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※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。
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countries�for�their�support�to�this�Forum.
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第21回CHUO国際教育フォーラム当日詳細日程

  9:00 教職員集合、在校生集合　　Hall Opens

午前の部

10:00 - 10:40

さんさ同好会によるオープニング　Forum Starts with Sansa Dance Club
参加者紹介および開会宣言　Introduction of the Delegates, Opening Declaration

盛岡中央高等学校　千葉研二校長挨拶　Welcome Address from Principal Kenji Chiba, MCHS
龍澤正美理事長　挨拶　Greeting from Chairman Masaharu Tatsuzawa, Tatsuzawa Education Foundation

生徒実行委員長　宮本彩加挨拶　
Opening Address from Head of the Forum Committee, Ayaka Miyamoto

10:40

基調講演「持続可能な社会を創造するためにティーンエイジャーが担う社会的役割」
インピントン・ヴィレッジ・カレッジ 

校長 ライアン・ケルソール氏  （代読  副校長  サイモン・ワーバートン氏）
Keynote Address read by Simon Warburton for Principal Ryan Kelsall

Assistant Principal/Director of Impington Village College
titled "Social responsibility of teenagers for creating a sustainable society"

研究発表　第21回フォーラムテーマ　Presentation on this year's theme:
"Think globally and act locally  ‒ Transforming our world using the SDGs ‒"

11:15 - 11:45
発表：Group1　高齢社会  AGING SOCIETY
発表：Group2　子供の貧困  CHILD POVERTY
発表：Group3　女性の社会進出  WOMEN'S PARTICIPATION IN SOCIETY

11:50 まとめ　Conclusion

11:58 来賓退場、諸注意　End of Morning Session

12:00 - 13:00 昼食・休憩　Lunch Hour

午後の部

13:15
姉妹校締結10周年記念　カナダ  コレージュサンタンヌ・ドゥ・ラシーヌ／台湾　康寧大学

10th Anniversary Ceremony of Concluding Sister School Relationship:
College Saint Ann de Lachine, University of Kang Ning

13:15

基調講演　「若い諸君への期待」－ 夢と希望をもとう －
盛岡中央高等学校特別教育顧問・新渡戸国際塾塾長・元国連大使・元岩手県立大学学長   谷口誠 氏 　

Keynote Address by Makoto Taniguchi, 
Special Educational Advisor to Morioka Chuo High School and Head of Nitobe International School

Former Ambassador to the United Nations and President of Iwate Prefectural University

titled "My Hopes for the Young People Here Today - Hold Fast to Your Dreams and Aspirations -"

13:45

国際教育教員研修会 報告会　

テーマ：「世界の未来像に向けて若者を準備させる理想的な学校のあり方を考える」

Sharing the Roundtable Discussion on International Education
Theme: "Ideal School that can Prepare Young People for the World of Tomorrow "

13:55
午後のオープニング  チアリーディング

Afternoon Session Starts with CHUO Cheer Leading Club Celebrating 

14:00-15:00
姉妹校のパフォーマンス10組

Performances of Traditional Cultures: Dances, Musics, Songs and Videos the 10 Schools

15:00 フォーラムテーマソング全体合唱　Forum Theme "WINDS FOR OUR FUTURE"

15:15 終了　Forum Ends

Forum day Schedule

日程：2019 年 8月31日（土）　Dates: August 31, 2019
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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：2019 年 8月25日（日）～9月2日（月）　Dates: August 25 to September 2, 2019

月日　曜日 時間 内　容  Contents

8.25
日
Sun

終日
Allday

盛岡到着
ホストファミリーと対面、初日

Delegates' Arrival in Morioka

8.26
月
Mon

午前
AM

歓迎会
HRビジット

Welcome Ceremony 
Home Room Visits

午後
PM

研修 Orientation

8.27
火
Tue

午前
AM

フィールドワーク Field work

午後
PM

体育 Physical education

8.28
水
Wed

午前
AM

フィールドワークまとめ Field work Review

午後
PM

浴衣体験
茶道体験

Relaxing Time in Yukata
Tea Ceremony

8.29
木
Thu

午前
AM

研修 Preparation for Presentation

午後
PM

研修
教員交流会（教員のみ）

Orientation
Roundtable Chat (teachers only)

8.30
金
Fri

午前
AM

研修 Preparation for Presentation

午後
PM

リハーサル
国際教育教員研修会（教員のみ）

テーマ：「世界の未来像に向けて若者を準備　
　　 させる理想的な学校のあり方を考える」

Rehearsal
Roundtable Discussion on 
International Education
 (teachers only)

Theme: "Ideal School that can 
Prepare Young People for the World 

of Tomorrow "

8.31
土
Sat

終日
Allday

「第 21回 CHUO国際教育フォーラム」
午前の部　開催

The 21st Chuo International 

Education Forum

17:00  After Party at
Hotel NEW WING

「第 21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〈ニューウイング〉） 

ホームステイ

9.1
日
Sun

終日
Allday

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

9.2
月
Mon

帰国
AM

各国出発～帰国 Delegates’ Departure from Morioka 

the 21st CHUO International Education Forum Schedule

第21回CHUO国際教育フォーラム開催期間日程
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The 21st Chuo International Education Forum is 
being held on today August 31st, 2019. It is an exciting 
event which gives us courage every year.

 Morioka Chuo High School has been working hard 
in the area of international exchange for 20 years. This 
Forum is a unique event which is held only at Morioka 
Chuo High School. Starting in February, our committee 
started to prepare for, followed the traditions of former 
forums, and worked very hard to make it the best forum 
ever.

 The theme of this year is “Think Globally and Act 
Locally -Transforming our world using the SDGs”. The 
Sustainable Development Goals (SDGs) were adopted at 
the United Nations Summit. We decided to divide students 
into groups to discuss three topics: Aging society, Child 
poverty, and Women’s participation in society.

 Nowadays, the world we live in is faced with many 
kinds of problems. Some people might be feeling anxious 
and be worried about how long they can live in the future. 
Even someone who looks very happy and peaceful might 
feel sad inside. It seems that these problems are really 
hard to solve, but if we think seriously about them and 
take action, we may be able to help someone and change 
things.  It is time for us to stand up and take action. 

 This week, students from sister schools and 
Chuo had a discussion with each other based on their 
values. We hope the young people here will go beyond 
language barriers and cultural differences, and come 
to understand and respect each other through this 
international forum. I hope this forum will get you to 
start thinking.

 In conclusion, it is a great honor to welcome 
everyone from our sister schools overseas. I am deeply 
grateful to everyone who has helped to put on the 21st 
International Education Forum.

　第 21 回目を迎える「CHUO 国際フォーラム」が
2019 年 8 月 31 日に開催されようとしています。
　これまで 21 年間続いてきたこの討論会は、長年、
国際教育に力を入れて来た盛岡中央高校にしかでき
ないものです。先輩方が作り上げてきたこの伝統を
受け継いできました。そして、より良いものとなる
ように私たちは、2 月から本格的にフォーラムに向
けた活動を始め、今日まで努力してきました。
　今年は「Think Globally act locally -Transforming 
our world using the SDGs 〜地球規模で考え、地域
に貢献しよう。－ SDGs を活用し世界を変えよう－」
というテーマのもと、「高齢化社会」、「子どもの貧困」、

「女性の社会進出」の３つのグループそれぞれの視点
から持続可能な社会について考えていきます。
　現在、世界は様々な課題、問題に直面しています。
中には、明日があるのだろうかと、不安の中生きて
いる人、逆に、何不自由なく幸せそうに見えて実は
心の中につらい思いを抱えている人がいるかもしれ
ません。これらは、私たちが本気で考え、行動すれば、
もしかしたら少しでも誰かの力になったり、何かを
かえたりするができるかもしれません。そして今こ
そ私たちが立ち上がるときなのです。　
　世界中から集まってくださった姉妹校の生徒と私
たちは、それぞれの文化や価値観に基づき、何度も
意見交換を行いました。このフォーラムを通して言
語の壁、そして国や文化を越え、本当の意味でお互
いを理解し、尊重しあえる関係を築き上げることが
できたと思っています。またこのフォーラムがあな
たに考えるきっかけを与えられたら幸いです。
　最後になりますが、今年も世界中から姉妹校の生
徒や先生方をお迎えし、「第 21 回 CHUO 国際教育
フォーラム」を盛大に開催できることをとても嬉し
く思うのとともに、これまで一緒に作り上げてきて
くれた仲間、そして携わってくださった方々に心か
ら感謝申し上げます。

自分たちから行動する

Ayaka Miyamoto, Chairperson of the 21st CHUO International Education Forum Student Organizing Committee

Let’s Take Action

フォーラム実行委員長　特進Ｚコース３年　宮本  彩加

OPENING ADDRESS　ご挨拶
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“Think Globally, Act Locally” was a phrase coined by Rene 
Dubos, an American environmentalist in the 1960s.  “Think on 
a global scale, act in your community”, was said in a speech by 
Mikio Takagi of the Nichinoken educational training company 
at the UNESCO World Conference for Sustainable Development 
held in Japan in 2014.

I think that we can find truth by thinking deeply, and on a 
global scale, about the future and about matters such as peace 
for humanity.  When dealing with issues such as the happiness of 
all people on the earth, thinking globally leads to balanced and 
useful decisions.

However, when it is time to take action, we cannot start out 
on a global scale.  We need to start at the place we are – in our 
studies and work – and achieve some results.  If we only think 
dreamily about the world and pay no attention to reality, we 
will not accomplish anything.  We need to start out with small 
actions, and then move on to bigger things.  If we continue to do 
this, we will soon be able to change the world.  Young people 
have the ability to do this.  The world is waiting for great people 
who can accomplish great things.

I would like to extend a very warm welcome to everyone 
present today – the teachers and students from 15 countries and 
regions, our guests from Iwate and other prefectures, and parents 
of students.  I greatly appreciate your coming to the 21st 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 this year 
is a special 21st Forum.  We have been able to hold the forum so 
many years due entirely to the support of everyone at our sister 
schools, the help of everyone involved, and the support of our 
community.  Thank you very much. 

The theme of this year’s Forum is based on the 17 goals and 
169 targets in the United Nations’ “Transforming Our World: The 
2030 Agenda for Sustainable Development”, which was adopted 
by the General Assembly in September 2015.  The three topics 
we chose are: “Aging Society”, “Child Poverty”, and “Women’s 
Participation in Society”.  The students at the Forum will think 
about these problems and discuss what action steps they can take 
to start to solve them.  In an age of globalization, it is important 
to respect diversity rather than uniformity.  I want this Forum 
to be an opportunity for everyone from around the world at 
this event to learn together about these problems, to search for 
solutions, and to thus become leaders who will bring about a 
peaceful world .

At this year’s Forum, we will present Certificates of 
Appreciation to Le College Sainte-Anne de Lachine in Canada 
and to the University of Kang Ning in Taiwan, both of which 
have been sister schools of ours for 10 years.  In addition, we 
welcome Impington Village College, our new sister school in 
England, which will be participating in the Forum for the first 
time.

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.

　「シンク・グローバリー、アクト・ローカリー」ということばは、
1960 年代にアメリカの環境学者ルネ・デュボス（1901 〜 1982）が
提唱したとされています。「地球規模で考え、地域で行動せよ」とい
うスローガンは、2014 年に日本で開催された「持続発展教育（ＥＳＤ）
に関するユネスコ世界会議」で日能研の高木幹夫代表もお話しされ
ています。
　思考する・思索する、頭の中で考える、未来とか人類の平和を願
うなど、世界全体のスケールで考えることから本当の真理が見いだ
されるものと思います。全人類の幸せというような問題も、大きな立
場から考えていくことによりバランスのとれた、自分も他の多くの人も
納得できる結論を見いだすことができるようになります。
　しかし、具体的なこととなると、いきなり世界的な規模でというこ
とにはなりません。世界を意識しながらも、今の自分のいるところで、
勉強や仕事などで何らかの成果を出していかなければなりません。
世界を夢見るあまり現実をおろそかにすると、悲惨な結果になって
しまいます。一つ一つ行動を積み重ね、成功を体験することで次の
より大きな立場での挑戦につながります。それを繰り返すことで、や
がては世界を動かす立場になることもあるでしょう。若い皆さんはそ
の可能性を持っています。世界はそのような大きなスケールの人物を
待っています。
　さて、本日はお招きいたしました世界 15 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 21 回 CHUO 国際教育フォーラムにお
出でくださいました。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
外から参加国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、今回は第 21 回
の開催となります。20 年以上の長きに渡り継続できましたのも、偏
に姉妹校の皆様、多くの関係者の皆様、地域の支えがあったれば
こそと深く感謝申し上げます。
　テーマの中にあります SDGs は、2015 年 9 月の国連総会で採択
された『我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェ
ンダ』に提示された 17のゴール・169 のターゲットから構成されてい
る具体的行動指針です。今回は、この中から 3 つのテーマ「高齢化
社会」、「子供の貧困」、「女性の社会進出」について、10 代の社会
的な責任とは何かを考えつつ、どのように取り組むべきか、どのよう
な行動ができるかを議論してまいります。グローバル化社会の本質は、

「画一性」ではなく「多様性」の尊重にあります。世界各国から参加
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、カナダのコレージュ・セイント・アン・
ラシーヌ、台湾の康寧大学への姉妹校締結 10 年の感謝状の贈呈
もあります。イギリスの新姉妹校インピントン・ビレッジ・カレッジは
初めての参加となります。今後ともよろしくお願いします。
　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。

「地球規模で考え、地域に貢献しよう。-the SDGsを活用し世界を変えよう-」
Kenji Chiba,  Principal of Morioka Chuo High School

Think Globally, Act Locally – Transforming Our World Using
the Sustainable Development Goals

盛岡中央高等学校  校長　千葉　研二

WELCOME ADDRESS　ご挨拶
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　おはようございます。本日は、第 21 回国際フォーラムの基調講演
の演者としてお招きいただき、ありがとうございます。盛岡中央高校
の姉妹校ネットワークの一員として、皆様の前でお話しさせていただ
くことを大変光栄に思います。
  
　私は今、非常に大きな責任を感じています。これから始まるこの
フォーラムに向けて、皆様の前向きな気持ちを引き出すことのできる
基調講演をしたい、という思いに加え、教育者として、若者の熱意を
引き出し、若者を鼓舞し、若者に可能性を与えるという、社会で最も
重要な役割の1つを担っているということに責任を感じているのです。
  これからの 21 年間、そしてその先の時代に私達を待ち受ける数々
の難問について考えると、非常に心が痛みます。そうした難問には
次のようなものがあります。

• 危機的な気候変動
•プラスチックの使用と、その環境への悪影響
• 貧富の格差
• 不安定な世界平和
• 情報通信技術の使用拡大と、技能の不足から生じる発信者・
　受信者間の不信感
• 脆弱な民主主義 – フェイクニュースとそれに伴う信用の崩壊 
• 協力関係や助け合いの精神を蝕むナショナリズムの台頭
•人口危機とその結果として生じる食料、住宅、教育、医療等、  
　資源の不足に伴う確執

 
　多方面から人類に降りかかる大きな驚異について伝えようと、ソー
シャルメディア上では様 な々キャンペーンが立ち上げられています。そ
してその多くは、人 に々衝撃を与える事によって行動を起こさせようと
するものです。しかし、そうしたショック心理を利用した方策は功を
奏さないばかりか、逆効果であることを示唆する心理学の研究があ
ります。また、そうしたキャンペーンで用いられている手法は、人々が
既に知ってはいるものの、敢えて避けて通ってきたことを浮き彫りにす
ることで危機感を煽るというものではなく、行動よりも考え方を改めさ
せることに重点が置かれているため、そこから発せられるメッセージ
は短絡的で、特に若い人達への影響力が小さいものとなっています。
 
　目に見えて明らかな効果を得るには、否定的な感情ではなく、肯
定的な感情に訴え、例外的な事象ではなく、社会規範に焦点を当
てたキャンペーンや教育プログラムを実施することが必要です。また、
新たな行動様式を確立し、目的を持って変革を実現するには、ユー
モアを交えて真実を伝えることや、時には皮肉を用いることも必要で
す。そのために私達にできる事と言えば、思いやりと尊敬とやる気に
満ちた学習体験の場を提供すること、つまり本日の教育フォーラムの
ような機会を創ることなのです。
  
　インピントン・ビレッジ大学は 1991 年に創立された国際バカロレ
ア (IB) ワールドスクールで、IB 認定校としての使命を日々の教育の
中心に据えています。IB 認定校の使命とは、多様な文化に対する
理解と尊重の精神を通して、より良い、より平和な世界の構築に貢
献することのできる探究心、知識、思いやりに富んだ若者を育成する、
というものです。

「地球規模で考え、地域に貢献しよう。-the SDGsを活用し世界を変えよう-」

Good morning and thank you for inviting me to deliver the 
keynote speech for this 21st International Forum.  This invitation 
is an honour and as a new member of the Sister Schools Network 
with Morioka Chuo High I am delighted to be able to be here 
with you today. 

 
I also feel a tremendous sense of responsibility, not just in 

delivering a speech that I hope you all find sets an inspirational 
tone for the day ahead, but also through the work we do as 
educators in enthusing, inspiring and enabling young people; it is 
one of the most important roles in society.   

It is very easy to be apprehensive about the challenges that 
face us over the next 21 years and beyond: 

• Climate crisis 
• Use of plastics and their detrimental impact on the 

environment 
• Inequality of wealth 
• Instability of global peace 
• Proliferation of the use of Information and Communication 

Technology and the mistrust between different poles of the 
skills gap 

• Undermining of democracy – fake news and the inherent 
breakdown of trust 

• Rise of Nationalism to the detriment of collaboration and 
partnership 

• The population crisis and resultant discord at the lack of 
resources such as food, housing, education and medical care 

 
As a way to communicate the colossal threats we are 

facing from multiple sides we have seen a rise in social media 
campaigns with the aim of shocking us into action – but 
psychology research indicates that shock tactics do not work, and 
they can be counterproductive.  Instead of creating a sense of 
panic us they tell us more of what we already know but choose 
to avoid, they seek to change our attitudes but not our behaviours 
meaning that their message is transient and the least affected 
group of these types of campaigns, young people. 

