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     晴天の下、今年度の体育祭が実施されました。生徒達が最も多くの時間を使い、準

備してきたのは、学年対抗のダンスの練習でした。それぞれの学年が、日本のみならず、海外の曲、CM ソングなど、様々なジャン

ルから３～４曲選び、沢山のバリエーションのダンスを覚えてきました。本番では、どの学年も息の合った素晴らしい踊りを披露し、

来校された保護者の皆様から惜しみない拍手が送られていました。保護者の方々と教員の投票の結果、３年生が昨年に続く、

優勝を果たしました。３年生は少ない人数ながら、非常に楽しそうに踊る姿が印象的でした。赤白対抗の種目の方では、朝から

白熱した戦いが繰り広げられ、午前中はほぼ互角の勝負、午後の終盤に行われた綱引き、全員リレーで勝利した白組が最終的

に優勝となりました。終了後、全力を尽くした生徒達は、日焼けをした顔に、清々しい笑顔を浮かべていました。（山田） 

 

 

 

体育祭 6月 10日（土） 

 



[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

英国社会コース OUTING 

5 月 31 日（水） 
 

 英国文化コースでは近隣地域の学習をしてブルーベルの花見

に行った後は、Winnie the Pooh について学習しました。作

者の A.A. Millenは当時ロンドンでも名の知れた作家で、

East Sussex にある Hartfield に別荘を持っていました。息

子の Christopher Robin くんがその別荘に滞在中、ハロッズ

で買ってもらった縫いぐるみのクマを下げて、乳母と一緒に森に

散歩に出かけた体験談がWinnie the Pooh のお話のもとと

なりました。授業では Pooh Bridge で Pooh Stick というゲー

ムをするエピソードを英語で読み、その場所を訪ねてみることにし

ました。学園から車で一時間半もかかりましたが、

Christopher Robin くんの気持ちになって森の中を散歩し、

橋で実際に皆で Pooh Stick のゲームもして盛り上がりました。

帰りには Pooh Corner というプーさんグッズだけを扱う小さな

店に寄り、思い思いのお土産も買うことも出来ました。英国文

化コースではこれからも 

英国ならではの体験 

学習を続けていきます。 

（久保） 

 

English conversationコース Pizza Restaurant 

Entrepreneurs 
 

 In true ‘Apprentice’ style, the students of Teikyo 
conversation class were challenged to set up the most 
profitable pizza restaurant.  There was not much time to 
make plans – a two-hour preparation lesson where students 
had to think of a brand name, produce advertising posters as 
well as a shopping list outlining the maximum amount each 
team was prepared to ‘invest’ in their business.  And then the 
following week, both teams had to make and sell as much 
pizza as they could, with the winning team being the group 
who earned the highest profit. 
 Whilst the students all had experience in cooking, they were 
faced with decisions about what toppings to sell, what drinks 
to include, what price to charge, what other equipment they 
would need.  They had to produce, under time pressure, 
great tasting pizza at a price their customers were willing to 
pay. 
 The ‘Happy Pizza’ team experimented with a ‘dessert pizza’ 
whilst ‘Pizza Slough’ wanted to produce lots of low priced 
pizzas with fizzy drinks. The dessert pizza proved to be an 
enormous hit and the ‘Happy Pizza’ team earned over £13 
profit.  Due to burning some of their food, ‘Pizza Slough’ 
could not sell everything. Happy Pizza profits were given to 
Cancer Research UK, but Pizza Slough team kept the profits, 
which means that their team members are all fired!   (Lesley) 
 

 

