
 

 

緑の葉が実に眩しく 

生命の躍動を伝えて 

くれる。 

Green leaves are  

bright indeed and  

tells us life force. 

 

 

生徒からの手紙 A letter from a student 
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部活動の様子 Club Activity；柔道部 JUDO 

 ➢部員 26人(男 23人 女 3人);Members 26(Boys 23 Girls 3) 

 ➢活動場所 Place of activity 柔道場 Small gymnasium judo hall 

 ➢最近の戦績; Recent achievements 

男女アベック優勝 Both boys and girls won the championship. 

個人 5階級制覇  5 individual class domination 

 ➢柔道の楽しさ; Charm of judo 

                        身体の小さな人でも体格や力で勝る人を制することができる点 

           Even a small player can beat those who excel in the body size. 

世界で起こった衝撃的なニュース Shocking news in the world 

 4 月に韓国で起きた旅客船沈没事故がある。A ship accident occurred in South Korea  

in April.この船には修学旅行中の高校生 325人が乗っていた。325 high school students 

were riding in this boat. They were on a school trip.本当に痛ましい事故で多くの 

方々が犠牲になった。Many people died in a tragic accident. 当日は高校生で 16才の 

チョイさんは事故発生直後に 119番通報をした。That day Choi,16-year-old high school 

student called 119 immediately after the accident.彼の迅速な通報で犠牲者はより 

少なかったと言われている。It is said that the victims were less by his rapid report. 

大統領が涙を流して謝罪した。The president apologized in tears. 

校長室便り A Letter From Principal no.2- 2 (2014/5/21) 

本校では「本を読もう、もっと文

字に触れよう」ということで 13

年前に「考える時間」を設定し、

これまで継続してきた。 

最近私は一生徒から手紙をもら

いました。その中には「・・・だ

からもっと本を読みましょう。そ

してもっともっと多くのキッカ

ケを見つけましょう。キッカケが

あればある程その人の人生はあ

でやかになります。・・・」そして

「・・・今こそ僕はかの有名な言

葉を借りてこう叫びたい『少年

よ、本を読め！』・・・」とも書い

ていました。 

Our school began “Considering Time” 13 years ago. 

This time has been aiming for you to read books 

and come into contact with more words.  

・地区高校総体も素晴らしい結果に終わった。You did a great job! 

Local high school sport events finished with great results. 

・そして選手の日々の取り組みに励ましを受けた。 

I received the encouragement of day-to-day efforts of the athletes. 

・柔道会場では、見事な一本が多くあり実に素晴らしい試合 

だった。 Many splendid ‘ippons’.  It was really a great match 

in the Judo hall in Akayu.. 

・6 月の県高校総体に向けた一層の精進を期待したい。 

I expect all of the players to go ahead and to get victory in the 

prefectural sports events in June.  Fight!  Good Luck! 

I got a letter from one student recently.  He said in 

the letter, “・・・So let’s read more and more books.  

And let’s find more opportunities.  The more 

opportunities you get, the brighter your life will 

become.   ・・・Now I want to shout, borrowing that 

well-known phrase, ‘Boys, Read books!’ ” 

Bible は ラ テ ン 語 の

Biblos からきたんだよ。

「本」と言う意味がある

らしい。Bible came from 

Latin Biblos. It seems to 

mean ‘Book’. 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3xThjnyfHlT1vsA.J2DTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=15f3qhthp/EXP=1400571570/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E6%96%B0%E7%B7%91+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88

