名前はアニーシャで

す。現在、デイビッドソン高校の 11 年

生です。趣味は、ソフトボール、買い物、

音楽鑑賞です。日本語を４年間勉強して

おり、ついに盛岡で使うことができて、

うれしく思います。
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Inter Cultural Education Today (ICET) Pty Ltd, Australia

Edward Gavin, Director

エドワード・ギャビン（理事）

Following an early career in teaching 
languages (Indonesian, French, Italian) 
I moved into the polit ical sphere of 
education as Senior Advisor to the Premier 
of New South Wales. From there I became 
Inspector of Schools responsible for State 
and National Language Policy, ESL and 
multicultural education. I subsequently 
became a Director  of  Schools and 
relieving Assistant Director General 
within the NSW Senior Executive service 
before returning to the school sector as 
Principal of Blacktown Girls’ High School. 
I was also a founding Director of ICET, a 
unique English Language College in NSW 
providing innovative learning to students 
from selected schools in Japan, of which 
Morioka Chuo is one, and over the last 
twenty years many Morioka Chuo students 
have attended ICET. I am honored to be 
able to attend the 2017 International Forum 
and I pay tribute to the vision, leadership 
and commitment that has seen it develop 
into a truly significant international event.

　私は、インドネシア語、フランス語、

イタリア語を教えたあと、ニューサウス

ウェールズの知事のもとで、教育行政の

相談役をしました。そのあと、州や国の

言語政策、ESL、多文化教育担当の、学

校調査官になりました。そして、ニュー

サウスウェールズの教育統括長補佐とな

り、その後ブラックタウン女子高校の校

長となりました。また、ICET の創設理事

です。ICET はニューサウスウェールズ

にあるユニークな英語学校です。革新的

な英語教育を、盛岡中央高校などからの

生徒たちに提供しています。過去 20 年

にわたって、盛岡中央高校の生徒たちは

ICET に通ってきました。

　2017 年 CHUO 国際教育フォーラムに

参加できますことを光栄に思います。こ

の本当に国際色豊かなイベントを実現す

る、皆様のヴィジョン、指導力、ご尽力

に敬意を表します。
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Located in Ho Chi Minh City, this school became a sister school of MCHS in 1998.  It has over 2000 
students and sends a high percentage of its students on to universities.

　ホーチミン市に位置し、1998年に姉妹校締結をしました。生徒数2,000名を超え、高い進学率を誇る学校です。

Bui Thi Xuan High School, Vietnam
ベトナム　ブイ・ティ・シャン・ハイスクール

Ha Minh Tri, Physics Teacher

Uyen Hoang Thanh Nguyen, Student

ハ・ミン・トリ（物理教員）

イエン・ホアン・タン・グエン（生徒）

My name is Ha Minh Tri. I have been 
teaching for over 30 years and now I am 
working as a physics teacher at Bui Thi 
Xuan High School. I chose this career 
as a part of my life because I believe it 
is meaningful to help youngsters, who 
is known as future of nation, develop 
not only their knowledge but also soft 
skills. Walt Disney once said that “All our 
dreams can come true, if we have the 
courage to pursue them”. Therefore, I 
always tell my students to have a faith in 
themselves because no dream is too big 
or no dream is too small..

Honestly, this is the first time I’ve 
visited Japan. However, it is commonly 
known that Japan is one of the most 
developed countries in Asia, which is 
famous for culture as well as morden 
transportation systems. This year, on the 
behalf of Bui Thi Xuan High School, it is 
my pleasure to come to Japan in order to 
know more about your beautiful country 
and present about our Vietnamese 
culture to all international friends.

My names is Nguyễn Hoàng Thanh 
Uyên. My English name is Adelaide. I 
studied at Bui Thi Xuan high school. My 
hobby is listening to music, especially 
pop and indie music. It'll be my pleasure 
if you recommend me some of famous 
Japanese pop songs. Going to Japan 

　ハ・ミン・トリと言います。30 年以

上教員を務め、現在はブイティシャン高

校で物理の教師をしております。私がこ

の道を選んだのは、国の将来を担う若者

たちの助けとなることに意義を見出した

からです。彼らが、知識の吸収だけでは

なく、人間としての成長もできるよう、

援助したいと思います。ウォルト・ディ

ズニーは、実現する勇気があれば、すべ

ての夢は叶うと述べています。私は生徒

たちに、自分を信じるように言い聞かせ

ています。夢が大きすぎたり、小さすぎ

たりすることは無いのですから・・。今

回、初の訪日となります。日本は、アジ

アで最も発展した国の一つとして知られ

ています。文化や、近代的な交通の発達

でも知られています。今年、ブイティシャ

ン高校を代表して、訪日することができ、

またベトナムの文化を世界の皆さんに紹

介できますことをうれしく思います。

　グエン・ホアン・タン・イエンです。

英語名はアデレイドです。ブイティシャ

ン高校に通っています。ポップ音楽やイ

ンディー音楽が好きです。JPOP のおす

すめを教えてもらえたら嬉しいです。日

本に行くのは夢でした。日本の食べ物、

おもてなし、素晴らしい景色が大好きで

Global Volunteering（国際ボランティア）Theme（テーマ）
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Ngoc Hong Vo, Student

ゴック・ホン・ヴォ（生徒）

Hi, My name is Vo Hong Ngoc and 
my nickname is Jasmine. I'm 17 years 
old. I come from Bui Thi Xuan high 
school, Vietnam. My friend said that 
I'm weird, friendly and active. I am still 
learning English because I want to know 
and communicate with foreign people. 
My favorite food are fruit and sweet food. 
I really enjoy listening to music such 
as jazz music, glassic music and pop 
music but sometimes I feel like doing 
something more active such as playing 
organ or swimming. I also like reading 
detective novels because I am interested 
in criminology and I want to know how 
the police found criminals. My favorite 
subject is math. I  want to become 
an accountant. My favorite quote is 
"Knowledge is a treasure but practice is 
the key to it". That's all about me. How 
about you?

　ヴォ・ホン・ゴックです。ニックネー

ムはジャスミンです。１７歳です。ブイ

ティシャン高校に通っています。友達

に、私は変で、フレンドリー、活発だ

と言われています。外国の人々と話をす

るために、英語を学んでいます。フルー

ツ、甘いものが好きです。ジャズ、ク

ラシック、ポップ音楽の鑑賞が大好き

ですが、オルガンの演奏や水泳のよう

なよりアクティブな活動もしたくなり

ます。犯罪学に興味があり、警察がど

のように犯罪者を見つけるのか知りたい

ので、推理小説が好きです。好きな科目

は数学です。会計士になりたいです。知

識は大事だが、行動がカギである、とい

う言葉が座右の銘です。私については以

上です。あなたのことも知りたいです。

Nhat Anh Tran, Student

ハット・アン・トラン（生徒）

My name is Tran Hoang Nhat Anh. 
I’m 17 years old. I come from Bui Thi 
Xuan highschool, Viet Nam. I’m born on 
December so that I’m immaturity to my 
friends. Sometime I’m quite silent but 
sometime im talkative. My favorite food 
is pizza from Italy and pho from VietNam. 
I like playing game and basketball, I also 
interest in playing guitar, too. I really 
enjoy manga like naruto, kuroko no 
basket,...This year, i have successfully 

　トラン・ホアン・ハット・アンです。

17 歳です。ブイティシャン高校に通っ

ています。12 月に生まれたので、他の

友達に比べると未熟です。ときどき寡黙

ですが、お喋りなときもあります。ピ

ザとフォーが好きです。TV ゲームと

バスケットボールが好きです。ギター

にも興味があります。ナルトや、黒子

のバスケといった漫画が好きです。今

年、ベトナムの計算大会において準優

勝 し ま し た。 エ ン ジ ニ ア に な っ て お

has always been one of my biggest 
dreams. I love Japanese itself, the food, 
the hospitality of Japanese people and 
the breath-taking sceneries. I also hope 
to learn Japanese in the near future, or 
you guys can teach me some common 
words XD~. Hope we'll make the best 
memories! See you soon!

す。近い将来日本語を勉強したいと思い

ます。何か日常的に使える言葉を教えて

ください。最高の思い出を作りたいです。

では！
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won the Second pr ize a t  Vie tnam 
Nationnal Solving Math On Calculator 
2016-2017.My biggest dream is to 
become a talent engineer and to become 
rich so that i could travel from country 
to country with my family. And I will try 
my best in anything that can make my 
dream become true. My favorite quote 
is:”No pain no gain” and “Every things 
will be ok at the end, and it is not ok its 
not at the end”.That is all about me.

金持ちになることが夢です。そうした

ら、家族と世界中を旅したいと思いま

す。夢をかなえるためならなんだってや

ります。痛みなくして得られるものは

ない、終わりよければすべてよし、と

いうのが私の座右の銘です。以上です。

Jingyuan Ge, Student

葛靖源（生徒）

Hi! I’m Joanna Ge. Actually I’m 
an outgoing girl. I like playing sports, 
playing the piano, listening to music, 
watching Japanese animation and so on. 
In addition, I like photography and I think 

　こんにちは！ジョアンナです。社交的

な性格です。スポーツ、ピアノ演奏、音

楽鑑賞、アニメ鑑賞などが好きです。加

えて、写真が好きであり、得意です。人

との出会い、友達づくりを楽しみます。

High School Affiliated to Fudan University, China

Yingni Tao, Biology Teacher

陶映霓（生物教員）

I  have  been  wo rk ing  i n  H igh 
School Affiliated to Fudan University 
for  7  years and been responsib le 
fo r  the  management  o f  b io log ica l 
l abo ra to r i es  and  the  teach ing  o f 
biological experiments. Because of the 
professional influence, I am interested 
in  the  teach ing and exper imenta l 
teaching of life science courses. In order 
to achieve better teaching quality, I 
hope that this event will allow me to be 
inspired in the application of education 
and improve themselves.

　 旦大学の付属中学で７年間働いてお

ります。生物ラボの管理を担当しており、

また生物学における実験を指導していま

す。生命科学の座学、また実験の指導に

興味があります。今回の催しを参考にさ

せていただき、指導力の向上を目指した

いと思います。

Poverty and Education; Child labour and their rights（貧困と教育問題・子供の
人権と児童労働）Theme（テーマ）

Located in Shanghai, this school became a sister school of MCHS in 2000.  It sends a high 
percentage of its students on to universities, and is putting a lot of energy into international exchange.

　上海市に位置し、2000 年に姉妹校締結しました。進学実績は中国トップ級であり、また 2002 年には国際
部を設置し、国際交流事業にも力を注いでいます。
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I am good at it as well. I enjoy meeting 
nice people and then making friends with 
them and trying amazing things. While 
I have to apologize that I cannot speak 
Japanese, but I am able to understand 
just a little since I’ve watched a lot of 
Japanese animation, and also I’d be glad 
to learn some! Nice to meet you and I 
am looking forward to seeing you soon!

素晴らしい体験ができればと思っていま

す。残念ながら日本語を話すことはでき

ませんが、アニメを見ていたので、少し

理解することができます。ぜひ、日本語

を勉強したいです！皆様にお会いできる

のを楽しみにしております！

Introduction of the Participants

Yilong Yao, Student

Zekang Yu, Student

姚亦龙（生徒）

郁泽康（生徒）

Hello! I ’m a Grade one student 
in High School Aff i l iated to Fudan 
Un i ve rs i t y.  I  l i ke  spo r t s  such  as 
swimming, playing basketball, badminton 
and so on. In addition, I practice piano. I 
also have a great interest in travelling, I 
have been to many places in China and 
I have also been to ther countries like 
Spain Japan American etc. This is my 
second visit to Japan, and I’m looking 
forward to it.

My name is Yu Zekang, from High 
School Affiliated to Fudan University. I 
loving playing chess with my grandpa 
and playing the piano in my spare time 
though I am not really good at it. My 
favorite subjects are physics, chemistry 
and bio logy and I  love discussing 
science problems online with my friends. 
Thus I set up a discussion group online 
to commit our physics studying. I really 
love travelling to Japan, watching manga 
and having Japanese food. My favourite 
singer is Oda Kazumasa.

　こんにちは！ 旦大学付属中学の１年

生です。水泳、バスケットボール、バド

ミントンなどが好きです。ピアノも弾き

ます。旅行が好きです。中国国内やスペ

イン、日本、アメリカなどを旅行しました。

２度目の訪日を楽しみにしています。

　ユー・ジーカンです。　旦大学付属中

学の生徒です。余暇に、祖父とチェスを

すること、ピアノを練習することが好き

です。ピアノはあまりうまくありません

が、物理、化学、生物が好きです。友達

とオンラインで科学的な問題について議

論することが好きです。物理で勉強した

ことを活かせればと考え、オンラインの

ディスカッショングループも作りました。

アニメや、日本の食べ物に親しんでおり、

日本への旅行は大好きです。小田和正が

好きです。
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Taylor's International School is located in Kuala Lumpur, the capital of Malaysia.  This is the 
thirteenth anniversary of the signing of MCHS’s sister school agreement with Sri Garden (2002).  This 
school sends students who are leaders and who have the communication skills necessary to function 
in the multicultural country of Malaysia. Sri Garden School was renamed Taylor's International School 
in January 2014.

　首都クアラルンプールに位置し、2002 年に本校と姉妹校締結をし、今年姉妹校締結 15 周年を迎えます。多民族国
家マレーシアにふさわしい高いコミュニケーション能力で、リーダーシップを発揮するメンバーが毎回参加しています。
2014 年に「スリ・ガーデン・スクールズ」から「テイラーズ・インターナショナル・スクール」に校名が変更されました。

Disaster Prevention and the Environment（環境問題から考える防災）Theme（テーマ）

Geetaanjalli Limgam, Student

ジーターンジアリ・リンガム（生徒）

My name is Geetaanjiali Alp Lingam. 
I am a fifteen year old girl who is currently 
in year 10. My family comprises my 
father, mother, younger brother and a 
pet dog, Swimming, reading, and making 
handicrafts are some of my fovarite 
activities, My primary years were spent in 

　ジーターンジアリ・アルプ・リンガム

です。15 歳です。10 年生です。家族は

父母と弟、犬です。水泳、読書、手芸が

趣味です。初等教育は公立の学校に通い

ましたが、高等教育は私立のインターナ

ショナルスクールにかよっています。英

語、マレー語、タミル語（母語）を話す

Taylor's International School, Malaysia
マレーシア　テイラーズ・インターナショナル・スクール

Nor Laili Md Yunus, Malay Language Teacher

ノーラ・ライリ・ムドゥヤヌス（マレー語教員）

Hello my name is Nor Laili. Just 
call me Laili. I am teaching, Malay in my 
school for 17 years. I am interested to go 
to Japan because of Japanese culture 
and your technology. I will work to the 
best of my ability and perform tasks with 
full concentration.

　こんにちは。私は、ノーラ・ライリで

す。ライリと呼んでください。17 年間、

学校でマレー語を教えています。日本の

文化や技術に興味があり、日本に行くこ

とに興味がありました。

　私は、今回のフォーラムのため、能力

を最大限に使い、集中して課題に取り組

みます。

I am Joelle and I am applying to 
take part in Chuo international education 
forum held in Morioka Chuo High School, 
Japan. I am really glad that I have this 
opportunity to participate in Japanese 
culture. And I wish that through this 
event I can learn a lot of new of Japan 
and make friends from there.

