～平成２７年８月１日（土）池田町中央公民館大ホール～
８月２日（土）池田町中央公民館において、池田町及び池田町教育委員会主催の「池田
町外国語活動事例発表及びスピーチ発表」が、文部科学省 清原 洋一 主任視学官、岐
阜県教育委員会
催されました。

学校支援課

吉田

梓

課長

をお招きして、以下のテーマと日程で開

テーマ「コミュニケーション能力を高める外国語教育」
～外国語活動・英語スピーチを楽しむ～
主
催 ：池田町、池田町・養基組合教育委員会、南部学校教育会
後
援 ：岐阜県教育委員会、池田町社会福祉協議会
プログラム：主催者挨拶
１３：３０～１３：４０
池田町長
岡崎 和夫 氏
池田町議会議長 岩谷 真海 氏
第一部 小学校の外国語活動
１３：４０～１４：３５
第二部 中高生による英語スピーチ １４：４５～１５：３０
コメント
清原 洋一 文部科学省初等中等教育局視学官室 主任視学官
吉田 梓
岐阜県教育委員会学校支援課長

主催者挨拶 岡崎 和夫 町長
「午前中の福祉教育にも通じるが、世界の
人々とも繋がることのできるコミュニケ
ーション能力を身につけることが重要。
池田町では今年度から町の予算で中高
生をニュージーランドに派遣する予定。国
際的な視野を養って欲しい。」
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第一部

小学校の外国語活動

池田町の小学校（温知・宮地・養基・池田・八幡）による外国語活動の事例発表が行
なわれました。ＡＬＴの方々と一緒に楽しく、歌や踊りも交えながらの発表でした。

第二部 中高生の英語スピーチ
池田中学生５名によるスピーチの後、池田高校３年生の田
中暢（のん）さんが、マレーシアでの海外研修での体験をも
とに、「愛のおすそ分け＝Let’s share our love.」というテ
ーマでスピーチを行ないました。
田中さんは経験に基づく、心のこもった、そしてしっかり
とした力強い英語のスピーチを行い、集まった観衆を魅了し
ました。

田中暢さんのスピーチ

「Let’s share our love.」
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以下スピーチの全文（日本語・英語）を掲載します。

Let’s share our love.
Ikeda High School
3rd grade, Non Tanaka
Did you show your love to someone recently? Most Japanese people are shy, aren’t we? It’s
quite difficult to show our love to other people, especially to those closest to us. There’s actually a
simple way anyone can do it, but first let me tell my story.
I participated in a speech contest when I was a first year student in high school. I practiced
English very hard and made a speech in public with a smile, because I was sure that my smile is my
selling point. I won a prize in that contest, and I was awarded a ticket to go to Malaysia and stay
there for a couple of weeks.
Malaysia is a multi-racial nation. Various races, such as Malaysians, Chinese, Indians, and
European people live in this country, and therefore, it is natural that various languages, religions,
and cultures exist side by side. Despite these differences, they understand and respect one another,
and live peacefully together. I found this unusual as I came from a country where there isn’t much
diversity.
In Malaysia, I was very afraid that I wouldn’t be able to make myself understood in English.
So, I felt very uneasy and nervous.
When I first arrived, my host family received me warmly.
My host father said, “Welcome. From today, you are a member of my family.”
Thanks to his words, I did not feel uneasy anymore. My host family was cheerful and close to one
another. They treated me as a true family member without giving me special treatment. They were
so good-natured, and their house was full of neighboring children from morning to evening. My host
father said, “You are my daughter. I will scold you when you do something bad.”
As I became close to my host family, I felt frustrated, because I was not able to communicate
with them in English. When I made a great effort to express my opinion, they tried hard to
understand what I said. They used body language and facial expressions and it made our
conversation successful. Not only my host family but many other people were very kind and
friendly to me.
They loved me so deeply as if I were their own daughter. Why? Why were they so kind, even
though they had never met me before? Maybe, the reason is that they have love.
When I came back to Japan, I made a resolution; “I will not forget my experience in Malaysia.
Like my host family, I would like to do something for others.”
Another thing I realized was that English has amazing power. English is used in more than 50
countries by various peoples with different religions and cultures. That means that people can tell
the importance or power of love to others all over the world by using English. It’s like magic.
In my town and my high school, many people take part in volunteer activities. I participated
in a volunteer activity to help handicapped people two years ago. I felt very happy because they
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were pleased. I hope that more people know that there are many opportunities for us to share love.
Under the theme of "Global Welfare," this year my high school was admitted as a member of
"UNESCO Schools," and my school is the only public high school in Gifu Prefecture that joined
UNESCO Associated Schools Network. This coming February, some students from my school will be
sent to educational institutions in New Zealand. I believe this study tour will broaden the horizons
of the participants. I strongly feel that I want to do a job which requires English skills and help
others through using English. Though my job using English, I hope to share love with even more
people around the world.
These acts, such as trying to understand others, talking to others, helping others, and making
others smile, seem like trivial things. But they have a great power to improve people’s lives. By
doing just a single kind act, we can feel happy and we can share love.
Thank you for your kind attention.

