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  『YSF-J』とはYokohama Student Forum 横浜市立横浜

商業高校国際学科が主催する学生会議のことで『YSF』と

『YSF-J』があり、『YSF-J』ではテーマについて日本語で議

論をしました。『YSF』は『YSF-J』の内容を踏まえて、冬に

英語で会議を行います。『YSF-J』は『YSF-』での議論を深

めるために行われ、今回みな総から4名の生徒が参加しまし

た。みな総以外にもいろいろな高校から高校生が集まってい

てとても新鮮でした。 

＜参加生徒の感想＞今年のテーマは“自然共生”を中心に

「食」「生産」「発電」「国際協力」の４つの分科会に分か

れ、各観点から疑問・理解を深めていきます。私は「発電」の分科会を選択しました！火力発電や

原子力発電の問題点などは元々の知識としてあったので少しでも知っているものをと思い選択しま

したが、自分が想像していたよりも深い部分を学び、話し

合いのできる会でした。今までなどで環境問題について学

ばせてもらう機会はたくさんありましたが、その上で自分

はどうしていくべきだと思うのか、またなぜそう考えるか

同級生と意見を交換しあうことはとても新鮮でした。 

 参加してみて思ったことは学年もバラバラの他校の方と

話すのはとても新鮮であり楽しかったです。それぞれが一

方的に意見を出し合うのではなく他人の意見に質問をその

まま返したり、反論や付け足しをしていくという会議とし

て当たり前の部分であるかもしれませんがなかなか難しい

ことだと思うので経験できて嬉しかったです。またそれぞれがもっている知識量がとても多いと感

じましたし、私も関心を持って知識量を増やしていきたいと思いました。 

 これからに向けて、YSFでの学びを学校に持ち帰り学校でも活動したいと思います。具体的には

エコプロジェクト（コンタクトレンズリサイクル）の活性化、ランチトーキングなど、英語で気軽

に環境問題などについて話したり考えたりする場を作って行きたいと思います。(2年女子) 

上海市ユ―スキャンプにオンラインで参加しました！ 

 横浜市の友好都市である上海市が主催する「国際友

好都市ユースキャンプ」に、世界各国の学生ととも

に、みな総生4名参加しました。 

ユースキャンプは、2009年から上海市の友好都市の青少年同

士の交流促進を目的に開催されています。今年は初のオンラ

イン開催で、上海名所のオンラインツアー、中国語学習、文

化体験、ディスカッション等の約２週間に渡るプログラムに

参加し、世界17カ国(スリランカ・タイ・イギリス・フィン

ランド・ハンガリー・アメリカ・エジプト・オランダetc…) の学生たちと英語で交流を深めまし

た。～横浜市国際局パンフレットより～ 

＜参加生徒の感想＞・サマーキャンプでできた世界中の友達と今もずっとインスタグ

ラムや、we chatを通して連絡を取っています！すごくいい経験になり、参加して本当

によかったなと思います！(3年女子） 

  At first, I was worried that I would be able to inter-

act properly, but when it started, the two weeks be-

came very fulfilling and blink of an eye. It was very 

interesting to know about the culture of various coun-

tries and I could make many friends all over the 

world. If this pandemic is over, I definitely want to go 

and see the friends I met in this program. (3年女子)  

・このキャンプは留学準備として良かったと思います。世界中から学生や先生が参加

していたので、いろんな訛りの英語が話されていたからです。大変なことやほとんど

が初めてのことでしたが、良い経験になったと思います。(2年女子) 

・沢山の国の高校生と関わることで文化の違いや価値観の違いを感じることが出来ま

した。最終日のプレゼンでよりその国について知ることが出来たと思います。もっと

話す機会が欲しいかったです。コロナの状況でなかったら仲良くなれた友達と会えた

ので少し悲しいです。(3年女子) 

・今回の合宿では、日々の配信やミーティングで自分の知らなかった中国の文化を知

ることができ、とてもいい経験ができました。また、英語と中国語でミーティングが

進行されるため今まで学習してきたことを実践するなかで英語や中国語でのコミュニ

ケーションにおける注意点などを見つけることもできました。合宿には日本と中国以

外の多くの国から参加者が集まっていましたが、あまり話せなかったことを残念に思

います。いつか合宿の参加者と実際に会って話したいと強く思います。(3年男子) 

上海ユースキ ャンプの報告 

 

 

●TGG(TOKYO GLOBAL GATEWAY)に行ってみよう！！ 
  空港やホテル、レストランではどんな英語を使うの？英語でニュース原稿を作成して放送？実際

に海外のいろんな場面で使える英語を、楽しみながら学んでいく英語体験施設、TGG。みなと総祭

が延期になったことで、TGGも１０月から１２月１０日（後期中間テスト最終日）に変更になりま

した。追加で参加者を募集しますので、希望者は英語科朝野、林、奥山まで！！ 

●１年生対象海外大学進学支援プログラム（ATOP）募集中 
  １年生で将来海外大学進学を希望している人の為のプログラムです。申し込みには手続きの締め切りがあ

ります。詳細を知りたい人は英語科、朝野まで！！ 

●留学生がやって来ます。 

  後期より新しくフィリピンとドイツから留学生がやって来ます。どうぞ宜しく。 

●カナダ・上海姉妹校オンライン交流 
  この2年間姉妹校プログラムの中止が続いていますが、今年の秋～冬にバンクーバー、上海とオ

ンラインで交流する企画があります！まだ詳細については調整中ですが、これから参加者を募集し

ます。興味がある人は英語科 林、奥山まで話を聞きに来てください。 

●classroom でMinato Chat Roomを立上げます！ 
  日常的なことから社会問題まで様々なトピックについて英語または日本語でchatしよう！近日ア

ドレスを公開しますので、大勢の生徒の参加をお待ちしています。 

●classroom でBuddy連絡掲示板も立上げました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●バディ活動報告   3月に日本語学校の生徒さんと交流会を持ちました。本校生徒

による日本紹介や、百人一首を使って坊主めくりなどもしました。軽音

に所属している本校生徒のパーフォーマンス披露もありました。「マ

リーゴールド」好評でした。日本語学

校の生徒さんからも出身国の紹介や、

その人が参加した日本語で歌う「カラ

オ ケ コ ンテ ス ト」（安 室 奈美 恵の

「ヒーロー」）の動画をみんなで鑑賞

したりして和気あいあいでした。 

 毎週水曜日昼休みに(ランチを済ませてから)3F視聴覚室でchatting 

in English を行っています。AETの先生や英語科の先生も参加して

います。(topicは色々、前回は My Summer Plan でした。) 

Hello everyone！ 

My name is David Lloyd.  This is my first year at Minato Sogo, but I have 

been an AET for over 20 years.  I really like the students 

here.  My hobby is watching sports like basketball, baseball 

and American football on TV or my computer.  Please feel free 

to talk with me anytime. 

Hello everyone！ 

My name is Shabbir Ahmed but my nickname is Ame. I am 

from London, U.K. I have been teaching at Minato HS for 1.5 

years and its great teaching fun students at this school. I 

lived in Japan for 12 years. My hobby is taking photos with 

old film cameras, playing cricket for the British embassy and love watch-

ing Star Wars. If you have any questions about the UK or Star Wars, 

please ask me. May the force be with you!     