　ジョエルです。盛岡中央高校で開かれ

る CHUO 国際教育フォーラムに参加しま

す。日本の文化に興味があり、今回の催

しに参加できますことをうれしく思いま

す。今回の催しを通じ、日本についてた

くさん知ることができ、またフォーラム

で友達が作れることを願っております。

Hui Yee Shee, Student

フイ・イー・シー（生徒）
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a public school while my secondary years 
have been in English and Bahasa Melayu 
and conversant in my mother tongue, 
Tamil. I am passionate about the fields of 
law and business. My dream ambition is to 
serve as a human rights advocate for the 
minority and marginalized communities in 
my country, Malaysia.

ことができます。法律とビジネスに興味

があります。夢は、人権活動家として、

マレーシアのマイノリティーコミュニ

ティのために働くことです。

Otumoetai College, New Zealand
ニュージーランド　オツモタエイ・カレッジ

Located on the north island of New Zealand, this school became a sister school of MCHS in 2004.  
It has over 2000 students, and is one of the largest public co-educational schools in New Zealand.

　北島のタウランガに位置し、2004 年に姉妹校締結をしました。2,000 名近い生徒が在籍する、ニュージー
ランドでも有数の大規模な公立共学校です。

Management of Food Production（食の安全）Theme（テーマ）

Dave Randell , Principal

デーヴ・ランデル（校長）

I am the principal of Otumoetai 
college, Tauranga in New Zealand. The 
school is a state Co-educational one of 
2000 students (including 80 overseas 
fee-paying students). The school has 
a proud tradition of academic sporting 
and cultural excellence; performing well 
above national standards. I am married 
to Jude; we have 6 grown up Children 
and 16 grand-children who all live in 
different parts of the world. Once again, 
it is my pleasure ad privilege to return to 
Morioka Chuo High School; this will be 
our 12th visit in the 14 years association 
we have had the two ‘sister schools’. 
This is an occasion that is a highlight of 
our school year.

　私は、ニュージーランドのトゥアラン

ガにあるオツモエタイ高校の校長です。

オツモエタイ高校は、2000 名の生徒が

勉強しています（そのうち、80 名は、

海外からの生徒であり、自費負担で勉強

しています）。私達の学校は、学問、スポー

ツ、そして豊富な文化体験の伝統があり、

ニュージーランドの学校の中でも特に優

れております。私には妻の Jude、６人

の子どもたち、16 人の孫たちがおりま

す。皆、世界各地に住んでおります。繰

り返しになりますが、再び盛岡中央高校

を訪れることができることを、誠に嬉し

く思っております。私達の高校が盛岡中

央高校と姉妹校になって、14 年になり、

私達の訪問は、今回で 12 回目になりま

す。盛岡中央高校への訪問は、学校の１

年の中でも、とりわけ素晴らしい出来事

であります。
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Gemma Tims, Student

ジェマ・ティムズ（生徒）

I am 3rd generation New Zealand 
born Chinese, and belong to a family 
of  f ive.  I  have two older brothers; 
Craig 23 and Scott 20, as well as my 
parents, Keven and Sandra. I like to play 
basketball and volleyball, and I absolutely 
love to bake! I won the young baker of 

　私は中国系移民の３世で、５人家族の
１員です。２人の兄がいます。クレイグ
23 歳と、スコット 20 歳です。両親のケ
ヴェンとサンドラも一緒です。バスケッ
トとバレーボール、そしてお菓子作りが
大好きです！若者のためのお菓子作りコ
ンテスト、2016 年の部において、優勝し、

Jude Randell, Assistant to Principal 

ジュード・ランデル（校長補助）

I  am married to Dave Randell , 
Principal of Otumoetal College. I enjoy 
being supportive of him in his role and I 
am involved in many aspects of school 
life. We also own a Health Food shop in 
Tauranga. I manage this shop and have 
a passion for healthy living. We have 6 
grown up children and 16 grand-children 
and 3 great grandchildren, who see as 
regularly as possible. However, they are 
living in all parts of the world. We enjoy 
time together i.e. walking and mountain 
biking. I feel ver privileged to be returning 
to Morioka Chuo High School again 
this year. This will be out 12th trip. We 
look forward to meeting our friends and 
making ones at the Forum.

It is always a memorable experience 
returning to our sister school.

　私は、オツモエタイ高校の校長、デー
ヴ・ランデルの妻です。彼の仕事の助け
となり、様々な面で学校生活に関わっ
ていられることをうれしく思っており
ます。私達は、トゥアランガに健康食品
の店を所有しています。私が経営者であ
り、健康な暮らしの普及に人一倍の情熱
を持っております。私達には、６人の子
ども、16 人の孫、そして３人のひ孫が
います。彼らは世界中に住んでいますが、
私達は出来るだけ会うようにしていま
す。彼らとは、ウォーキングやハイキン
グを共に楽しんでおります。今年、盛岡
中央高校に戻ってこられることを大変う
れしく思っています。今回で、中央高校
への訪問は 12 回目となります。私達は、
フォーラムで旧友に再会し、また新しい
友達を作ることを楽しみにしています。
姉妹校を再び訪れるのは、常に印象深い、
素晴らしい体験であります。

Bethany Hay, Student

べサニー・ヘイ（生徒）

Hi my name is Bethany Hay. I 
came from a family of seven and I am 
the youngest of five children. I have 
two brothers and two sisters. I have 
one puppy. I have completed two half 
marathons as I enjoy running. I run with 
my mum and I am very close to hear. 
I enjoy travelling and I want to travel 
the world after attending my University 
studies of development studies and 
geography. My dream job is to work with 
world vision as an aid worker.

　こんにちは。べサニー・ヘイといいま
す。家族は全部で７人で、私は５人兄弟
の末っ子です。兄と姉が２人ずつおりま
す。子犬が一匹おります。私は走るのが
好きで、ハーフマラソンを２回完走した
ことがあります。母親とはとても仲が良
く、一緒に走っています。旅行が大好き
で、大学で、地理と開発学を勉強した後
は、世界中を旅したいと思います。世界
的視野を持って対外援助の仕事をするの
が私の夢です。
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the year in 2016 and continue to bake for 
family an friends. I hope to open up my 
own business after getting my bachelor of 
commerce and food science degree.

家族や友人のためにお菓子を焼いていま
す。商学と、食品科学について大学で勉
強した後、自分の商売を始めたいと思い
ます。

Introduction of the Participants

Hello, I am Stefan Browne. I am a 
Head Student at Otumoetal College in 
2017 and I love it. I love sports such as 
cricket and football. I also enjoy getting 
into the outdoors as much as possible. 
This involves having partaken in Outward 
Bound and Sprit of Adventure. I live in 
a family of four with and older sister at 
University as well as my pet dog. Our 
family enjoys travelling to the lake most 
weekends and doing water sports such 
as skiing and wakeboarding.

　こんにちは。私はステファン・ブラウ

ンです。私は 2017 年度の生徒会長であ

り、この仕事が大好きです。クリケットや、

サッカーといったスポーツが大好きです。

いつも、できる限りアウトドアの活動を

楽しもうとしています。アウトバウンド

や、スピリットオブネイチャーといった

団体に所属し、アウトドアを楽しんでい

ます。私は、４人家族で、姉は大学に通っ

ています。犬を飼っています。私達家族は、

ほとんど毎週、湖を訪れ、水上スキーや、

ウェイクボードを楽しみます。

Hayden Christen, Student

Stefan Browne, Student

ハイデン・クリスティン（生徒）

ステファン・ブラウン（生徒）

Hello, my name is Hayden Christen 
and I am one of the Head Students at 
Otumoetak College. I live with my mum 
and dad have one younger brother. I 
have previously travelled to America 
and Australia but I am very excited that 
the prospect of visiting a non-English 
speaking country with a culture very 
different to my own. At school I am best 
at Math and Science however my passion 
is sport. I play rugby, volleyball, beach 
volleyball and I also gym almost every 
day. For the past two years I have made 
the New Zealand Junior Men’s squad and 
two years ago I vice captained a New 
Zealand team that travelled to Australia. 
Outside of sport, I enjoy relaxing with my 
friends and doing water activities with my 
family like going out on our boat or jet ski.

　こんにちは。ハイデン・クリスティン

と申します。私は、オツモエタイ高校の

生徒会の一員です。両親と、弟と暮らし

ています。私は、オーストラリアとアメ

リカに旅行したことがありますが、日本

という、非英語圏の国を訪れるのを、と

ても楽しみにしています。私の得意科目

は数学と、科学です。しかし、情熱を注

いでいるのはスポーツです。ラグビー、

バレーボール、ビーチバレーをするほか、

毎日ジムに通っています。２年前から

ニュージーランド、ジュニア代表チーム

に所属しています。２年前には、オース

トラリア遠征を行ったチームの代表を務

めました。スポーツの他には、友達とリ

ラックスしたり、家族と、ボートやジェッ

トスキーといった水上スポーツを楽しん

でおります。
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Bangkok Christian College signed a sister school agreement with MCHS in 2005.  It is a private 12-
year boy’s school, with 5,000 students and a very long history.  It is a pioneering school in Thailand, 
with an English immersion program and Japanese language classes.

　2005 年に姉妹校締結をしました。タイで最も歴史のある学校で、12 学年 5,000 名を有する私立男子校で
す。英語イマージョン（英語漬け）教育をはじめ日本語専攻クラスもある、タイにおける先駆的学校です。

Management of Food Production（食の安全）Theme（テーマ）

Bangkok Christian College, Thailand
タイ　バンコク・クリスチャン・カレッジ

Waraporn Subsomboon, Deputy director of academic affairs

Sudruetai Sajtiprasert, Head of Academic Affairs

ワラポーン・サブソンブーン（教務部長代理）

サドルイタル・サジティプラスート（教務主任）

I am the deputy director of academic 
affairs of Bangkok Christian College. It is 
going to be my first time to visit MCHS. I 
think it would be a great opportunity for 
me to build a stronger relationship among 
our schools. I hope to learn new things 
especially among our schools. I hope to 
learn new things especially Japanese 
culture and ways of life. I also look 
forward to enhancing Japanese culture in 
many ways.

My name is Sudruetai Sajtiprasert. 
I was born and raised in Bangkok, the 
capital of Thailand. I have worked at 
Bangkok Christian College since 1982. 
I taught English as a foreign language 
in primary level for more than 20 years, 
With the school policy, I had to use only 
English in teaching for the first graders. It 
was challenging work but it always made 
me feel happy that I could make them 
understand English without using their 
mother tongue language.

In 2006, I moved to work in English 
in EIP in which all subjects taught in 
English except Thai Curriculum. Even 
though, most of my colleagues are 
native English teachers but they had to 
analyze the standard and indicators of 
each subject area and plan the lessons to 
achieve the indicators. In 2010, it was my 
big change, I had to move to secondary 
school but luckily I still worked for EIP. I 

　私は、バンコク・クリスチャンカレッ
ジの教務部長代理です。盛岡中央高校を
訪れるのは初めてです。今回は、貴校と
の強い関係を築く素晴らしい機会だと思
います。日本の文化、暮らしを学びたい
と思います。様々な分野で、より多くの
知見を得たいと思います。

サドルイタル・サジティプラスートです。
タイの首都バンコクで生まれ育ちまし
た。バンコクのクリスチャンカレッジで
1982 年から働いています。初等クラス
の英語を 20 年以上教えています。学校
の方針で、１年生には英語のみを用いて
教えることになっています。これは難し
かったですが、母国語を使わずに、彼ら
に英語を理解させることは喜びでした。
　2006 年、EIP という英語のプログラ
ムの担当に移りました。そこでは、タイ
語と、タイの歴史以外のすべての科目は
英語で教えられます。私たちの高校で
は、タイの国のカリキュラムに従うこと
になっているので、これに留意しまし
た。私の同僚のほとんどは英語を母国語
とする教員ですが、彼らも基準を守るよ
うに努力しなければなりませんでした。
2010 年高等学校の職場へと移りました
が、幸運にも EIP のプログラムを引き続
き担当することができました。
　生徒の、学問的、人間的な向上に向け
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am dedicated to helping students achieve 
their goals not only academic but also 
morality. I always told them to keep two 
things in mind; honesty and responsibility. 
I am proud of them because each year 
100 percent of them got accepted to 
study in very famous university.

I have tried my best to all kinds 
of work that I have been assigned and 
pleased to do extra work for school and in 
the near future I would like to help other 
teachers in rural areas.

て尽力してまいりました。生徒には正直
であること、責任を持つことを言い聞か
せています。
全ての生徒がタイのとても有名な大学へ
進学していくので、彼らをとても誇りに
思っています。
　私は課せられた仕事には全力を尽くし
ますし、プラスアルファの仕事もよろこ
んでやります。近い将来は、田舎の他の
教員たちの援助ができたらいいなと思っ
ています。

Supranat Wangustthitham, Students

Bhadhi Chantawaralak, Students

スプラナット・ワングスティタム（生徒）

ブハディ・チャンタワララック（生徒）

Sawasdecub! That was how we say 
hello in Thailand. People call me soup and 
I am 16 years old. I have been leaning 
Japanese since the begging of January of 
this year. I love watching anime, reading 
manga and playing computer games. I 
plan to study in Japan, if possible, I would 
like to study in Tokyo university. Please 
take care of me!

My name is Bhadhi. I am going on 
this trip with and objective of experiencing 
Japanese culture and education. I am 
also looking for and interesting academic 
opportunity such as scholarship in Japan 
to continue my study. I have no particular 
interest. I am quite good at science and 
math. I often like to play games and paint 
in my free time. I am looking forward to 
meet new friends and immerse myself into 
your community.

　サワディー！タイ語でこんにちは。私は

スプと呼ばれています。１６歳です。今年

の１月から日本語を勉強しています。アニ

メ、漫画鑑賞、コンピューターゲームが好

きです。日本で勉強したいと思っています。

可能なら、東京大学で勉強したいです。よ

ろしくお願いします！

　ブハディです。日本の文化と教育を経験

する目的で今回の旅に参加します。また、

学業継続のために、奨学金のような興味深

い機会も探しています。僕は、特に何かに

興味があることはありません。特に、科学

と数学が得意です。余暇には、ゲームや絵

画を楽しんでいます。新しい友達に会い、

皆様のコミュニティでの生活を楽しみたい

と思います。
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Mount Douglas Secondary School, Canada
カナダ　マウント・ダグラス・セカンダリー・スクール

The school became a sister school of MCHS in 2007.  It is located in Victoria, B.C., a sister city of 
Morioka, and is a prestigious school. It is one of the top 50 public schools in Canada.

