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 5 月 8 日から 11 日の 3 泊 4 日で、1 年生はイギリス南西部のコー

ンウォールの研修旅行に行ってきました。 

現地では St. Michael’s Mount で古城を見学したり、Eden 

Project では熱帯雨林破壊の現状やフェアトレードに関するワークショ

ップに参加、その後巨大な熱帯雨林の温室を見学したりしました。特に

温室では普段スーパーマーケットでしか見たことがない果物や植物が生

っている様子、白血病の特効薬となる植物などに、生徒たちは興味深く見入っていました。 

 またマリンアクティビティーとして、グループでの筏作りとサーフィンを体験しました。5 月の肌寒い気候の中、それでも生徒たちは

果敢に波に向かって行き、「上手にサーフィンできたよ！」「寒かったけど楽しかった！」と笑顔で報告してくれ、彼らの底力に感

銘を受けました。 

 また、コーンウォールへの往路では古都バースに、復路では古代遺

跡ストーンヘンジにも立ち寄り、生徒たちはイギリスの歴史遺産を興

味深く観察しました。 

 生徒たちにとっては、さまざまなアクティビティーや観光を通じて多くの

ことを体験し考える機会になったのではないかと思います。（本間） 

 

 

 

 初日はピサの斜塔に登りました。ピサの斜塔から町を見下ろし、イタリア到着を実感することができました。その日のうちに、フィレンツ

ェへ移動し、２日間、フィレンツェの街を散策しました。ウフィッツィ美術館では、念願のボッティチェリ作「ビーナスの誕生」「春」や、ダビ

ンチ作「受胎告知」などの絵画を鑑賞し、熱心にガイ ドさんの話を聴いている生徒たちの姿が印象的でした。高校生の頃から「本

物」の 作品を見学できるということは素晴らしいことだと思います。  フィレンツェのシンボルでもあるドゥオモでは、約５００段の階段を

上がると、クーポラの見晴台からフィレンツェの街を一望することができます。生徒たちは辛そうでしたが、その景色を見ることができたと

きは感激していました。夜に大雨に遭い、夜の街を散策することはできませんでしたが、ベッキオ宮殿でのインフェルノツアー、ベッキオ

橋での買い物など、盛りだくさんの内容を楽しむことができました。 

 ４・５日目のローマでは、まずはヴァチカン市国を訪れました。ヴァチカン市国は世界一小さな国ですが、サンピエトロ大聖堂、ラファ

エロの間での「アテネの学童」など、見るべきものがたくさんあります。中でも、システィーナ礼拝堂のミケ ランジェロ作「最後の審判」は

皆が感動して見入っている姿を見ることができ、成長を感じることができま

した。その後、ローマの休日で見た、ローマの街を散策し、多くの生徒がジ

ェラードを食べながらローマを楽しんでいました。最終日の午前中はコロッ

セオを見学しました。建物のスケールに圧倒されつつ、ガイドさんが話すロ

ーマ人の娯楽や剣闘士のストーリーに耳を傾けていました。 

 最後はローマから家族に向けた絵葉書を投函し、空港に向かいました。

よく歩いた５日間でしたので、生徒たちも疲れたようでしたが、終始楽しそ

うな笑い声が響いていました。（清木） 
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 3 年生は、スペインの首都、マドリッドへ行って参りました。初日こそ少し涼しかっ

たものの、2 日目からは晴天が続き、天候に恵まれた旅行でした。初日は、マドリ

ッド到着後すぐに、世界有数のサッカークラブであるレアルマドリッドのスタジアム見

学へ出かけました。歴史と伝統、そして数々の栄誉を勝ち取ってきたスーパースタ

ー揃いのチームだけに、スタジアムも素晴らしく、皆その大きさや迫力に圧倒されて

いました。2 日目に訪れたのは、マドリッドから車で 1 時間ほどの古都トレド。 

町全体が世界遺産となっているこの小都市は、キリス

ト教、イスラム教、ユダヤ教と 3 つの宗教が混在する

珍しい地です。歴史的建造物にもそれらの跡が残り、

生徒達が真剣に写真を撮りながら見入っている姿が

印象的でした。このトレド以外にも城壁に囲まれた町

アビラやローマ時代の水道橋がそのまま残るセゴビアな

ど、マドリッド近郊の美しく歴史ある町を見学することが

出来ました。マドリッド市内では、王宮、プラド美術

館、ピカソの「ゲルニカ」が置かれているソフィア王妃芸

術センターなどを見学しました。多くの名画や装飾品、

建造物を鑑賞しながら、ガイドさんの説明とともに深く

印象に残ったのではないかと思います。（山田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3年 スペイン旅行（マドリッド） 

 

