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8 月１４日（日）に阪急宝塚駅の阪急百貨店入口前にて、園田学園女子大学との連携で、子供向けワークショップ

「お元気ですか？のお手紙を届けよう！ポストカード作り」の運営サポートに行きました。３年生の希望者４名が参

加して、大学生とチームを組んで子どもたちの作業の手助けを行いました。 

 

   

 

 8月１９日（金）に中学 3年生とその保護者を対象に、オープンハイスクールを実施いたしました。午前・午後と

も約 400名の来校者を迎え、多くの生徒たちが出迎えや案内などの応対をしました。何人もの保護者が、生徒たちの

印象がとても温かく、雰囲気の良い学校だと褒めてくださいました。来年はぜひ西高に入学して、一緒に学びましょ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 夏休みが終わり、いよいよ２学期が始まりました。今回も、感染症対策と熱中症対策の 

ために、リモートで始業式を行いました。また、1学期末に離任されたヤクブ先生の後任 

として、新たにアメリカよりローレル先生が、本校 ALTとして着任されました。「英語の 

力をつけるには、練習に次ぐ練習を繰り返すのみ、一緒に学びましょう」と、熱く語って 

くださいました。 

 

 

 ダンス同好会はいつも体育館外階段の下のスペースで活動しています。今回は、その普段の活動場所で、日頃の練

習の成果を披露しました。見に来てくれた友人たちも、躍動感あふれるダンスに大きな拍手を送りました。 

 

夏休みインターンシップ（宝塚阪急 子供向けワークショップ） 

第１回オープンハイスクール 

２学期始業式 ローレル先生の着任式 

Nice to meet you!（はじめまして） 

My name is Laurel Brinker-Cole, and I’ll be teaching as a new Assistant Language Teacher 

(ALT) at Itami Nishi High School. I’m from America, and I was born in Maryland. My parents are 

both from Wisconsin, though, so when I was younger we would often drive back for Christmas to 

see everyone. It’s a very long drive, but it has some great scenery, and very good cheese.  

 

I attended college at a school named Franklin & Marshall, in Pennsylvania. I majored in 

Creative Writing and minored in Japanese. I studied abroad at Osaka Gakuin Daigaku in spring 

of 2019, just a little while before Covid began, and I’m really glad to be back in Japan now. I plan 

to keep studying my Japanese while I’m here, so that I can keep getting better in it.  

 

I really enjoy stories, so I have a lot of movies, books, and games that I would love to talk to 

everyone about. I also like to write my own little bits of poetry, and to work on a longer story that 

I’m writing when I have the time. My favorite season is fall, because I like the cold morning air 

and the frost on the grass, and in America you can sometimes smell woodsmoke in the air during 

the fall.  

 

I’m new to teaching, but I hope that I can help everyone to have fun in their English classes 

and to grow more confident in their skills with the language. If you ever have any difficulty in 

class, or if you would like to talk with me about English (or other subjects!) please feel free to do 

so. I’m sure I will have much to learn about teaching English, but please be patient with me and 

do your best in class. I hope we can have a great time together! 

よろしくお願いします。ローレルより。 

ダンス同好会 校内発表（９／２） 


