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2019 年 10 月 
 

帝京ロンドン学園 

Teikyo School 
Framewood road, 

Wexham, 
Buckinghamshire 

SL2 4QS 

 

     緑舎祭 10月 5日（金） 
今年のテーマはてるてる坊主で、国際文化委員が４２０体のてるてるボーズを作成し、

校内に吊るしました。ここ数年ずっと雨続きの緑舎祭も、そのおかげでか当日は雨が一滴

も降りませんでした。現地のお客さんも Sun Shine Monk と名づけたてるてる坊主の由

来を学び笑顔で過ごしました。保護者主催のバザーは、今年は生徒のみのオープン時間

を前日に設けていただき、日本の美味しい食品や便利なグッズはもとより、日本のパンやお

菓子のつかみ取りなど趣向を凝らしたイベントが盛りだくさんで、準備で忙しい中幸せなひと

時が過ごせました。当日は恒例の餅つき、太鼓演奏、英会話の先生によるお箸チャレンジ

もあり、日本文化を近隣の方々にいろいろと紹介ができました。各学年の企画は以下の

通りでした。例年通りたくさんの企画を皆で一生懸命こなしました。皆お疲れ様でした。ま

たお手伝いに来てくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。（久保） 

１年：茶道デモ、焼きそば＆チョコバナナ、Tom & Jerry展示 

２年：浴衣着付けデモ、タピオカ＆たこ焼き、うどん、空き缶アート、インスタボード 

３年：書道折り紙デモ、おにぎり＆スープ、フルーツキャンディー、チームラボ 
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保護者の皆さまへ 
 

 今年は、日本後援会の方々を中心に、在英保護者会の方々と連携をとりながら進められた緑舎祭のバザーですが、天

候にも恵まれ大盛況のもと終えることができました。 

 また今年は記念グッズを製作販売するなど、新しい試みも取り入れられました。 

  多くのバザー用品を日本からお送りいただいた日本後援会の保護者の方々、早い時期から来校され送付された品物の

仕分け作業に携わっていただいた在英保護者会の方々に心より感謝申し上げます。 

  バザー会場での売上金と募金の計約 2,500 ポンドの一部は、地域の教会とチャリティ団体に寄付をさせていただきま

す。来年のバザーもより良い催し物になるよう皆様方のご協力をお願いいたします。（四十崎） 

 

 
 保護者の皆様にご協力いただきましたバザーの売り上げと、文化祭委員

の生徒が中心となって作成したパンフレット代としていただいた入場料から、

下記の４団体に￡200ずつ合計￡800 を寄付をすることに決めました。

残りは緑舎祭の運営費及びクラス費に充てさせていただきました。皆様のご

協力ありがとうございました。（久保） 

Stoke Poges 村の教会 

Fulmer村の教会 

Oxfam Charity 団体 

Cancer Research Charity 団体 

 

後夜祭 

 



[3] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Macmillan Coffee Morning in TEIKYO    10月 4日（金） 
 

 毎年イギリスではこの時期に、慈善団体「Macmillan Cancer Support」が主催するチャリティーイベント「Coffee 

Morning」が全土で開催されます。学園では毎年、緑舎祭 1日目にこのイベントを開いており、今年で 5 回目の参加と

なりました。Macmillan は、がんの患者さんやその家族へのサポート、がん治療に関わる医療スタッフの育成など、様々な活

動を行っており、学園近くの総合病院内にも Macmillan の相談センターが併設されています。イギリスはチャリティー活動の

盛んな国ですが、この Coffee Morning は、趣旨に賛同する人たちがそれぞれに持ち寄ったケーキを販売し、その売り上

げを Macmillan Cancer Support に寄付をするというものです。 

学園では今年、2年生の家庭科授業とコラボレーションをしてこのチャリティー活動に取り組みました。Macmillan の活動を

知ることから始め、ポスターを作って貼り、ケーキやクッキーを焼いて販売するという一連の活動に関わった生徒たちからは、「こ

ういうチャリティー活動が盛んなイギリスはすごいと思います」という声も聞かれていました。来校された保護者の方々にも喜ん

で頂き、最終的には過去最高の￡318.95 の寄付金を集めることができました。 (栗木) 

 

 