 
In order to have a demonstrable impact we need campaigns 

and education programmes that focus on positive emotions 
rather than negative, that highlight the social norms rather than 
the aberrant exceptions and use humour, truth and even irony to 
establish new behaviours and effect a purposeful change.  We 
can support this with a compassionate, respectful and inspiring 
education experiences – experiences such as this education 
forum. 

 
Impington Village College has been an International 

Baccalaureate World School since 1991 and we place the 
Mission of the IB organisation, at the heart of all our students’ 
day to day experience.    That mission being to: develop 

持続可能な社会を創造するためにティーンエイジャーが担う社会的役割

Simon Warburton – Assistant Principal/Director of Projects, Impington Village College, reading for Principal Ryan Kelsall

Social responsibility of teenagers for creating a sustainable society

インピントン・ヴィレッジ・カレッジ  校長 ライアン・ケルソール （代読 副校長  サイモン・ワーバートン）

KEYNOTE SPEECH　基調講演
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inquiring, knowledgeable and caring young people who help to 
create a better and more peaceful world through intercultural 
understanding and respect. 

 
We make sure that all 1400 IVC students take part in 

Creativity, Activity and Service by providing over 60 activities 
for all students to choose from each year.  Our service strand 
enables us to send students to care homes to talk and engage with 
the elderly, support the learning activities in our local primary 
schools and raise money for charities based in and around 
Cambridge.  Our students are organised into Houses – Turing 
House (after Alan Turing) supports Centre 33 – a support service 
aimed at providing physical, mental and financial support people, 
Wallenberg House (after Raoul Wallenberg) supports Blue Smile 
– a mental health support group for young people. Parks House 
(after Rosa Parks) supports Jimmy’s Shelter – a organisation that 
provides shelter to the homeless in Cambridge and Keller House 
(after Helen Keller) supports East Anglian Childrens’ Hospice 
– a service supporting families with children experiencing life 
threatening illnesses.  

 
In order to develop compassion, we should encourage 

students to experience situations we hope they never have to 
revisit – our service strand seeks to highlight the importance 
of putting others first above ourselves and we want it to be an 
experience that students reflect throughout their lives. 

 
You will have no doubt heard about the actions of the recent 

climate action strikes stemming from the Friday demonstrations 
of Greta Thunberg – a wonderful example of how one person, 
one young person can make a stand and make communities 
take notice.  Our College supported students’ wishes to strike – 
we saw it as evidence of students embodying the IB mission of 
caring about wanting to make the world a better place.  Greta 
Thunberg has certainly inspired our students but thankfully 
there are other examples of young people standing up to make a 
difference.  How many of you have heard of Zero Hour?  

A project set up by two teenagers, Jamie Margolin and Elsa 
Mengisto, who met up over Instagram.  They led hundreds of 
students on a climate march in Chicago a year before Greta 
Thunberg.  Or how about Amika George?  Two years ago, 
Amika led a gathering of over 1000 students at Downing Street 
protesting at period poverty – British schoolgirls missing school 
due to not being able to afford sanitary towels – something that 
should not happen anywhere but particularly in a developed 
country.  Amika’s actions has led to significant changes in 
Scotland and Wales but not other parts of our Union...just yet. 

 
Earlier I mentioned Helen Keller – the inspiration behind our 

Keller house.  
Over an amazing life she said many wonderful things but two 

 　インピントン・ビレッジ大学の1400 人の学生は全員、教育プロ
グラムの一貫として、毎年提供される 60 種を超える活動の中から選
択する形で、「創造的な活動」「身体的活動」「奉仕活動」に参加す
ることが義務付けられています。「奉仕活動」では、高齢者施設で
お年寄りと話をしたり触れ合ったりすることや、地元の小学校で子ど
もたちの学習を手伝うこと、ケンブリッジやその周辺を基盤とした慈
善活動のための募金を行うことなどをしています。また、学生は皆、

「ハウス」と呼ばれるグループを構成し、ハウスごとに奉仕活動を行っ
ています。アラン・チューリングに因んで名付けられた「チューリング
ハウス」が支援しているのは「センター 33」で、身体的、精神的、
経済的支援を必要とする人々に対する支援活動を行っています。ラ
ウル・ワレンバーグに因んだ「ワレンバーグハウス」は若年者向けの
メンタルヘルスを支援する「ブルースマイル」を支援しています。ロー
ザ・パークスに因んだ「パークスハウス」はケンブリッジのホームレス
に住まいを提供している組織、「ジミーズシェルター」を支援してい
ます。そして、ヘレン・ケラーに因んだ「ケラーハウス」は、イースト
アングリア小児専門病院で、命に関わる病を抱えた子供を持つ家庭
を支援しています。
  
　思いやりの精神を育むためには、非常に厳しく、目をふさぎたくな
るような状況を学生が体験することを奨励しなければならなくなりま
す。私達が目指す奉仕の精神とは、自分よりも他人を優先するとい
うものであり、学生がそうした体験を生涯、心に留めることを私達
は望んでいるからです。
 
　皆様はきっと、気候変動に立ち向かうためにグレタ・トゥーンベリ
が金曜日に行っている抗議活動から派生した、学生によるストライ
キが最近、広がりを見せていることについてご存知だと思います。こ
れは一人の人間が、それも若者が立ち上がり、社会の注目を集める
ことに成功したという、素晴らしい事例です。インピントン・ビレッ
ジ大学では、学生がストライキを起こすことを望めば、それを支持し
てきました。こうした学生の要望を、「世界をより良い場所にしようと
心を砕く」というIB の使命を、学生が体現しようとしている証拠だ
と見なしているからです。
　インピントン・ビレッジ大学の学生を奮い立たせたのは確かにグレ
タ・トゥーンベリですが、頼もしいことに、変革を起こそうと立ち上がっ
た若者の例は他にもあります。「ゼロ・アワー」について聞いたことが
ある、という方はいらっしゃるでしょうか。「ゼロ・アワー」はインスタ
グラムを通して知り合った 2 人のティーンエイジャー、ジェイミー・マー
ゴリンとエルサ・メンジストが立ち上げたプロジェクトです。2 人はグ
レタ・トゥーンベリのストライキの1 年前に、シカゴで数百人の学生を
率いて気候変動に立ち向かうためのデモを行いました。また、アミカ・
ジョージという学生も行動を起こしました。２年前、アミカは女子生
徒の貧困について訴えるための集会をダウニング街で開き、そこに
は 1000 人を超える学生が参加しました。イギリスには貧困が原因
で生理用品を購入することができず、学校を休まざるを得ない女子
生徒がいるという現状に着目したものです。現代の先進国において、
あり得ないと思われるような状況が、実際にあったのです。アミカの
活動によって、スコットランドとウェールズでは大きな改善が見られま
した。しかし英国の他の地域ではまだ成果が得られていません。
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of her many quotes pertain well to this forum; 
 
“I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but 

still I can do something; And because I cannot do everything, I 
will not refuse to do the something that I can do.” 

 
“Although the world is full of suffering, it is also full of the 

overcoming of it.” 
 
I read, in last years’ Excelsior publication, that the students 

who took part in the first Internation Education Forum are now 
approaching their 40th year.  

What an amazing legacy.  We look to you to have even more 
impact over your next 21 years.  The threats facing this planet are 
many and we are most certainly reaching, if not already beyond, 
a tipping point, but I have faith in your inestimable capacity to 
do good and make the world a better place.  

Throughout this week you will have learned a great deal 
about sustainable goals, discussed ways in which you can make 
a difference locally and further beyond.  Let me please give 
you some final thoughts, upon which you can reflect, that will 
hopefully provide that little bit of extra encouragement; 

 
1. Leadership is a behaviour and requires discipline and 

integrity – no one will hear your message if you say it in 
the wrong way or undermine it by your actions 

2. Be in command of your brief – you need knowledge and 
a convincing argument to win over dissenters and make 
them change their behaviours 

3. Develop your art of passionate but courteous discourse 
– be respectful in your interactions but steadfast in your 
convictions  

4. Be positive, humble yet impatient and demanding – when 
you do not see the leadership you want from your leaders – 
you change them from within. 

 
In closing, I wish you all the very best for yours, and our 

collective futures.  I would like to thank the following people 
for their involvement in this wonderful conference and our first 
invite. Mr. Masaharu Tatsuzawa, Chairman of the Board of 
Trustees, Tatsuzawa Education Group and Mr. Kenji Chiba, 

Principal, Morioka Chuo High School and our distinguished 
guest, Mr. Makoto Taniguchi Former Ambassador to the United 
Nations.   

 
I hope you all have a wonderful conference.

 　先ほど、私はケラーハウスの名前の由来となったヘレン・ケラーの
話をしましたが、彼女はその驚異的な生涯の中で、素晴らしい名言
をたくさん残しました。中でも本フォーラムに非常にふさわしいもの
が 2 つあります。

　その1 つは、「私はたった一人の人間でしかありません。しかしそ
れでも一人の人間です。私は万能ではありません。しかし出来ること
があります。そして、万能ではないからこそ、私は、出来ることを拒
みません」というものです。
 
　もう１つは、「世界は苦しみに溢れています。しかし、それに打ち
勝つことでも溢れています」というものです。
 
　学生が参加する国際イベントである本教育フォーラムの第 1 回大
会が開催されてから、間もなく40 年になる、ということを伝える記
事が「エクセルシア」の昨年号に掲載されていました。本フォーラム
には驚くべき歴史があるのです。今、ここにお集まりの皆様が、今
後 21年間の世界に、より大きな貢献をされるよう期待しています。今、
地球は多くの危機に直面しており、転換点を超えてはいないとしても、
そこに近づいていることに疑いの余地はありません。それでも私は、
皆様が、皆様の持つ計り知れない能力を駆使して、地球のために良
い行動を起こし、地球をより良い場所に変えていかれることを、信じ
てやみません。この一週間を通して、皆様は持続可能な目標につい
て多くを学び、地元やその他の地域において、どうすれば変革をも
たらすことができるのかについて、話し合われることと思います。最
後に、私の考えの要点を幾つかお伝えします。それらが皆様の心に
残り、皆様を少しでも勇気づけられるものとなってくれることを願って
います。

1. リーダーシップとは行動そのものであり、規律と品格が必要です。
間違った言葉や不誠実な行為によって、伝えたいメッセージを聞
き入れてもらえなくなる場合があります。 

2. 自分の信念を正しく伝えられる人になってください。相手を論破し、
相手の行動を変えさせるには、知識と説得力のある議論が必要
です。

3. 熱意に満ち、かつ、礼儀正しい話し方をする術を身に付けてくだ
さい。相手には敬意を払って対応しつつも、確固たる信念を曲げ
てはいけません。

4. 前向きで謙虚であることが必要ですが、我慢をしすぎず、要求度
を高く維持することも大切です。リーダーがリーダーシップを十分
に発揮していないと感じる場合は、内側からリーダーを変革させ
てください。

 
　最後になりましたが、皆様一人一人と私達皆の将来が明るいもの
となることを願ってやみません。 また、この素晴らしいフォーラムへ
のご協力と私たちの招待について、龍澤学館の龍澤正美理事長、
盛岡中央高校の千葉研二校長、そして本日のゲストである国連前大
使の谷口誠様に心より感謝します。
　本大会が素晴らしいものとなりますよう、お祈りしております。
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1. Firstly, I would like to congratulate Morioka Chuo High 
School for holding the 21st CHUO International Education 
Forum.  I attended this forum every year when I was President 
of Iwate Prefectural University, and I clearly remember the 
student presentations which were given in English.  I also 
remember being surprised at the orderly and respectful manner 
in which Morioka Chuo students stood to listen to my one-
hour speech in the gym.  I asked their teachers to have them 
sit down, and I clearly recall watching them as they listened 
to my lecture.  I think that it is wonderful that Morioka Chuo 
High School focuses on both studies and sports – sending out 
graduates who are active both in the world of sports and in 
global organizations – and I hope that this school will continue 
to do so.

2. I myself also believe that it is important to educate students 
to be active on the global stage, so I established the Nitobe 
International School in Iwate.  We started our 11th year of 
classes on August 3 of this year, which several students from 
Morioka Chuo High School attended.

3. The reason why I started the Nitobe International School in 
Iwate is due to my life experience.  

Unlike the students here, I did not grow up in a peaceful era.  I 
grew up during World War II and was forced to stop studying 
at school when I was in the 2nd year of middle school because 
of student mobilization for the war effort.  I was sent to work 
as a lathe operator in the Osaka Artillery Factory, where I 
worked for 2 years until the end of the war on August 15, 
1945.  On August 14 – the day before the end of the war – the 
factory was destroyed by carpet bombing by American B29s, 
and I almost died.  I will never forget this experience, as it 
showed me the true face of war.  It led me to the belief that 
Japan must never fight in a war again.  

4. Even though I had to go through these dark times when 
I was a child, I am optimistic by nature and I always had 
“dreams and aspirations”.  My dream was to be active on 
the international stage like Inazo Nitobe, a diplomat from 
Iwate.  Mr. Nitobe was the first Japanese person to be Under-
Secretary General at the League of Nations.  The United 
Nations – which is the successor to this organization – works 
to maintain peace around the world.  Since the time that I was 
as young as you students, I had a “dream and aspiration” to 
work – in the future – at an international organization like the 
United Nations.

5. I did the best I could to work towards my “dream and 
aspiration”.  Life is not easy, and it is not easy to achieve one’s 
“dreams and aspirations”.  Achieving high-level “dreams and 
aspirations” requires extreme effort and perseverance, but I 
think that working hard to achieve your goals gives meaning 
to your life.

6. I did not start off on an elite course in life, but rather walked 
a difficult path to where I am now.  Some lucky and talented 
people quickly enter a top university and soon find good 
jobs.  I saw many people like this when I was in the Japanese 
Foreign Service, but I often doubted whether these people on 
the elite-course were doing useful jobs in which they were 
truly contributing to society.

１. まず最初に岩手県の伝統ある盛岡中央高等学校が第 21 回国際
教育フォーラムを開催されることに心からお祝いを申し上げます。
私は岩手県立大学の学長をさせていただいた時に、毎年盛岡中
央高等学校を訪問させていただき、英語で講演した事をよく覚
えています。そして盛岡中央高等学校の学生さんは規律正しく、
礼儀正しく、体育館で立ったまま、私の１時間程の講演を受ける
のに驚きました。そこで先生にお願いして座って私の授業を受け
るようになったことを今でも鮮明に覚えています。盛岡中央高等
学校は文武両道で、グローバル人材を養成し、またスポーツで
も海外で活躍する人材を輩出しておられることは素晴らしいこと
でこの伝統はますます発展させて下さるよう期待しています。

２. 私もこれからの日本はグローバル人材の育成が必要だとの信念か
ら、岩手県で「新渡戸国際塾」を設立し、去る８月３日に第 11
回目の塾を開催し、盛岡中央高等学校からも数名の学生さんに
参加していただきました。

３. 私のように全く岩手県に関係のなかった人間が岩手県で「新渡戸
国際塾」をはじめたのは次のような私の経験にもとづいています。

　 私は皆さんのように平和で恵まれた時代に育ったわけではありま
せん。私は第二次世界大戦中では旧制中学の２年生の中頃から
２年近く学徒動員で、１９４５年８月１５日の終戦の日まで大阪砲
兵工廠で日夜旋盤工として働き、とても勉強どころではありませ
んでした。そして終戦の前日の８月１４日には、大阪砲兵工廠は
米軍の爆撃機Ｂ２９の絨毯爆撃により壊滅的被害を受け、“九死
に一生”を得ました。これは私にとって一生忘れ難い経験であり、
戦争とはこういうもので日本は二度と戦争をしてはいけないとい
う私の信念の原点はこの経験に基づいております。

４. このような暗い少年時代を過ごさざるを得なかったにも拘らず、
私は本来性格的に楽観的で常に「夢と希望」をもっていました。
私の夢は岩手県の生んだ新渡戸稲造さんのように国際的に活
躍したいということでした。新渡戸さんは当時の国際連盟（the 
League of Nations）の日本人初代の事務次長として活躍されま
した。時代は変わって現在では国際連合（the United Nations）
が、世界の平和維持機構として存在しています。私は皆さんのよ
うな若い頃より、将来は国際連合のような国際機関で働きたいと
いう「夢と希望」を持っていました。

５. この「夢と希望」を実現するために、私なりに努力してきたつもり
です。世の中は決して甘いものではなく、「夢と希望」を実現す
ることは決して容易なことではありません。特に高いレベルの「夢
と希望」を実現するためには大変な努力と忍耐を必要とします
が、私は自分の目指す目標に向かってコツコツと努力をすること
に人生の意義があると考えています。

６. 私はどちらかというと、いわゆるエリート・コースを歩んできたわ
けではなく、かなり苦労して「遠回りの人生」を歩んできたと考
えています。世の中には恵まれた優秀な人がいて、最短コースで
一流大学に入り、優秀なコースを歩んできた人もいます。私の外
務省時代の同僚にもそのような人達が多くいましたが、私はその
ようないわゆる最短距離の優秀なエリート・コースを歩んできた
人達が世の中で本当に社会的に貢献し、役立つ仕事をしてきた

「若い諸君への期待」 ̶ 夢と希望をもとう ̶

My Hopes for the Young People Here Today
- Hold Fast to Your Dreams and Aspirations -

盛岡中央高等学校特別教育顧問・新渡戸国際塾塾長
元国連大使・元岩手県立大学学長 谷口　誠

Makoto Taniguchi,  Special Educational Advisor to Morioka Chuo High School and Head of 
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7. You will probably have many twists and turns in your long 
lives, with both fun and difficult times.  Do not become 
discouraged if you fail once or twice.  It is important to learn 
from your failures and to use the things you learn to become 
stronger.  The world in which you live is becoming more 
unstable, and it may be difficult to be optimistic about the 
future.  The future of globalization is in doubt because of the 
Trump administration, and increasing divisions in international 
society which we can see in the breakdown of NAFTA and in 
Great Britain’s withdrawal from the European Union.  There 
is also the trade war between the U.S. and China and friction 
between Japan and South Korea.