　2007 年に姉妹校締結をしました。盛岡市の姉妹都市であるブリティッシュ ･ コロンビア州ビクトリア市に
あり、国内で公立校ベスト 50 に選ばれる名門校です。

Global Volunteering（国際ボランティア）Theme（テーマ）

ドナ・アイリーン・パーキンソン（ビジネス教育部長）

Donna Eileen Parkinson, Business Education Department Head

My name is Donna Parkinson, I 
am the Business Education Department 
Head at Mount Douglas

Secondary School in Victoria, British 
Columbia, Canada. Our city of Victoria is 
the sister City to Morioka,Japan. I have 
been fortunate enough to have attended 
the Morioka Chuo Forum 4 times and 
each t i rne has been an incredible 
educational experience. I am married 
and have two children and one baby 
grandson. I am interested in fitness and 
travel. I am very excited to meet everyone 
at the forum and to share our similarities 
and understand our differences. The 
cultural exchange opportunity is incredible

　私はドナ・パーキンソンです。私はカ
ナダ、ブリティッシュコロンビア州のビ
クトリアにあります、マウント・ダグラ
ス高校でビジネス教育部長を務めていま
す。私たちのビクトリア市は、盛岡市と
姉妹都市です。幸運にも私は盛岡 CHUO
国際フォーラムに４度も参加することが
でき、教育的価値の観点から、とても素
晴らしい体験をすることができました。
　結婚しており、２人の子供、１人の孫
がいます。フィットネス、旅行に興味が
あります。皆様にフォーラムでお会いし、
共通点や違いを理解できますことを楽し
みにしております。今回の異文化交流の
機会は本当に素晴らしいものです。

My name is Charles Parkinson. I 
am Donna Parkinson's husband. I am a 
college instructor in the Center for Sport 
and Exercise Education at Camosun 
College in Victoria, Canada. I am also a 
Chartered Professional Coach and coach 
the Men's Volleyball team at Camosun 
College. I was  a  former lnternational 
vol leybal l  p layer and have been a 
television broadcaster at five Olympic' 
Games. I am happy to be able to share in 
the Morioka International Forum.

　チャールズ・パーキンソンと申します。
私は、ドナ・パーキンソンの夫です。私
は、ヴィクトリアのキャモソン大学の体
育センターで講師をしています。私はま
た、バレーボールのコーチです。プロの
チームと契約している他、キャモソン大
学でもコーチを務めています。私は元、
バレーボールカナダ代表チームの選手で
ありましたし、５度のオリンピックでテ
レビキャスターを務めました。盛岡中央
高校の国際フォーラムに参加できますこ
とを、うれしく思います。

チャールズ・パーキンソン（講師）

Charles Parkinson, Instructor

My name is  Breanna Got t f red 
and I am 16 years old. I have lived in 
Victoria, Canada since I was 3 years 
old. Victoria is a very beautiful city that 
offers a mild but wet climate and many 

　私はブレナ・ゴットフレッドです。16
歳です。３歳のころからビクトリア市に
住んでいます。ビクトリア市はとても美
しい町です。温暖ですが湿気のある気候
です。たくさんのアウトドア活動を楽し

ブレナ・ゴットフレッド（生徒）

Breanna Gottfred, Student
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My name is  Tay le r  Guy.  I  am 
bilingual in both French and English,. I 
really appreciate cultural immersion and 
am very excited to come to Morioka, 
Japan. I am largely involved in my 
community. coach youth field hockey 
and I have played field hockey for over 
8 years. Being a student athlete allows 
me to prioritize my academic studies and 
at the same time, maintain a healthy, 
balanced life style. I can't wait to meet all 
of you in Morioka.

　タイラー・ガイです。フランス語と英
語のバイリンガルです。盛岡を訪れ、新
しい文化に触れることができる今回の機
会に、本当に感謝しています。私は私の
住んでいる地域に愛着を持っています。
８年以上ホッケーをしており、ホッケー
のコーチもしています。学生ですので学
業が優先ですが、同時に、健康的でバラ
ンスのとれた生活も維持しています。盛
岡で皆様に会えるのを楽しみにしていま
す。

Tayler Guy, Student

タイラー・ガイ（生徒）

outdoor activities. I love going hiking, 
swimming in lakes and in the ocean, and 
playing various sports. My favorite sport 
is soccer. I have played on a team since 
I was 5 years old. I have participated 
in the provincial championships three 
times. I also coach soccer and referee 
soccer. I currently work at a clothing store 
called, "Below the Belt" and at a grocery 
store called, "Save-On-Foods". I plan to 
go travelling after I graduate from high 
school next year. I have always wanted 
to travel internationally. I am so excited to 
have this opportunity to visit you in Japan. 
I am looking forward to learning about the 
Japanese culture and meeting many new 
people.

むことができます。ハイキング、水泳、様々
なスポーツを楽しんでいます。５歳より、
チームに所属してスポーツをしておりま
す。州の大会に３回ほど参加しました。
サッカーのコーチや審判もしています。
ビロウ・ザ・ベルトという服屋と、サー
ブ・オン・フードという食料品店で働い
ています。来年高校を卒業したら、旅行
に行くつもりです。私は、いつも世界を
旅したいと思っておりました。日本を訪
れ、みなさんに会える機会にとてもワク
ワクしています。日本文化を学び、たく
さんの人に会えるのを楽しみにしていま
す。

SMA Dwiwarna, Indonesia
インドネシア　SMA ドウィワーナ

Nugrahantoro Yudo , Principal

ヌグラハントロ・ユド（校長）

SMA Dwiwarna is a boarding school which signed a sister school agreement in 2007.  This school 
puts special emphasis on Japanese language education.  Every year, they send about 10 students to 
MCHS for approximately 2 weeks to take a Japanese language course.

　2007 年に姉妹校締結した全寮制の学校です。日本語教育に力を注いでおり、毎年約 10 名が２週間前後、
盛岡中央高校にて日本語研修を受講しています。

Global Volunteering（国際ボランティア）Theme（テーマ）
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ムハマド・リツキ・アライドロス（生徒）

Muhammad Rizky Alaydroes, Student

Hello,  my name is Muhammad 
Rizky, but you can call me Rizky or IK, 
my hobbies include playing video games, 
reading, and watching anime. Please, take 
care of me during my stay. Thank you.

　こんにちは、ムハマド・リツキです。

リズキーや IK と呼んでください。趣味は

テレビゲーム、読書、アニメ鑑賞です。

滞在中はどうぞよろしくお願いします。

You can call me Supri, I am a physics 
teacher in Dwiwarna. Thank you.

　スプリと呼んでください。Dwiwarna

で物理の教師をしています。よろしくお

願いいたします。

スプリヤディ（教員）

Supriyadi , Teacher

スリ・ワルダーニ（校長夫人）

Sri Wardhani, Mrs. Yudo

アル・ナディン・ナスティ（生徒）

Al Nadine Nasti, Students

Hello, I’m Al Nadine De Nasti, My 
Friends usually called me Nadine. I have 
a big interest in English but I’m not really 
good in Japanese Language, so it would 
be better if my host family can speak 
english well.

　アル・ナディン・デ・ナスティです。友

達はナディンと呼びます。英語にとても興

味がありますが、日本語はあまり上手では

ありませんので、ホストファミリーの方々

が、英語を話せるといいな、と思います。

アーマッド・リツキ・プラタマ（生徒）

Ahmad Rizky Pratama, Students

You can call me Rizky. I’m 17 year old. 
I like reading books, playing video games, 
meeting new people, and cooking (although 
I’m not very good at it). I also love music. I 
probably don’t talk too much at first, but it’ll 
eventually gone once we know each other. 
Looking forward to meet you!

　リツキと呼んでください。17 歳です。

読書、ピアノ演奏、人との出会い、料理（う

まくはないけれど）が好きです。音楽を愛

しています。最初は寡黙かもしれませんが、

徐々に打ち解けるでしょう。お会いできる

のを楽しみにしています！
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Muhammad Faiz Abdurrahman, Student

ムハマド・ファイズ・アブドゥラーマン（生徒）

Hello my name is Muhammad Faiz 
Abdurrahman, I was born in 4th janurary 
2001 in Jakarta, Indonesia. Last year 
I went to Morioka International Forum 
with Otani Ryota family. I love japanese 
culture and food. My hobby Is playing 
skateboard, basketball, soccer, and more. 
I hope I can live with Otani Ryota family 
again!

　こんにちは、ムハマド・フェイズ・ア
ブドゥラーマンです。2001 年１月４日に
ジャカルタで生まれました。昨年、フォー
ラムを訪れた際には、大谷りょうたさん
の家族にお世話になりました。日本の食
べ物、文化が好きです。スケートボード、
サッカーなどが好きです。大谷家にまた、
お世話になれたらと思います！

Sylvie Ethier, Mathematic & Spanish Teacher

シルヴィ・エティエ（数学、スペイン語教員）

I work at the Collège Sainte-Anne 
for 31 years. During those years, I taught 
mathematics, French and Spanish.  I love 
my profession. I have always worked with 
14  to 16 year old students. It’s a pleasure 
for me when I see my students getting better 
in their school results. I like to transmit my 
passion for learning. I am a very curious 
person. I like to know about other cultures 
and languages. I can communicate in 
French, English, Spanish and Italian. I am 
eager to come and visit Japan. For me, it 
will be a dream come true! 

　コレージュ・サンタンヌ高校で 31 年
間働いています。今まで、数学、フラン
ス語、スペイン語を教えてきました。自
分の仕事が大好きです。14 歳から 16 歳
の生徒を教えています。生徒の成績が向
上するとうれしく思います。私の、学び
への情熱を伝えたいと思っています。他
の言語や文化を知ることが好きです。フ
ランス語、英語、スペイン語、イタリア
語でコミュニケーションをとることがで
きます。日本に来ることをとても楽しみ
にしています。ずっと来日が夢でした！

Collège Sainte-Anne de Lachine, which signed a sister school agreement in 2009, is located 
in the French-speaking province of Quebec.  In 2011, this very historic school celebrated the 150th 
anniversary of its founding.  Representatives of MCHS attended a commemoration ceremony for this.
　フランス語圏のケベック州に位置し、2009 年に姉妹校締結しました。2011 年に 150 周年を迎え、モント
リオールで最も歴史ある学校です。その時の記念式典には盛岡中央高校代表団も出席しました。

Poverty and Education; Child labour and their rights（貧困と教育問題・子供の
人権と児童労働）Theme（テーマ）

Collège Sainte-Anne de Lachine, Canada
カナダ　コレージュ・サンタンヌ・ド・ラシーヌ

Olivia Sarchese, Students

オリビア・サーチェス（生徒）

I am a very active person! I have 
the opportunity to do sports not only as 
an extracurricular activity but also during 
my regular school hours in the program 
“Defisports”. I do a lot of physical activity 
such as swimming and soccer but I am 
also an artistic person. I love to cook, 
sing, paint… Finally, I am an open-
minded person who wants to learn about 
different cultures, mainly that of Japan!

　私はとても活発です！課外活動の中だ
けでなく、学校の Defisports というプロ
グラムの中でもスポーツに取り組んでい
ます。水泳やサッカーなどの運動をたく
さんしていますが、芸術も好きです。料
理、歌、絵画が好きです。とてもオープ
ンな性格で、日本文化のような異文化を
学びたいと思っています！
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Cours Sainte Marie de Hann was founded in 1950 and is located near the downtown of Dakar. It is 
a private school which contains all educational levels- from kindergarten to high school. It is a very big 
school, with a total of 4,500 students who study in 2 programs-a French program (1,800 students ) and 
a Senegal Program (2,700 students ). A 4-year college named IMES was established 4 years ago, and at 
present there are 100 students in this college. Cours Sainte Marie de Hann became a sister school of MCHS 
in December, 2011. MCHS delegates visited Cours Sainte Marie de Hann in December, 2013 for the first time.

　1950 年創立で、首都ダカール市の中心街の近くに位置する、私学の幼稚園から高校までの一貫校です。生
徒総数は 4,500 名という大規模校ですが、プログラムがフレンチ・プログラム（1,800 名）とセネガル・プ
ログラム（2,700 名）の二つに分かれて学んでいます。４年前にはＩＭＥＳという名称の４年生大学を設立し、
現在１００名の大学生が在籍しています。2011 年 12 月、龍澤理事長が訪問して姉妹校締結しました。ＣＨ
ＵＯ生徒交流団が、2013 年 12 月に初訪問しました。

Management of Food Production（食の安全）Theme（テーマ）

Cours Sainte Marie de Hann, Senegal
セネガル　クール・セイント・マリー・ド・ハン　

ヴァレリー・ミシェル・ニョウキ　（経営理事）

Valéry Michel Nyouki, Management Controller

My name is Valery Michel NYOUKI, 
I am in the school executive board and 
I am in charge of Management control 
(yearly budget fol low up, f inancial 
planning and control). I  have been 
working in our school for 18 years now. 
I like playing soccer, reading, meeting 
people from different horizons. I am 
married and I have a daughter.

Happy to have the opportunity to 
participate one more time to the International 
Education Forum, organized by our sister 
school Morioka Chuo High School.

　私の名前は、ヴァレリー　ミシェル　
ニョウキです。私は学校の理事メンバー
で経営 ( 財務や予算 ) に携わっています。
18 年間勤務しております。サッカー、
読書、様々な分野の人と会うことが好き
です。結婚しており、娘が一人おります。
また、姉妹校である盛岡中央高校が主催
する国際教育フォーラムに参加できるこ
とを幸せに感じております。

エリック・グニマディ（生活指導教員）

Ellick Gnimadi, Teacher (In charge of school life)

My name is Ellick GNIMADI, I am 
in charge of school life. I like working 
with students (projects) and help them 
reach a state of self-fulfillment. I like 
playing soccer, reading singing and I like 
discovering the world around me..

　エリック・グニマディです。学校生活
指導担当です。プロジェクトで生徒ととも
に活動し、生徒に満足感を与えることが
好きです。サッカー、歌、読書、視野を
広げることが好きです。

アノウク・アルセノウ（生徒）

Anouk Arseneau, Students

I love animals and nature. I am a 
hardworking and kind person.

　動物と自然が好きです。私は勤勉で親
切です。
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Madison David, Student

マディソン・デイヴィッド（学生）

My name is Madison,  I  am 16 
years old. I like handball, swimming 
and gymnastics. I also like acting. I 
am dynamic and I love traveling and 
discovering other countries.

　マディソンです。16歳です。ハンドボー
ル、水泳、体操が好きです。演技も好き
です。活動的で、他の国に旅行して新し
い発見をすることが好きです。

Mariama Koulibaly, Student

マリアマ・コウリバリー（学生）

My name is Mariama KOULIBALY, 
I am 18 years old, I am Senegalese and 
a Muslim. My main activities are singing 
and kick boxing. I like travelling across 
the world and exploration.

　マリアマ・コウリバリーです。18歳です。
セネガル人で、イスラム教徒です。趣味
は歌うこと、キックボクシングです。旅行、
冒険が好きです。

El Adj Sow, Student

エル・アジ・ソウ（生徒）

My name is El Adj Gora SOW, I’ll be 
in grade 12 during the next school year. 
I am mainly interested in Basketball and 
swimming. I am a French citizen from 
Senegalese origins. I am a Muslim and I 
love travelling across the world.