寮執行部がバザー収益金を寄付 10月 18日（金） 

１０月１８日に昨年の緑舎祭にて行った寮バザーの収益金２００ポンドを、学園から５００ｍ程の場所にある、

SOUTHBUCKS RDA という団体に寄付しました。この慈善団体は、障害を持つ方々に対して、馬に乗ることを通して

運動やリハビリテーションを行い、また自立感を得てもらうという活動をされています。 

そのため施設では、１３頭もの馬を育てており、その飼育費用として今回の寄付金 

を使っていただくこととなりました。寄付をする２００ポンドの小切手を代表の方に 

渡す時に、一緒に対面させていただいたのは、Harley という名前のとても大人しく 

優しい雰囲気を持った馬でした。私達も実際に馬に触れさせていただき、馬の持つ 

優しさを実感することができました。(山田) 
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            Japan祭り参加   9月 29日（日） 

トラファルガー広場で行われる日本のお祭り、「Japan 祭り｣に帝京のお神輿を持って参加しました。 

このお神輿は初期の帝京生が作ったもので、30年近くの年月が経ちましたが、毎年修復されて、いろいろなお祭りで活

躍をしています。今年は国際文化交流委員のメンバーと先生たちが担ぎました。焼きそば、たこ焼き、焼き鳥、ラーメンな

どの日本食屋台がたくさん出店されている中、わっしょいわっしょいの掛け声とともに練り歩きました。舞台上では太鼓、阿

波踊り、日本民謡、ラジオ体操などの様々な日本文化が紹介されていました。ロンドンの中心で日本文化を披露すると

いう貴重な体験ができたことは、海外校ならではのことです。日本大使の役目を果たした私たちは、その後日本食も味わ

うことができた有意義な一日でした。（久保） 
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I had done homestay for three days in Slough.  
The first day, I was very nervous because I didn’t know who were my host family. But, my host mother and 
her children welcome to me with smiles so I became to be looking forward to do homestay. 
The second day, I met my host father for the first time. He didn’t make smile but he is kind.  
Also, my host mother and her children took me to Hinduism temple. I ate two kinds of curry, two naans 
and a vegetable pie for free. People can eat them for free all the time. After that, we went to other 
Hinduism temple. I was given an apple, a banana, some snacks and fruit juice for free. I thought that 
Hinduism was very kind for all people. 
In the evening, we went to the large park to play cricket. That was my first time but children taught 
carefully. I was tired but it was very fun. I want to play it with them again. 

週末ホームステイをしてみて 

 

私は今回で 4度目のホームステイでした。Brighton、Florida の経験を活かせた 

ホームステイになったと思います。なぜなら Brighton の時にうまく出てこなかった言葉 

が今回はうまく言えてホストファミリーと過ごす時間も Brighton の一週間よりも多い 

気がして、充実した週末を送れたと思います。土曜日は映画を観にいきました。 

子供達がなかなかおもちゃを片付けずにお母さんに怒られても片付けなかったせいで 

映画がギリギリでした。「アラジン」を観たのですが実は日本で二回も見ていてでも三 

回みるのも面白かったのでよかったかなと思いました。昼食はおばあちゃんの家で食べました。おばあちゃんの家は the お金持

ちの家ですごく大きくていいなと思いました。ピザを作ってくれてすごく美味しかったです。日曜日は男の子の友達の誕生日パ

ーティーにいきました。全然知らない男の子の誕生日にいてもいいのかな、と思いましたがなかなか体験できないので沢山たべ

てやろうと思って沢山食べて飲みました。夜はカレーを作ってくれてホストファザーが日本語を話そうとしてくれてとても楽しかった

です。夕食後は近くの自然公園みたいなところで散歩に行きました。子供達はスクーターに乗ってて少し羨ましかったです。 

最後に私は今回のホームステイで自分の成長を感じられたし、また新たな課題も見つかりました。私は一度言いたいことが通

じなかったりするとはっきり言えなくなったり、単語とかが浮かんでこなくなってしまうので、もっとボキャブラリーを増やしてどんどん

話していきたいと思います。 Ko1 

週末ホームステイ   9月 20日（金）～22日（日） 

今回は 2名の生徒が近隣のご家庭でホームステイをしました。滞在中は家族と一緒にクリケットをし

たり、子供のお友達の誕生日パーティーに参加したりと、異文化を体験すると同時に、実際に英語を

使う良い機会になったようです。週末ホームステイは学期に 2回設定しています。2泊 3日という短

期間なので、ホームステイに不安を持つ生徒にも積極的に参加してほしいと思います。 

The last day, host mother’s sister and her family came to my 
host family’s house. I talked with her fifteen years old 
daughter because I was fifteen years old too. I went to pizza 
store with my host mother and her sister’s daughter. I was 
very surprised because pizzas were big. I thought that was 
too big but children were glad so it was good portion. 
After going back home, children song a lot of songs for me. 
They were very cute so I miss them now. 
Through the homestay, I could nice and rare experience. 
Furthermore, I could talk English a lot. I want to do 
homestay again to be a god English speaker. 