8. I want students from Iwate to try to deal with these problems 
by going overseas, experiencing many things there, and then 
coming back to Iwate to contribute to Japan’s development.  
Inazo Nitobe, the diplomat from Iwate who said “I want to 
be a bridge across the Pacific”, went to America in the past to 
work to improve relations between Japan and the U.S.  Now, 
in the 21st century, we need people to act as bridges between 
Japan and the rest of Asia, which is experiencing dynamic 
development.   
　Please try to become individuals who can contribute to society, 

instead of just seeking personal gain.
 
9. In conclusion, I want to say the following three things to the 

young people here today.

1) Become workers who can succeed in an era of globalization.
　At present, globalization is experiencing a number of setbacks, 

but it is likely that globalization will continue to progress in 
some form.  As a result, I want you to explore and learn about 
the world while you are young, instead of just staying in 
Japan.

2) In order to do this, I want you to learn English of course – 
since it is the common language in the world today – but also 
to learn Chinese and Korean as these countries are close to 
Japan.

3) I have learned from my experience in life that one needs “luck, 
a relaxed attitude, and perseverance” to succeed in life.  You 
must persevere even if you fail at something once or twice 
in life.  I myself have also failed at things in life, but I was 
usually glad that I kept on trying instead of giving up.  Many 
unexpected things happen in life, so it is important to have 
a relaxed attitude instead of getting nervous about things.  
Brilliant people who are too wound-up cannot communicate 
effectively with people from the 193 different developed and 
developing countries - in places like Africa, Latin America, 
and in communist areas - in organizations such as the United 
Nations.  It is necessary for us to listen carefully to the 
problems and difficulties of people from these places and to 
try to understand their situations.  I think that people in the 
Tohoku region of Japan – where Iwate is located – are not 
flamboyant, but that they are perseverant and hard working.  
People like this are a good fit for working at the United 
Nations and in developing countries in places such as Africa 
and Latin America.
　I hope that Morioka Chuo High School will continue to 

develop its international programs and that the young people 
here will continue to grow as individuals.

か疑問に思うことも多 あ々りました。

７. 若い春秋に富む皆さんにも、長い人生には紆
う

余
よ

曲
きょく

折
せつ

があり、楽
しいこともつらいこともあるでしょう。一回や二回失敗しても、挫
けないことです。そして失敗から学び、その失敗を糧として強く
なることです。特にこれから生きてゆく世界は不安定化し、仲々
未来が見通せない世界かも知れません。グローバル化、グロー
バル化といっていた時代の先行きが米国のトランプ政権の下で
怪しくなり、また米国のＮＡＦ TＡ（北米自由貿易協定）の統合
の停滞、英国のＥＵ（欧州同盟）離脱など分断化が進行してき
ています。また、いわゆる“米中貿易戦争”や“日韓問題”も出
てきました。

８. しかし、岩手の若い諸君はこういう動きにチャレンジして岩手県
だけに留まらず、海外に出て色 な々経験を積んでまた岩手県に、
日本に帰って日本の発展に寄与してほしいと思います。新渡戸
稲造さんも「われ太平洋の掛橋とならん」として米国に飛び出し、
当時の日米関係の改善に努力しました。時代は変わって、現在
は２１世紀に最もダイナミックに発展するアジアと日本との掛橋と
なる人材が必要となるでしょう。

　 そしてどうか、個人的な栄誉のみにとらわれず、社会に貢献でき
る人になる事を目指し進んで行って下さい。

９. 最後に結語として
　 若い諸君に特に申し上げたいのは次の３点です。

① グローバル化時代に生きる人材たれ
　 現在グローバル化はやや頓挫したような形となっていますが、形

は変わってもグローバル化の流れは変わらないと考えられます。
したがって若い諸君は内向き思考にならず、若い時はできれば
世界のどこでもよいから、日本を飛び出して学んでほしいと思っ
ています。

② そのためには、日本語のみならず国際公共財とも言うべき英語は
勿論のこと、隣国の中国や韓国の言葉も学んでほしいと思います。

③ 私の経験では人生を生き抜くには、“運・鈍・根”が必要だと思
います。一度や二度失敗しても諦めない根気で必要です。かく言
う私も失敗したことがありますが、諦めずに頑張ってよかったと
思うことが多 あ々りました。人生には色々予期せぬことが起こり
ますが、あまり神経質にならず、ある程度の鈍重さも必要です。
国際連合などでは先進国を含めアフリカ、中南米、共産圏の考
え方が異なった１９３カ国の人 と々交わって話し合うには、あまり
神経質でいわゆる線の細い秀才タイプの人では務まりません。そ
して彼らのかかえる悩みや苦悩を忍耐強く聞いてあげ、理解して
あげることが必要です。私の知るかぎり岩手県を含め東北地方
の人々は派手ではないが、忍耐強く粘り強いところがあると思い
ます。このような人達こそ国際連合やアフリカ、中南米などの開
発途上国の勤務に適していると思います。

　　このような観点からグローバル人材の育成をめざす盛岡中央高
等学校のますますの発展と若い学生諸君のご成長とご活躍を期
待しています。

「若い諸君への期待」 ̶ 夢と希望をもとう ̶ 今日を生きる若者が、明日の世界のために出来ること
GETTING TODAY’S YOUTH READY FOR THE WORLD OF TOMORROW

KEYNOTE SPEECH　基調講演

Nitobe International School, Former Ambassador to the United Nations and President of Iwate Prefectural University



第21回CHUO国際教育フォーラムのテーマは、「地球規

模で考え、地域に貢献しよう  -the SDGsを活用し世界

を変えよう-」です。

　SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続

可能な開発目標）」の略称です。

　2015年9月の国連総会で採択された[1]『我々の世界

を変革する： 持続可能な開発のための2030アジェン

ダ』（Transforming our world:the 2030 Agenda for 

Sustainable Development）と題する成果文書で示さ

れた具体的行動指針です。指針は持続可能な世界を実

現させるため17のゴール・169のターゲットから構成

されています。

　15の国と地域から参加する各国姉妹校生徒（約50名）

とCHUOフォーラム実行委員生徒発表メンバー（20名）

がこのテーマに基づき、2030年にむけての理想の学校

像を語り合い、創り上げることを目標とします。

The theme of the 21st CHUO International 
Education Forum is, 
“  T h i n k  g l o b a l l y  a c t  l o c a l l y  
-Transforming our world using the 
SDGs”.  
        We are aiming to create an image of ideal 

school in 2030 by gathering the ideas and 

opinions of 50 students from Chuo sister schools 

and 20 Forum committee members .  Each 

participant is to think about the theme based on 

the UN Sustainable Development Goals and to 

share your opinions with others.

What is the 2030 Agenda for Sustainable Development (the 

2030 Agenda)　SDGs ?

(1)The 2030 Agenda for Sustainable Development (the 

2030 Agenda) is a set of international development goals 

f rom 2016 to 2030, which was adopted by the UN 

Sustainable Development Summit held in September 2015 

building on the success of Millennium Development Goals.

(2)The 2030 Agenda listed “Sustainable Development 

Goals” consisting of 17 goals and 169 targets in order to 

eradicate poverty and realize a sustainable world. SDGs 

are universal goals applicable, not only to developing 

countries but also developed countries, and pledge “No 

One is Left Behind” through the implementation process.

外務省ホームページより

地球規模で考え、地域に貢献しよう地球規模で考え、地域に貢献しよう
-the SDGs を活用し世界を変えよう -

地球規模で考え、地域に貢献しよう地球規模で考え、地域に貢献しよう
-the SDGs を活用し世界を変えよう -

Think globally and act locally
- Transforming our world using the SDGs -

Focusing on aging society, child poverty, and women’s participation in society

Theme テーマ

高齢化社会、子供の貧困、女性の社会参画に注目して



1. NO POVERTY
　 End poverty in all its forms everywhere

1. 貧困をなくそう
　 あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

2. ZERO HUNGER
　 End hunger, achieve food security and improved
　 nutrition and promote sustainable agriculture

2. 飢餓をゼロに
　飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の
　改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する

3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING
　 Ensure healthy lives and promote well-being for 
　 all at all ages

3. すべての人に健康と福祉を
　あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、
　福祉を推進する

4. QUALITY EDUCATION
　 Ensure inclusive and equitable quality education
　 and promote lifelong learning opportunities for all

4. 質の高い教育をみんなに
　すべての人に包括的かつ公平で質の高い教育を提供し、
　生涯学習の機会を促進する

5. GENDER EQUALITY
　 Achieve gender equality and empower all women and girls
　

5. ジェンダー平等を実現しよう
　ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児の
　エンパワーメントを図る

6. CLEAN WATER AND SANITATION
　 Ensure availability and sustainable management
　 of water and sanitation for all

6. 安全な水とトイレを世界中に
　すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な
　管理を確保する

7. AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
　 Ensure access to affordable, reliable, sustainable
　 and modern energy for all

7. エネルギーをみんなに　そしてクリーンに
　すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ
　近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

8. DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
　 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 
　  full and productive employment and decent work for all
    

8. 働きがいも経済成長も
　すべての人のための持続的、包括的かつ持続可能な経済成長、
　 生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク（働きがいのあ
　る人間らしい仕事）を推進する

9. INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
　 Build resilient infrastructure, promote inclusive and
　 sustainable industrialization and foster innovation

9. 産業と技術革新の基盤をつくろう
　 強靭なインフラを整備し、包括的で持続可能な産業化を
　 推進するとともに、技術革新の拡大を図る

10. REDUCED INEQUALITIES
　   Reduce inequality within and among countriese

10. 人や国の不平等をなくそう
　     国内および国家間の格差を是正する

11. SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITITES
　   Make cities and human settlements inclusive, safe, 
       resilient and sustainable

11. 住み続けられるまちづくり
　    都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

12. RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
　   Ensure sustainable consumption and production patterns
        

12. つくる責任　つかう責任
　    持続可能な消費と生産のパターンを確保する

13. CLIMATE ACTION
　   Take urgent action to combat climate change and its impacts*

13. 気候変動に具体的な対策を
　    気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

14. LIVE BELOW WATER
　   Conserve and sustainably use the oceans, seas and
　   marine resources for sustainable development

14. 海の豊かさを守ろう
　    海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、
　    持続可能な形で利用する

15. LIVE ON LAND
　   Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 
　    ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification 
　   and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
　   

15. 陸の豊かさを守ろう
　    陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、
　    森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止
　    および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

16. PEACE, JUSTICE AND INSTITUTIONS
　   Promote peaceful and inclusive societies for sustainable
　   development, provide access to justice for all and build
　   effective accountable and inclusive institutions at all levels

16. 平和と公正をすべての人に
　    持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、
　    すべての人に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆる
　    レベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

17. PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
　   Strengthen the means of implementation and revitalize the global
        partnership for sustainable development

17. パートナーシップで目標を達成しよう
　    持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・
　    パートナーシップを活性化する

17 Sustainable Development Goals ／ 国連・SDGs 17のゴールとは
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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、
2018 年度の第２回さんさ甲子園も王者に選ばれま
した。

morioka's sansa dance
盛岡の「さんさ踊り」
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伝統芸能発表（順不同） ※演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.

Otumoetai College, New Zealand

Maori Haka
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　ハカ
　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

Bangkok Christian College, Thailand

Muay Thai, or Thai boxing, the most favorite 
martial arts of the Thai has been in existence for almost 
as long as the Thai themselves. Muay Thai is best 
known in the global community, especially among 
martial arts and boxing enthusiasts, for its various 
types of blows, and its coordinated utilization of 
all hard parts of the body with effectiveness and 
agility. Blows common to Muay Thai are forward and 
backward elbow strikes, knee strikes, swing and 
reversing kicks, and foot jabbing.

バンコク・クリスチャン・カレッジ／タイ

　ムエタイとはタイのボクシングでタイで親しま
れている武道です。ボクシングや他の武道愛好家
の間では世界的に有名です。

Blanche de Castille, France

We will start with a MENUET, a traditional 
French dance of the XVIIth century with a picture 
of Versailles palace in the background. Then, we 
will dance a ROCK (a contemporary dance) with a 
picture of the Louvre’s pyramid on the screen behind 
us.

　伝統的なフランスのダンス”メヌエットを 17
世紀のベルサイユ宮殿を背景にご覧ください。そ
の後ルーブル美術館を背景にロックを踊ります。

ブランシュ・ドゥ・カスティーユ／フランス

Colegio Ward, Argentina

In this four-minute video, the 21th Annual CHUO 
International Education participants will be able 
to see and understand what makes Argentina so 
diverse. Is it due to its blend of cultures and people, 
its variety of landscapes and weather, its different 
types of food and dances? Watch and learn about 
this amazing South American country.

　第 21 回 CHUO 国際教育フォーラムの参加者の
みなさまにアルゼンチンを理解していただくため
の紹介です。

コレジオ・ワード／アルゼンチン
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Ansan Gangseo High School, Korea

Playing a Korean folktale “Dangun Myth”
We will introduce Dangun mythology, the 

founding myth of Korea. The founding ideology of our 
country is well revealed in this tale.

神話劇　「檀君の伝説」（だんくん）
　檀君は、13 世紀末に書かれた『三国遺事』に
初めて登場する、伝説上の古朝鮮の王。韓国が形
成される元となった神話を劇にしました。

安山江西高等学校／韓国

Ta Quang Buu Secondary and High School, Vietnam

Our performance is traditional dance in the North 
of Vietnam. The folk song called “Beo dat may troi” 
(Water-ferns drift, clouds float...), showing the love of a 
couple who have to be far away from each other. 

　北ベトナムの民族舞踊を披露します。　　　　
　民謡は恋人同士が遠くに離れ離れになる運命を
歌ったものです。

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

Seaford Secondary College, Australia

Poem and Interpretive Dance
‘My Country’ is a poem about Australia, written 

by Dorothea Mackellar (1885-1968) while she was 
travelling in the UK and was homesick for Australia. 
She started writing the poem in London in 1904 and 
re-wrote it several times before returning to Sydney.  
Our performance is a reading of this famous poem 
that describes our country and an interpretive dance 
to accompany it. 

詩「My country」とダンス
　「My country」はオーストラリアのドロテア・
マッケラーがイギリスに旅に出たときにオースト
ラリアを恋しく思い書いた詩です。マッケラーは
1904 年にロンドンで詩を書き始め、シドニーに
戻るまえに何度も書き直しました。私たちの国を
表現する有名なこの詩にダンスの表現をつけてス
テージで発表したいと思います。

シーフォード・セカンダリー・カレッジ／オーストラリア

International Linguistic Scool, Russia

Song "Moscow Quadrille"
Song "Moscow Quadrille", composed by V. 

Temnov, is vivid, energetic, festive and inspiring. It 
descrives the dance which became popular in Russia 
at the beginning of XVIII century.

歌 Moscow Quadrille
　Moscow Quadrille は V.Temnov の作曲した
歌で、彼は明るく、たのしく、影響力がありました。
18世紀初めにロシアで人気があったダンスを歌っ
ています。

インターナショナル・リングイスティック・スクール／ロシア
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Okinawa Shogaku High School, Japan

We are going to perform traditional Karate 
kata, a set sequence of Karate moves. Accorfing to 
ancient Okinawa  legend, Karate has  its beginings 
of India with Buddist monk named Daruma. Please 
enjoy our performance.

　伝統的な空手の一連の型をお見せします。古代
沖縄の伝説によると空手の起源はインドのダルマ
という名の仏教僧にあると言われています。どう
ぞご覧ください。

沖縄尚学高等学校／日本

Impington Village College, U.K.
インピントン・ヴィレッジ・カレッジ／イギリス

　伝統的な南インド タミ・ナドゥ地方のインディ
アンダンス。ヒンドゥー教の神ガネーシャに捧げ
る祈りです。

Bharatanatyam – a traditional Indian dance from 
Tamil Nadu, South India

Pushpanjali, in Sanskrit means ‘offering flowers’. 
This is an invocatory dance piece dedicated to Lord 
Ganesha- the elephant headed God who is considered 
as the destroyer of all obstacles and is always prayed 
at the beginning of any auspicious occasion. This 
Pushpanjali is in raga Arabi, Adi Tala, a composition of 
Dr. BM Krishna.