　エル・アジ・ゴラ・ソウです。次年度、
進級すると、12 年生になります。バス
ケと水泳が好きです。セネガル系のフラ
ンス人です。イスラム教徒で、旅行する
ことが大好きです。

Colegio Ward, Argentina
アルゼンチン　コレジオ・ワード

Colegio Ward became a sister school of MCHS in March, 2012.  It is a private, bilingual, multi-
level school located in Buenos Aires – the capital of Argentina.  Colegio Ward was founded in 1913 by 
leaders of the Methodists and Disciples (protestant denominations), and it maintains a focus on world 
peace and Christianity.
　2012 年３月に姉妹校締結しました。アルゼンチンの首都ブエノス・アイレスに位置し、1913 年にメソジ
スト教会とディサイプル教会（プロテスタント諸教会）のリーダーが設立した学校で、世界平和とキリスト文
化をモットーとし、バイリンガル教育を目指す私立一貫校です。

Disaster Prevention and the Environment（環境問題から考える防災）Theme（テーマ）

Gabriela Sagristani , Arts Teacher

ガブリエラ・サグリスタニ（美術教員）

I am a teacher of art and design at 
the secondary and university levels. I am 
also deepening my studies in education 
and new technologies. In my free time I 
enjoy spending time with my family and 
friends, making cultural visits to museums 
and exhibitions, as well as going to the 
cinema. I wish that this experience gives 
me the possibility to know new cultures 
as well as to generate new links.

　高校、大学レベルで、アートとデザイ
ンを教えています。教育や新しい技術の
知見を深められるよう努力しています。
家族や友人との時間が好きです。一緒に
展覧会に行ったり、映画を鑑賞したりし
ています。今回の訪日で新しい文化に触
れること、人とのつながりをつくること
を楽しみにしております。
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オリビア・フランコ（生徒）

フィオレラ・マルチェシ（生徒）

Olivia Franco , Student

Fiorella Marchesi, Student

I’m Olivia Franco, a sixteen-year-
old student. I'm a good student and I'm 
always ready for new experiences and 
knowledge. I play the violin in the school 
band and I’m keen on learning how to play 
new instruments. I'm not really good at 
sports but has lots of fun when playing. I 
really look forward to going on this trip, visit 
Morioka and be part of the Forum, where 
I will meet people from all over the world 
and be taught by all the different cultures. 
I’m really excited to get to know Japan for 
the first time and grateful for having the 
possibility. What I love most in the world 
is travelling, getting to see new things and 
customs and meeting people who lives in 
such a different way than I do. I don’t know 
what I want to study as a profession, at 
university, and I hope this trip can help me 
decide who I would like to be in my future 
life, or at least orientate me.

　オリビア・フランコです。16 歳です。

私は優等生で、いつも新しい体験や知識

を得たいと思っています。学校ではヴァ

イオリンを演奏しています。新しい楽器

にもぜひチャレンジしてみたいと思って

います。スポーツは不得意ですが好きで

す。今回の盛岡のフォーラムに参加し、

様々な出会い、異文化体験があることを

楽しみにしています。初めて日本を訪れ

ます。様々な可能性にドキドキしていま

す。旅行は世界で一番好きなことです。

様々な人や文化との出会いがあるからで

す。まだ、大学での専攻は決めていませ

んが、今回の旅が、なんらかのヒントに

なることを願っております。

I only l ive with my parents and 
my dog as I do not have any siblings. I 
personally enjoy taking photos during 
my free time. Sometimes, I write short 
stories or draw. I like animals in general, 
but definitely I love dogs more than any 
other animal. I am not very fund of sports, 
but I always enjoy playing with my friends 
for fun. Definitely, I love reading; in fact 
I have read over 150 books in my life. 
My favourite movies and TV series are 
thrillers. During trips I like to get to know 
the traditions and the way of living of the 
citizens of that place.

　一人っ子で、両親と飼い犬と暮らして

います。余暇には、写真を撮ることを楽

しんでいます。ときどき、短いお話しを

書いたり、絵を描いたりしています。動

物全般が好きですが、特に犬は好きです。

スポーツはあまり得意ではありません

が、友達とするのは好きです。読書が好

きで、これまでに 150 冊以上の本を読

んだことがあります。

　怪奇小説、映画が好きです。旅の中で

現地の文化や暮らしに触れることが好き

です。
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Institut Sainte Ursule, Belguim
ベルギー　聖ウルスラ中学・高校

Global Volunteering（国際ボランティア）Theme（テーマ）

Established in 1903, Institut Sainte Ursule has about 600 students who are 12 to 18 years old. The 
school has 4 courses; Latin, Science, Social Science and Economics. The students there learn Dutch, 
English and German as foreign languages. It has 3 common sister schools with MCHS:le College Saint-
Anne de Lachine, Blanche de Castille, and Cours Sainte-Anne Marie de Hann. Institut Sainte Ursule 
became a sister school of MCHS in May, 2013.

　創立は 1903 年。現在、12 〜 18 歳まで 600 名の生徒が在籍しています。ラテン語、科学、社会科学、
経済の４つのコースがあり、外国語教育としてオランダ語、英語、ドイツ語の３カ国語を学びます。カナダの
コレージュ・サンタンヌ・ド・ラシーヌ、フランスのブランシュ・ド・カスティーユ、セネガルのクール・セ
イント・マリー・ド・ハンの３校と姉妹校です。2013 年５月に姉妹校締結しました。

I am a sports teacher. Also in charge 
with my colleague Sandra Cabaco of the 
students’ theater’s group “le Chouffleur”. 
Love theater and traveling.

　私は体育の教員です。同僚の Sandra 

Cabaco と と も に、 学 生 の 劇 団 Le 

Chouffleur を担当しています。演劇、旅

行が好きです。

My name is Lucie Colpaeri. I live in 
Brussels and I have a cat. I love music 
and I play violin and bassguitar. I read 
a lot of manga and I like to watch anime 
too. I was certain to visit Japan and to 
meet people from other countries.  That is 
why I am happy to make this forum.

　ルーシーと言います。ブリュッセルに

住んでおり、猫を飼っています。音楽が

好きで、ベースギターとバイオリンを弾

きます。漫画とアニメも楽しみます。日

本を訪問し、他の国々の人々と出会える

のを楽しみにしています。こういった理

由で、フォーラムへの参加、かかわりを

本当に楽しみにしています。

Hi, I am Tristan. I live in Belgium, 
in Brussels. I speak three languages: 
French, Dutch and English. Actually, I am 
not Belgian. My mother is French and My 
dad is Dutch. I was born in `Paris and I 
have grown up in Brussels. I have a little 
sister. She is ten. I am a healthy person 
and I enjoy life. I really love trip and other 
culture, I really enjoy discovering new 
things. I also like sport, I am practicing 

　こんにちは。トリスタンと申します。

ベルギーのブリュッセルに住んでおり

ます。フランス語、オランダ語、英語を

話します。私はベルギー人ではありませ

ん。母はフランス人、父はオランダ人で

す。パリで生まれましたが、ブリュッセ

ルで育ちました。10 歳の妹がいます。

私は健康で、人生を楽しんでいます。旅

行や、他の文化に触れることが本当に好

きです。新しい体験をこよなく愛します。

Roseline Van Kerckhoven, Sports teacher

Lucie Colpaert, Student

Tristan Cuppen, Student

ロゼリン・ヴァン・ケークホヴェン（体育教員）

ルーシー・コルパエル（生徒）

トリスタン・キュッペン（生徒）
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judo from when I was five. I am currently 
brown belt and getting black belt. I 
wanted to experience this exchange for 
multiple reasons. First, as I said, I love 
trip. Second, I enjoy contacting with 
people and culture. Third, Japan had 
been a dream place for me. I really love 
its culture. I read a lot of manga and 
watch anime. I would like to discover a lot 
more.

スポーツも好きです。５歳より柔道をし

ています。現在は茶帯であり、黒帯をと

れるよう頑張っています。絵を描くこと

も好きです。今回の参加を希望したのは、

３つの理由があります。まず、先に述べ

たように、旅行が大好きです。２つ目は、

人々や文化に出会うことへの期待です。

３つ目に、日本の文化が大好きで、日本

は夢のような場所です。漫画をたくさん

読みますし、アニメも観ます。より、多

くの新しい経験をしたいと思います。

Hello, I'm Saara. I've been teacher 
in Rajamäki secondary school during 7 
years. At the moment I'm pregnant and 
I hope the flight goes well with huge 
stomach.  I'm looking forward the trip to 
Morioka. I've never been in Japan before. 
I don't speak Japanese, but I hope my 
English is good enough to survive with 
You.  I'm very glad for this opportunity to 
travel to Your forum with students. My 
son will be 2,5 years then and because 
a little sibling hasn't born yet, this is very 
good time to travel alone.

My subjects are P.E. and Health 
education and those are the things 
I'm interested - specially in sports and 
physical activities; it would be nice to take 
the tour walking and go to gym over there 
also :D

　こんにちは、サアラです。ラヤマキ高

校で７年の間、教師をしております。現

在妊娠しており、大きなお腹で飛行機に

乗ることになりますが、フライトがうま

くいくことを願っております。盛岡への

旅を楽しみにしています。日本語を話す

ことはできませんが、私の英語がみなさ

んとの生活に十分であることを願ってい

ます。学生と一緒にフォーラムに訪れる

ことができるのをとてもうれしく思いま

す。私の息子は２歳半になりますし、小

さな兄弟はまだお腹の中なので、今回は、

一人で旅行ができるとても良いタイミン

グです。保健体育を教えており、とくに、

スポーツや、様々な身体を使った活動に

興味があります。日本で、ジムに行った

り、ウォーキングツアーに参加できたり

すればいいなあと思います。

Rajamaki  Secondary School was established in 1960, and it is located about 40-50 min. away from 
Helsinki.  There are 443 middle school students and 120 high school students at this school.  It has a 
unique Japanese language club, and about 20 students belong to this club.  Japanese is taught by Ms. 
Ulla Saari, who lived in Sayama-City, Saitama, Japan, for 10 years, from the age of 8 to 18.

　創立は 1960 年。ヘルシンキから車で 40 〜 50 分の所にキャンパスがあり、フィンランドでは珍しい日本語授
業が行われています。講師は埼玉県狭山市に８〜 18 歳まで住んでいたウラ ･ サーリ先生で、先生が指導する日本
語クラブには 20 名の生徒が所属しています。現在、中学校に 443 名、高等学校に 120 名の生徒が在籍しています。

Poverty and Education; Child labour and their rights（貧困と教育問題・子供の
人権と児童労働）Theme（テーマ）

Rajamaki Secondary School, Finland
フィンランド　ラヤマキ中学・高校

サアラ・フウリナイネン（教員）

Saara Huurinainen, Teacher
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Hello, I am Aino Hynönen from 
Finland and I will start my first year in 
Rajamäen lukio (Upper secondary school 
of Rajamäki) Autumn 2017. I’m somewhat 
shy and quiet around new people, but 
I would love to talk with you! I love 
drawing, listening to music and playing 
piano. Of course, I also love anime and 
manga. I started to study Japanese with 
other upper secondary school students 
in February, even though I’m currently in 
lower secondary school. I have traveled 
a lot to other countries before, but never 
outside of Europe. I’m a little nervous, but 
really excited to visit Morioka! See you 
this Autumn!

　こんにちは、私はアイノ・ヒノーネン

です。フィンランド出身で、今年の秋に、

ラヤマキ上級高等学校の１年生になると

ころです。初対面の人の前では少しシャ

イで静かですが、皆さんとお話しできる

のを楽しみにしています！絵画、音楽鑑

賞、ピアノ演奏が趣味です。もちろん、

アニメや漫画も大好きです。２月に同級

生と日本語の勉強をはじめました。たく

さんの国々に旅行したことがあります。

しかし、ヨーロッパから出たことはあり

ません。少し不安ですが、盛岡への訪問

を本当に楽しみにしています！秋にお会

いしましょう！

Jemina Raukamo, Student

Aino Hynönen, Student

イエミィナ・ラウカモ（生徒）

アイノ・ヒノーネン（生徒）

Moi! I’m Jemina from Finland, and 
I’m super excited to come to Japan! I can 
be pretty quiet, but please talk with me, 
I would love to talk with you. I've studied 
Japanese for about two years in school, 
but now I'm studying on my own. I have 
never traveled in an airplane before, so 
I'm kind of nervous. I just want to meet 
all the new people and have a fun week 
in Morioka. I can't wait to see you all this 
autumn! よろしくおねがいします !

　こんにちは！フィンランド出身のイエ

ミィナです。日本へ行くのを、とても楽

しみにしています！私はとても静かかも

しれませんが、ぜひ私に話しかけて下さ

い。お話ができるのを楽しみにしていま

す。学校で日本語２年間勉強していまし

たが、現在は独学しています。飛行機に

乗ったことがないので、不安を感じてい

ます。多くの人々に出会い、盛岡で楽し

い時間がすごせればと思います。秋に皆

さんにお会いできるのを楽しみにしてい

ます！よろしくおねがいします！

Christa Lamberg, Student

クリスタ・ランベルグ（生徒）

Hello, I’m Christa Lamberg. I have 
studied Japanese for three courses. I’m 
interested in Japanese culture, which is 
much different from Finnish culture. It’s 
my first time travelling to Japan and hope 
that it will be pleasant. I hope everyone 
will have fun on the forum and everything 
goes well! よろしくお願いします

　こんにちは！私は、クリスタ・ランベ

ルグです。３つの講座で、日本語を勉強

してきました。フィンランドの文化とは

大きく異なる日本の文化に興味がありま

す。日本へ旅行するのは初めてで、楽し

い思い出になることを願っています。参

加者全員が楽しみ、すべてうまくいくこ

とを願っています！よろしくお願いしま

す。
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Veeti Länsikunnas, Student

ヴェエティ　ランシクンナス（生徒）

Hi! My name is Veeti. My family 
has five members, mother, father, older 
brother, younger brother and me. My 
hobbies and interests are video games, 
role-playing, playing and listening music, 
animation, politics, history, comics and 
writing.I can speak Japanese (only little), 
Finnish, English, Swedish and German.

　こんにちは！私はヴェエティと申しま
す。５人家族で、母、父、兄、弟と私が
います。趣味、興味のあることは、テレ
ビゲーム、ロールプレイング、音楽の演
奏や鑑賞、アニメ、政治、歴史、漫画と
文章を書くことです。日本語（少しだけ）、
フィンランド語、英語、スウェーデン語、
ドイツ語を話すことができます。

 Hey, My name is Nea and I come 
from Finland. I’m positive, energetic and 
social. I might be a little shy at first, but 
once you get to know me, you’ll notice 
it’s really hard to silence me. I’m always 
ready to meet new people and I love 
getting new friends. My favorite subject in 
school is English and I think I speak and 
write it pretty well. So, communicating 
with me shouldn’t be hard. I’m excited 
about coming to Japan and trying new 
things. I want to learn about the Japanese 
culture and try Japanese food. I’m also a 
little scared, since I don’t really know that 
much about Japan. But that’s exactly why 
I’m coming there.  I can’t wait to come 
and see the wonders of Japan!