英国社会コース OUTING 

６月 6 日（水） 
 

 英国文化コースでは、今学期は英国ならではのアフタヌーンテ

ィーについても学習しました。昔は Low Tea や High Tea と

言って食事を兼ねたティータイムの習慣がありましたが、ご存知

のように現在では有名ホテルなどで魅力的なアフタヌーンティー

が観光客によって楽しまれています。今回はウィンザーのテムズ

川のほとりにあるオークリーコートホテルで体験をしました。このホ

テルは 1859年に建てられ、バッキンガム州の長官が住んでい

ましたが、1900年代に 14年間空き家になっていたため、ドラ

キュラやロッキーホラーショーといった 200本もの恐怖映画など

の撮影に使われた有名なお屋敷でした。現在のホテルではこの

日は Conservatory （温室）と呼ばれるガラス張りのお部

屋に案内され、アフタヌーンティーが初めてだというメンバー9人

は、三段重ねのスタンドに乗る 6種類のサンドイッチ、2種類の

スコーン、4種類のケーキに歓声を上げていました。スコーンの

食べ方もしっかり習い、 

まさに英国文化をおな 

か一杯体験できた日 

でした。（久保） 

Cultural studies（１年） 

6 月 15 日（木） 
 

この日は清清しい天気のもとイチゴ狩りに出かけました。英

国では農場を一般人に開放して、苺、ラズベリー、チェリー

などのフルーツや、アスパラガス、えんどう豆、コーンなどの野

菜を自分たちで収穫し、計ってもらい支払いをする PYO

（Pick Your Own）という農場があります。初めての

PYO体験に皆大喜びでした。（久保） 
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Ko3 
 I’m working at Barnardos which is charity shop for 
handicap children and orphans. First, when I went inside 
the shop, since the shop was unbelievably messy, I lost my 
word. This made Richard worried as I was frozen. Because 
shoes were not in pairs and mixed up also many clothes 
were drop on the floor. So my first job was tidy up the 
shop. That was quite hard and made me tired. 
 The staff called Linda was very kind and friendly. She 
taught me everything about what should I do in the shop. 
Most of my work was tagging clothes and arranging 
displays. What I was most happy about was that customers 
bought the goods I tagged. I really understand how 
important volunteer work is. 
 

Ko3 
 In my Wednesday course I am working at 
charity shop called Scope. It is a charity where 
people donate for those who has disability.  
I usually do tagging clothes, steam, check 
clothes and so on. The volunteers are really 
friendly and kind so, I enjoy the work. I was 
touched by people’s kindness. They donated 
their own clothes, watches, books and some old 
stuff. 
 I noticed many different kinds of people 
volunteer. In the shop, there are young people, 
old people, talkative people, shy people, and 
different religion but everybody has positive 
attitude and they want to help other people.  
Therefore, I feel like happy and it is comfortable. 
But I realised I have to improve my English skill 
more and more.   
 

Ko2 

 私はボランティアとしてチャリティーショップで働いてきました。

私が手伝いをさせてもらった団体はキャンサーリサーチです。キ

ャンサーリサーチは癌の人を支援する団体です。大規模なイ

ベントを開いたり活動に積極的な団体です。 

 週に一回のボランティア活動でしたがそれでも、多くの人が

家具や洋服などを寄付している姿を見ました。若い人からお

年寄りまでさまざまな人が来ました。そのおかげで仕事は尽き

ることなく始めから最後までずっと働きっぱなしでした。とてもや

りがいのある仕事でした。働く当初は、お店の方たちとうまくコ

ミュニュケーションが出来るか不安でしたがとてもフレンドリー

で、話すきかいが多かったです。 

 具体的にどのような仕事をしたかと言うと、商品のタグ付

け、値段決め、レジ、商品並べなどです。特に難しかったのが

レジ仕事です。意見簡単そうだったのですがこれに苦戦しまし

た。それでもお店の方は何回も教えてくれました。 

 今学期はもう１回しか手伝いにいけませんが、次に機会が

あったらまた手伝いに行きたいです。 

 

Ko3 
 I worked in Oxfam.  This is the second time in which I work in 
some charity shop. 
 I’m really interested in Oxfam as I learned about Oxfam a lot 
in my school.  So this experience is valuable for me.  
 I did some jobs, such as making display, washing up items, 
tidying up inside the shop and so on. They were really 
worthwhile for me because, Oxfam is helping a lot of poor 
people all over the world.  And the best thing for me is staffs 
are very kind and friendly. Always smiling, always gently 
explain some thing and help me. That makes me happy. Not 
for only me. Of course, for many customers. 
 By the way, I have seen some video about Oxfam. There 
were a lot of poor children in developing country and Oxfam 
donate money and support them in this video. I was really 
moved by it. 
 I noticed that some young people have to study about some 
charity like Oxfam more. 
 I am really would like to continue volunteer in Oxfam. And, 
would like to buy some items which Oxfam support in. 
 