昨年のフィンランドのパフォーマンス
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小林　陶子

髙橋　沙良

濱田　真衣

藤本　早智

川嶋　健吾

下川原彩乃

菊池　脩馬

〔順不同〕

野崎　桃子

竹ノ内桜芳

最上わかな

柏田　冬弥

兵沢風羽汰

小山田安季

都鳥　未遠

羽藤　香織

畠山　彩香

須賀　　光

林　　朋佳

小野寺夏帆

種田　伊織

夏井　悠希

藤原　衣里

赤坂　諒子

高橋　理子

及川　莉奈

田中　　萌

遠藤　　葵

森　　　雪

熊谷圭太郎

金野　琴音

森谷　　菫

横手　杏奈

関　　柚月

水吉　康太

藤原　和紀

丸山　　結

柾谷　美麗

Momoko Nozaki

Ouka Takenouchi

Wakana Mogami

Toya Kashiwada

Futa hyouzawa

Anri Oyamada

Mion Todori

Kaori Hato

Sayaka Hatakeyama

Hikari Suga

Tomoka Hayashi

Kaho Onodera

Iori Taneda

Yuki Natsui

Eri Fujiwara

Ryoko Akasaka

Riko Takahashi

Rina Oikawa

Moe Tanaka

Aoi Endo

Yuki Mori

Keitaro Kumagai

Kotone Konno

Sumire Moriya

Anna Yokote

Yuzuki Seki

Kota Mizuyoshi

Kazuki Fujiwara

Yui Maruyama

Mirei Masaya

Toko Kobayashi

Sara Takahashi

Mai Hamada

Sachi Fujimoto

Kengo Kawashima

Ayano Shimokawara

Shuma Kikuchi

宮本　彩加

髙橋　風子

川村　菜月

佐藤　朱鳥

十和田あゆみ

中島　亜季

藤原　琉衣

佐々木　寧

柴田　拓花

寺島　匠海

鎌田　健也

北田　　工

田中　美鶴

小野寺穂奈美

古舘　遥登

浦上　青花

高橋　那純

菅原　花梨

斎藤菜々子

八柳　透真

千葉凛々子

鎌田朋乃加

古川　鈴華

佐々木　宙

石母田　鈴

遠藤　紗樹

今野　夢月

中野　穂香

渡邊日菜子

髙田　莉子

Ayaka Miyamoto

Fuko Takahashi

Natsuki Kawamura

Asuka Sato

Ayumi Towada

Aki Nakajima

Rui Fujiwara

Nei Sasaki

Hiroka Shibata

Takumi Terashima

Kenya Kamata

Takumi Kitada

Misturu Tanaka

Honami Onodera

Haruto Furudate

Haruka Urakami

Nazumi Takahashi

Karin Sugawara

Nanako Saito

Toma Yastuyanagi

Ririko Chiba

Honoka Kamata

Suzuka Hurukawa

Sora Sasaki

Rin Ishimoda

Saki Endo

Mutsuki Konno

Honoka Nakano

Hinako Watanabe

Riko Takada

第21回CHUO国際教育フォーラム生徒実行委員（全67名）
The Student Executive Committee of the 21st CHUO International Education Forum 

委員長 副委員長 副委員長



 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. SMA Dwiwarna, Indonesia

 8. Collège Sainte-Anne de Lachine, Canada

 9. University of Kang Ning, Taiwan

10. Blanche de Castille, France 

11. Colegio Ward, Argentina

12. Chang-Jung Senior High School, Taiwan

13. International Linguistic School, Russia

14. Ansan Gangseo High School, South Korea

15. St. Joseph's Institution, Singapore

16. Ta Quang Buu Secondary and High School, Vietnam

17. Seaford Secondary College, Australia

18. Impington Village College, U.K.

19. 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

オツモエタイ・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

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

康寧大学／台湾

ブランシュ・ドゥ・カスティーユ／フランス

17
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

学校名／国・地域名

コレジオ・ワード／アルゼンチン

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

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

シーフォード・セカンダリー・カレッジ／オーストラリア

インピントン・ヴィレッジ・カレッジ／イギリス

沖縄尚学高等学校／日本
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私たちの姉妹校
1

8

6

7

4

5

3

2

9

10

15

13

16

12

14

11

17

18

20

22

21

23

24

19

教育協定校・協力校

日本　沖縄尚学高等学校

日本　岡山学芸館高等学校

25

New Friend!

Davidson High School 

Bui Thi Xuan High School 

High School Affiliated to Fudan University

Taylor's International School

Chang Zhi No.2 High School 

Otumoetai College 

Bangkok Christian College

Mount Douglas Secondary School 

SMA Dwiwarna

College Sainte-Anne de Lachine

University of Kang Ning

Blanche de Castille

The Masters School

Cours Sainte Marie de Hann

Colegio Ward

Institut Sainte Ursule

Oslo Handelsgymnasium

Seven Brothers Scool

Chang Jung Senior High School

International Linguistic School

Ansen Gangseo High School

St. Joseph's Instisution

Ta Quang Buu Secondary and High School

Seaford Secondary College

Impington Village College

Okinawa Shogaku High School

Okayama Gakugeikan High School

オーストラリア　デイビッドソン・ハイスクール

ベトナム　ブイ・ティ・シャン高校 

中国　复旦大学附属中學

テイラーズ・インターナショナル・スクール

中国　長治市第二中學

ニュージーランド　オツモエタイ・カレッジ

タイ　バンコク・クリスチャン・カレッジ 

カナダ　マウント・ダグラス・セカンダリー・ハイスクール

インドネシア　SMAドゥイワーナ

カナダ　コレージュ・サンタンヌ・ド・ラシーヌ

台北市　康寧大学

フランス　ブランシュ・ドゥ・カスティーユ

アメリカ　ザ・マスターズ・スクール

セネガル　クール・セイント・マリー・ド・ハン

アルゼンチン　コレジオ・ワード

ベルギー　聖ウルスラ中学・高校

ノルウェー　オスロー・ハンデルスギムナジウム高校

フィンランド　セブン・ブラザーズ・スクール

台南市　長榮髙級中學

ロシア　インターナショナル・リングイスティック・スクール
（中学・高校）

韓国　安山江西高等学校

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

ベトナム　ター・クァン・ビュー高校

オーストラリア
シーフォード・セカンダリー・カレッジ

イギリス　インピントン・ヴィレッジ・カレッジ

Education pact school・Cooperative school

4

20

22

23

15

13
10

8

6

1
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19
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◆

◆

- Sister Schools of MCHS

in the World
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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。

Jayne Louise Everingham, Head Teacher Welfare

ジェイン・ルイーズ・エヴェリンハム（福祉部長）

Hel lo, I  have been teaching at 
Davidson High School for 10 years. I 
am a passionate educator who has a 
strong belief that every student is able 
to succeed with the right support and 
nurturing. I love my job and the school 
that I teach at and I look forward to 
visiting Morioka for the first time.

　こんにちは、私はデイビットソン高校

で教えて、10 年になります。私は、教

育に、正しい支援と、教育があればど

の生徒も成功するのだという熱い信念を

持っています。私は自分の仕事と職場が

大好きです。これが最初になる盛岡への

訪問を楽しみにしています。

Alicia Jane Humphrey, Student

アリシア・ジェイン・ハンフェリー（生徒）

Hello, My name is Alicia and I am a 
17-year-old from Sydney. I am in year 11 
at Davidson High and my main interests 
are sport and music. I play cricket and 
netball on the weekends, both very 
popular sports in Australia. I also play 
the saxophone in my school  band 
and jazz band. At school my favourite 
subjects are Music and Legal studies as 
I like how applicable they are to every 
day life. I am super excited to come to 
Japan; I have never been there before. 
Thank you so much for this amazing 
opportunity!

　こんにちは、私はシドニー出身のアリ

シアです。17 歳です。今、デイビット

ソン高校の 11 年生です。私は、スポー

ツと音楽に興味をもっています。オース

トラリアでは盛んなクリケットと、ネッ

トボールを週末に練習しています。学校

のバンドと、ジャズバンドで、サクソ

フォンを演奏しています。学校の教科で

は、音楽と、どのようにして、毎日の生

活の中で、法律を活用することができる

のか知ることができる法律の授業が好き

です。日本にくることになって、本当に

わくわくしています。私はまだ一度も日

本に行ったことがありません。この素晴

らしい機会に感謝しています。
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Introduction of the Participants

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

Ung Thanh Giang, English Teacher

ウング・タイン・ザング（英語教員）

After graduating from university, Up 
to now, I have been teaching in English 
department for 16 years. Helen Caldicott- 
an author and a peace activist- once said 

　私は、ウング・タイン・ザングです。

私は 16 年間英語の教員をしています。

作家で平和主義運動家のヘレン・カルディ

コットは「私が思うに、教師というのは、

Phoebe Isabella Holland, Student

Edward G. Gavin, Director

Inter Cultual Education Today (ICET)

フィービ・イザベラ・ホーランド（生徒）

エドワード・ギャビン（ICET 理事）

Hello! My name is Phoebe and I am 
16 years old. I have 2 older sisters who 
are both in university. I am in year 11 at 
school and the subjects I do are English, 
mathemat ics,  society and cul ture, 
engineering studies, music and physics. 
My favorite subject at school is music 
because I get to sing and play French 
horn which is very fun. After school 
I enjoy doing vocal ensemble, band, 
netball and girl guides. I am excited to go 
to Japan for the second time as last year 
I want for a week on a small exchange 
and I really enjoyed the country and 
the culture. I also really look forward to 
meeting people from all around the world 
and hearing about their experiences and 
how they see the world.

　こんにちは、私は、フィービ、16 歳

です。私には、二人の大学生の姉がいま

す。私は現在高校の 11 年生で、現在、

英語、数学、社会と文化、エンジニアリ

ング、音楽、物理を勉強しています。一

番好きな教科は、歌ったり、フレンチホ

ルンの演奏ができる、音楽です。放課後

には、ヴォーカル・アンサンブル、バン

ド、ネットボール、ガールスカウトなど

の活動をします。今度日本に行くのは２

度目で、今からとてもわくわくしていま

す。去年、私は交換留学生として１週間

日本に行き、その文化を十分に楽しみま

した。また、世界中から集まってくる人

たちに会い、彼らの経験や、どのように

世界を見ているのかについて知ることを

とても楽しみです。
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Konichiwa, My name is Minh Thi 
Tuyet Tran. I live in Ho Chi Minh City. I 
am an English teacher for 12 years. I love 
my school. Young generations are better 
and better, thus the teacher has to update 
knowledge to catch up with the world and 
have something to teach their students. 
There are many ways for you to get 
knowledge and attending the 21st Forum 
in Japan is one of the best. This is the first 
time I have been in Japan. Japan is known 
worldwide for its traditional arts. I would 
like to experience them during the Forum. 
Moreover, it is great for us in general and 
for me in particular to exchange the cultures 
of international countries on the occasion. 
Besides my dream is walking in the cherry 
blossom street, and I hope that my simple 
dream will become true when I take the 
chance to be present in your country.

that: “ Teachers, I believe, are the most 
responsible and important members of 
society because their professional efforts 
affect the fate of the earth”. Therefore, with a 
view to helping my students to develop the 
abilities to the full, not just their academic 
ability, I must try my best to update my 
knowledge, my skills to fulfill my duty. 

This is the first time I have visited 
Japan. I do want to experience as much as 
possible about your culture and well-known 
traditional arts. It is the 21st Forum in Japan 
that all of us have a chance to exchange the 
cultures of international countries. 

I do wish the 21st Forum a successful 
event and we all will have a good time here. 
Arigatou!

　こんにちは、私は、ミン・ティ・トゥ

エット・チャンです。ホーチミン市に住

んでいます。私は１２年間英語を教えて

きました。私は自分の学校が大好きです。

若い世代の子供たちは日々、向上してい

ます。それゆえ、教員である私は、常に

情報を最新のものにして、世界に起こっ

ていることを生徒たちに伝えなければな

りません。世界の情報を得る方法は色々

ありますが、日本で開催される第 21 回

フォーラムに参加することはその方法の

一つです。日本に行くのは、今回が初め

てです。日本はその伝統芸術で世界に広

く知られています。フォーラム期間中に

そのような伝統芸術に触れたいと思いま

す。フォーラムはまた、世界の国々の文

化に触れる良い機会です。また、私の夢

は、桜が咲く道を歩くことです。そして

そのささやかな夢が日本にいる間に叶え

られることを願っています。

最も責任があり、重要な社会のメンバー

です。なぜならば彼らの専門的な努力が

地球の運命を左右するからです。」と述べ

ています。この考えに従い、生徒が成長し、

学業や、それ以外のことに対するの可能

性を十分に伸ばしていくために、私は自

分の知識を常に更新し、技術を磨いてい

こうとしなければなりません。

　私は今回初めて日本を訪問します。日

本の文化と広く知られている伝統芸術を

可能な限り体験したいと思っています。

第２１回フォーラムは海外の様々な国と

の交流を深める良い機会です。フォーラ

ムが成功することと、私たちが有意義

な時間を過ごすことを楽しみにしていま

す。ありがとう！

Tran Thi Tuyet Minh, English Teacher

チャン・ティ・トゥエット・ミン（英語教員）
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I'm a type of person who is always 
happy, optimist ic, enthusiastic and 
ambitious. I have a huge penchant for 
food, so I want to try variety of foods in 
the world, especially in Japan. In my free 
time, besides reading books, I spend one 
or two hours doing exercise by dancing. 
I like the moments that I move my body 
following the melody, the way that I 
create new steps. I have also joined the 
dancing club in my school for two years. 
Therefore, music always plays a vital 
role to help me solve the problems and 
keep me thinking optimistically about life. 
Finally, about my dream, I try everyday 
hard to become a professional automation 
engineer to create many inventions that 
can make humans life more convenient 
and happier. The maxim in my lifestyle 
is that thinking without execution is just 
illusion, don't be shy to try the new things.

　私は、朗らかで、楽観的、一生懸命こ

とにあたり、野心的でもあります。私は

食べ物に目がなく、世界中のあらゆる食

べ物、特に日本の食べ物を食べてみたい

と思っています。読書以外の自由な時間

があると、１～２時間ほど、ダンスをし

ます。音楽にのって、体を動かしたり、

新しいステップを編み出したりする時が

好きです。学校では２年間ダンス部に所

属しています。音楽は私が問題を解決し、

いつも楽観的に人生を考えるために非常

に重要です。私は、今、オートメーショ

ンのエンジニアになって、人々の生活を

より便利で幸福なものにするという夢の

実現のために一生懸命頑張っています。

私の人生のモットーは「実行の伴わない

思考は幻想だ。新しいことをやってみる

ことをためらうな」ということです。

Introduction of the Participants

Phan Trang Anh, Student

Ta Nguyen Thanh Tai, Student

ファン・チャング・アイン（生徒）

タ・グエン・タイン・タイ（生徒）

Hi, My full name is Phan Trang 
Anh or you can cal l  me Cindy. I 'm 
17 years old and come from Bui Thi 
Xuan high school, Vietnam. I am quite 
sociable, easygoing and friendly. I am 
still learning English because I want to 
know and communicate with foreigners. 
I like cereals and milk . I am absolutely 
interested in listening to music, especially 
for ballad. I sometimes take part in 
something more actively such as playing 
basketball. I also like reading soft skills 
and inspirational books to have lucid 
decisions in my life. My favorite subject 
is English. Quotes that always inspire 
me are "You were born an original. Don't 
die a copy" or "It's going to be hard, but 
hard does not mean impossible". That's 
my profile. How about you? 

　こんにちは、私の正式な名前は、ファ

ン・チャング・アインといいますが、シ

ンディと呼んでください。17 歳です。

私は、社交的で、誰とでも友達になれる

性格です。国外の人と、知り合いになっ

たり、コミュニケーションを取りたいの

で、英語を勉強しています。私は音楽、

特に、バラードを聞くのが好きです。時

には、もっと、活動的にバスケットボー

ルをしたりもします。自分の人生におい

て正しい判断ができるようになるために

啓発的な本を読んだりすることも好きで

す。私が一番好きな教科は英語です。私

の好きな言葉は、「自分のオリジナリティ

を大事にし、人まねをするな」または、「困

難はある、しかし、困難は不可能ではな

い」です。これが私の自己紹介です。あ

なたのことを教えてくださいね。
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Vu Le Nguyen, Student

Tran Nguyen Tuong Anh, Student

ブゥ・レ・グエン（生徒）

チャン・グエン・トォング・アイン（生徒）

My name is Vu Le Nguyen, I am 
very proud because I used to be a 
student in Bui Thi Xuan Highschool since 
2016. I’m very quite silent but sometime 
I’m very energetic and talkative. My work 
( study, play sport, etc. ) depend on my 
mood. Now I will talk about my interest, 
in my free time I usually spend half a 
time on playing game and playing sport: 
football, basketball,.... I admit that my 
English skill is not good enough so I’m 
very shy to communicate to foreigners. 
But I think I will improve that important 
skills because it is very helpful for my 
future because I will become a student in 
Architecture University Ho Chi Minh City 
(UAH) and I think it is an opportunity for 
me to work in foreign company. That's all 
about myself.   

I am glad to have this opportunity 
to introduce myself. My name is Tran 
Nguyen Tuong Anh. I'm 17 years old 
and now I am studying in grade 11 at 
Bui Thi Xuan high school, Vietnam. I am 
quite sociable,friendly and active . I love 
milktea . I am absolutely interested in 
cooking and playing piano. I sometimes 
take part in someactivit ies such as 
hanging out with my family and friends. I 
also like listenning music, especially for 
ballad. My favorite subject is Biology. I 
will definitely improve myself, work more 
hard to pursuit my dream.

　私の名前は、ブゥ・レ・グエンです。

自分が 2016 年からブイ・ティ・スア

ン高校の生徒でいることに、大変誇りに

思っています。私は、たいていいつも静

かですが、時々、活発になり、おしゃべ

りになります。私の勉強や、その他の活

動は、自分のその時のムードによります。

自由な時間の半分は、たいていゲームを

やったり、サッカーやバスケットボール

などのスポーツをすることに費やしま

す。私の英語は、それほどうまくありま

せん。それで、外国の人と話すことに引っ

込み思案になっています。しかし、英語

が上手になることは自分の将来のために

大事なことなので英語を上達させること

を考えています。私は将来、ホーチミ

ン市の建築大学の学生になろうと思って

います。建築を勉強することで、外国の

会社で働ける機会があるだろうと思いま

す。以上です。

　自己紹介の機会を与えてくださり、あ

りがとうございます。私は、チャン・グ

エン・トォング・アインです。１７歳で

11 学年に所属しています。私は、とて

も社交的で、すぐ友だちをつくる、活発

な性格をしています。私は、ミルクティー

が好きです。私は、料理と、ピアノを弾

くことに、非常に興味があります。友達

や、家族と遊びに行ったりもします。私

は音楽も好きで、特にバラードが好きで

す。教科では、生物が好きです。私は、

これから一生懸命頑張って自分の夢をか

なえ、自分を高めたいと思っています。
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High School Affiliated to Fudan University, China

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。

Introduction of the Participants

Hello! My English name is Jasmine. 
I'm so glad to have the honour of going 
on a study tour to your school. I love 
travelling while studying and I believe 
this will be an unforgettable experience 
for me to discover and learn something 
about your culture. I love sports, music 
and making friends. And I am really 
looking forward to visiting your school!