                  K2  
I did a homestay with Mai. There was a pool in the house but it was 
 raining. So we couldn’t swim.  
The first day, we talked with the host family and watched a movie.  
The title was Harry Potter. The host mother said Snape is her cousin.  
I was very surprised.  
The second day, we saw the performance of bagpipes on the street.  
After that, we went shopping. There was a big Primark, H&M, ZARA  
and so on. I bought some clothes. And then, we went to McDonald’s at lunch time. I ate Happy meal. It was about 
10 years ago when I ate it last. A red frisbee was attached. After I came back home I watched Harry Potter again.  
The last day, we went to Windsor. I have been there a lot of times so I acted separately about one hour from the 
host family. I think one hour is very short. After free time, we went to McDonald’s at lunch time again and ate 
Happy meal. And then we walked river side and took the picture in front of the war airplane’s model.  
Weekend homestay was the first time for me so I was a little worried. But my host family talked a lot for us. It was 
very fun. I think I want to do a weekend homestay again. 
 

K2  
                                                                    I did weekend homestay from April 27th to 29th. It was my fourth time to do 
                                                                 weekend homestay but it was first time to go to Mrs Lombardelli`s house.  
                                                                Mrs Lombardelli`s house is very big and there is a pool, pond and billiard table. 
                                                                On Saturday morning we went to Burnham Beeches to walk. They have two  
                                                                dogs and they walk in Burnham Beeches everyday for more than 20 years.  
                                                                When I heard that I was very surprised because they do not skip walking so they 
are very healthy. After that we made carrot cake. It was first time to eat carrot cake and make it. At first I thought 
why put carrots in the cake. To be honest I do not want to put carrots in the cake. However when I ate it, it was 
very delicious.  
 I learned that if even it is strange or have never done something before I should try it. Then I can have new way of 
thinking and get a new experience. 
 

Weekend Homestay   4月 27日（金）～29日（日） 
 

生徒たちに書いてもらった作文を、教員全員で審査する「作文コンクール」について、結果と作文は 6 月号に掲載します。 



[3] 

  

 

 

 

 

 

 

  

生徒会企画ドッジボール  

                                           5月 4日（金） 
 

 夕食後にドッジボール大会が行われました。こ

れは毎年春に新入生歓迎会として、親睦を深

め楽しませようと、生徒会が企画しているもので

す。ゲームの中では、時間経過につれ、柔らかい

ボールや大きなバランスボールが投入されるなど、

男女とも楽しめる工夫が凝らされていました。み

な終始笑顔が絶えない大変楽しいドッジボール

大会となりました。（山田） 

 

Visit to Khalsa（水曜コース) 5月 2日（水） 
  

 On the 2nd May, the students from the English conversation class took 
part in their first field trip to investigate how different and/or similar 
British teenagers are from their Japanese counterparts.  We set out to 
meet with a group of year 10 students from the Khalsa Secondary 
Academy.  These were students aged between 14 and 15 years old.  The 
Khalsa Secondary Academy is a faith school and the majority of students 
that we met were of the Sikh faith, so already that was a point of 
difference between the 2 groups of students. 
At first the students seemed a little shy in each other company, but 
after being offered a cream tea with lots of cakes, the ice was soon 
broken and the students were laughing and chatting together.  We have 
invited these students from the Khalsa Secondary Academy to come to 
visit us in the Teikyo School on Wednesday 23rd May where we will 
show them some traditions from Japan.(Lesley) 

K1 Visit to Windsor/Eton  5月 7日(月) 

 

 On Monday 7th May, the first year students spent a short time 
exploring Windsor and then visited Eton College.  They were 
given a tour of the school by one of the teachers and then 
listened to some presentations in Japanese by the Eton 
students. Two of the Teikyo students, Yui Tsuchida and 
Kazutoshi Iwakiri, gave presentations in English about life at 
Teikyo School and the football course.  
After the presentations, the students did an activity where they 
had to explain some Japanese snacks to the Eton students.  
Finally, the Eton and Teikyo students had dinner together in the 
school dining room and enjoyed chatting in Japanese in English. 
All in all, it was a great chance for our students to see Eton and 
also make some new  
friends. Hopefully,  
the Eton students will 
be able to visit Teikyo  
sometime in the near  
future so we can repay 
their hospitality.  
                       (Richard) 

※水曜コースとは・・・・・ 

総合的な学習の時間として、水曜の午後に開講されており、「英国文化」（担当：久保）・

「English Conversation」（担当：Lesley）・「Community」（担当：Richard）と、 

「Art」（担当：青山）が、英国で学べることの特徴を活かした特色ある授業を行っています。 



[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

サッカー部練習試合 4月 29日（日） 

サッカー部がロンドンにある日本人クラブチームのロンドン

ジャパニーズと練習試合を行いました。スピードとスタミナ

で相手を圧倒し、 

10 対 2 と大差の 

勝利を収め、今季 

の初戦を飾りました。 

          （山田） 

 