Ko2 
 On Wednesday, I am working at library with Chisa. Library work is putting away 
and organizing books. 
  Usually, I am working in children section, so we can a project for children about 
Japanese, but I did it only once. One day, I taught Origami for them. I showed them 
how to make Samurai’s helmet. I want to do more of the same things again. 
  In May, library was busy when there was half term holiday. So we did craft 
activities, we made lilies, I was surprised as the children’s father couldn’t speak 
English, but the children could speak English. Reality, some parent’s English skill is 
the same as mine. I noticed there are many books in Polish, Hindi and so on for 
them. 
 I noticed lots of nationalities live and work at slough. Some people speak English 
well, some people not well, but the library is for everybody.  
 

Community コース Volunteer 
 

水曜コースの Community コースでは各自、近くのチ

ャリティーショップや図書館でボランティアを行いました。 

 

 

http://clipartgo.com/free-pencil-clipart-3727/
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生徒総会 

6 月 5 日（月） 
 

 今年度第１回目の生徒総会が行われました。今回の生徒総

会のメインとなったのは、中央委員会の活動についての報告でし

た。中央委員会とは、生徒会・各委員会委員長・各クラス代議

員で構成されている委員会です。この中央委員会は、長年機

能していませんでしたが、生徒会長を中心とする現生徒会が、

委員会活動の活発化や、それぞれの委員会、クラスの状況・問

題点を皆で考え、解決していこうという目的で、今年から復活さ

せました。その他、生徒総会前に全校生徒に実施したアンケー

トの集計結果も発表され、生徒たちが交流行事などをもっと望

んでいることや、体育館などの施設について、いくつか要望を持っ

ていることが分かりました。生徒会では、現在これらの意見を集

約して、生徒たちの 

要望に応え、学校生活 

をより良くするべく会議を 

重ねています。 

（山田） 

 

バスケットボール部試合 

6 月 4 日（日） 
 

 バスケットボール部が今年度初の対外試合を行いました。相手は、ロンドン北部のチ

ーム、Barnet Bulldogs。平均身長が１８５ｃｍ以上もある大型のチーム相手

に、第１クウォーターから大きくリードされ、最終的に５４対１０５という大差での敗

北という結果になってしまいました。しかし、相手は２ｍ近い選手がいるなど、これまで

対戦してきた中で最も大きく技術もある強いチームでしたが、互角に勝負していた時

間帯もあったこと、また取り組むべき課題が見えたことは、収穫だったと感じます。次戦

は、課題となった部分を修正し、勝利を目指したいと思います。（山田） 

 

生徒会役員選挙 6月 19日（月） 

 生徒会役員選挙が過日行われ、立会演説会に引き続いて、投票を行

い、新生徒会役員が決定しました。立候補者に先立ってその推薦人が、

立候補者が生徒会役員にふさわしい人物であることを演説し、その後に立

候補者が生徒会役員としてどう学校生活を向上させていきたいかという抱

負を演説しました。どの生徒も要点をよくまとめ、堂々とした態度で立派に

演説をしていました。今年初めて、英語による演説もあり、英国にある高校

らしく素晴らしい試みだったと思います。副会長は男女各１名、書記は１

年生から１名の定員のところ、それぞれ複数の立候補者があったため票が

分かれはしましたが、生徒たちはよく考えた上で投票をした様子でした。 

 なお、選挙管理委員が当日の選挙の運営をすべて担い、厳粛な中での

公正な選挙を行ってくれました。２学期より新メンバーでの活動がスタートし 

ます。生徒の代表として、学校の顔として、これからの活躍を期待していま

す。（谷地舘） 

 

私たちは現地の人たちとの交流を増やすことを目標にしてい

ます。先月は、Stoke Poges Youth Clubの子供たちと

交流をしてきました。そのときの反省で、私たちは英語で交

流をすることが目標なのにあまり英語で会話ができませんで

した。その反省を生かし、昨日 Scouts(ボーイスカウト)の

子供たちと交流しました。交流の内容は、英語、日本につ

いてのクイズ、泥警でした。クイズではみんなで答えを考えな

いといけないので英語でたく 

さん話し合うことができまし 

た。帝京のみんなと Scouts 

の人たちの楽しんでいる姿が 

見えました。これからも少しで 

も英語力向上のためにがんばりたいと思いました。 

 