　こんにちは、私の英語の名前は、ジャ

スミンです。スタディ・ツアーで中央高

校に行くことは大変名誉なことです。学

びながら旅行もしたいと思っています。

そして、日本について学び、発見するこ

とは忘れがたい体験になるものと信じ

ています。私は、スポーツ、音楽、そし

て新しい友達を作ることが好きです。中

央高校への訪問をとても楽しみにして

います。

I am a high school l i fe science 
teacher and a senior middle school 
teacher. Now I am the deputy director of 
the Academic Affairs Department. 

I have been engaged in high school 
biology teaching for a long time. In 
teaching, I focus on inspiring students 
and cul t ivat ing students '  abi l i ty  of 
active learning and inquiry. After class, 
I guide students to carry out scientific 
and technological innovation activities, 
focusing on training students' innovative 
thinking and practical ability. 

I like Chinese martial arts, such 
as Taijiquan, and hope to be able to 
communicate with Japanese friends. 
In addition, I hope to have a deeper 
understanding of Japanese culture and 
customs. 

　私は高校で、生命科学を教え、中学で

も長いこと教えてきました。今は、教務

部の副部長をしています。

　私は高校で生物学を長いこと教えてき

ました。生徒を刺激し、彼らが積極的に

学習し、探求する力を養うことを重視し

ています。放課後、生徒の科学技術の開

発・発明の活動を指導し、生徒が革新的

な考え方をし、実践的な能力を養うこと

に重点を置いています。　私は太極拳な

どの中国の武道が好きです。日本の友人

と交流ができることを楽しみにしていま

す。さらに、日本の文化と習慣に関する

理解を深めたいと思っています。

Zhang Yufei, Student

Du Chengpeng, Deputy Director

章雨菲（生徒）

杜程鹏（教務部副部長・生命科学教員）
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Hi, I am Peter. I’m interested to 
exotic culture and life. I’m an extrovert 
guy and ready to ask many questions. 
I like playing football, ping-pong and 
reading. I’m crazy with traveling: I have 
been to Europe, Hawai i  and many 
Chinese sights. I have visited Japan 
three years ago and was impressed by 
the hard-working and friendly people. I 
am fond of the custom and food here. 
It’s also a good chance for me to share 
Chinese custom with my future friends. 
To me, this opportunity means opening 
up my horizon. I will cherish this chance.

　こんにちは、私はピーターです。エキ

ゾチックな文化や生活に興味を持って

います。私は外向的な性格で、たくさん

の質問をします。サッカー、卓球、読

書が好きです。旅行が大好きで、これま

でにヨーロッパ、ハワイ、そして多くの

中国国内を旅行しました。日本には３

年前に行ったことがありますが、その

時は、勤勉で親切な人たちに感銘を受け

ました。習慣や食べ物も好きになりまし

た。フォーラムに参加することは、これ

からできる友達と中国の文化について教

えてあげる良い機会になると思います。

フォーラムに参加することは自分の「地

平線」（視野や考え方）を広げることだと

持っています。この機会を大切にするつ

もりです。

Hi! My English name is Monica .I 
am very interested in Japanese culture 
so I am very glad to have this chance to 
visit this country.  I like playing volleyball, 
dancing, skating and making friends. My 
friends think I am an out-going girl. So 
I wish I would become friends with the 
Japanese students and share our own 
Chinese culture with them.

　こんにちは、私の英語名はモニカです。

私は日本の文化にとても興味を持ってい

ます。今回日本に行く機会を得たことを

とても嬉しく思っています。私はバレー

ボールダンス、スケート、そして友達を

作ることが好きです。私の友人は、私を

社交的だと言います。私は、日本の生徒

と友達になり、中国の文化を彼らに伝え

たいと思っています。

Fang Shu, Student

Zhang Caimo, Student

方树（生徒）

张蔡沫（生徒）
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My name is Sheela Sanjivee. I am 
a Malaysian. I graduated from University 
of Malaya majoring in Physics. 

  I have been teaching in Taylor’s 
International School in Kuala Lumpur 
since 2012. I teach Mathematics and 
Additional Mathematics for students in 
the secondary education. 

   I teach students who are of different 
ethnic groups from Malaysia and also 
foreign students. Diversity in the classroom 
has made teaching and learning more 
fun and unique as multicultural education 
teaches students to acknowledge, 
embrace and respect others. 

   I have great passion in teaching 
especial ly mathematics. It is really 
rewarding to teach and have the ability to 
make a difference in a student’s life. As a 
dedicated mathematics teacher, my vision 
is to help students who struggle with the 
subject to build confidence in their skills.

　私の名前は Sheela Sanjivee です。マ

レーシア人です。Malaya 大学で物理学

を専攻し卒業しました。

　テイラーズインターナショナルスクー

ルで 2012 年から数学を、中等教育部で

も数学を教えています。

　マレーシアの異なる民族の人々や海外

留学生に教えています。クラスルームの

多様性は教えること、学ぶことをもっと

楽しく個性的にし、多文化教育において

生徒たちは違いを認め、互いを尊重する

ことを学びます。

　私は教育、特に数学を教えることに情

熱があります。教えることのやりがいは

生徒の人生を変えることができることで

す。熱心な数学教師として、この科目を

苦手とする生徒を助け、自信を持たせる

ことを目標としています。

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

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。

Introduction of the Participants

Michelle Shu Ling Lee, Student

Sheela Sanjivee, Math teacher

ミシェル・リーシューリン（生徒）

シーラ・サンジヴィー（数学教員）

Hello ! My name is Michelle Lee 
Shu Ling and I am 15 years old. I am 
from Malaysia. My family members are 
my father, my mother, my younger sister 
and my grandparents. I am proficient 
in English, Malay and Chinese. My 

　こんにちは。私の名前はミシェル・

リーシューリンです。15 歳です。マレー

シア出身です。私の家族は父、母、妹

と祖父母です。英語、マレー語、中国語

を話します。私の好きな食べ物は、スパ

ゲッティ、ラーメン、鳥の照り焼きです。
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favourite food is spaghetti, ramen and 
teriyaki chicken but I would l ike to 
explore Japanese foods. 

My hobbies are swimming and 
journaling. During weekends, I usually 
play basketball or swim with my family. I 
also enjoy reading books. Besides that, 
my favourite subject is Art and I love my 
art classes in school. During my free 
time, I would paint or journal to help me 
relax my mind. I love handicrafts and I 
am interested to visit Japan’s handicraft, 
gifts and to learn Japanese culture. This 
is my first time to Japan and I am really 
looking forward for the travel. 

そしてもっと日本の食べ物を知りたい

です。

　趣味は水泳とジャーナリングです。週

末はバスケや水泳を家族とします。そし

て読書も好きです。その他には、学校で

の美術のクラスも好きです。余暇に、絵

画や日記を書くことを行うことが心のリ

ラックスに役立っています。クラフト製

品も大好きで、日本でも工芸品やギフト

を見て日本の文化を学びたいと思ってい

ます。私は日本に初めて来るので、この

訪問をとても楽しみにしています。

My name is Zayn Zarik and I am 
15 years old. I am a very fun, loving and 
caring person. My goal is to learn and 
experience different culture in any country 
I visit. This would also enable me to 
share my experiences with others. I feel 
that one of my greatest strengths is that I 
am able to adapt to different environment 
quickly. 

  Attending this International forum 
would be a great experience for me and 
I think that it can widen my knowledge. 
This could also be a great opportunity for 
me to socialize and network with others. 
Hence, this would allow me to make new 
friends from different countries across the 
world.

　私はザイン・ザリック、15歳です。私は、

朗らかで、人が大好きで、他人に思いや

りをもって接します。訪れた国の異なる

文化を体験し学ぶことを目標にしていま

す。そして、自分の経験を人と分かちあ

おうと思っています。私の最大の強みは

どんな環境にも即座に順応することです。

　この国際教育フォーラムに参加するこ

とは自分にとって素晴らしい経験であり、

自分の視野が広がると思います。また、

他の人たちと仲良くなったり、ネットワー

クを作るいい機会にもなると思います。

世界中の異なる国からやってきた人たち

と友人になれるだろうと思います。

Zayn Zarik, Student

ザイン・ザリック（生徒）
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Otumoetai College, New Zealand

I am incredibly excited to be visiting 
Japan, as it is a location that has always 
fascinated and intrigued me.  I think my 
friends would describe me as someone 
who f inds joys in the unknown, so 
really do throw me in the deep end as 
it is where I thrive.  I enjoy next to all 
academic subjects, especially classics, 
yet my true passion lies in adventures in 
the mountains!  I cannot wait to make life 
long bonds and experience such a unique 
culture (can’t wait for the food!).  See you 
soon!!

　これまで、興味があり、魅力を感じて

いたところである日本に行くことにな

り、信じられないくらいわくわくしてい

ます。友達は私のことを好奇心旺盛だと

いいます。未知の世界に分け入ったとき

に、自分の本領が発揮できると思います。

学校での勉強はみな好きです、特に古典

が好きですが、本当に好きなものは、山

での活動です。

　人生をとおしての長期に渡る絆を作っ

たり、日本の独特の文化（特に食べ物）

を体験するのが今から待ち遠しいです。

もうすぐ会えますね。

I  am very exc i ted to  be g iven 
this opportunity to travel to Japan.  
Geographically, Japan and New Zealand 
are very similar.  I find this fascinating 
as I  prev iously  taught  geography.  
Culturally, I have never visited an Asian 
country so this will be enlightening.  I 
have an interest in SGD’s – again from a 
geographical but also holistic viewpoint.  
I love the outdoors, am married with two 
grown up sons and twin grandchildren.

　日本に行く機会を得たことにとてもわ

くわくしています。地理的には、日本と

ニュージーランドは非常に似通っていま

す。私はかつて地理を教えていたので、

この事実をとても面白いと思っています。

私はこれまで一度もアジアの国を旅行し

たことがありませんでした。ですから今

回の訪日は自己啓発に役立つと思います。

地理的な、そして包括的な観点から、私

は SGD’s に関心を持っています。私は野

外活動が好きです。私には、成人した二

人の息子がおり、双子の孫もいます。

Introduction of the Participants

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。

ニュージーランド　オツモタエイ・カレッジ

Jude Brown, Deputy Principal

Alex Blair, Student

ジュード・ブラウン（校長代理）

アレックス・ブレア（生徒）
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I am a kind and friendly person, 
who is easy going and happy as!  I am 
really excited for this trip and all that 
comes with it.  I love people and new 
opportunities, so this is absolutely up 
my alley, and I can’t wait to embrace the 
new sights, culture and more.

　私は親切で親しみやすい、ゆったりし

ていて、朗らかな性格です。今回の旅行

と日本での活動をとても楽しみにしてい

ます。私は人や、新しい機会を得ること

が好きなので、今回のフォーラムは、自

分にはうってつけのことだと思います。

新しい景色、文化などを堪能することが

今から待ち遠しいです。

Kristian Tremain Reid, Student

クリスチャン・トレメイン・リード（生徒）

I  have always wanted to go to 
Japan, the culture, cherry blossoms and 
cuisine have always been a favourite 
o f  m ine .   In  a t tend ing  the  CHUO 
International Education Forum I hope to 
be immersed in not only the Japanese 
culture but meet other young leaders who 
will shape the world.  I am passionate 
about the environment and combatting 
climate change.  In my free time I debate 
and work towards my Speech and Drama 
Diploma but also heavily focus on my 

　私はずっと日本に行きたいと思ってい

ました。日本の文化、サクラ、日本料理

は私の好きなものです。中央国際教育

フォーラムに参加することによって、日

本文化にどっぷりつかるだけでなく、未

来の世界を作る若いリーダーにも会いた

いと思っています。私は環境問題や気候

変動の問題に非常に興味を持っていま

す。余暇には、ディベートをし、スピー

チとドラマの学位のために勉強していま

す。でも、最も集中して頑張っているこ

とは、学校での勉強です。それは、私の

Makayla Wadsworth, Student

マカイラ・ワッズワース（生徒）

My name is Grace Blissett and I 
am the Head Girl of Otumoetai College 
2019.  I am passionate about sports, 
academics and my leadership duties.  
I play netball, and also compete in 
triathlons and cross country at a National 
level.  I love school and take great pride 
in my academics and work hard to 
achieve my goals.  I enjoy meeting new 
people, I am a social and approachable 
young lady and I strive to involve myself 
in every opportunity possible.  I have 
lived in Tauranga my entire life and look 
forward to exploring Japan and indulging 
myself in the experience of International 
Forum!

　私はグレース・ブリセットです。オツ

モエタイ・カーレッジの生徒会長です。

私はスポーツ、勉強が大好きで、自分の

果たすべきリーダーとしての役割も、一

生懸命にこなしています。私は、ネット

ボールをし、トライアスロンもします。

そして、クロスカントリーの全国レベル

の選手です。私は学校が大好きで、学校

での成績に誇りを持ち、自分の目標に向

かって、努力しています。私は、新しい

人たちと知り合うのが、好きで、社交的

で、親しみやすい性格で、可能なすべて

機会に参加しようと考えています。私は、

これまでずっと、タウランガに住んでい

たので、日本に行くことをとても楽しみ

にしています。そして国際フォーラムを

十分に楽しもうと思っています。

Grace Dorothy Blissett, Student

グレース・ドロシー・ブリセット（生徒）
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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。

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

My name is Banchong Chompoowong, 
Assistant Director for Special Projects. 
Member of Adults in Scouting Sub 
Committee of Asia Pacific Region Proud 
to represent Bangkok Christian College to 
join the 21st Chuo International Education 
Forum. I hope this forum will enhance 
our partnership and widen our visions to 
improve the quality of education in the 
future.

　私の名前はBanchong Chompoowong

で特別事業の部長補佐を務めておりま

す。第 21 回 CHUO 国際教育フォーラ

ムに、バンコククリスチャンカレッジの

代表として参加できることを誇りに思

います。このフォーラムが私たちの関係

を良いものとし、将来の教育の質を向上

するための視野を広げることを望んで

います。

Banchong Chompoowong, Duputy Director

バンチョン・チョンプーウォング（部長代理）

I’m glad to have the opportunity 
to come to Japan. Japan is one of the 
countries that I choose to travel with my 
wife every year because I have a passion 
for the friendliness of Japanese people, 
Japanese food and natural attractions. I 
like to learn new things, travelling, running 
and loves to work in art. I will keep the 
experience from this opportunity to tell the 
student at my school.

　日本に来る機会を頂いたことを嬉しく

思います。日本人との友情、日本料理、

そして自然観光に魅力を感じているので、

日本は私の妻と毎年旅行する国の１つで

す。私は新しいことを学ぶこと、旅行、

走ること、そして芸術の仕事をすること

が好きです。生徒たちに伝えるため、今

回のフォーラムでの経験は忘れることは

ないでしょう。

Sita Taweepupagorn, Discipline and Art Teacher

シタ・タウィプパゴン（道徳、美術教員）

Introduction of the Participants

academia to fulfil my lifelong dream 
of becoming a doctor.  I actively look 
forward to this experience and growing as 
a leader.

子供の時からの医者になるという夢を実

現するためです。フォーラムで体験する

ことや、リーダーとして成長することを

楽しみにしています。
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H e l l o ,  m y  n a m e  i s  Ta n a w a t 
Pradpruangvet. I`m 17 years old and 
currently studying at BCC. My interests 
and hobbies are mostly about art and 
music. The music instrument that I am 
able to play is drum. The subjects that I 
am currently studying about are business 
subjects, but my most interest would 
be art. I have 2 languages, Thai and 
English, and currently learning Japanese 
as my third language. I am interested in 
Japanese culture especially the food. I 
am looking forward to meeting everyone!

　 こ ん に ち は。 私 の 名 前 は Tanawat 

Pradpruangvet です。BCC に通う 17 歳

です。私の１番の趣味は芸術と音楽です。

私が演奏できる楽器はドラムです。私が

現在学んでいる教科は、ビジネス科目で

すが、最も興味のあることは芸術です。

私はタイ語と英語の２か国語を話すこと

ができ、第３言語として現在日本語を勉

強しています。私は日本文化の中でも、

特に食に興味があります。皆さんに会う

ことを楽しみにしています！

He l lo .  My  name i s  K r i t chau i t 
Thippayajindakul. I am currently studying 
at BCC. I have devoted a lot of my free 
time toward improving my language 
skills such as English and Japanese. My 
hobbies are reading novel (especially 
Japanese light novel), and watch movie 
and anime. I have been fascinated with 
Japanese culture since young. I am 
excited and really looking forward to the 
forum and learn a lot about Japan and its 
culture.

　 こ ん に ち は。 私 の 名 前 は Kritchauit 

Thippayajindakul です。現在バンコクク

リスチャンカレッジに通っています。私

は英語や日本語など、語学力を向上させ

るために時間を費やしています。私の趣

味は小説を読むこと（特に日本のライト

ノベル）、映画やアニメ鑑賞です。幼い頃

から日本の文化に魅了されてきました。

フォーラムに参加できること、そして日

本について学べることをとても楽しみに

しています。

Kritchauit Thippayajindakul, Student

Tanawat Pradpruangvet, Student

クリチャウット・ティパヤジンダクル（生徒）

タナワット・プラドプランヴェット（生徒）
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SMA Dwiwarna, Indonesia
インドネシア　SMAドウィワーナ

My name is Edwin Muhammad 
Iqbal. I am usually called "Edwin". I am 
36 years old birth date 26 April 1984 
at Cianjur City, West Java Province 
Indonesia. I am a muslim. I have married 
and have 2 children. I have working 
at SMA Dwiwarna Boarding school 
at least 7 years. I teaching physical 
education/ sport education. I can speak 
Indonesian and English language. I am 
senior archery athlete and now I have to 
developing indonesian compound bow 
with athlete fellow colleagues for junior 
and professional archers.