　私の名前はネアです。フィンランド出
身です。私は前向きで、元気、社交的です。
初対面の時は、少しシャイかもしれませ
んが、時間がたつにつれ、私を静かにさ
せることは難しいことに気付くと思いま
す。いつも新しい出会いを期待し、友人
をつくることが好きです。好きな教科は
英語で、スピーキングとライティングは
上手にできます。私とのコミュニケーショ
ンは難しくないと思います。日本行くこと
そして新たなことに挑戦できることを楽
しみにしています。日本の文化と日本食
を学びたいと思っています。少し緊張し
ます。なぜなら日本ことをあまり知らない
ので。だから、日本に行くのです。未知
の国日本へ行くことが待ちきれません。

ネア・シモリン（生徒）

Nea Simolin, Student

陳宗彥（理事長）

Tsung-Yen Chen, Chairman of the Board

Chang Jung Senior High School, Taiwan
台湾　長榮高級中學

Since the founding of the school, its teaching goals have been to pass on the knowledge necessary 
this school´s higher education, and at the same time, to establish a sacrificing and serving attitude that all 
Christians should have. Chang Jung Senior High School became a sister school of MCHS in June, 2014.

  長榮高級中學は歴史ある都市 ･ 台南にあります。学校創立以来の教育目標は、高等教育で必要とされる知識
の会得と同時に、クリスチャンとして必要な神聖かつ奉仕的態度を身につけることです。2014 年６月に姉妹
校締結しました。

Management of Food Production（食の安全）Theme（テーマ）
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It’s my privilege and honor to be 
appointed by my school principal to 
attend the 19th CHUO International 
Education Forum.  I shall enjoy meeting 
the great people along with the nice 
sceneries and food of Japan. I am totally 
excited to be at this fascinating event.

I am the director of general affairs 
office of a school with 131 years of 
history. Chung Jung Senior High School 
is located in the city of Tainan in the 
southern part of Taiwan, with student 
enrollment of approximately 5500. 

I teach advertising design classes 
and am always fond of the exquisite 
Japanese style of product packaging 
des ign.  One of  my in terests  is  to 
appreciate the culture influences on 
architectures, landscaping and gardening. 
Certainly, I shall learn from this unique 
experience of attending this Forum while 
interacting with participants and visiting 
this great school and great country. I am 
looking forward to bring great ideas back 
to my school, and share them with my 
fellow workers.

　第 19 回のフォーラムに参加できるこ
とを、大変うれしく思っております。素
晴らしい人々、素晴らしい景色や食べ物
との出会いがあることでしょう。この、
素晴らしいイベントに参加できること
を、心よりうれしく思っております。
　私は、131 年の歴史を持つ本校の庶務
課長を務めております。長榮高級中學は、
台湾の南部の町に位置しており、5500
人ほどの入学者がいます。
私は、広告デザインのクラスを担当して
おり、常に日本の絶妙なパッケージデザ
インには魅力を感じています。私は、建
築、風景、ガーデニングに見られる文化
的影響に興味があります。間違いなく私
は、この、フォーラムに参加し、素晴ら
しい学校、国を訪問して、参加者の皆様
と交流する特別な機会から、多くを学ぶ
ことができると思います。今回の機会か
ら学ぶアイデアを、学校に持ち帰り、同
僚の皆と共有したいと思います。

Chao Chin Wang, Principal

王昭卿（校長）

Frances Wu, Director of General Affairs Office 

吳涼涼　フランシス・ウー（総務課課長）

Lian-Hsin Chen, Student

陳亮心（生徒）

I ’m a sports lover! When I was 
younger, I’d enjoy playing dodgeball. 
Now I’m really passionate in soccer and 
basketball! It’s really hard for me not to 
exercise for even one day! In the future, I 
want to pursue this interest and become a 
sports advisor or something like that and 
promote the concept of how important it 
is to keep in fit and stay healthy!

　私はスポーツが大好きです！小さい頃
は、ドッジボールを楽しんだものです。今
は、サッカーや、バスケットボールには
まっています。１日たりとも、運動せずに
はいられません！将来は、スポーツアドバ
イザーのような職について、運動による、
健康的な生活の大切さを啓蒙したいです。
運動の他には、他者を助けることに興味
があります。私はクラスの副委員長、英
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　MCHS姉妹校である、ロシア才能ある国際言語学校の国際部門より独立し、2013年９月に国際言語学校（ILS）
が設立されました。この学校は極東では唯一の国際バカロレア校として認定されています。
　2015 年９月に姉妹校締結をしました。

International Linguistic School (ILS) was found in September, 2013 on the basis of International 
Department of Boarding School for gifted children. This school is the only school at the Far East 
certified International Baccalaureate Diploma Program.

MCHS signed a sister school agreement with ILS in September, 2015.

International Linguistic School, Russia 

ロシア　インターナショナル・リングィスティック・スクール

Management of Food Production（食の安全）Theme（テーマ）

オルガ・シェフチェンコ（校長）

Olga Shevchenko, Principal

My name is Olga. I  have been 
working at school for more than 30 years. 
I like my job and I spend much time 
working. Nevertheless, I try to find time 
for my family, my children, husband and 
granddaughters. Also, I have hobbies: 
reading, sports and traveling.

　オルガです。学校現場で、30 年以上

働いております。仕事が好きで、自分の

時間のほとんどを仕事に使っています。

しかしながら家族、夫、子供たち、孫娘

たちと過ごす時間も見つけるようにして

います。趣味は、読書、映画鑑賞、スポー

ツ、旅行です。

陳泓瑋（生徒）

Hung-Wei Chen, Student

My name is Thomas and my Chinese 
name is Chen Hung-Wei. I love to play 
basketball and listen to music. I want to 
make new friends this time in Japan. Next 
time, if you visit Taiwan, I’ll be glad to be 
your tour guide and introduce new friends 
to you.

　私の名前はトーマスです。中国の名前

は、チャンフェイウェイと言います。バス

ケットや、音楽が好きです。今回、日本

で新しい友達を作りたいと思っています。

もし、あなたが台湾を訪問する機会があ

れば、喜んで案内しますし、友達を紹介

しますよ。

Except for exercising, I ’m also 
interested in helping others. I’ve been a 
vice-class leader, an English helper, and 
also the activities coordinator. I’ve also 
arranged our class test schedule.

I love to participate in lots of different 
kinds of events. For instance, I had been 
the conductor of our class for two years 
when we had our hymn contest, and I’ve 
been on the stage as a host in front of 
the whole school during the Dawn Prayer, 
I’ve also gone to MUNs, and represented 
our class to lots of different types of 
contest, etc. I’m looking forward to this 
International Forum!

語のアドバイザー、また様々なアクティビ
ティのコーディネーターを務めました。ク
ラスのテスト日程の調整もしたことがあり
ます。
　私は様々な行事に参加することが好き
です。私たちのクラスが讃美歌コンテス
トに参加した時は、2 年間クラスの指揮
者を務めました。夜明けの祈りの際には、
全校の前でステージに立ちました。私は
模擬国連に参加したこともあります。ク
ラスが各種コンテストに参加する際に、
代表を務めてまいりました。今回の国際
フォーラムを楽しみにしています！
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Polina Savchenko, Student

ポリーナ・サフチェンコ（生徒）

Hi! I am really glad, that I have 
a chance to visit Japan. I am really 
interested in Japanese culture. I love 
reading, listen to music, drawing oil 
paintings and I am in Taoist yoga.

　こんにちは！私は、日本に来る機会を

とてもうれしく思います。日本の文化に、

とても興味があります。読書、音楽鑑賞、

油絵、ヨガが好きです。

Mikhail Meshcnanyuk, Student

ミハイル・メシュトニク（生徒）

Hi, I am just an active teenager. I 
really love Japan and Japanese culture. 
I have already visited Japan and that trip 
was wonderful! My hobbies are drawing, 
painting miniatures and playing video 
games. I am a fan of anime. I am really 
waiting for visiting Japan this summer.

　こんにちは。僕は、アクティブな性格

です。日本や、日本の文化が大好きです。

日本には旅行したことがあり、その経験

は、まさしくワンダフルでした！趣味は、

絵を描くこと、ミニチュア模型とテレビ

ゲームです。アニメが好きです。夏に日

本を訪れるのを待ちきれません

Gennadii Lazarev, Student

ゲナディ・ラザレフ（生徒）

My name is Gena AKA Henry, as 
you like. I am Russian, but I like playing 
basketball, and do not like soccer. I enjoy 
watching films or talking with anyone. I 
am a morning person, That is why I wake 
up easily!

　こんにちは！私の名前は、ゲナディで

す。ヘンリーとも呼ばれています。ロシ

ア人ではありますが、バスケットボール

が好きで、サッカーが嫌いです。映画や、

人と話すことが好きです。私は朝方人間

で、早起きが得意です！

Anastasia Brovarets, Student

アナスタシア・ブロヴァレット（生徒）

I am a kind, cheerful person. I lived 
in Japan for 3 years when I was 6-9 
years old. I continue to study Japanese 
at my school. I have a hobby. It is a 
photography. I enjoy taking people’s 
pictures.

　私は親切で、明るい性格です。６歳か

ら９歳までの間、日本に住んでいました。

高校で、現在日本語を学習しています。

趣味は写真で、人々の写真を撮ることが

すきです。

My name is Svetlana. I have been 
working as a teacher for quite a long 
period of time and I still enjoy it. I love 
teaching and doing projects with students. 
I also appreciate time which I spend with 
my family, My hobbies are doing sports, 
reading and traveling.

　スヴェットラーナと言います。教員とし

て長く勤務し、現在も仕事を楽しんでお

ります。教えること、生徒と、様々なプロ

ジェクトワークに関わることも好きです。

家族と過ごす時間を大切にしています。

趣味は、スポーツ、読書、旅行です。

Svetlana Feshchenko, Teacher

スヴェットラーナ・フェシュチェンコ（教員）
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Ansan Gangseo High School, Korea
韓国　安山江西高等学校

Disaster Prevention and the Environment（環境問題から考える防災）Theme（テーマ）

Ansan Gangseo High School was founded by Dr. Chang Ok Park in 1988  and it is located in 
Ansan city which is about an hour drive from Seoul.   The school has more than 1300 students. They 
especially focus on language education in addition to other subjects. The students can choose from 
Chinese and Japanese for their second foreign language study.   About 50 % of students are learning 
Japanese at the moment.   MCHS signed a sister school agreement with Ansan Gangseo High School in 
October 2016.
　安山江西高等学校は理事長の朴昌玉医学博士により 1988 年に設立されました。学校はソウルから車で約 1
時間の安山市にあり、1300 人以上の生徒が在籍しています。語学教育にも力をいれ、第二外国語に中国語と
日本語があり、約半数の生徒が日本語を選択しています。2016 年 10 月に姉妹校締結しました。

崔浩鎭（１学年主任／英語科教員）

金河延（生徒）

Ho Jin Choi, Head Teacher of 1st grade department English teacher

Ha Yeon Kim, Student

My given name is Ho Jin and family 
name is Choi. I live in Ansan, western 
coast of Korea. As an English teacher, I 
have been working at Ansan Gangseo 
High School since 1991. This year my 
position is Head Teacher of 1st grade 
department. I have two sons, university 
students. My hobbies are swimming and 
traveling. My motto is that where there 
is a will, there is a way. It is my honor to 
participate in the 19th CHUO International 
Education Forum. I’m looking forward to 
the CHUO International Education Forum 
Program.

My name is Ha Yeon Kim and I’m 2th 
grade in Ansan Gangseo High School. My 
hobby is to watch movies, listen to music, 
and play the piano. I like to talk with my 
friends and I also like to play with my dog. 
This is my second chance to participate 
in the international  Forum. As I had a 
unique experience at the Forum last year, 
I wish I have a great time at this 19th 
CHUO International Education Forum. 

　私の名前は、ホジン、苗字はチョイで

す。韓国の西海岸、安山に住んでいます。

英語科の教員として、1991 年より安山

江西子高等学校で働いております。今年、

私は１学年主任です。二人の、大学生の

息子がおります。水泳と旅行が趣味です。

私のモットーは、希望があれば道がある、

ということです。第 19 回 CHUO 国際

フォーラムに参加できますことを光栄に

思います。期間中のプログラムを楽しみ

にしております。

　私の名前はハ・ヨン・キムです。安山

江西高等学校の２年生です。趣味は映画

を観ること、音楽を聴くこと、ピアノを

弾くことです。また、犬と遊ぶことも好

きです。このような国際フォーラムに参

加できる２度目のチャンスです。昨年参

加したフォーラムでは、ユニークな体験

をすることができましたので、今年の第

19 回 CHUO 国際フォーラムでも、素晴

らしい時間を過ごすことができればと思

います。
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Na Yeon Kim, Student

金娜延（生徒）

My name is Na Yeon Kim and I am 
at 2nd grade in Ansan Gangseo High 
School. It’s my honor to attend the 19th 
CHUO International Education Forum and 
I hope to make great experience at there. 
I usually play piano or sports, especially 
badminton, during my leisure time. I’m not 
good at playing them, however, I enjoy 
them. I think my advantage is controling 
emotions well and considerate to people. 
It’s my first time to attend international 
forum, which means I expect CHUO 
International Education Forum Program 
very much.

　私の名前はナ・ヨン・キムです。私は

安山江西高等学校の２年生です。第 19

回のフォーラムに参加できますことを光

栄に思います。素晴らしい体験をするこ

とができればと思います。

　うまくはありませんが、余暇にはピア

ノ、スポーツ、特にバドミントンを楽し

んでいます。私の長所は感情のコント

ロールがうまいところと、思いやりがあ

るところです。国際フォーラムに参加す

るのは初めてで、大変期待しています。

St. Joseph's Institution, Singapore
シンガポール　セント・ジョセフズ・インスティテューション

St. Joseph’s Institution is a Catholic school, which was founded in 1852. There is a middle and 
senior high school on the school  campus with over 1800 students. The middle school has the longest 
history in Singapore. Not only are they know for their high level education , but the students are active 
in various fields such as sports, arts and other cultural activities. They established the International 
Baccalaureate Diploma Program course recently. MCHS signed a sister school agreement with St. 
Joseph's Institution in November 2016.