愛のおすそ分け
岐阜県立池田高等学校
３年 田中 暢

あなたは最近、誰かに「愛している」と伝えましたか？
日本人はシャイですよね。大切な人ほど伝えるのが難しいものです。でも大丈夫！！今日は誰でもで
きる愛のおすそ分けについてお話ししたいと思います。

幼い頃から私は英語が大好きで、高校 1 年生の時にあるスピーチコンテストに出ました。練習を重ね、
私のアピールポイントである笑顔で大会に挑みました。結果は入賞！副賞として、マレーシアへの短期
派遣の切符を手に入れることができました。

さあ、このマレーシアでの経験が、私に夢を与えてくれたきっかけになりました。
私が行ったマレーシアは、多国籍国家です。マレー系、中国系、インド系、ヨーロッパ系。人種が違
うため、言語、宗教、文化も様々です。しかし、それを乗り越え、互いを理解し、尊重し合い、共存し
ている国、それがマレーシアでした。
果たして私の英語は通じるのだろうか、行く前は不安でいっぱいでした。でも、私の心配とは裏腹に、
ホストファミリーは盛大に迎え入れてくれたのです。
「ようこそ！今日からあなたは私たちの家族だ！」

もう不安なんてありません！陽気で仲の良い家族でした。彼らは、私を特別扱いすることもなく、本
当の家族のように接してくれました。何と言っても人柄の良さ！家の中は近所の子ども達で朝から晩ま
でにぎわっていました。ホストファザーは、
「この子達は私の子どもだよ。悪いことをしたら叱るしね。」
そして、親子のスキンシップはおでこにキッス！とても素敵な光景でした。
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仲良くなった分、英語が伝わらないともどかしく思うこともありました。一生懸命伝えようとすると
彼らは必至で理解に努めてくれました。表情、ボディ・ランゲッジを使って、私の思いを理解してくれ
ました。それはホストファミリーだけではありません。彼らの友達も私をとても大切にしてくれました。
なぜでしょう？なぜ彼らは、昨日まで知らなかった私をこんなにも大事にしてくれるのでしょうか。
彼らは私に家族同然の愛を分けてくれました。
日本に帰ってきた私はこう思いました。「マレーシアで受けた愛を無駄にしてはいけない！彼らのよ
うに誰かのために何かをしたい。」と。
そして、もう１つ気が付いたことは、英語はより多くの人に愛を伝えられる手段なのです！世界で英
語を使っている国は５０カ国。人種、宗教を越えて使われます。まさに魔法ですよね！

私の町は、ボランティア活動が活発に行なわれています。私の高校は今年、
「Global Welfare」を掲げ
て、岐阜県の公立高校で最初に「ユネスコスクール」への加盟が承認されました。今年からニュージー
ランド研修も始まります。
私も先日、障がいのある方のお手伝いをするボランティアに参加しましたが、喜んでいただけてとて
も嬉しかったです。身近に愛をおすそ分けできる機会があることをもっとみんなに知ってもらいたいで
す！
ほんの少し、相手を理解しようと努力すること、声をかけてあげること、手伝ってあげること、笑顔
にしてあげること、たったそれだけで救われる人もいるのです。
あなたのその何気ないワン・アクションこそが、
「愛のおすそ分け」となるのです！

ご清聴ありがとうございました。

様々な人種や宗教が共生するマレーシアの人々と
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