　私の名前は、エドウィン・ムハマド・

アクバルです。エドウィンと呼ばれてい

ます。インドネシアのジャワ島の西部県

のチュアンジュルル市で 1984 年 4 月

26 日に生まれた 36 歳です。イスラーム

教徒です。結婚していて、子供が二人い

ます。ＳＭＡドウィワーナ校で働いて７

年になります。保健体育を教えています。

インドネシア語と英語が話せます。私は

アーチェリーのベテランの選手で、若い

選手や、プロの選手とともに、インドネ

シアのコンパウンドボウ（化合弓）の普

及を目指しています。

Hi! My name is Alfiza and I am 
absolutely honoured to be able to visit 
Japan and attend the MCHS Annual 
Forum. I have always wanted to visit 
Japan ever since I started watching NHK 
WORLD, and I was immediately drawn in 
to Japanese culture as it is very different 
from what I have experienced. I hail from 
the capital of Indonesia, Jakarta, but I’ve 
lived there for only 14 months as I’ve 
spent most of my life overseas. As for 
hobbies, I really like travelling, cooking 
and sleeping, but I mainly love travelling. 

　こんにちは、私はアルフィザです。日

本に行って、フォーラムに参加できるこ

とはほんとうに、名誉なことだと思って

います。ＮＨＫワールドを見て以来、私

はずっと日本に行ってみたいと思ってい

ました。私は、日本の文化にすぐさま興

味を持ちました。それは、私の経験して

いるインドネシアの文化とは、とても違っ

ています。私はインドネシアの首都、ジャ

カルタの出身ですが、14 か月しか住ん

でおらず、ほとんど国外で暮らしました。

趣味は、旅行、料理そして、寝ることで

すが、一番好きなのは、旅行です。

Edwin Muhammad Iqbal, Physical education Teacher

Alfiza Rahman Mardhika Pamula, Student

エドウィン・ムハマド・アクバル（保健体育教員）

アルフィザ・ラフマン・マルディカ・パムラ（生徒）

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。

Introduction of the Participants
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Hello! My name is Tesla Sugema, 

usually called Tesla, and it’s such a 
pleasure to be able to join the 21st 
Morioka Chuo International Forum! I’m 
a bit of a shy person and do have a bit 
of a problem trying to open myself up to 
new people but, I’m really eager to try 
and make new friends along the way. In 
terms of interests, I’m really interested in 
things such as art/drawing, music, and 
cooking. I’m hoping to experience new 
things during my stay at Japan and make 
fond memories with my new friends that 
I’ve made at the forum. 

　こんにちは、私はテスラ・スゲマで

す。たいていテスラと呼ばれています。

第 21 回盛岡中央フォーラムに参加する

のを楽しみにしています。私は少し、恥

ずかしがりやで、人見知りをしてしまう

のですが、新しい友達を作るために努力

したいと思っています。私はアート：絵

画、音楽、料理などに興味を持っていま

す。日本にいる間、新しいことを体験

し、フォーラムを通してできる新しい友

達と、素晴らしい思い出をつくりたいと

思っています。

Hello my name is Shevanya Najma 
Azhura, I’m 15 years old and I’ll be 16 in 
September. I was born in Banda Aceh 
and I had experienced tsunami. I have 
six siblings and I’m the fifth. I’m currently 
studying in Dwiwarna boarding school. 
When I first heard about this forum to japan 
I was so excited and I immediately asked 
my teacher about the topic that I have to 
prepare.When they announced the group 
of people who are going to japan, I was so 
nervous about it and when my name was in 
it I was so shocked and moved by it. That 
is all from me I’m really looking forward to 
participate in the forum.

　こんにちは、私はシェヴァンヴァ・ナ

ジマ・アズラです。15 歳で、９月にな

ると 16 歳になります。私はアチェの出

身で津波を経験しました。私は６人兄

弟の５番目です。最初に日本で行われる

フォーラムのことを聞いたときは、とて

も興奮して、自分がどんなトピックにつ

いて準備しなければならないのか、先生

に聞きました。日本に行くことになる生

徒が発表されるときは、とてもドキド

キしました。自分の名前を見つけたとき

は、とてもうれしかったです。フォーラ

ムに参加することをとても楽しみにして

います。

Shevanya Najma Azhura, Student

Tesla Sugeme N.Yamin, Student

シェヴァンヴァ・ナジマ・アズラ（生徒）

テスラ・スゲマ・エヌ・ヤミン（生徒）
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Elise Pedneault, French Teacher

エリーゼ　ペドノー（フランス語教師）

I am a high school French teacher 
who is also fluent in English. I love 
discovering new cultures, countries, 
people… It’s my first time in Japan and 
I am really looking forward to live this 
wonderful experience.

　私は、英語を母国語とする、高校のフ

ランス語教師です。私は、新しい文化や

国や人々を発見することが好きです。今

回が初めての日本滞在で、このような素

晴らしい体験ができることを楽しみにし

ています。

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。

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

Tara Aghdam, Student

タラ　アグダム（生徒）

I love to travel because it always 
allows me to learn new things from people 
all around the world. Whether it is visiting 
Iran, my parents’ country of birth, and 
exploring the wonders of old Persian 
architecture such as Persepolis, or having 
fun in the sunny beaches in Mexico, I 
cannot miss an opportunity to go beyond 
my limits and discover places I haven’t seen 
yet. I started to travel at a very young age. 
I have visited the Bahamas and the Czech 
Republic when I was only a few months 
old, and then Cuba, the US, Mexico, and 
Iran when I was older. My hobbies include 
playing music (saxophone, transverse flute, 
piano, and ukulele), practicing daily yoga, 
swimming, playing badminton, reading 
books and learning Spanish and Mandarin. 
I also love to do volunteer work in my free 
time. I have helped several times at nursing 
homes, in food drives, in blood drives, in 
homeless shelters, etc.

　私は、世界中の人々から新しいこと

を学ぶことができるので旅行が好きで

す。私の両親が生まれたイランに訪れた

とき、ペルセポリスのようなペルシアの

古い建築物の不思議を探索したり、メキ

シコの晴れたビーチを楽しんだりしまし

た。私の限界を超えた体験を逃したくな

いし、まだ見たことのない場所を発見し

たいです。私はほんの幼いころから旅行

をしています。私は生後数か月でバハマ

とチェコ共和国を訪れ、大きくなってか

らキューバやアメリカ・メキシコそして

イランを訪れました。

　私の趣味は楽器を演奏すること ( サッ

クス、木棺フルート、ピアノ、ウクレレ )、

毎日ヨガをすること、泳ぐこと、バドミ

ントンをすること、本を読むこと、そし

てスペイン語やマンダリン ( 中国語 ) を

読むことです。私は時間が空いた時にボ

ランティアをすることが好きです。何度

も、食事の提供や献血、ホームレスの収

容施設のような施設療養所でボランティ

アを行いました。
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My name is Audrey-Anne and I’m 
a sixteen-year-old student at College 
Sainte-Anne. I like sports: I used to do 
volleyball, karate, swimming and ski 
races. Now, I am a ski instructor and 
teach children between ages five and 
eight. I also enjoy reading and listening 
to music. My favorite styles are Pop 
and Indie music. I love art in general 
and helping others. I would like to be an 
airplane pilot when I grow up, and I’m 
currently taking piloting classes.

　私の名前はアンドレー ‐ アンネです。

セントアンネ私立中等学校の 16 歳です。

私はスポーツが好きで、バレーボールや

空手、水泳やスキーレースをしていまし

た。現在は、私はスキーのインストラク

ターで 5-8 歳の子供たちに教えていま

す。私は本を読むことと音楽を聞くこ

とも楽しんでいます。ポップスとイン

ディーズ曲が好きです。他を促進する一

般の芸術を好みます。私は飛行機のパイ

ロットになりたいと思い、パイロット養

成クラスに通っています。

I am a very outgoing person who 
loves meeting new people from different 
backgrounds. I am curious and really 
interested in learning new things, and this 
experience in Japan will open my eyes to a 
very different culture. I am very motivated 
and enjoy learning different languages.  I 
am currently learning Mandarin (for over 
two years now) and self-learning Spanish 
online. I am perfectly bilingual (English and 
French), and also speak Persian fluently.

　私は社交的で、異なるバックグラウン

ドを持った人々との新たな出会いを求め

ます。好奇心が強く新しいことを学ぶこ

とにとても興味があります、そして日本

での体験は私に全く異なる文化を気付か

せるものとなるでしょう。私はとてもや

る気があり異なる言語を学ぶことを楽し

みます。私は最近マンダリンを学んでい

ます。(2 年以上 ) そしてスペイン語を

オンラインで独学勉強しています。私は

完全に英語とフランス語のバイリンガル

で、ペルシア語を流ちょうに話すことが

できます。

Tina Aghdam, Student

Audrey-Anne Thilloy, Student

ティナ　アグダム（生徒）

オードリー -アンネ　ティヨワ（生徒）
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曹安娜（理事長）

鈕方頤（副学長）

Anna Nyeu, Chair of Board

Fong-Yee Nyeu, Vice President

I have been the Chair of the Board 
of University of Kang Ning, Qiang Shu 
Senior High School, and Lu Shin Senior 
High School. Together, the schools 
provide education at the kindergarten, 
high school, junior college, and university 
levels.

My name is Fong-Yee Nyeu and I 
have been the Vice President and Dean of 
International Affairs at University of Kang 
Ning.  I also am a faculty member of the 
Department of Business Management.  I 
have received my Bachelor of Science 
degree from Cornell University, Master 
of Education from Harvard University 
in the field of international education 
pol icy,  and doctorate degree f rom 
Teachers College, Columbia University, 
specializing in finance and planning.  I 
am the co-founder of EON Education 
Center in Israel, a non-profit organization 
facilitating and promoting education 
cooperation among different populations 
of the world.  My main research interests 
are higher education, economics and 
finance of education, and leadership and 
management.

　私はアナ・ニュウと申します。康寧大

学・強恕高級中學・陸興高級中學の理事

長を務めております。

　これら教育機関は、幼稚園をはじめ高

校、短期大学、４年制大学に至るまで広

く教育の場を提供しています。

　私はフォンイー・ニュウと申します。

康寧大学の副学長・国際学部長・経営学

部の教授を務めております。コーネル大

学で理学士、ハーバード大学で国際教育

の修士号を取得し、教員養成大学である

コロンビア大学で経済学と政策学の博士

号を取得しました。各国と協力し、イス

ラエルに、教育を推進する非営利団体「イ

オン教育センター」を設立しました。私

の専門分野は、高等教育、教育経済・金

融学、リーダーシップマネジメントです。

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。

Introduction of the Participants



The 21st CHUO International Education Forum

38

Robert Martin Davison, Lecturer

ロバート・マーティン・デイヴィソン（英語・第二言語員）

I have been teaching English as 
a second language for over 20 years 
and have been teaching at Kang Ning 
University in Taiwan for over 14 years.  
I have an MA in TESL/TEFL from the 
University of Birmingham in the United 
Kingdom.  I have lived in Canada, The 
United Kingdom, South Korea and 
Taiwan.  I am honored to be a part of this 
educational forum and look forward to 
being a part of it.

　私は 20 年間に渡り、第二言語として

英語を指導し、台湾の康寧大学では１４

年間教えております。イギリスのバーミ

ンガム大学で TESL と TEFL の修士を取

得しました。カナダ、イギリス、韓国そ

して台湾に住んでいたことがあります。

この国際フォーラムへの参加は光栄であ

り、たいへん楽しみにしております。

Lee Eric Bo-Ching, Student

Hai Shuo, Student

李柏慶（生徒）

海碩（生徒）

My name is Po-Ching Eric Lee, from 
Taipei Taiwan. I’m 18 years old and an 
easygoing person. During my free time, I 
like playing basketball, swimming, doing 
exercises, and playing video games. I 
like making friends with different cultural 
backgrounds and beliefs. 

It is a great opportunity for me to 
participate in the forum. I will learn a 
lot about global issues from all people 
I  meet  a t  the  event .  Hope to  see 
everybody soon.

My name is Hai, Shuo and you can 
call me beer. I got my name because my 
father is a big fan of beer. I think that I am 
a kind, humorous, easygoing, and help 
guy, but sometimes I am a little bit crazy 
and lazy. 

I live in Taipei, Taiwan and I am 
17 years old. As I am very interested 
in learning English and making friends 
with different cultural backgrounds, 
I chose Applied Foreign Languages 
(AFL) as my major. I have won several 
awards in English dubbing and English 
presentation. In addition to English, I 
learn Japanese using online resources 

　私は、ポーチン・エリック・リーです。

台北から来ました。18 歳でのんびりした

性格です。時間があれば、バスケットボー

ルをしたり、およいだり、運動をしたり、

ビデオゲームをしたりするのが好きです。

異なる文化や信仰を持つ人たちと友達に

なることも好きです。フォーラムに参加

することは素晴らしいことです。フォー

ラムで出会う人々から、グローバルな問

題について様々なことを学ぶことになる

と思います。もうすぐ会えるのを楽しみ

にしています。

　私の名前は、ハイ・シュオです。ビー

ルと呼んでくれてもいいです。この名前

は、私の父親がビールがとても好きなの

でつきました。自分では、親切で、ユー

モアがあり、のんびりしていて、人助け

が好きな人間だと思います。ただ、時々、

おかしいことをしたり、怠け者になって

しまうときもあります。私は、台湾の台

北に住んでいて、１７歳です。英語を勉

強することに興味があり、違う文化を持

つ人たちと友達になることにも興味があ

ります。応用外国語を専門にすることに

しました。英語の吹き替えと英語での発

表で賞を取ったこともあります。英語の

ほかに、ユーチューブなどのインターネッ
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I have taught economic and social 
sciences for ten years. I’m married and 
have three children. Both of them are 
students, the last one is still at school. 
I spent eight years abroad in various 
countries like Australia, Egypt Saudi 
Arabia and Bahrain.  I  real ly enjoy 
meeting different cultures and discover 
new landscapes. I enjoy gardening, 
w a l k i n g  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  a n d 
swimming. I’ve never been to Japan and 
I feel very excited to discover it. I’m also 
very glad to participate to this forum. 

　私は、経済と社会科学を１０年間教え

てきました。私は結婚していて３人子供

がいます。２人は大学生で、１人はまだ

初等教育を受けています。私は、８年間、

オーストラリア、エジプト、サウジアラビ

ア、バーレーンなど、様々な国で生活し

ました。私は、異なる文化に出会ったり、

新しい風景を発見したりすることが好き

です。ガーデニングや、郊外を散策したり、

水泳したりするのも好きです。私はこれ

までに一度も日本に行ったことがありま

せん。日本に行くことをとても楽しみにし

ています。そして、フォーラムに参加で

きることをとてもうれしく思っています。

I take drama lessons and I play 
volleyball. I have two sisters and two 
brothers. I am a creative and open-
minded person. I am really into arts of all 
kind. I also love traveling and discovering 
new cultures or experience new things. 
I can’t wait to make new friends and to 
live this great adventure. 

　私は、演劇のレッスンを受けていて、

バレーボールもします。二人の姉妹と、

二人の兄弟がいます。私は、創造的で、オー

プンな性格です。あらゆる芸術に興味が

あります。旅行が好きで、新しい文化を

発見したり、新しことを体験することが

大好きです。新しい友達を作り、この素

晴らしい冒険を体験することが今から待

ち遠しいです。

Blanche de Castille, France
フランス　ブランシュ・ドゥ・カスティーユ

Sophie Denys de Bonnaventure, Economic Social Science Teacher

Isaure Defosse, Student

ソフィー・デニス・ボナヴァンチュール（経済・社会科学教員）

イザーレ・デフォセ（生徒）

Blanche de Castille, which signed a sister school agreement in 2010, is a private school located 
very close to Versailles Palace. It is an elite school which has an elementary, junior high, and high  
school, as well as a preparatory course for grandes écoles (the highest-level educational institutions in 
France, for nurturing elites). The history of the school  dates back to 1606.
　2010年に締結した、ベルサイユ宮殿のほど近くに位置する私立校です。小学校、中学校、高校、そしてグ
ランゼコール（フランスの最高学府、エリート養成機関）準備過程を擁するエリート校で、その起源は1606
年までさかのぼります。

Introduction of the Participants

such as youtube videos and books. I am 
very excited to participating this event in 
which I will enjoy practicing English and 
Japanese.

トのサイトや、ビデオ、本などを使って

日本語も勉強しています。フォーラムに

参加することをとても楽しみにしていま

す。そして、英語と、日本語を練習する

ことを楽しもうと思っています。
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I  am N ico las  Ho lz inger,  I  am 
currently 16 but I will be 17 in August. 
I am hard worker, open minded and 
confident. Personally I like mechanic 
(Cars, planes, bikes…), and I am very 
interested in economy. I like doing sports 
especially swimming and mountain bike 
but I have also been practicing Aikido for 
6 years now. I got the chance to travel 
all around the world but I never been 
in Japan even if I got part of my family 
there. I am really pleased to go to Chuo’s 
Forum, it is an exceptional opportunity for 
me to discover the world, thanks to the 
number of nationalities, and the way of 
thinking of others. 

　私は、ニコラス・ホルツィンガです。

16 歳ですが、８月には 17 歳になります。

勤勉で、オープンで、自信家です。個人

的には、機械関係（自動車、飛行機、自

転車等）が好きで、経済にも興味をもっ

ています。スポーツが好きで、特に水泳

とマウンテン・バイクに乗ることが好き

です。それから６年間合気道をしていま

す。世界中を旅行する機会があり、家族

の中で、日本に住んでいる人がいるとい

うのに、まだ、日本に行ったことはあり

ません。中央高校のフォーラムに参加で

きて、とてもうれしいです。このフォー

ラムは、色々な国の人たちや、様々な考

え方を持つ人たちが集まるおかげで、世

界を知る特別な機会になると思います。

I have two brothers and one sister 
and am a competitive synchronized 
swimmers. I love history, literature, and 
discovering new cultures and languages. 
I lived in many different countries before 
moving to France so I  am used to 
meeting new people for different cultures 
and I love it. So I am very excited to live 
this experience and discover Japanese 
way of living. 