　この学校は 1852 年に創立されたカトリック系の学校です。中等部、後頭部に分かれ、合計 1800 名の生
徒が在籍しています。中等部はシンガポールで最も歴史ある学校です。勉学のみならずスポーツ、芸術、文化
様々な分野での活動が活発。最近では、バカロレアプログラムを取り入れております。
　2016 年 11 月に姉妹校締結しました。

Violet Soh, Teacher

ヴァイオレット・ソー（教員）

I teach Economics (Higher level 
and Standard Level) to both the JC1 
and JC2 students at SJI. I also run the 
Social Enterprise club at SJI, which 
aims to promote social entrepreneurship 
among the students there. I am actively 
involved in running many of the Club’s 
activities including organizing events to 
aid voluntary welfare organizations and 
supervising the teams that join the various 
social entrepreneurship competitions. In 
addition, I have a keen interest in global 
economic and political issues such as 

　私は、経済学（上級レベルと標準レベ

ル）を St. Joseph’s Institution（SJI） で

短期大学部１年生と２年生の生徒を対象

に教えています。社会事業クラブを担当

しています。生徒たちの、社会事業に

ついての関心を高めるためです。ボラン

ティア福祉の団体、様々な大会に出場す

るチームの監督をしたりと、積極的にク

ラブの活動にかかわっています。加えて、

グローバル経済やブレグジット（英国

EU 離脱）といった政治的問題、南シナ

海における緊張、気候の変動や安定した

食糧生産に興味があります。したがって、

Management of Food Production（食の安全）Theme（テーマ）
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ジョアナ・リン・ジーユン（生徒）

Johanna Lim Ziyun, Student

I am Johanna Lim Ziyun and I am 
really passionate about sustainable 
food production, and the challenges 
and problems in resolving it. This is a 
global problem and is best solved in an 
international platform like the upcoming 
19th Chuo International Education forum.  
I also believe that this forum is a great 
way for us to expand and discuss on 
this issue and in turn, be able to devise 
possible solutions or methods to alleviate 
this problem. 

I am very positive and enthusiastic 
about the things I do. My levels of 
commitment and dedication to whatever 
tasks are ahead of me are high.  Other 
than that, I am also one who never gives 
up in spite of the obstacles I might face. 

I am interested in Japan because 
I like the culture and I am keen to learn 
about the traditions and history of the 
place, heightening my understanding and 
making new friends in Japan. In my free 
time, I also engage in a variety of sports 
that range from table tennis, badminton 
to even modified tennis. Through this 
experience, I hope to have a better idea 
on food production and gain new insights 
on the current situation in the world. 
In addition to that, I plan to contribute 
by  us ing  my ora to r i ca l  sk i l l s  and 
research expertise in “Sustainable Food 
Production” to enable the participants 
in the conference to gain insights on 
the topic as I explore new solutions to 
alleviate the problem.

Brexit and the ongoing political tension 
in the South China Sea as well as many 
of the challenging global issues like 
climate change and sustainable food 
production. Hence, I look forward to the 
upcoming Forum that will provide a rich 
and meaningful exchange of ideas and 
perspectives between different countries. 
Finally, I am keen to experience Japan’s 
unique culture and way of life. 

　ジョアナ・リン・ジーユンです。持続

可能な食糧生産に関する課題、その解決

に非常に興味があります。これは地球規

模の課題であり、第１９回 CHUO 国際

教育フォーラムのような場をプラット

フォームとして解決すべきです。この問

題について知見を広げ、議論し、解決策

を模索していくのに、フォーラムは、素

晴らしい機会だと思います。

　私はとてもポジティブで、情熱的で

す。課題に対して全身全霊で取り組みま

す。問題に直面しても決してあきらめま

せん。日本の文化に興味があり、伝統や

文化を学びたいと強く思っています。日

本をよく理解し、新しい友達を作りたい

と思います。余暇の時間には、卓球、バ

ドミントン、テニスといったスポーツを

楽しんでいます。このような私の経験か

ら、食糧生産についてよい考えが浮かび、

現在の状況について、知見を広げること

ができたらと思います。私は雄弁であり

ます。また、持続可能な食糧生産につい

て調べた経験がありますので、他の参加

者も、この問題について新たな知見を得

られると思います。同時に、私自身も解

決策を模索していきたいです。

それぞれの国が互いに有意義な意見交換

のできる今回のフォーラムを楽しみにし

ております。最後になりましたが、日本

特有の文化、ライフスタイルを経験でき

ることを楽しみにしています。
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Samuel Tay, Student

サミュエル・タイ（生徒）

My name is Samuel, I was born in 
Singapore, and I’ve lived in Singapore 
ever since. Living in such a small country 
has made me cultivate a unique global 
perspective on the issues we face. In 
particular, I have, from a young age, been 
enamored with Japanese culture and the 
Japanese way of life, in large part due to 
my interest in Japanese anime. While it 
is one thing to visit Japan on holiday, it 
is a far rarer chance to be able to really 
interact with Japanese students my age 
and to gain a first-hand experience of the 
Japanese way of life. Thus, I am extremely 
honoured to have this opportunity to visit 
your country for this forum. 

  Additionally, in my free time, I do 
enjoy reading and learning about current 
affairs, and of the challenges we face 
today. The issue of sustainable food 
production is a difficult one, and I am glad 
that I will have a platform through this 
forum to partake in a discussion of a great 
challenges in our era.

　サミュエルです。シンガポールで生ま

れ育ちました。小さい国で生まれ育った

ことは、我々が直面している地球的課題

について、私がユニークな観点を持つこ

とにつながりました。私は、幼いころよ

り、日本の文化、暮らしに夢中になっ

てきました。これはほとんど私のアニ

メに対する関心のためです。日本の学生

と実際に交流し、暮らしを体験すること

は本当に貴重な機会だと思います。今回

フォーラムに参加できますことを非常に

光栄に思います。

　自由時間には、現在の時事問題や私た

ちが直面している課題について勉強して

います。持続可能な食糧生産は現代の難

しい問題であり、ディスカッションがで

きることをうれしく思います。

University of Kang Ning, Taiwan
台湾　康寧大学

The University of Kang Ning is a private university, located in Taipei and Tainan.
In August 2015, the school merged with Kang Ning Junior College of Medical Care and 

Management (KNJC). This was the first successful case of a private university merging with a private 
junior college in Taiwan. The University, with an educational focus on theory and practice, aims to 
nurture professionals in the health and service industries. MCHS signed a sister school agreement with 
Kang Ning University in November 2016.
　康寧大学は台北、台南に位置する、私立の大学です。2015 年 8 月には元の康寧医護曁管理専科学校と合併
し、台湾史上初の私立大学と私立専科学校の合併の成功事例となり、五専、二専、大学部、及び大学院を有す
る大学となりました。健康分野とサービス領域に関する専門的な人材を育成しています。

Hsiu-chuan Echo Chen, Associate Professor /
Children’s Literature, Language and Culture

陳琇娟（准教授（児童文学、言語と文化））

Hsiu-chuan Echo Chen, PhD, is an 
associate professor in the Department 
of Applied Foreign Languages (English 

　陳琇娟（博士）は、康寧大学短期大学

部の応用外国語学科（特に英語）で、准

教授をしております。テキサスのヒュー

Global Volunteering（国際ボランティア）Theme（テーマ）
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emphasis) at the junior college division 
at The University of Kang Ning, Taipei, 
Taiwan. She received her master ’s 
degree in TESOL at The University of 
Houston, TX, America and her doctoral 
degree in TESOL at National Taiwan 
Normal  Un ivers i ty.  She has been 
teaching English at junior college level 
for more than 20 years. Over the past 
2 decades, she has published several 
papers in second language reading 
and cooperative learning. Her current 
research interests focus on intercultural 
learning and children’s literature.

ストン大学で、TESOL の修士号を取得

しました。そして、TESOL の博士号を、

国立台湾大学で取得しました。短期大学

で、英語を 20 年以上教えています。20

年以上、第２外国語でのリーディング、

または共同学習について何本かの論文を

出しています。現在の研究における関心

は、異文化学習と児童文学です。

闕怡安（グループアシスタント／講師）

Yi-An Echo Chueh, Office assistant / Instructor

My name is Yi-An Chueh and I 
am a teaching and office assistant in 
the Department of Applied Foreign 
Languages at the junior college division 
at The University of Kang Ning, Taipei, 
Taiwan. I love helping people. I joined 
YMCA, serving a volunteer in Myanmar 
last year. That was a very precious and 
wonderful experience for me, since I 
came to realize how happy I was when 
being with the local people. This year, I 
attended the activity "Puppet show" to 
teach children how to develop a good 
behavior at Central Region Children’s 
Home. I’m interested in this international 
education forum, since exchanging ideas 
with people from different countries helps 
widen my horizon.

　私は闕怡安です。康寧大学短期大学部

の応用外国語学科で教え、また、アシス

タントをしています。人を助けることが

好きです。昨年、YMCA のミャンマーボ

ランティアに参加しました。とても貴重

で素晴らしい機会であり、ボランティア

をする中で、地元の人々と過ごすことが

いかに幸せか気づきました。今年、地域

の中心にある、子供たちのための施設で、

人間形成のための人形劇にも参加しまし

た。今回の国際教育フォーラムに魅力を

感じています。人々と考えを交換して、

私の視野を広げてくれるものと思ってい

ます。

蔡和翰（生徒）

He-han Odin Tsai, Student

Hello! My name is He-han Odin Tsai. 
I’m studying English in the Department 
of Applied Foreign Languages at the 
junior college division at The University 
of Kang Ning. I’m very much interested 
in Japanese and its culture, especially 
Japanese animat ion!  Al though my 
Japanese is not good, I’ll keep learning 

　こんにちは！私は蔡和翰です。康寧大

学の応用外国語学科で英語を勉強してい

ます。日本の文化、特にアニメーション

には大変興味があります。日本語はうま

くありませんが、上達できるよう頑張り

たいです。今回の国際フォーラムへの参

加に非常に意欲的です。世界中の人々と

交流し、異文化を体験することができる
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to improve it. I am eager to participate in 
this education forum because I can have 
an opportunity to interact with students 
around the world and to learn their 
cultures, which will be a very precious 
experience for me.

からです。私にとってとても貴重な機会

になるでしょう。

Hung-Sheng Chen , Student

陳宏昇（生徒）

My name is Hung-Sheng Fel ix 
Chen. I was born in 1996. I am a four-
year student of the five-year junior college 
division at the University of Kang Ning. I 
live in Dazhi, Taipei, but I hope I can live in 
a spiritual and relaxing place when I can 
support myself and live independently. 
Although I don't have any brothers or 
sisters, I have a lot of good friends in 
my life. We usually chat and hang out 
together. My hobbies are baseball, 
entomology, and aviation. Watching 
airplanes taking off and landing fascinates 
me. So, I want to become a captain in the 
future. I fully understand that it is a big 
dream which needs a lot of responsibilities 
and hard work. It is my pleasure to have 
this chance to attend the education forum 
in Morioka, Japan. I am looking forward to 
seeing you during this summer vacation.

　初めまして｡  わたしは陳です｡ 今 20

歳で、専門学校の四年生です。

　私は台北に住んでいます。将来は静か

で海がある所に住みたいです。　私は兄

弟がいません。一人子です。ですが、私

はたくさんの良い友達がいます。よく友

達と一緒に勉強したり、街を散策したり

しています。趣味は飛行機を見ることと

野球です。特に飛行機の離陸と着陸を見

ることが好きです。私の夢はパイロット

になることです。パイロットは責任感が

あって約束を守ることができる人しかな

ることができません。私はそのような人

になれるように色々なことを経験して、

勉強したいと思っています。将来日本の

航空学校に行きたいので、2013 年から

ずっと日本語を勉強しています。2016

年の 11 月に私の学校が盛岡中央高等学

校を台湾へ招待した時、私は交流会の司

会を務めました。この短期研修で、今ま

で勉強した日本語を使って、学生のみな

さんと交流したいです。東北の文化につ

いて理解を深めたいと思います。
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Ta Quang Buu Secondary and High School, Vietnam
ベトナム　ター・クアン・ビュー・セカンダリー・アンド・ハイスクール

Ta Quang Buu Secondary and High School is a new private high school in Hanoi, established 
just 3 years ago. The school is located on the campus of Hanoi University of Science and Technology, 
and therefore the school has strong support from the university to focus on STEM education(Science, 
Technology, Engineering and Mathematic). They also put their efforts in the language education. 
Students are able to study either German or Japanese, besides English. This year during the Forum , 
we will be sealing a sister school agreement with Ta Quan Buu High School.

　ター・クアン・ビュー・セカンダリー・アンド・ハイスクールは 3 年前に設立された新しい私立の高校で、
学校はハノイ工科大学のキャンパス内に位置している。ハノイ工科大学と連携し、ステム教育の分野に力を入
れている。また、語学にも力もいれ、英語の他に、ドイツ語、日本語の外国語授業を選択できる。
　今回、このフォーラム期間に、本校はター・クアン・ビュー・セカンダリー・アンド・ハイスクールと姉妹
校締結することとなる。

トー・ヴァン・グエン（副校長）

フーイェン・ビック・グエン（理事）

Tho Van Nguyen, Vice principal

Huyen Bich Nguyen, Board member

As the vice principal of Ta Quang 
Buu Secondary and High School, I would 
like to gain some achievements through 
this trip:

-Researching and following in the 
steps of school management, teaching 
and learning as well as other activities at 
Morioka Chuo High School.

-Building the exchange between Ta 
Quang Buu Secondary and High School 
and Morioka CHUO High School in 
school year 2017-2018.

-Improving the knowledge of country, 
culture especially Japanese education.

Hi! I am Huyen. I am from Hanoi, 
V i e t n a m .  I  a m  w o r k i n g  a t  H a n o i 
Univer5sity of Science and Technology 
and Taquang Buu High School. I have 
two children, 9 years old and 3 years old. 
My husband has his own company in IT. 
We like traveling, listening to the music 
and hang out for parties in leisure time. 
I feel very happy to introduce myself in 
front of you. Cheers!

　ター・クアン・ビュー・セカンダリー・

アンド・ハイスクールの副校長として、

今回の訪日を通して、いくつかのことを

成したいと思います。

・ 盛岡中央高校の、学校運営の方法や教

育方法について研究し、他の活動につ

いて学ぶ。

・貴校との、末永い友好関係の構築。

・ 本校と、貴校の、2017 年～ 2018 年

の交換留学の計画。

・ そして、日本の、国や文化、特に教育

についての知識を深めることでありま

す。

　こんにちは！私はフーイェンです。ハ

ノイ出身です。ハノイ科学技術大学、

ター・クアン・ビュー・セカンダリー・

アンド・ハイスクールで働いております。

９歳と、３歳のこどもがいます。夫は、

IT の会社を経営しております。余暇に旅

行すること、パーティに出かけることが

好きです。みなさんの前で、自分の話を

するのを楽しみにしております。よろし

くお願いします！

Poverty and Education; Child labour and their rights（貧困と教育問題・子供の
人権と児童労働）Theme（テーマ）
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Hoa Phuong Nguyen , Student

Giang Thanh Nguyen , Student

ホア・フォング・グエン（生徒）

ジャン・タン・グエン（生徒）

I see myself as an optimistic friendly 
and hardworking person, who dares to 
speak her mind. I am after a lively, active 
and simple lifestyle, which is why I find 
Japan to the perfect place for me. I am 
fascinated by your culture your reputation 
of being a country of discipline, manner 
and kindness which I believe to be the key 
of creating good relationships in life.

It was always my dream that I could 
come to Japan one day, therefore, right 
after I hear about your school’s program, 
I have decided that it was finally my 
chance, And now that I have won a ticket 
to Japan, I am in great appreciation, and 
see this as an opportunity for experience 
the lifestyle I have always admired! Again, 
thank you for the opportunity! 