国際文化交流委員委員長 

国際交流委員会活動 

6 月 15 日（木） 
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各教科より 
 

英語科 Ko1 
 Homestay was my first experience since I was 
born. So I was looking forward but I was anxious. I 
was very nervous because I cannot speak English 
well. However since the host family was very 
friendly and gentle , I was relieved. At the host 
family’s house , there was a 3 year old child with 
father and mother. That child was very cute. 
 As my host family asked me about my mother’ 
job, I answered “There is no job for my mother ”. 
Then the host family was very surprised. In Japan, 
mother does not work, I think that it is usual to do 
house work , but it seems unusual in the UK. 
 On the first night I watched the host family’s 
favorite movie “The lion king”. It was very fun.    
Next day we went the Cliveden. It was a very 
wonderful view. After that , I ate British dinner . It 
was very delicious.  
 Next day I went sightseeing to Windsor. Windsor 
Castle was very big and wonderful. 
In this homestay, I was able to learn many things 
such as English, British people’s daily life, culture 
and so on. 
 Homestay was very fun. I also want to have a 
homestay if I have the opportunity . 
 

Ko1 

 私は、６月５日から７日まで、ホームステイをしていまし

た。ロビンソンファミリーの家に行きました。私にとっては初め

ての体験だったので、少し心配でした。しかし、とても親切

で良いホストファミリーでした。 

 私は、今回のホームステイでたくさんの英国文化を学

び、体験できました。そして、知っている英語で話し、伝え

ることの大変さを知りました。実際、伝わりにくく、聞き取れ

ないこともありました。その中でも私は一生懸命、知ってい

る英単語で会話をしました。聞き取れなかったりしたところ

は、繰り返し聞き直しました。その積み重ねで、少しずつス

ラスラと、口から英語が出るようになりヒアリング力も上がり

ました。 

 今回のホームステイで私は、たくさんの貴重な体験と良

い思い出ができました。 

優しく接してくれたホストファミリーに感謝しています。 

 そして、今回学んだことを今後の生活で活かして行きた

いと思いました。 

 

Weekend Homestay 3/6 Fri - 5/6 sun 
 

Ko1 
 I went to the weekend home stay last Friday to last 
Sunday. I could have a good time. There was a child. His 
name is Joshua. He called me Yoyo. And he couldn’t say 
peanut butter, he says peabaper! He is so cute. First, I was 
surprised because the house was too big for me. I watched 
Britain’s Got Talent at Night. And, we planned schedules 
for Saturday.  
 On Saturday, we went to Windsor and we entered 
Windsor castle. There is a flag. It said that the Queen was 
in Windsor castle. I couldn’t see the Queen but I could see 
many things of Windsor castle. It was very interesting. 
There were many police men who have a gun. I thought 
that the reason is clear because of terrorism which 
happened in Great Britain. My host mother was also afraid 
terrorism because we can’t know when terrorism will 
happen. After that we went to Cliveden. The place was 
very large and very beautiful. Next, we went shopping for 
BBQ for dinner. When we had done that, we ate BBQ. It 
was very delicious. After that we watched Britain’s Got 
Talent final. It was so interesting.  
 On Sunday, we went to church to celebrate a new baby. 
And we went to the pub. We ate some ham. It was very 
good.  
 I had a great time. I want to go do the weekend home 
stay again. I will have do a home stay in the summer 
holiday for about two weeks. 
 I’m looking forward to it! 
 