　私には、二人の兄 / 弟と一人の姉 / 妹が

います。私は、シンクロナイズドスイミン

グの選手です。私は、歴史と文学が好きで、

新しい文化や言語を知ることも好きです。

私はフランスに来る前、いろいろな国で暮

らしました。だから、異なる文化を持つ人

たちと会うことには慣れています、そして、

そういう出会いが大好きです。今回フォー

ラムに参加して、日本的な暮らし方を発見

することを楽しみにしています。

Nicholas Julien Holzinger, Student

Iris Housset, Student

ニコラス・ジュリアン・ホルツィンガ（生徒）

アイリス・ハウセット（生徒）
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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。

Florencia Giudici, English Teacher

Agustina Paganini, Student

フローレンシア・ジュディチ（英語教員）

アグスティーナ・パガニーニ（生徒）

I am Florencia Giudici, I have been 
teaching English at Colegio Ward since 
2013 and it is a great honour for me 
to take part in the 2019 International 
Education Forum at Morioka Chuo High 
School. This forum will be an enriching 
experience for my students and me as, 
not only will we get the chance to explore 
other cultures but we will also have the 
opportunity to share ours. I believe this 
event is unique. By spending nearly ten 
days with teachers and students from all 
over the world, we will be able to gain 
a true understanding of their realities, 
exchange viewpoints, and learn from 
one another. Visiting new countries, 
teaching and ongoing learning are my 
three biggest passions in life, so I am 
really looking forward to representing my 
school and my country in Japan. Thanks 
a lot for your kind invitation and see you 
in August. 

My name is Agustina Paganini. I am 
16 years old and live with my parents, my 
sister, who is 12 years old and 3 dogs. 
Two of my hobbies are swimming and 
playing volleyball, but what I enjoy the 
most is singing. Another thing I find utterly 
interesting is travelling; My favourite 
place in the world is Morro do Sao Paulo, 

　私はフローレンシア・ジュディチです。

これジオ・ワードで 2013 年から英語を

教えています。2019 年度、盛岡中央高

校の国際教育フォーラムに参加できるこ

とは名誉なことです。このフォーラムは

私と生徒にとって、有意義な経験になる

と思います。他の文化を知る機会になる

だけでなく、自分たちの文化を他の人た

ちに伝える場にもなるのです。フォーラ

ムはユニークな企画だと思います。世界

中から集まった教員と生徒が、ほぼ 10

日間近く一緒に過ごすことで、お互いの

真の現実が理解でき、考え方を交換し、

学び合うことができるのです。新しい土

地を訪れること、教えることと、学び続

けることの三つは、私がもっとも、人生

の中で情熱を注いでいることです。日本

で自分の学校と国を代表することをとて

も楽しみにしています。フォーラムに招

待してくださりありがとうございます。

８月に会いましょう。

　私はアグスティーナ・パガニーニです。

16 歳で、両親、12 歳の妹と３匹の犬

と暮らしています。私の趣味は水泳とバ

レーボールですが、一番好きなのは、歌

を歌うことです。もう一つ、私がとても

興味を持っていることは、旅行です。ブ

ラジルのモロー・ド・サオ・パウロと

いうところが、私が世界の中で一番気に

Introduction of the Participants
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Brasil. Two of my favourite foods are 
sushi and Argentinian barbeque. My 
favourite subjects at school are biology 
and music. The season I like the most is 
summer, due to the warm weather and 
the fact that I get to go to the beach.

 When I f inish high school, I´m 
planning to go to medical school to 
become a surgeon someday. Once I am 
old enough, I´d love to move somewhere 
near the ocean. I’m really looking forward 
to going to the Forum!

入っている場所です。好きな食べ物は、

寿司とアルゼンチンのバーベキューで

す。好きな教科は生物と、音楽です。温

かく、海にいけるので、季節では夏が好

きです。

　高校を卒業したら、医学部に進み、将

来外科医になりたいです。老後は、どこ

か海の近くに住みたいと思います。

　フォーラムに参加することを楽しみに

しています。

Giuliana Maria Capriccioso, Student

ギリアナ・マリア・カプリシオッソ（生徒）

M y  n a m e  i s  G i u l i a n a  M a r i a 
Capriccioso. I am 16 years old and live 
with my mother, father, older brother who 
is 20 years old and with all my pets, I 
have two beautiful and impressively big 
dogs, two cats, five chickens and two 
rabbits. I do a lot of activities apart from 
school such as practicing hockey and 
hip-hop, I also started recently sewing-
confection and art classes.

My favourite hobbies are drawing, 
pa int ing and most  o f  a l l  watching 
anime. I love Japanese animation as 
much as doing cosplays of my favourite 
characters and attending to Comic Cons.

Another thing that I found absolutely 
fascinating and absorbing is reading long 
books of fiction, I like unrealistic worlds 
with magic and supernatural features. 
My favourite colour is turquoise because 
it reminds me to the ocean that is my 
favourite thing in the whole word.

　私はギリアナ・マリア・カプリシオッソ

です。16 歳で父、母、20 歳になる兄と

沢山のペットと暮らしています。私のペッ

トは、とても大きくて美しい２匹の犬と、

２匹の猫、５羽の鶏、そして、２羽のウサ

ギです。学校での勉強の他に、私は色々

なことをしています。例えば、ホッケーや

ヒップホップの練習。最近、洋裁や美術

の勉強を始めました。

　私が好きなことは絵を描くことですが、

最も好きなことはアニメを見ることです。

私は、日本のアニメが好きで、自分の好

きなキャラクターのコスプレをしたり、コ

ミックコンに参加するのも好きです。

　そして、そのほかのことで、私がとっ

ても好きなのは、長編小説を読むことで

す。私は、魔法や、不思議な現象が起こる、

非現実的な世界が好きです。私は空色が

好きです。それは、私が世界中で一番好

きな海を思い起こさせる色だからです。
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蕭怡君（牧師）

Hsiao Yi-Chun, Pastor

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。

Greetings, I am honored to represent 
CJSHS to attend this international forum. 
Last time I went to Japan is July 2008, 
it was an international Christian youth 
fellowship program in Tokyo. Morioka City 
will be a whole new experience for me. 
My position at school is a pastor. Beside 
caring for the spiritual life of teachers and 
students, I also have to lecture on Life 
Education, which is based on Christian 
character. I am enjoy spend time with 
young people and listen to them. I am 
sure this trip will give me lots of great 
things I can share with them. And helping 
them to acknowledge more about our 
sister school.

　長栄高級中学を代表して国際フォーラ

ムに参加することは名誉なことです。私

は、2008 年の７月に日本に行ったことが

あります。東京で開催されたキリスト教徒

の青年たちの国際的な集まりのためでし

た。盛岡市は私にとっては全くの新たな

経験です。学校で私は牧師をしています。

教員や生徒の精神的な営みをケアするこ

とのほかに、キリスト教の教えに沿った

生活教育についても授業を行っています。

私は若い人たちと一緒に過ごしたり、彼

らの意見を聞いたりすることが好きです。

今回の旅行は帰国後、生徒たちと共有し

合えるような素晴らしいことをきっとも

たらしてくれることでしょう。そして、彼

らが、自分たちの姉妹校についてもっと

知る機会になるでしょう。

It is my pleasure to have the chance 
to take part in this event. I am so glad 
that I have the opportunity to know 
more people and broaden my horizons. 
Through this forum, I wish I can make 
more friends from people around the 
world and learn more different cultures 
from other countr ies. I  am looking 
forward to this whole new adventure!

　国際フォーラムに参加する機会を得ら

れてうれしいです。多くの人に会って、

自分の視野を広めることができるのは、

うれしいことです。このフォーラムをと

おして、世界の様々な国から来た人たち

と友達になり、他の国の文化について学

べたらいいと思っています。フォーラム

に参加することをとても楽しみにしてい

ます。

Chan Le En, Student

陳樂恩（生徒）
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I'm so happy to have a chance to 
Japan for international forum. On this 
trip, I hope to make new friends, learn 
new things, and improve my English. 
I don`t have many chances to speak 
English in Taiwan, so I think this is 
a good chance to pract ice Engl ish 
speaking ability.

P e r s o n a l l y,  I  l i k e  J a p a n e s e 
culture and food very much. I want to 
take advantage of this opportunity to 
appreciate different cultural values and 
cuisine.

　国際フォーラムのために日本に行く機

会ができたことをとてもうれしく思って

います。この旅行で、新しい友達を作り、

新しいことを学び、自分の英語を上達さ

せたいと思っています。台湾で、あまり

英語を話す機会がないので、フォーラム

は、英語を話す能力を訓練するいい機会

だと思います。個人的には、日本の文化

や日本の食べ物がとても好きです。この

機会を利用して、異なる文化や食べ物を

楽しもうと思っています。

Wu Syuan-Han, Student

吳宣翰（生徒）

　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

オルガ・シェフチェンコ（校長）

Olga Shevchenko, Principal

I like attending the Forum. As school 
principal I get new ideas share my  
professional thoughts with colleagues and 
I am always filled with positive energy. 
As a person I always admire Japanese 
people, their friendliness hospitality. Also 
Forum is the place to make new friends!

　私は国際教育フォーラムに参加するこ

とが好きです。校長として、私は新しい

考えを得たり、同僚と専門的な考えを共

有でき、常にポジティブなエネルギーに

包まれます。日本人が持つ親しみとおも

てなしを常に素晴らしいと思ってきまし

た。フォーラムはまた、新しい友人を作

る場でもあります。
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スヴェトラーナ・フェシュチェンコ（英語・第二言語教員）

Svetlana Feshchenko, ESL Teacher

My name is Svetlana. I am a teacher 
of  Engl ish and Engl ish curr iculum 
coordinator at International Linguistic 
School. I love my job which I’ve been 
doing for quite a long period of time I also 
enjoy doing projects with students and 
traveling. I look forward to attending the 
21st Forum.

　私の名前は、スヴェトラーナです。私

は英語の教員で、英語のカリキュラムの

コーディネーターもしています。私は、

自分の仕事が大好きで、長年、この仕事

をしています。生徒と一緒にプロジェク

トに取り組むのも好きです。第 21 回の

フォーラムに参加することをとても楽し

みにしています。

Eva Titkova, Student

Kirill Trudov, Student

Mariia Nedbailova, Student

エヴァ・ティトコヴァ（生徒）

キリル・トゥロドフ（生徒）

マリア・ネドヴァイロヴァ（生徒）

Hello, My name is Eva. I’m 16 years 
old and I'm from Russia. I can speak 
English and French as well. Also, My 
favorite subject is chemistry. My hobbies 
are reading and watching TV series. I’ve 
already been to Japan for 5 times and I 
really loved the culture and traditions of 
this beautiful country.

Hello, My name is Kirill. I am 16 
years old. I do not have any brothers and 
sisters in my family. My favorite hobby is 
football. I study in G grade. My favorite 
subjects are social studies and French 
language. I would be happy to spend time 
in Japan.

Hello My name is Maria but you can 
also call me Masha (as you wish). I am 
a  communicative, talkative and active 
person, who never miss an opportunity 
to visit any new places.

　こんにちは。私はエヴァです。16 歳で、

ロシアの出身です。英語とフランス語を

話します。私の好きな教科は化学で、趣

味は読書やテレビのシリーズものを見る

ことです。私は、これまでに５回日本に

いったことがあります。私はこの美しい

国の文化と伝統がとても大好きです。

　こんにちは、私はキリルです。16 歳

です。兄弟はなく一人っ子です。好きな

ことはサッカーをすることです。いま、

G グレードで勉強しています。好きな教

科は社会とフランス語です。日本に行く

ことを楽しみにしています。

　こんにちは、私は、マリアです。でも、

マーシャと呼んでくれてもかまいませ

ん。私は、おしゃべりが好きな活発な人

間です。そして、新しい土地を訪れる機

会を逃したことは一度もありません。
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Timur R. Teregulov, Student

チムール・R.　テレグロフ（生徒）

My name is Timur Teregulov.. I 
am a 10th grade student. About my 
personality; I am a positive person who is 
also outgoing. I am quite confident and I 
always try to become more  confident. For 
my hobbies, I like computer programming, 
reading and self-improvement. I am 
a good student, so I get good marks 
constantly.

　私は、チムール・テレグロフで、10

年生です。私は、前向きで、社交的な性

格です。自分に対して自信があり、いつ

も、より自信がもてるように努めていま

す。コンピューターのプログラミングを

することや読書、自分のためになること

をするのが趣味です。私はいい生徒なの

で、学校の成績はいつもいいです。

Ansan Gangseo High School, Korea
韓国　安山江西高等学校

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。

金敬澤（日本語教員）

Kim GyungTaek, Japanese Language Teacher

I sincerely appreciate this opportunity 
to participate in Chuo International forum 
again this year. I teach Japanese and I 
am in charge of international exchange. I 
am really interested in exchange activities 
and oversea study program, especially in 
Japan. I am also a mentor of Japanese 
international exchange club. Personally, 
I am keen on Japanese culture and its 
history. I am looking forward to the forum.

　いつも大変お世話になっております。

今回も CHUO 国際教育フォーラムに参加

させて頂き感謝いたします。担当科目は

日本語で国際交流を担当しています。生

徒たちの日本への留学と国際交流にとて

も関心があります。クラブ活動も日本国

際交流部です。個人的には日本文化と歴

史に関心があります。何卒、宜しくお願

いいたします。
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李桐赫　リ・ドンヒョク（生徒）

LEE DONGHYUK, Student

I hesitated a lot with the program; 
September is close to KSAT. After 
spending some time for considering the 
benefits, I decided to participate in the 
forum. It would be really good if I got 
various experiences that I will never 
regret while the program.

　最初、私は参加を躊躇しました。９月

は KSAT（大学修学能力試験）に近いか

らです。フォーラムに参加することの意

味などをしばらく考えた後、フォーラム

に参加することにしました。フォーラム

では様々なことを体験し、後悔のないよ

うにできたらいいと思っています。

LEE YEWON, Student

李藝元　リ・イェウォン（生徒）

I’m Ye won LEE and I’m 18-year-
old. Since I want to be a person who study 
social philosophy and find a solution of 
social issues in the future, I’m so grateful 
to participate in forum. Furthermore, it 
would be a great chance for me to meet 
other countries friends and enjoy the japan 
culture. My hobby is watching thriller and 
cartoons. And I also love to collect dolls and 
colorful socks.

　私は、リ・イェウォンです。18 歳です。

私は将来、社会哲学を専攻し、社会問題

の解決策を見つけたいと考えているので、

フォーラムに参加できることをとてもうれ

しく思っています。さらに、フォーラムに

参加することは、他の国から来たの友人

に会ったり、日本の文化を知る良い機会に

なると思います。私の趣味はホラー映画や

アニメをみることです。お人形やカラフル

なソックスを集めたりするのも好きです。

Introduction of the Participants
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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

Sie Ying Goh, Student

シーイン・ゴー（生徒）

Hello everyone! My name is Sie Ying 
and I am a year 5 student in St Joseph’s 
Institution in Singapore. I hope that this 
forum would be a fruitful one and that all 
of us will have insightful ideas from the 
upcoming discussions.

　こんにちは。私の名前は Sie Ying で

す。 シ ン ガ ポ ー ル に あ る St Joseph's 

Institution の５年生です。このフォーラ

ムが実り多く、すべての人がディスカッ

ションを通して洞察力に富むアイデアが

得られることを願っています。

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1,800 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。

アリス・ハヤティ・ウィジャヤ（経済教員）

Alice Hayati Wijaya, Economics Teacher

Hi I  am Al ice and I  have been 
teaching for about 15 years as an 
Economics teacher. I  am current ly 
teaching IB Economics at St Joseph’s 
Institution (Singapore) to students at 
Grade 11-12 level. I am married with two 
children and our family recently adopted 
a pet rabbit named Hay Hay. My favourite 
past-times include reading, travelling 
and spending time with my family and 
friends. It is not my first trip to Japan 
but it is my first time travelling to Iwate 
Prefecture. So, I am looking forward to 
visiting Morioka and participating in the 
21st Chuo International Forum together 
with my students. It will be an engaging 
and exciting experience for all of us. 
Thank you.

　こんにちは。私の名前はアリスです。

経済学の教員として 15 年間教えていま

す。最近では St Joseph’s Institution （シ

ンガポール）で国際バカロレアコースの

11・12 年生に経済を教えています。結

婚していて、２人の子供がいます。私た

ちの家族は最近 Hay Hay という名前の

ウサギを飼い始めました。私の趣味は読

書や旅行、家族や友達と過ごすことです。

日本を訪れるのは初めてではありません

が、岩手県を訪れるのは今回が初めてで

す。盛岡を訪問すること、そして第 21

回 CHUO 国際教育フォーラムに私の生徒

と共に参加することを楽しみにしていま

す。私たち全員にとって魅力的でわくわ

くする経験になることでしょう。ありが

とうございます。
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セレナ　リー　オー（生徒）

Serena Lee oh, Student

Hello! Thank you for extending 
your warm invitation to our school, and 
providing us the opportunity to meet 
and be friend new people through the 
forum! I love studying world history, 
and understanding how countries work 
together for our common good! I have 
always had a soft spot for japan, and 
am doing a small research paper on 
Japanese history for second which I’m 
very passionate about. I am very excited 

　こんにちは。 私たちの学校への招待、

そしてフォーラムを通じて新しい人々と

出会い、友達になる機会を提供してくれ

てありがとうございます。私は世界史を

勉強して、共通の幸せのために各国がど

のように協力しているかを理解するのが

大好きです。 私は日本が好きで、日本史

についての研究をしています。その研究

にすごく熱中しています。 私はフォーラ

ムに参加し、参加者のすべての人々、そ

して私のホストファミリーから学ぶこと

Daisuke Kato, Student

Lachlan Kai ze Neo, Student

カトウダイスケ（生徒）

ラシュラン・カイゼ・ネオ（生徒）

I  am a year 5 student f rom St 
Joseph ’s  ins t i tu t ion ,  and I ’m ha l f 
Japanese and half Chinese. My favorite 
past-time is reading and I look forward to 
participating in the forum.

