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修学旅行プレゼンテーション

特集：学びの発信！

またそれだけでなく、クラスメイト達の成長ぶりも
感じることができた。みんな堂々と前を向き、しっ

私たち中学２年生は、修学旅行を踏まえて「シン

かりと観客の目を見て話していたのがとても印象的

ガポールなどで得た学びを沼津に還元する」をテー

だった。やはり他組とは関わることが少なく、普段

マに、保護者の前でプレゼンテーションを行った。

見られない姿が見えるのがプレゼンテーションの楽

それぞれが考えた沼津をより良い街にするための方

しさであり面白さだと感じる。もちろん、知り合い

法は実に様々で、様々な用途においての QR コード

や仲の良い友人でも知らない部分はたくさんあると

の設置、多国語の標識などを増やす、宗教上の違い

思う。普段の雑談や、授業では見えない部分がこの

に焦点を当てているグループもあった。まさに十人

ような舞台で発揮されるのはとても良いことだと思

十色の状態で、どれも完成度が高く凄く興味深かっ

うし、これからもこのような機会の一つ一つを大事

た。さて、私の班は「ピクトグラム」という文字を

にして成長していきたい。

絵で表すものを沼津にもっと増やすことを提案した。
例えば、「レストラン」を表したい場合はナイフと
フォークのイラストを載せる、「病院」の場合は赤
十字のマークを表示するなど、その国の言語が分か
らない人にとっても理解できるようにするためもの
である。このようなピクトグラムに私たちは注目し
て、精一杯見やすいパワーポイントを目指し、原稿
を作成し、練習に励んだ。そして発表当日。その日
はとても緊張していて失敗しないか不安で仕方なか
ったものの、無事に大成功して、たくさんの拍手を
もらった。メンバー全員が頑張って取り組んできた
からこそ、時にはぶつかり合いながらも、最高の形
にまとめることができて私は本当に嬉しく思った。

（2 年・駒走）
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これを達成しましょう。そして私たちができること
を考え、私達らしい防災活動していきましょう。

私たち防災研究会は 2 月 22 日の放課後に校内にあ

（高２・防災研究会 防災アドバイザー・山田）

る防災倉庫の点検を行った。校内には 5 つの防災倉
庫があり、グラウンド東側に 2 つ、3 Z 社会科教室間
に 1 つ、テニス・陸上部室横に 1 つ、G 棟入り口右
側に 1 つの計 4 カ所にある。この 4 カ所では入って
いるものが異なるため、何がどこに、どれくらい入
っているのかを自分たちの目で確認し、非常食を賞
味期限によって入れ替えることを目的に行った。
グラウンド東側には、毛布やヘルメット、簡易ト
イレ、ガスコンロなど避難生活をする際に必要なも
のが入っていた。しかし、中がきれいに整っている
わけではなかったので、自分たちの手で入れ直し、
入れた場所を覚えておくことが必要だと感じた。3 Z
社会科教室間には、防災テントがあった。防災テン