Hi! My name is Thanh Giang, My 
home town is Hanoi city in Vietnam, I am 
a dreamer, one of my dreams is to travel 
the world add I believe this would be a 
great opportunity to learn more about 
Japan culture and to gain experience in 
a different environment. I have lots of 
favorites like watching movies, playing 
with animal, singing and drawing and 
listening to music. These hobbies are 
important part of my life. Usually I just 
enjoy these things. When most people 
who first see me, they tell me that I am a 
little bit shy first. But I can be familiar with 
people quickly. So all of my friends tell me 
that I am very positive and talkative. I am 
very outgoing and open. I cannot wait to 
go to Japan and spend time there to learn 
and explore.

　私は、自分自身を、楽観的、フレンド

リーで、勤勉、そしてオープンな性格

だと思っています。私は活き活きとし

た、活発で、シンプルなライフスタイル

が好きです。なので、日本は私にとって

完璧な場所です。日本の文化や評判に魅

力を感じています。美徳として、しつけ

やマナーのよさ、親切さがあり、これら

は、良い人間関係を築く鍵だと私は考え

ます。日本を訪れることは、いつも私の

夢でありました。ですから、今回のプロ

グラムの話を聞いた時、ついに私にチャ

ンスが訪れたと思いました。日本行きの

券を手に入れることができ、大変感謝し

ております。これは、私が視野を広げ、

日本について学び、日本の生活を経験す

る絶好の機会です。繰り返しになります

が、今回の素晴らしい機会に感謝いたし

ます！

　こんにちは！タン・ジャンと申します。

ベトナムのハノイ出身です。私には夢が

あります。それは、世界中を旅すること

です。日本を訪問することは、日本文化

を学び、普段と違う環境を体験する素晴

らしい機会だと思います。私には、たく

さんの趣味があります。たとえば映画を

観ること、動物と遊ぶこと、歌うこと、

絵を描くこと、小説を読むこと、音楽を

聴くことなどです。これらは、私の人生

にとって重要なことです。多くの人が、

私が少しシャイであるという第一印象を

持ちます。しかし、私はすぐ人と仲良く

なります。友達全員が、私はポジティブ

で、話好きであるといいます。社交的で、

とてもオープンな性格です。日本へ行き、

学び、冒険することをとても楽しみにし

ています。



The 19th CHUO International Education Forum

44

トゥ・ミン・レ（生徒）

杜小英（日本語教員）

Tu Minh Le, Student

Xiaoying Du, Japanese Teacher

Konnichiwa! Hello Japan! My name 
is Le Minh Tu, I am 15 years old and 
currently studying at Ta Quang Buu 
Secondary and High School in Hanoi, 
Vietnam. I am glad to have been chosen 
among the participants of the 19th CHUO 
International Education Forum that shall 
be held from August 27th to September 
27th in Morioka, Iwate. I hope to see you 
all there with excitement, joy, a burning 
desire to learn about and solve world 
greatest issues we are currently facing 
nowadays. Cheers!

 My name is Xiaoying Du. I came 
from Luoyang, China. I decided to come 
to Japan after I finished my Chinese high 
school curriculum. I first went to Japanese 
language school to learn Japanese and 
then I entered a university in Japan. 
Currently, I’m responsible for daily life 
of overseas students in Gakugeikan. I 
also help to build the bridge between 
students, teachers and parents. I’m very 
glad to have this valuable chance to go 
to Morioka Chuo high school. Although 
I can’t speak English very well. I will try 
my best to communicate with such a 
large number of students and teachers. 
I’m very looking forward to spend several 
days to experience varieties of cultures 
and discuss global problems together. 

　こんにちは！レ・ミン・テュです。15

歳で、現在、ター・クアン・ビュー・セ

カンダリー・アンド・ハイスクールで勉

強しています。岩手県の盛岡市で、８月

27 日から９月４日まで開催される、第

19 回国際フォーラムへの、参加者とし

て選ばれたことを大変うれしく思いま

す。みなさんにお会いできますことをう

れしく思い、興奮しております。また、

私たちが直面しております、世界の最重

要課題について学び、解決することへ、

燃えるような意欲を持っております。よ

ろしくお願いします！

シャオイン・ドゥです。中国のルオヤン

出身です。中国の高校カリキュラムを終

えたあと、来日することを決めました。

まず、日本語学校に入りました。日本語

を学び、そして日本の大学の進学するた

めです。現在、私は高校の留学生たちの

生活をサポートしております。学生、教

育、また保護者の橋渡しの手助けもして

おります。今回、盛岡中央高校を訪れる

貴重な機会をうれしく思います。英語は

あまりうまくありませんが、たくさんの

先生方、生徒のみなさんとコミュニケー

ションがとれるよう努力したいと思いま

す。数日間、様々な文化を体験し、また、

ともに世界の問題について議論できます

ことを楽しみにしております。

Okayama Gakugeikan High School, Japan
日本　岡山学芸館高等学校

This school was established in 1960, and was the first private school in Japan to have an English 
language program.  They started using the "zero tolerance policy" at an early stage, and have been a 
model for MCHS.

　1960 年（昭和 35 年）に開学し、全国の私立学校として初めて英語科を設置しました。生徒指導において「ゼ
ロ・トレランス」をいち早く導入した、盛岡中央高校が模範とする学校です。

Poverty and Education; Child labour and their rights（貧困と教育問題・子供の
人権と児童労働）Theme（テーマ）
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Yuqi Guo , Student

Jia Yi Xu , Student

郭玉奇（生徒）

徐佳毅（生徒）

 I came from China. I study abroad in 
Okayama Gakugeikan. I’m 18 years old. 
I like to talk with people from all over the 
world. This is the reason why I came here. 
I am interested in different culture and I 
respect the opinions of different culture. It 
has been 3 years since I came to Japan. 
I study in Japanese society school and 
live in student dormitory with Japanese. 
I made friends with them and learn a lot 
from them. To communicate with them I 
realize the difference between Japanese 
culture and Chinese culture. So I really 
comprehend Japanese culture a lot in 
the past three years. If you are interested 
in Chinese culture or Japanese culture, 
welcome to exchange your thinking and 
opinions with me. I will tell you what I 
knew. 

 My name is Alvin XU. I’m from 
Shanghai, China. I was a MYP student in 
WFLA. When I was in Grade 7, I chose 
Deutsch as my second foreign language. I 
also joined a Frisbee team once because I 
really enjoy playing Frisbee, especially the 
advanced tricks and varieties of tactics. 

My interests are not l imited by 
physically field. I also like psychology and 
MUN. 

Psychology can really help myself to 
build a good foundation mentally, which 
can make me see through my mind 
and think critically. I joined MUN club in 
2015, and once I became the delegate 
of Mexico. I really searched a lot of first-
hard information about Syrian refugee 
problems. I noticed that there’re several 
negative influences to German society 
due to plenty of refugees. This is the 
most significant reason for me to come to 
Japan and starting school life. 

　中国出身です。岡山学芸館高校に留学

しています。18 歳です。世界中の人々

と話をするのが好きだということもあ

り、この高校に留学しています。様々な

文化に興味があり、異なった文化のもた

らす様々な意見を尊重します。留学して

３年が経ちました。日本の学校で学び、

日本人と同じ寮で生活しています。たく

さん友達ができましたし、彼らから多

くを学んでいます。彼らとコミュニケー

ションをとることにより、日中の文化の

違いに気づきました。過去３年間、両文

化をずっと比較してきました。日本や中

国の文化に興味があれば、ぜひ意見を交

わしましょう。私も、自分の知見をお話

しします。

　アルビン・シューです。上海出身です。

ＭＹＰ（国際バカロレア機構・中等課程）

の学生でした。７年生のとき、第二外国

語として、ドイツ語を選びました。また、

フリスビーのチームに所属しました。進

んだ技術と様々な戦術をとても楽しみま

した。

　運動だけに興味があるわけではありま

せん。心理学と模擬国連も好きです。

　心理学は私に精神的な基礎を与えてく

れます。これにより心の状態を把握する

ことができ、また論理的に考えることが

できます。2015 年に模擬国連クラブに

参加し、メキシコ代表役をつとめました。

シリア難民の問題について一生懸命調べ

ました。調べた結果、難民がドイツ社会

に悪影響をもたらしていることが分かり

ました。これが、私が来日して学校生活

を送る最も重要な理由です。
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Okinawa Shogaku High School, Japan
日本　沖縄尚学高等学校

This high school was established in 1983, and a middle school was added in 1986.  They are 
actively involved in international education, introducing international Baccalaureate System, with a 
International Department of Humanities & Sciences, and twice won the National High School Baseball 
Invitational Tournament. The School is in Partner School Relationship with MCHS since 2016.
　昭和 58 年 4 月に高等学校が発足、昭和 61 年には中学を附設しました。国際文化科学コースを中心に国際
化教育に熱心であり、部活動においても選抜高等学校野球大会 （通称：春の大会）では二度全国制覇した強豪
校です。盛岡中央高校とは 2016 年にバカレロアプログラムを導入しており、教育協定を締結しました。

Disaster Prevention and the Environment（環境問題から考える防災）Theme（テーマ）

比嘉由紀子（英語教員）

Yukiko Higa, English Teacher

My name is Yukiko Higa. I am an 
English teacher at Okinawa Shogaku 
Senior High School. I'd like to express my 
sincere gratitude for allowing us to attend 
this forum; my students and I are very 
excited to capitalize on this opportunity. 
While we are staying in Morioka, we'll 
do our best to interact with the many 
teachers and students who have come 
here from overseas, as well as those 
of your school, as much as possible in 
order to make ourselves more broad-
minded. We are also looking forward to 
experiencing the local culture of Morioka, 
too.

　ユキコ・ヒガと申します。沖縄尚学高

校の英語教員をしております。このたび

フォーラムに参加する機会を頂きまし

て、誠に感謝しております。生徒と一緒

に、とても楽しみにしております。盛岡

への滞在中、海外からのたくさんの生徒、

教員の皆様、また中央高校の皆様と、で

きる限り交流ができるよう努め、視野を

広げたいと思います。盛岡の文化体験も

楽しみにしております。

 東恩納亜仁香（生徒）

 太田梨胡（生徒）

Anika Higaonna, Student

Riko Ota, Student
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Korea  韓国

Canada  カナダ

New Zealand  ニュージーランド 

Thailand  タイ

Vietnam  ベトナム

Australia  オーストラリア

Indonesia  インドネシア

Canada  カナダ

U.S.A.  アメリカ合衆国

Russia  ロシア

Japan  日本

China  中国
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茂木　珠音

大川　涼馬

金﨑　礼華

鎌田　航平

坂田　琴音

太田  ココミユキ

小野寺　奏恵

中野　春菜

舞石　寛

浦田　秀哉

杣　渓輔

佐々木　健人

佐々木　優樹

佐々木　錬

佐々木　凛河

Yuki Endo

Reine Kamiwano

Ririka Chiba

Rina Honda

Sakura Yoshida

Reika Sasaki

Ryo Nakamura

Maria Asuka

Soichiro Uda

Airu Hosokawa
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Iori Kamata

Kei Suzuki

Kanon Miyano

Haruki Sugata

Takumi Higuchi

Towa Sato

Gen Endo

Garcia Elena

Hikaru Asanuma

Shota Mitsui

Yukito Morisawa

Taiyo Tsushida
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Aoi Kowata

Oto Takahashi

Natsuki Murakami

Natsuki Yokogake

Ryota Otani

Chinami Obara

Aoi Ishigaki
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Nastumi Suzuki

Haya Takino

ガルシア  江怜奈

浅沼　陽

三井　翔太

森澤　雪斗

津志田　大耀

中村　郁哉

板垣　和

小綿　蒼生

髙橋　桜音

村上　夏希

横欠　奈月

大谷　亮太

小原　千波

石垣　葵

小野寺　穂奈美

菊池　蒼

鈴木　なつみ

多喜乃　葉弥

Yuta Onodera

Yui Maruyama

Ayaka Miyamono

Yuuka Abe

Sho Inamura

Yuzuki Seki

Momoko Nozaki

Ayumi Towada

Aki Nakashima

Naoki Usuzawa

Hana Kudou

Seina Sawaguchi

Yuu Takahashi

Saki Endo

Ryunosuke Ota

Mutsuki Kudou

Nakano Honoka

Watanabe Hinako

村杉　勇太

丸山　結
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阿部　祐加

稲村　笙

関　柚月

野崎　桃子

十和田　あゆみ

中島　亜季

臼澤　尚輝

工藤　花菜

澤口　星奈

髙橋　優羽

遠藤　紗樹

太田　琉之介

今野　夢月

中野　穂香

渡邉　日菜子
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伝統芸能発表（順不同） ※曲目は変更することがあります

Performances of Traditional Cultures *in random order
*Programs are subject to change.

Davidson High School, Australia

A short film to introduce the school life at 
Davidson High School

学校生活のビデオ紹介

デイビッドソン・ハイスクール／オーストラリア

High School Affiliated to Fudan University, China

Two pieces of Chinese martial arts and a famous 
Cantonese song The Bund

Initially, the song we are going to sing is the 
theme song of a famous Chinese TV series in the 
1980s, The Bund, which describes a story of justice 
in Shanghai during the civil war. The song strongly 
shows the combination of Shanghainese and 
Cantonese culture and represents the very culture of 
Shanghai.

Next, we are giving two pieces of martial arts 
performance. 

Firstly, Kung fu, (also known as wushu or 
martial arts) is one of the most well known examples 
of traditional Chinese culture. Actually, its power is 
not able to be depicted through words and you will 
find it amazing during the show.

Secondly, Tai ji, another branch of Chinese 
martial arts, known as a profound part of Chinese 
tradition, plays an important role in Chinese martial 
art system. With its continuously flowing movements 
and graceful gestures, it also combines strength and 
one’s cultivation of all body parts. Many old people 
love this art, for it can bring both physical and mental 
well-being.

二つの中国の武術と、有名な広東の歌「外難」
　この歌は 1980 年代、中国の有名なテレビシリー
ズの主題歌でした。「外難」は上海の内戦中の正
義を歌ったもので、上海と広東が融合した独特の
上海文化を表しています。
歌の後、二つの武術を披露します。一つ目はカン
フー（武術ウーシュー、または格闘系武術として
知られている）は、ひとつの中国の伝統文化とし
て最も知られている。カンフーが持つ力は言葉で
は伝えきれませんが、きっと素晴らしさを舞台か
ら感じていただけるでしょう。二つ目は、太極拳、
また違った型の中国武術です。中国の伝統として
存在し、中国武術界を代表とする重要な武術の一
つです。流れるような動き、気品ある技、これは
すべての力を使い、身体の至る所まで鍛え上げま
す。たくさんのご年配も太極拳を愛するのは、身
体、心の健康をもたらすことからでしょう。

Bui Yhi Xuan High School, Vietnam

Traditional dance with hand fan.
The background music is rhythmic, it will give 

audiences a sense of excitement.