My name is Lachlan Neo. I am 
a Singaporean student studying in St 
Joseph’s Institution. I turned 17 this 
year in June.I have been an avid fan of 
Football since a young age, frequently 
spending my time watching my favourite 
team, Manchester United. I most look 
forward to being able to spend time with 
my peers both from Singapore and from 
abroad, and hope that this trip will be an 
enriching and rewarding experience. I 
hope to be able to pick up basic Japanese 
phrases and understand more about 
the Japanese culture and way of living 
through interactions and the homestay 
with my host. I also hope to be able to 
learn more about various international 
students from around the world on issues 
of global significance, broadening my 
vision and enhancing my insight on global 
issues of pertinence, and thus look very 
forward to this coming trip.

　私は St Joseph's Institution の五年生

で、日本と中国のハーフです。私の趣味

は読書です。フォーラムに参加できるこ

とを楽しみにしています。

　 私 の 名 前 は Lachlan Neo で す。St 

Joseph's Institution で勉強しているシン

ガポール人です。今年の６月で 17 歳に

なりました。小さい頃からサッカーの熱

心なファンで、よくマンチェスターユナ

イテッドの試合を見ていました。今回の

フォーラムでは特にシンガポールと海外

からくる生徒とともに時間を過ごせるこ

とを楽しみにしています。今回の訪問が

豊かで価値のあるものになることを願っ

ています。また日本の生徒との交流や

ホームステイを通して、日本の生活様式

や日本の文化、そして基本的な日本語の

フレーズを理解したいと思っています。

さらに世界中からくる高校生からグロー

バル化の重要性を学び、自分の視野を広

げ、世界的な問題への視座を高めたいで

す。今回の訪問をとても楽しみにしてい

ます。　

Introduction of the Participants
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ディン・ファム・マイ・フオン（生徒）

Dinh Pham Mai Phuong, Student

Hi Everyone! My name is Dinh Phan 
Mai Phuong and I’m 16 years old. I am 
interested in reading, especially novel 
and academic book. In the future, I want 
to be an anthropologist. It’s a difficult but 

　皆さんこんにちは、私はディン・ファ

ム・マイ・フオン、16 歳です。読書が

好きで、特に小説や学術書が好きです。

私は将来、人類学者になりたいです。そ

れはとても難しいけれど、素晴らしい職

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. MCHS signed a sister school 
agreement with Ta Quan Buu High School in August 2017. 

　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。
　2017年 8月に姉妹校締結した。

クア・カム・フオン（英語教員）

Quach Cam Phuong, English Teacher

Hello, my name is Phuong, I ’m 
an English teacher at Ta Quang Buu 
Secondary and High school. I’ve been 
teaching here for 5 years, and I also was 
the judge for the presentation competition, 
which choose the representatives to join 
the Forum. This is the first time I’ve had 
an opportunity to visit and experience the 
country as well as the culture and people 
of Japan. I’m so glad to take part in the 
Forum, and hope that our students and I 
will have a good time in Japan.

　こんにちは、私はフォンといいます。

タ・クアング・ブウ中高等学校の英語の

教員です。タ・クアング・ブウで教えて

５年になります。フォーラムに参加する

生徒を決めるために開催されたプレゼン

テーションのコンクールの審判員も務め

ました。今回の訪日は日本の国、そこに

住む人々や文化を体験する最初の機会と

なります。このフォーラムに参加するこ

とができてよかったと思っています。そ

して、生徒たちとともに、日本にいる時

間を十分に楽しめたらいいなあと思って

います。

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

to participate in the forum, and learn from 
all the people there, and also from my 
homestay hosts! To my hosts, the school 
and our japan counterparts, thank you for 
having us, and we are so excited to meet 
you soon! 

をとても楽しみにしています。ホストファ

ミリー、学校、そして日本のカウンター

パートの皆さん、私たちを迎えてくれて

ありがとうございます。みなさんに会え

ることをとても楽しみにしています。
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fantastic job. I also like US-UK and J-pop. 
It’s my pleasure to join this Forum I hope 
I can gain much more experience during 
the time I stay in Japan.

業です。私は、アメリカや、イギリスの

ポップ・ミュージックやＪ－ポップも好

きです。このフォーラムに参加できるこ

とは光栄なことです。日本にいる間、様々

な経験ができるといいと思っています。

Tran Thi Kim Anh, Student

チャン・ティ・キム・アイン（生徒）

　　My name is Kim Anh, a student of 
seventeen at Ta Quang Buu Highschool. 
This year has been a string of surreal 
events to me. I eventually got the chance 
to set my foot in Japan – one of my dream 
lands. I love travelling because it helps to 
enrich our life, increase our knowledge, 
widens our perspective and make us 
feel alive and adventurous. I’m an easy-
going, friendly and open-hearted person. 
I love to motivate the depressed, help the 
impoverished. I try to make those smiles 
who have lost hopes, become hopeless, 
who wish to end up living. I wish to make 
them live lively again.

　私は、キム・アイン、17 歳です。今

年は、信じられないような出来事が次々

と起こっています。なんと、日本－私が

行きたいと夢に見た国の一つ－に行く機

会を得たのです。私は旅行が大好きです。

旅行は人生を豊かにし、知識を豊富にし、

見識を広め、生きていると実感でき、冒

険心を掻き立てられるからです。私はの

んびりとした性格で、社交的、他人に対

して思いやりのある人間です。落ち込ん

でいる人をはげましたり、貧しい人たち

を助けたりすることが好きです。人生に

希望を持てなくなった人たちを笑顔にす

るようなことをしたいと思っています。

そして、彼らが再び、生き生きと生活で

きるようにしたいと思ってます。

Introduction of the Participants
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クリストル・ゲーティグ（国際マネージャー）

ヘイリー・エマ・カーリスク（教員：ダンス、観光学）

Krystle Gertig, International Program Manager

Hayley Emma Kerrisk, Teacher; Dance, Tourism

My name is Krystle Gertig. I am a 
House Leader, International Program 
Manager and Languages Coordinator at 
Seaford Secondary College in Adelaide. I 
also teach year 7 and year 9 Humanities. 
I have worked as a Physical Education 
teacher previously, in Australia, China 
and England. I enjoy travell ing and 
spending time outdoors. I spend my free 
time exploring national parks, running 
and in Summer, going to the beach. 

I attended the 20th Chuo Global 
Forum in 2018 and am looking forward to 
participating again in 2019.

Hello, my name is Hayley Kerrisk. 
I am a Dance and Tourism teacher at 
Seaford Secondary College in South 
Australia. I have been working as a 
teacher for 12 years. I have two teenage 
daughters and spend my spare time 
travelling, being with family and friends, 
exercising, practicing yoga, dancing, 

　私の名前はクリストル・ゲーティグで

す。アデレードにあるシーフォードセカ

ンダリーカレッジで、国際マネージャー

を務めています。また、中学１年生と３

年生の人文学を教えています。以前オー

ストラリア、中国、イングランドで体育

教師として勤めておりました。旅行や出

かけることが好きです。時間がある時は

自然公園を散歩し、夏はランニング、ビー

チに行きます。私は 2018 年の CHUO

国際教育フォーラムに参加しました。今

年も参加することを楽しみにしています。

　こんにちは。私の名前はヘイリー・カー

リスクです。私はシーフォード高校の、

ダンスと観光学の教員です。教員として

12 年間働いています。10 代の娘が２人

います。余暇は旅行、家族や友人と過ご

したり、運動、ヨガ、ダンス、犬との散歩、

映画を見て過ごします。また、海が大好

きです。

Seaford Secondary College, Australia
オーストラリア　シーフォード・セカンダリー・カレッジ

Seaford Secondary College is located in Adelaide, off the coast of South Australia, and caters 
for students undergoing years 7-12 of the Australian school curriculum.MCHS signed a sister school 
agreement with Seaford Secondary College in August 2018. 

The school’s Japanese language program is highly commended for providing students with 
essential knowledge and communication abilities, and also the opportunity to travel to Japan and be 
immersed in Japanese culture.

The school also offers a prestigious international program which hosts students from many 
schools, and provides students extra-curricular activities and programs such as surfing and aquatic 
lessons, outdoor education and dance classes.

　シーフォード・セカンダリー・カレッジは、南オーストラリア州の州都アデレードにあり、オーストラリア
教育課程の７年生から12年生の生徒が学んでいます。2018年８月に盛岡中央高校と姉妹校締結をしました。
　この学校の日本語学習プログラムは、基礎的知識の習得とコミュニケーション能力の向上に特化し、高い評
価を受けています。日本への修学旅行の機会もあり、日本文化に慣れ親しんでいます。
　またインターナショナルプログラムが充実しており、たくさんの留学生を受け入れています。課外活動も豊
富で、サーフィン、水上レッスン、野外学習、ダンスクラスなどがあります。
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シャルロット・ジェーン・べヴィン（生徒）

Charlotte Jane Bevin, student

My name is Charlotte Bevin and I am 
a Year 11 student at Seaford Secondary 
College. I am an outgoing and fun-loving 
person with a passion for dance, singing 
and creative writing. In the future I am 
looking into secondary education, with a 
focus on teaching English and History, 
with this forum being an awesome insight 
into international education. As this is my 
first trip to Japan, I am looking to immerse 
myself in the culture and learn more 
about Japanese history and customs. I 
look forward to meeting and working with 
you all, let’s make some great memories!

　私の名前はシャルロット・べヴィンと

いい、シーフォード高校の２年生です。

私はダンスや歌うこと、創作活動への情

熱を持っており、社交的で楽しいことが

大好きです。今回のフォーラムを国際教

育への識見として、英語と歴史の教育に

焦点を当てて、中等教育について調べる

つもりです。

　今回初めて日本へ来るので、日本の文

化に馴染み、日本の歴史や習慣について

多く学びたいです。皆さんとお会いし、

一緒に活動できることを楽しみにしてい

ます。一緒に素晴らしい思い出を作りま

しょう！

Ebony Rose Gibbins, Student

エボニー・ローズ・ギビンズ（生徒）

　　My name is  Ebony,  and I  l ive 
in South Australia. I attend Seaford 
Secondary College, and am in year 11. I 
am interested in psychology, history and 
English subjects at school, and hope to 
pursue a career related to one of these 
topics. I love animals, and have been 
vegan for almost four years. In my spare 
time I enjoy reading, painting and playing 
guitar, as well as spending time with 
friends and family. I also love travelling, 
and I have visited Japan once before. I’m 
excited to see new parts of the country 
during this trip!

　私の名前はエボニーで、南オーストラリ

アに住んでいます。シーフォード高校に

通っている高校２年生です。私は心理学、

歴史、英語に興味があり、これらのうちの

１つに関する職業に就きたいです。動物が

大好きで、ほぼ４年間はヴィーガンです。

余暇は、友達や家族と過ごすのと同じくら

い、読書や絵を描いたり、ギターを演奏す

ることを楽しんでいます。また、旅行も大

好きで、一度日本に来たことがあります。

今回の訪問で日本の新たな面を見ることが

楽しみです。

Introduction of the Participants

walking my dogs, watching theatre and I 
love the beach.
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ヘレン・ターナー（日本語教員）

Helen Turner, Teacher of Japanese

Hi, 
I am a teacher of Japanese, I have 

been visiting Japan for 30 years and I 
lived in Tokyo for 3 years.

I love the Japanese culture and 
food. I have never been to Morioka so I 
am looking forward to discovering a new 
part of Japan.

　こんにちは。

　私は、日本語を教えています。日本には、

30 年間の間にたくさん訪れています。そ

して、３年間は東京で住んだこともあり

ます。

　私は、日本の文化と食べ物が大好きで

す。盛岡には、まだ訪れたことがないので、

日本の新たな発見を楽しみにしています。

Simon Warburton, Assistant Headteacher

サイモン・ワーバートン（校長補佐）

This will be my second visit to Japan 
and I am very much looking forward 
to having another chance to visit such 
an amazing country.  I teach Computer 
Science, Biology and am a school 
administrator designing the curriculum 
and mental health support.

　２度目となる日本への訪問です。他国の

皆さんと交流できる機会をとても楽しみに

しています。私は、コンピューターサイエ

ンス・生物を教えています。そして、学校

管理者として、教育課程の検討・健康サポー

トも行っています。

Impington Village College, U.K.
イギリス　インピントン・ヴィレッジ・カレッジ

Impington Village College is MCHS's newest sister schools as of this year (2019). It is located in 
Cambridge and educates students from years 7-13.

IVC is part of a global community of IB World Schools. It is also one of a few schools in the UK to 
offer five different languages at GCSE level, including Japanese. The Japanese language program teaches 
students to communicate effectively in various situations and provides the opportunity to travel to Japan.

Uniquely, IVC's international sixth form brings together students from all over the world to work and 
socialize together in order to broaden cultural horizons.

  インピングトン・ヴィレッジ・カレッジは盛岡中央高校の一番新しい姉妹校となりました。ケンブリッジに
位置する学校にはグレード7年からグレード13年生までが通っております。
　インピングトン・ヴィレッジ・カレッジはインターナショナルバカロレアとしての活動も一部行っておりま
す。GCSEレベルでは日本語を含んだ５つの外国語のクラスを提供する、英国では数少ない学校の一つです。
日本語の学習プログラムでは、生徒たちが様々なシチュエーションにおいて実際に役立つ会話を目指して授業
に取り組んでいます。学校の特長は、6年制（シックスフォーム）の学校として、世界中から生徒が集まり文
化視野を広くするために共に勉強し生活しています。
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ケイラ・カーターズ（生徒）

リネア・ハズマン（生徒）

Keira Charters, student

Linnea Husmann, student

My name is Keira! I’m from the UK, 
but I lived in Germany and Switzerland 
for 9 years. I plan on studying something 
re la ted  to  soc ia l  deve lopment  o r 
environmental management at university 
next year. Some of my interests/hobbies 
include reading, learning languages, and 
going out to eat with my friends! I love 
to travel and am very excited to come to 
Japan for the first time.

Hello,
My name’s Linnea and I am very 

excited to meet you. I really like to read, 
my favorite genre is murder mysteries, 
and to dance, I do a style of classical 
Indian dance called Bharatanatyam. I can 
play some card games so be prepared 
for endless fun and I love all animals but 
cats are my undeniable favorite. I will eat 
any new foods but I am most excited to 
try Japanese sweets because I really like 
sweet food.

　私の名前はケイラです。イギリス出身

ですが、ドイツとスイスに９年間住んで

いたことがあります。私は、来年度大学

で社会の発展と環境マネジメントの関係

性を学ぼうと計画しています。趣味は、

読書・言語を学ぶこと・友人と外食する

ことです。私は、旅が大好きで、日本へ

の初めての訪問にとてもわくわくしてい

ます。

　こんにちは。

　私の名前は、リネアです。お会いでき

ることを楽しみにしています。私は、読

書が大好きで好きなジャンルはミステ

リーです。また、ダンスをすることも好

きで、 Bharatanatyam というインドのク

ラッシックなダンスを踊ります。そして、

カードゲームもでき、最後まで楽しめる

よう準備することができます。動物が大

好きで、特に猫が好きです。食べ物は、

なんでも食べますが、甘いものが好きな

ので、和菓子をたべることがとても楽し

みです。

Introduction of the Participants
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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。

高嶺朝太（英語教員）

マイリ・チバナ・クリスト（生徒）

テイラー・マサキ・シンプソン（生徒）

Chota Takamine, English Teacher

Maili Chibana Crist, Student

Tyler Masaki Simpson, Student

I was recently hired by Okinawa 
Shogaku. I graduated from University 
San Francisco. I have been working as a 
journalist and translator. I am really glad 
to take part in your event and hope to see 
students from my school perform well at 
your event. 

I’ve never participated in a homestay, 
so I’m very nervous. Also, I may be shy, 
so please don’t misunderstand me. I like 
reading and I love listening to music. I 
play the guitar a little bit and I’m open to 
any songs suggestions. So please tell 
me if there’s a good song out there. I’m 
looking forward to meeting everyone. 
Please take good care of me. Thank you.

This is my first time home staying 
somewhere, so I am very excited. But 
I tend to be a little shy towards new 
people. I have many hobbies such as 
playing sports and listening to music, 
I always love trying new things, so if 
there’s anything that I should do during 
my stay in Iwate, I’ll be more than glad to 
give it a shot. It’ll only be a short week in 
Iwate, but I am really looking forward to it.

　私は最近沖縄尚学で働き始めました。

私は、サンフランシスコ大学を卒業しま

した。私は、ジャーナリストや通訳者と

して働いてきました。私は、フォーラム

に参加できてとてもうれしいです。私は、

沖縄尚学の生徒にフォーラムで成果を上

げてほしいと思います。

　私は、今まで、ホームステイをしたこ

とがなかったので、とても緊張していま

す。私は恥ずかしがりやかもしれないの

で、誤解しないでください。私は、読

書と音楽を聴くことが好きです。私はギ

ターを少し弾きます。どんな曲でも弾い

てみたいと思います。もし、いい曲があっ

たら、教えてください。皆さんに会うこ

とを楽しみにしています。どうぞよろし

くお願いします。

　今回、初めてホームステイをするので、

とてもわくわくしています。しかし、私は、

少し人見知りです。私は、スポーツをす

ること、音楽を聴くことなどの沢山の趣味

があります。私は、新しいことに挑戦す

ることが好きです。岩手に滞在している

間に、もしも何か私がすべきことがある

なら、喜んで、挑戦するつもりです。岩

手に滞在する期間はほんのわずかですが、

私は、フォーラムを楽しみにしています。
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作者：熊谷　美夏（特進Zコース３年）

Drawn by Minatsu Kumagai, 3rd grade,
Morioka Chuo High School

作者：丸山　　結（特進Zコース３年）

Drawn by Yui Maruyama, 3rd grade,
Morioka Chuo High School
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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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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

たいか

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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