Ko1 

 6月 2～4日の 3日間、週末ホームステイに行ってきました。 

学校から私達の名前などは聞いていたのでしょうが、自己紹介をして

いなかったのに初めてお会いしてすぐにホストマザーが私の名前を呼ん

でくれた時はすごく嬉しかったです。 

 1日目の夜からホストファミリーとそのお友達とフォークダンスを踊った

り、朝食や夕食を作るのを手伝ったり、一緒に映画を見たりしました。

ホストファミリーはとても優しく、私達がロンドンに行きたいと言ったら学

校に許可を取ってくれてロンドンに連れて行ってくれたり、私達のことを

沢山心配してくれてイギリスでの生活、気を付けた方がいいことなど

色々教えてくれました。たった 3日間ではありましたが、家族同然に

接してくれたので別れる時は離れがたく、泣いてしまいました。ずっと英

語での生活だったので、上手く伝わらない時は息苦しくもありました

が、自分から話をしようとしたので少しですがリスニングもスピーキングも

上達したと思います。初めてのホームステイでわからないことが多くあり

ましたが、自分にとって良い経験になりました。 
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寮だより 
            男子寮より 

 5月 27日（土）寮企画で Thorpe Park （遊園地）

へ行ってきました。通学生の参加もあり男女総勢 34名の参

加でした。天候にも恵まれ、中間考査の試験勉強のうっ憤を

晴らすかのよう絶叫に次ぐ絶叫、中にはゲーム（射的？）で

大きなぬいぐるみをゲットして抱きかかえて園内を歩いている

生徒も何人か見受けられ、皆十分楽しんだ様子でした。また

行きたいという声も聴かれ大成功だったと思います。今こちら

英国は夏至前で夜 10時頃まで明るく、19：00から

21：00 の学習時間後に外でテニスやサッカー等をして英国

の長い日を楽しんでいる寮生も多くいます。早いもので今学

期も残すところあと数週間となり、期末考査に向けて勉強で

す。頑張ってください。（岩泉） 

 

女子寮より 

 暑い日が続きますが、女子寮の生徒たちは元気に過ごしてい

ます。今週末には１学期の誕生日の寮生のための誕生日会を

実施します。寮委員を中心に準備を進めているところです。 

 現在、ロンドンへ外出ができないため、寮委員会では

Thorpe Park へ続く寮企画を検討しました。Windsor にある

LEGO LAND への外出も企画しましたが、日程の関係等で今

学期は実現することができませんでした。寮生がストレスなく、寮

生活を送ることができるよう、寮委員中心に話し合いを行ってい

ます。寮企画だけでなく、洗濯機の使い方や、ラウンジでの過ご

し方など、女子寮生が快適に過ごすことができる寮つくりに努め

ています。１学期も残り２週間ほどとなりましたが、体調を崩す

ことのないように、指導していきたいと思います。（清木） 

英検実施 

6 月１０日（金） 
 

 6月 2日英語検定試験第一回一次試験が実施されました。今回から全級において英作文の筆記試験が加わりました。帝京ロン

ドン学園では今年度から希望者だけではなく、１・２年生でまだ 3級を合格していない者は 3級を、合格している者は準 2級を、

２・３年生で準２級を合格していない者は準２級を、合格している者は２級を受験してもらうことになりました。そのために英語科で

は、週２回英検対策のクラスを設け、各級に分かれて英検合格のための学習指導をしています。また、英語の授業でも作文を書く練

習をこれまで以上に取り入れています。しかし、自分で根気よく学習する必要があります。日本での大学受験には英検の資格取得が

非常に大切となります。日々から真剣に取り組みましょう。今回の受験の合格者は７月２日に二次試験がある予定です。（久保） 

 

     1 学期も残すところあと 2週間となりました。

イギリスのサッカーシーズンは 5 月で終わり、今はプロチームを含めてほとんどのチームが活動

していません。そこで試合が多くない 6 月をフィジカルトレーニング月間とし、いつもより強度

を上げて練習に取り組んでいます。普段のトレーニングの成果があってか、今学期最終戦

は誰も足を攣ることなく 80分戦い抜けました。9月からの公式戦でも良い結果が出せるよ

う頑張っていきたいと思います。（末弘） 

 

サッカーコース・部 

寮企画 Thorpe Park5 月 27 日（土） 
 

 １学期の恒例行事となっている、寮企画 Thorpe Park へ行ってきました。天気にも恵まれ、日

焼けをした生徒も多くいました。また、前日までの中間考査のストレスを発散するかのように、絶叫

系乗り物で大声で叫んでいる姿を見ました。バスケットボースゲームなどもあり、帰りのバスは景品の

大きなぬいぐるみを抱えながら、寝ていました。一日、精一杯楽しむことができました。（清木） 
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