書き損じはがきプロジェクト

トは普通のテントの 2 倍の大きさがあり、テントの
横を覆う幕もある。テントは大きく重いので、一度

皆さんのご協力により、1 月中旬から１月 31 日ま

立てる練習をした方が良いと思った。テニス・陸上

で回収していた書き損じハガキは 274 枚集まりまし

部室横には食料と水が入っていた。2017 年、2018

た。ありがとうございました。予想を超える枚数の

年が賞味期限のものはみんなで運び出した。水は賞

ハガキが集まったことに内心とても驚いているのと

味期限が切れていても様々な用途に使えるので残し

同時に、嬉しく思っています。

た。こうした入れ替えが必要なので、1 学期に 1 度

さて、このプロジェクトに協力して頂いた皆さん

集まり、防災倉庫の中をチェックしようと思う。G

の中には書き損じハガキがどのように換金され、換

棟の入り口右側には、水やアルファ米、パンの缶詰

金されるといくらほどになるのか、また、どのよう

があった。パンの缶詰はみんなで試食をした。美味

な支援につながるのか、疑問に思っている人もいる

しくないイメージがある非常食だが、意外と食べら

だろう。そこで、このコラムでは書き損じハガキの

れるという意見が多かった。実際にやってみるとわ

全容について詳しく説明する。

からないことがあるので、このような体験も必要な
のだと感じた。

はじめに、「書き損じハガキの回収から支援への
道のり」だが、回収された書き損じハガキはまず書

また、
水の入っていた段ボールは積み重ねられて、

き損じハガキによるサポートを行なっている団体に

変形してしまっていたので、
対策が必要だと思った。

送られる。今回私たちの学校で集められたハガキは

今回の結果を受け、防災研究会だけで共有するので

国際協力団体の Free the Children Japan に送られる。

はなく、全校で共有しなければならないと思ったの

この団体の他にも日本ユネスコ協会連盟や Child

で、文化祭などで少しずつ共有していきたいと考え

Fund Japan など書き損じハガキによるサポートを行

ている。

っている団体が多々ある。送付後、その団体のボラ

日本は自然災害がとても多い国だ。いつ何が起き

ンティアの方々が仕分けをし、切手に変えられる。

ても不思議ではない。災害が発生した際に普段の備

その後、その団体に協力している企業にその切手を

えや心構えがあれば被害を減らすことができる。私

購入してもらい、現金化し、世界の人々を助けるた

たち中高生はその時に率先して地域に貢献しなけれ

めの支援をする。200 枚で約 5000 円に、32 枚で約

ばならない立場として、まず私たちが防災への意識

800 円に換金される。つまり、回収された書き損じ

を持ち、次に地域で広めていく「G 災から地災へ」

ハガキ 274 枚は約 6600 円になる。
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NWC 覚えていますか！？

集められたハガキは児童労働など貧困に直面する人々
の自立支援に役立てられる。具体的に書くと、32 枚

２学期から NWC というコミュニティーが暁秀に

で 1 人の子どもの一ヶ月分の食糧、120 枚で学用セ

できたのを覚えているだろうか？NWC が設立した直

ットを１セット、200 枚で生活に役立つヤギ１頭を

後に暁秀バザーでフェアトレード商品を販売し、12

支給することができる。

月から勉強会を始めた。勉強会は月に一回のペース

今、私たちが暮らしている世界はたくさんの問題

で生活科学棟等にて開催している。
第１回は私、NWC

を抱えている。10 人に 1 人の子供が児童労働に従事

代表２Z 渡邉夏帆が「ファストファッション問題」

し、毎日約 2,000 人もの 5 歳未満の子ども達が、下

をテーマに、私たちが無意識のうちに発展途上国の

痢などが原因で命を落としている。世界の問題はま

人たちが苦しむ社会問題に加担していることを紹介

だまだ山積みだ。同じ地球に住む私たちはそれらの

した。

問題を解決する「義務」があるが、解決の方法を考

第２回は「男女差別」、第３回は「食品ロス」を

え、
それを実行していくことは容易なことではない。

テーマに勉強会を開催した。私たちは「暁秀生の社

しかし、あなたがポストに投じた、たった 1 枚のハ

会問題に対する意識向上」を目標に掲げて活動して

ガキが世界を変える力になるのだ。小さな行動でも

いる。

世界に良い変化をもたらすことができる。「チリも

だが、「NWC ってなに？」「勉強会とは…？」な

積もれば山となる」私たちが小さな行動を積み重ね

どの社会問題に対する興味の有無以前の「そもそも

ることで世界を変える大きな一歩になる。

NWC を知らない。」「勉強会…は？」という問題に

今回のプロジェクトで皆さんが世界の問題に少し

今直面している。そこで、以上の様な疑問を解消す

でも関心を持ち、行動を起こしていくきっかけにな

るべく「NWC 説明会」を開催する。来年度になるが、

ればいいなと思っている。

ただいま計画中。2018 年の２学期からさら～っと設
（中３・立松）

立され、地味～に勉強会を開催している NWC なの
で、まずは NWC というコミュニティーの存在を認
知してもらえる所から頑張るつもりだ。暁秀ニュー
スを通しても毎回記事を書かせていただこうと思っ
ているので、これからも NWC をよろしくお願いし
ます。
（高 2 渡邉）

第 1 回勉強会「ファストファッションの裏事情」
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広報部より----------------------------------------------2 月中旬、生徒玄関に突如現れた二枚の張り紙に、
どのくらいの人が気がついただろうか。
広報部の独断で行った生徒会の是非を問うような
シール式世論調査。足を止めてシールで投票してく
れた多くの皆さん、ありがとうございました。当初
の予定では、もう少し長い期間、調査をして集計し、
第２回勉強会「差別」

その結果を眺めて広報部員数名で考察するつもりで
あった。そして、「今の暁秀」について記事を書こ
うと思っていた。
しかしこの度、勝手ながら、この調査を取りやめ
にさせていただいた。理由として、第一に公正さに
欠ける調査であったということだ。調査方法、目的
についても明示せず、誤解が生まれてしまったかも
しれない。周知もうまく行えず、知らなかったとい
う人も少なくないと思われる。

第 3 回勉強会「食品ロス」

意見を表してくれた生徒の方々には、その行為を
無下にしてしまうようで本当に申し訳なく思います。
近く再調査の機会があれば、またご協力よろしくお
願いします。
（高２・堤）

「暁秀ニュース」カラー版は、加藤学園暁秀中学校・高等学校のホームページでご覧いただけます。

暁秀ニュース ｜ 検索