Ko1 
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美術コース 9月 25日（水） 

9月 25日に 2学期の第 1回目課外学習として、ボローマーケットとホワイトキ

ューブギャラリーを訪れました。まずはマーケットで腹ごしらえ。特にパエリアが生徒

たちには人気だったようです。パティスリーのストールでたくさんお土産を買っていた

子たちもいました。お腹がいっぱいになったところで、15分ほど歩いてギャラリー

へ。2人の現代美術の作家の作品を見学しました。生徒たち同士が興味深く

作品について語り合っていたのが、とても印象に残りました。ホワイトキューブがあ

るバーモンジーストリートは、インディペンデントのカフェやレストランや雑貨屋などが

あり、散歩がてらに歩いても楽しめると思いますので、ぜひみなさんもホワイトキュ

ーブに足を運んでみて下さい。(青山) 

 

 英国理解コース 10月 9日（水） 

前回は帝国戦争博物館に行きましたが、１０月９日は皆が行ったことのない Spitalfields 

Market に出かけてきました。このマーケットは Liverpool Street駅の近くにあり、まずは

Liverpool Streetはビートルズの生まれた Liverpool とは違う！ということから皆学習しま

した。おしゃれな洋服やアクセサリー、そしてタピオカに牛丼やハンバーガーといった店舗が、高

層ビルに囲まれた中にたくさんある現代風なマーケットでした。最近はロンドンのマーケットもこ

のようにどんどん変わってきているという事を、店員さんに聞きました。この日は雨模様でした

が、屋内にあるので皆濡れることなく、楽しい午後が過ごせました。次回はマーケット第２段

に出かける予定をしています。  (久保)                    

水曜コース 

Activity コース 10月 2日（水） 

夏が終わり雨模様が続く中、この日は久しぶりに晴れたの

で、Black Park へ出かけました。公園内のカフェで一つのテ

ーブルを囲みながらみんなでわいわいランチ。生徒たちはイギ

リス料理の「ジャケットポテト」に初めて挑戦しました。その後

は、公園内の広場でヨガ。青空の下、広々とした公園でのヨ

ガは夏の疲れや日々のストレスを発散し、心も身体もリラック

スできたと思います。晴れてはいるものの、少し肌寒かったで

すが、生徒たりはまたカフェによってアイスクリームを食べてから

帰りました。（千晶） 

Maina/Activity コース 10月 9日（水） 

世界 Food をテーマにした水曜コースでは、アクティビティコースと一緒にケーキ

づくりをしました。Halloween をテーマにカップケーキやパイなど、秋の食材を使

って、生徒達は手際よく作っていました。英語のレシピでは、初めて聞くスパイス

を入れることだけでなく、どの大きさで入れるのか、また英語でどうやってレシピが

書かれているのかなど、理解に苦戦しながら作っていました。どのチームも、コミュ

ニケーションを交わしながら、仕事を分担して作業する姿をみるのはとても微笑

ましかったです。来月は現地校生を招待して、べーキングをします。今回はその

ための練習ということにして、来月、成功を目指しましょう！！(Maina) 
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サッカーコース・部 

中間テストも間近に迫った中、サッカー部は 

Buckinghamshire Schools Cup の予選リーグに奮闘しておりま

す。昨年度と比べて少しリーグ形態が変わり、以前までは 6 チーム編

成の３グループで行っていましたが、今年度から９チーム編成の２グ

ループ編成でリーグが行われています。１０月２日の試合を終え、

現在 2勝１敗１分となっております。人数が少ない中でも一人一

人が全力で取り組んでくれています。上位２チームに入ると準決勝に

進むことができるので、残り４節ありますが、全試合勝利を目指して

頑張っていきます。また、今月２７日からは秋の研修旅行（ポルトガ

ル、スペイン）も控えており、普段イギリスではできない経験などができ

るようにしたいと思います。(三谷） 


