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Be Happy！ その 41 

「韓国 ヤクサン高校とのオンライン交流会」開催 

12 月 16 日（金）、国際交流の一環として韓国ヤクサン高校とオ

ンライン交流会を開催しました。 

本校は「生徒の学びたいことが学べる学校」として 自らの進路

実現や興味関心に応じて、自分が作った時間割で授業が受講でき

ます。国際文化分野では、英語の他に中国語、スペイン語、ハン

グル語などが選択できます。 

今回の国際交流は、ハングル語Ⅱ選択者９名と英語が得意な生徒

数名が、オンラインで国境を越えて韓国の高校と交流会を開催し

ました。 

この交流会は、兵庫県国際交流協会から、県下でハングル語を学

ぶ高校を対象に 12 月中旬に 

交流会を実施したいと打診があり、英語科の先生方やハングル語

指導講師の先生が、生きた語学に触れ日頃の学びの成果を発揮できるこの企画を実現させよう

と、学期末の多用な時期に引き受けてくださいました。 

加古南としては国際交流をオンラインで開催することは初めてのことで、新しい取り組みを

実現させるために頑張ってくださる先生方に感謝の気持ちで一杯になりました。 

私の挨拶は、ハングル語指導講師の先生と、本校 ALT の先生に添削、発音指導を受け、2 か

国語で行いました。以下がその内容です。 

 

안녕하세요     저는 마에다 타츠야입니다.        

Annyeonghaseyo  jeoneun ma-eda tacheuyaibnida.  

（はじめまして） （私は前田達也と申します）  

만나서 반갑습니다.     한국어를 열심히 공부합니다. 

mannaseobangabseubnida.   hangug-eoleul yeolsimhi gongbuhabnida. 

（お会いできて嬉しいです。）（私は、韓国語を一生懸命勉強しています。） 

 

I will  attempt English speech. 

I am Tatsuya Maeda . the principal of Kakogawaminami  Senior High School.   

I’m very glad to make an opening address.   

thank you very much.  

First of all,I would like to thank Hyogo International Association  Mr Takashige  

and My school teachers. 

I am grateful to thsee people  for planning and implementing this. and for giving us this 

chance .  

And thank you to all high school students parricipating in Korea-Japan exchange.. 

Today, please overcome your pressure and tension and make full use of your daily 

achievements. 

 I think the challenge and the process will be very valuable. Please do your best. And enjoy  

Lastly, 

I pray for the continued development eachi other high school. 
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I hope today’s Korea-Japan exchange will be an enjoyable learning opportunity for everyone.  

Thank you for listening. 

 

国際交流の挨拶として、練習に時間を要しとても緊張しましたが、感謝と挑戦する心が大切

と自らを鼓舞して行いました。とても勉強になり、貴重な体験をさせていただきました。 

 生徒の感想は、「初めて韓国の方とお話ができて、授業で習ったハングル語が活かせた。

お互いがお互いの言語を使って何とか伝えようとしているところが繋がっている感じがし

て、とても楽しかった」など、充実した貴重な時間を共有でき、日頃の学びが活かせたこと

に大きな満足感と喜びを得たようです。 

 本校の学びを通して、たくましく成長する生徒、それをサポートする先生方、それをつな

げてくださった兵庫県国際交流協会の皆様に深く感謝いたします。カムサムニダ。 

Be Happy！     

 

Be Happy！ その 42 

チーム南 吹奏楽部 Xmas Concert 開催  

音楽の素敵なプレゼント 

 12 月７日、吹奏楽部の代表 2 名が 12 月 17 日（土）に開催され

る Xmas Concert の案内のために校長室を訪れました。校長室に足

を運んでの案内なので、予定を調整し、聴きに行くようにしていま

す。そして演奏会に行きますと、「貴重な時間を生徒と共有できて

よかった。加古南の生徒のカッコ良さと素敵な笑顔、健気でひたむ

きな姿に感動と元気、そして幸福をいただいた」と感謝の気持ちで

一杯になります。会場には本校の 1 年次生が前の方に座り、ひとし

きり加古南の演奏時に大きな手拍子と拍手を送っておりましたし、

先生方も聴きに来られていました。吹奏楽部が多くの人に愛されていることを感じる温か

い会場でした。 

Ⅰ 部 で は 加 古 南 吹 奏 楽 部 と し て 、 新 時 代 ・ ウ イ ー ア ー ＜ ONEPIECE> よ り ・

WINDINGROAD（合唱）を演奏し、Ⅱ部はホルン 4 重奏「アリエスの角笛」の演奏、そ

してフィナーレは、チーム南の明石南、高砂南、播磨南、そして加古南の 4 校合同の大編

成の演奏で幕を閉じました。音の力強さと繊細さ、そして楽しさを満喫しました。この 1

年間で、吹奏楽部の演奏会に 3 回出席しましたが、どの回も演奏や演出に魅了され、それ

ぞれ違う感動や幸福感を味わうことができました。加古南の吹奏楽部の 1 人の観客として

大ファンになりました。吹奏楽の皆さん、音楽の素敵なプレゼント、心からありがとうご

ざいました。 
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Be Happy！ その 43 

２学期 終業式の式辞 

12 月 23 日（金）２学期の終業式をリモート形式で実施予定が、ネット環境が不安定で各

クラスに配信が出来ず、急遽放送による終業式となりました。 

まずは何より 2 学期に生徒・教職員に大きな事故・事件・災害に巻き込まれなかったこと

への感謝を述べました。 

そして、2 学期の教育活動でもっとも心に残っていることを振り返りました。 

一つ目は、体育大会の一コマです。入場行進後、開会式を終えて演技に入ろうした時、天

候が崩れ延期を余儀なくされました。生徒の落胆ぶりや保護者の心境を察し、可能な限り丁

寧に気象レーダーによる雨雲の動きや生徒の健康管理、延期した時の予備日について保護

者席のテントへ向かってグランドから説明している時、放送部の一人の生徒が雨に濡れて

いる私に駆け寄り傘を差しだしてくれたことです。一人の生徒の行動ですが、加古南には他

者にさりげなく優しさや温もりを伝えられる生徒が多く居ることが分かる一コマでした。

これは加古南の学校文化を創造している大切なひとつです。 

二つ目は、４０周年記念式典で生徒憲章の宣言を聞き、その一節に壇上で感動のため目頭

が熱くなったことです。その一節は何だと思いますか？「楠のように何事にも屈しない『剛

毅』な心を持ちながら人々が集う木陰となるべく、癒やしを与えることのできる存在になる」

という一節です。加古南のシンボルツリーと校訓を絡め、人としてたくましく、そして優し

さや温もりをもって学校生活を送り、他者から愛され頼られる存在になることを宣言して

くれたことです。 

三つ目は、三年次生を対象に校長室で夢を語ろうという企画で、多くの生徒が校長室に足

を運んで、いろんなことを語ってくれたことです。挑戦した結果見事に合格したということ

も伝えに来てくれました。私の元気と活力エネルギーの源となりました。 

 

皆さん、一年間を振り返り、新しい年の目標を設定しましょう。新しい年がチャレンジン

グスピリットで自分らしくブラッシュアップし大いなる人間的成長を遂げる 1 年になりま

すことを願います。そして、明るく元気な笑顔で３学期始業式を迎えましょう。Be Happy！ 

 

 