ブイ・ティ・シャン・ハイスクール／ベトナム

扇子を使った伝統舞踊
リズミカルな音楽で、観客にワクワク感を。
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Taylor's International School, Malaysia

Dancing and Singing - about 3 major race in 
Malaysia

This performance about 3 major ethnic in 
Malaysia , Malay, Chinese and Indian. If the people 
want to know about our country they must know our 
traditional custom, song and dance. Our students 
will sing in 3 languages ( Malay, Tamil and Mandarin)

They will wear our traditional costume.

歌と踊り（マレーシアの三大人種について）
　このパフォーマンスはマレーシアの 3 大人種、
マレー系、中国系、インド系についてです。もし
も、人々が私たちの国について知りたいのであれ
ば、まずマレーシアの伝統習慣、そして歌と踊り
を知るべきです。生徒たちは、伝統の衣装を身に
付けて、3 か国語：マレー語、タミル語、中国語
で歌います。

テイラーズ・インターナショナル・スクール／マレーシア

Bangkok Christian College, Thailand

Sword Dance – a traditional dance in northern 
part of Thailand.

Sword Dance is a famous performance in 
northern part of Thailand. The dance is about how 
warriors prepare themselves to get ready for a battle 
and how to show their strength for terrifying their 
enemy. Dancers will carry a sword in each hand and 
dance with strong 

剣の舞（タイ北部の伝統の踊り）
　剣の舞は、タイ北部で有名な踊りです。この踊
りは、戦士たちが戦いに挑む準備、そして彼らの
強さをどのように見せて相手を威嚇するかを現し
ています。踊り手は、剣を両方の手に持ち、力強
く踊ります。

バンコク・クリスチャン・カレッジ／タイ

 Mount Douglas Secondary School, Canada

"Song & Slide show / video
Contemporary popsong by a popular Cnadian 

femal artist Alessia Cara, 
"Scars to your Beautiful"

歌と映像によるステージ
　カナダの人気女性シンガーの Scars to your 
beautiful を映像をバックグラウンドに歌います。

マウント・ダグラス・セカンダリースクール／カナダ

Otumoetai College, New Zealand

Maori Waiata and Haka
Waiata – song of welcome by traditional Maori 
people of New Zealand. This is usually sung after a 
speech..
Haka – A challenge to our hosts and upon accepting 
this challenge; this bonds our meeting with friendship 
and understanding of each other’s culture. 

マオリ族　ワイアタとハカ
ワイアタ　ワイアタはニュージーランドのマオリ
族による伝統的な歓迎の歌で、通常はスピーチの
後に披露される。
ハカ　ハカとは、相手に挑戦すること、そして挑
戦を容認し、お互いの絆、友好関係を理解するこ
とです。

オツモタエイ・カレッジ／ニュージーランド
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Cours Sainte Marie de Hann, Senegal
クール・セイント・マリー・ド・ハン／セネガル

様々なアフリカの歌と踊り
　音楽とダンスによるアフリカを巡る旅。

A mix of African songs and dance
Musical travel and dance across some African 

countries.

Institut Sainte Ursule, Belgium

Little movie about Brussels’ Best Places 素晴らしいブリュッセルの場所をビデオにて紹介

聖ウルスラ中学・高校／ベルギー

Rajamaki Secondary School, Finland

Teuvo, maantiden kuningas by Leevi and the 
Lavings

Students will be singing this Finnish song 
accompanied by a piano and a guitar.

曲目：テウヴォ、マーンティデン ･ クニンガス
　ピアノとギターの伴奏と共にフィンランドの
ローカルバンドの歌を披露します。

ラヤマキ中学・高校／フィンランド

Chang Jung Senior High School, Taiwan

Diabolo (Chinese YoYo) – a circus skill, said to 
originate in China

The diabolo is a circus skill, also referred to as 

ディアボロ ( 中国のヨーヨー )、中国が発祥と言
われるサーカスの技
　ディアボロはサーカスの技、またじゃぐリング

長榮高級中學／台湾

SMA Dwiwarna, Indonesia

Traditional Dance: Tari Piring
Tari Piring, Plate Dancing from Sumatra, Indonesia. 
The dance depicts a sense of joy and gratitude 

Minangkabau Society when the harvest season has 
arrived.

伝統舞踊：　タリ　ピリング
　タリピリングはインドネシア、スマトラに伝わ
る皿を使った踊りです。収穫の時期に、ミナンガ
バウ族が喜びと感謝の気持ちを表現する踊りで
す。

SMA ドウィワーナ高校／インドネシア

Collège Sainte-Anne de Lachine, Canada

Singing a song, Hellelujah
Students will be singing a song called “Hallelujah” 

from a Canadian artist named Leonard Cohen. He is a 
much known singer, song writer and musician. The song 
was released in 1984. While one of us will be singing 
the song, the other will be playing the piano.

歌の披露「ハレルヤ」
　カナダのアーティスト、レオナルド・コーヘン
のハレルヤの披露。彼は歌手、ソングライター、
音楽家として知られています。この曲は 1984 年
にリリースされました。一人の生徒が歌い、もう
一人の生徒がピアノ伴奏します。

コレージュ・セイント・アン・ド・ラシーヌ／カナダ
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Performances of Traditional Cultures

International Linguistic School, Russia

One of traditional dance performed by Russian 
people in some areas of Russia.

One of traditional dance performed by Russian 
people in some areas of Russia in the way of fashion 
show. The students will show parts of traditional 
games, fragments of traditional costumes, noise 
effect instruments.

ロシアのある地域に伝わる伝統舞踊
　ロシアのある地域で、ファッションショーとし
てロシア人によって踊られた舞踊。生徒たちが、
伝統のゲームをし、その中で伝統衣装を披露。音
響は楽器によるものである。

インターナショナル・リングィスティック・スクール／ロシア

a juggling toy, which consists of a spool propelled 
and manipulated by a player using a length of string 
attached to two sticks, one held in each hand. The 
basic act of playing with a diabolo involves making 
the diabolo spin by dragging the string over the axel 
in order to create friction, which in turn causes the 
diabolo to spin. By providing slack with one of the 
handsticks, and pulling the other tight the player is 
able to alter the speed at which the diabolo spins. It 
is difficult to know with precision when the diabolo 
as we know it came into being, but it is said to have 
evolved in China, developing from the Chinese yo-
yo. Some historians place the invention of the diabolo 
somewhere between the 4th and 3rd millennium B.C. 
in China, thus making it the oldest game in history – 
even older than Backgammon!

の道具でもあり、空中で回転させる。二つの棒に
通した糸で回すことにより操る。基本の動きは、
糸の上でコマをを引っ張り速度をあげ、摩擦によ
り回転させる。一つのハンドスティックの方を緩
め、反対を引っ張ることで、回転を速くして回る
ことが出来ます。正確にいつごろからディアボロ
が存在したか不明であるが、中国が発祥であると
伝えられている。中国のヨーヨーとして発展して
いった。歴史学者によると、ディアボロは紀元前
3-400 年前に中国で発明されたとされている。最
も古いゲームであり、バックガモンよりもふるい
ものである。

Ansan Gangseo High School, Korea

Taekwondo ? Korean traditional martial arts
It is traditional martial arts in Korea, using only 

hands and feet to attack or defend. Its purpose is to 
train physical and mental health.

テコンドウ ( 韓国の伝統武術）
　テコンドウは韓国の伝統武術で、手と足のみを
使い攻撃、防御をします。身体のみならず、精神
面での鍛錬をも目的としております。

安山江西高等学校／韓国

St Joseph’s Institution, Singapore

Skit on NEWater (short performance)
Singapore is a very small country and to survive 

on our own we have needed to improvise a lot of things. 
One of the more unique aspects of what we have done 
that showcases our pragmatism and practicality. Could 
be quite funny as a skit as well.

ニューウォーターについての寸劇
　シンガポールはとても小さい国なので、限られ
た資源で、多くのものを間に合わせて生活する必
要があります。一つの興味深い発明は、現実的で
実用性があります。この劇の中で楽しくご紹介し
ます。

セント・ジョセフズ・インスティテューション／シンガポール



53

Performances of Traditional Cultures

Okinawa Shogaku High School, Japan

Okinawa Traditional Martial Arts
Students will demonstrate two types of Okinawa 

karate.
Fukyugata by Anika Higaonna
Kanshuwa, Seizen by Riko Ota.

沖縄空手の披露
　東恩納 亜仁香さんによる普及型２、太田 梨胡
さんによる完子和、十三の披露。

沖縄尚学高等学校／日本

University of Kang Ning, Taiwan

Moving Forward-a Taiwanese rock song
Since 1980s, Taipei has been the most prosperous 

city in Taiwan. For many people, it is the only place that 
can make their dreams come true. Many young people 
living in other cities leave their hometown and go to 
Taipei. This song is a story about a young man who is 
leaving for his dream land, Taipei to make his dream 
come true.

‘Moving Forward’
　台湾のロックソング
1980 年代から、台北は台湾で最も栄えた都市と
なっている。この場所が、たくさんの人々にとっ
て、唯一夢をかなえられる場所となっている。地
方に住む若者も故郷を離れ台北に移住する。この
歌は、一人の青年が台北という夢の場所を離れ夢
をかなえるというストーリーである。

康寧大学／台湾

Ta Quang Buu Secondary and High School, Vietnam

Hello Vietnam – the English version of the song 
Boujour Vietnam, written with intention
of praising the beauty of Vietnam’s scenery, history 
and people 

We choose this song which was written in English 
so that all the audience can fully understand the 
meaning behind the lyrics, which tells about the beauty 
of Vietnam’s scenery, history and people. Also, the song 
describes the feeling of a person who has been away 
from their home country : Vietnam. The performers will 
be wearing Vietnamese traditional costume, as a way to 
introduce to the audiences a slice of our culture.

ハローベトナム（英語版のボンジュールベトナム。
詞の中で美しいベトナムの景色、歴史、人々を語っ
ています。）
　この曲を選曲した理由は、英語の歌詞なので、
ベトナムの景色、歴史、人々を、観客の皆さんが
歌詞から理解できるかと思います。そして、この
歌は故郷を離れた一人のベトナム人の気持ちを
歌っています。ベトナムの民族衣装を着て歌いま
すので、私たちの文化を衣装からも感じていただ
けるかと思います。歌は、一人の青年が台北とい
う夢の場所を離れ夢をかなえるというストーリー
である。

ター・クアン・ビュー・セカンダリー・アンド・ハイスクール／ベトナム
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The Sansa Dance, having been passed down over 
hundreds of years from the legend written on a boulder at 
Morioka’s Mitsuishi Shrine, is symbolic dance of Morioka.

According to the legend, long long ago, there was a 
demon who did all manner of bad things, and the villagers 
prayed at Mitsuishi Shrine that the demon would be driven 
away. The god who caught him made the demon put his 
handprint into a boulder to seal his pledge never again to 
return to the area, which he did before fleeing away. The 
reason why the dance got its name is that the villagers 
were overjoyed that, in its celebration, they danced around 
Mitsuishi Shrine, which made the sound “sansa, sansa…”

Each rural district around Morioka has its own 
individual style of dance and music, generally called 
“Inaka Sansa” (Countryside Sansa). The city of Morioka 
has developed its own “Morioka Sansa” dance based 
on these dances. At the beginning of August, more than 
30,000 dancers, 2,000 pipers, and 14,000 Japanese “taiko” 
drummers fill the streets of Morioka with a joyful rhythm. 
This passion makes “the Sansa Dance Festival” one of 
Northeast Japan’s representative summer events.

Morioka CHUO High School Sansa Dance Team has 
won the 1st Championship of High School Sansa Dance  
Competition in 2017.

　さんさ踊りは、三ツ石神社の巨石伝説に由来し、
数百年受け継がれてきた盛岡のシンボルともいえ
る踊りです。
　伝説によると、むかし悪事の限りを働く鬼がい
て、里人たちは三ツ石神社に退治を祈りました。
鬼を捕まえた神は、二度とこの里に来ない（不来
方の由来） ことを誓わせ、鬼はその証として巨石
に手形（岩手の由来）を残して逃げました。里人
たちは大いに喜び、祝い、三ツ石のまわりを「サ
ンサ、サンサ」と踊ったのが始まりといわれてい
ます。
　今では、盛岡を中心とした各地域ごとに、独自
の踊りや演奏があり、それらは一般に「田舎さんさ」
と呼ばれます。また、それらを統一した「盛岡さ
んさ」があります。８月初旬の４日間、３万人を
超える踊り子、2,000 本の笛、1 万 4,000 個の太鼓
によって、盛岡の目抜き通りは「さんさ」のリズ
ムで埋め尽くされます。その熱気は東北地方の夏
の風物詩となっています。
　2017 年には第１回さんさ甲子園初代王者に輝き
ました（2017．8．4）。

morioka's sansa dance
盛岡の「さんさ踊り」
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1. Mt. Iwate standing high above in the sky.
   At its foot, on Mitakegahara field
   With rising white walls is our School.
   In an ever-changing world, 
   We get over hardships
   With Independence and a frontier spirit as our ideals.
   Firmly, we follow through with our goal
   Solid is our founding spirit.

2. Ever-lasting hope under the sky.
   White clouds passing the hill of wishes.
   Beautiful four seasons and a
   Wonderful time, our school is always with us.
   Prospective and diligent, our youths
   With Development and Endeavour
   In the country of culture
   We will build our nation.
   Solid is our founding Spirit.

一、高き哉
かな

　岩手山
やま

　　裾野なる　観
み

武
たけ

ヶ
が

原
はら

に
　　白亜の大

たいが

厦は　我らが学びの舎
　　人の世の荒波越えて
　　独立進取　理想のもとに
　　飽くまで初志を　貫き行かん
　　これこそ　我らが母校のゆるがぬ
　　建学の精神
二、　　た

ばく

り　空の下
　　白雲過ぎる　希望が丘に
　　妙なる四

しいじ

時は　我らが揺
ようらんふ

籃府
　　春秋に富む蛍

けいか

下の友よ
　　研鑽努力　文化の国に
　　世界の日本を　うち建て行かん
　　これこそ　我らが母校のゆるがぬ
　　建学の精神

Morioka Chuo High School Anthem　 作詞・作曲　龍　澤　福　美　

盛岡中央高等学校 校歌
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Global Citizens for a more peaceful and tolerant world
平和で持続可能な世界を目指す「地球市民」になろう

テーマ：

主催　盛岡中央高等学校

平成29年8月31日 木曜日 午前10時00分～

MORIOKA CIVIC CULTURAL HALL “MALIOS”

盛岡市民文化ホール「マリオス」

China  中国

Drawn by Haruka Kashiwakura, 2nd grade Morioka Chuo High School
作者：柏倉遥（特進Zコース２年）

Drawn by Kana Niya, 2nd grade Morioka Chuo High School
作者：新井谷夏菜（特進Zコース２年）

MORIOKA CHUO HIGH SCHOOL
4-26-1 Mitake, Morioka, Iwate, Japan 020-0122

Tel:81-19-641-0458  Fax:81-19-641-5533
URL:http://www.chuo-hs.jp

e-mail:info@chuo-hs.jp

Global Citizens for a more
peaceful and tolerant world
平和で持続可能な世界を目指す「地球市民」になろう


