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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

皆さんこんにちは！国際教育係より今年度第１号のフレンド通信です。西高での留学、国際交流情
報をお伝えしていきます。新しく入った１年生の皆さん、（まだ難しいかもしれませんが）、3 年間
のうちには西高でぜひ留学や国際交流にチャレンジしてみてください。
今年度も引き続き COVID－１９感染拡大の影響で海外留学はあまりできませんが、代わりにオン
ラインプログラムを使って、世界に目を向けたり、英語を勉強したりできる機会や情報を提供して
いきたいと思います♪外部の留学プログラムは少しずつ募集を再開しているものもあります。この
フレンド通信や留学センター外の掲示板にて最新情報をチェックしてください♪授業では 2 名の
ALT の先生が全クラスで英語を教えてくれます！お楽しみに。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

【１年生対象】トビタテ！留学 JAPAN 高校生コース第７期募集
「トビタテ！留学 JAPAN」は文部科学省が行っている留学促進キャンペーン
です。現在、新高校１年生が対象の短期留学「アカデミック（テイクオフ）」
の応募受付中です。
この留学では、自分で行きたい国を選び、選考を通過すると２週間～３週間の
留学に参加することができます。さらに、政府から奨学金として基準に応じた
金額を援助してもらうことができます。語学学校に通いながら異文化交流した
い人、留学してみたいけど費用であきらめている人におすすめのプログラムで
す！西高からは過去にトビタテの別のコースを使い、イタリアで３か月の美術留学、アメリカで２
週間のチアリーディング留学などをした先輩がいます。
締め切りは４月２０日までですが、応募には学校を通してのオンライン登録や書類作成などが必
要となります（個人では応募できません）ので、興味のある人は４月９日（金）までに留学センタ
ーに申し出てください。もちろん話をきくだけでも OK です
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

令和３年度国際教育係スタッフ紹介
昨年度はすべての留学受け入れ・派遣ができ
ずに残念でした。早く安心して国際交流がで
きる日が来るようにと願っています。係には
今年度より ALT のアロン先生を迎えました。
モンワ先生と一緒に留学センターに常駐しま
す。気軽に遊びに来てください。
（写真左より）
アロン先生・山岸真由子先生・山口裕恵先
生・モンワ先生・沼口淳先生

留学センターが新しくなりました！
生徒用の英会話スペースと勉強スペースができ、いつでも ALT や英語科の先生たちと一緒に
英語に触れることができます。英語の雑誌や新聞、英検の問題集、大学入試対策用の問題集など
も用意してあります。
英語が話したい、英語を話せるようになりたい、英語の勉強がしたい、英語の勉強で悩んでい
る、暇な時間を持て余している、何か楽しいことないかな～、そんなときには・・・ぜひ気軽に
立ち寄ってみてください。

ケンブリッジ英検を受けてみませんか？
英語力アップしたい人に、ケンブリッジ英検をおすすめします！
先日無料デモ試験を行い、２８名の生徒が受検しました。デモ試験を受けた生徒からは、
「普段受け
る英検とは違って新鮮だった」
「本番は一つ上のレベルで受けてみたい」などの感想がきかれました。
本試験は７月１７日（土）に本校での実施を計画しています。
（今月中に募集開始）
本試験の結果は９月中に知ることができるので、大学入試に検定スコアを使いたい人にもおすす
めです！詳細をもっと知りたい人は検定ウェブサイトまたは留学センターまで。

英検 S－CBT って？
なお、英語科からの案内（別紙）の通り、日本英語検定協会の英検（実用英語技能検定）の本年
度 1 回目は本校の団体受験を実施しないので、希望者は各自個人申し込みをしてください。また英
検 S-CBT というコンピュータを使った 4 技能試験を一日で行う英検ができ、年間通じて申し込み
ができます。各級の出題形式はほぼ同じで解答方法のみが異なります。こちらも検定ウェブサイト
または留学センターまでお問い合わせください。

ALT の先生からひとこと
Monwa 先生
Hello! My name is Monwabisi Ngabaza, but you guys can call me Monwa or Mo. I
am from Cape Town South Africa. I have been living in Ueda for 5 years now. It
has been an exciting time living in Japan! Some of my hobbies are watching
movies, listening to all types of music, watching many different anime and
drawing pictures. My favorite things to do recently is skateboarding. I like winter
way more than I like summer because my favorite thing to do is go snowboarding
and then go to an onsen. I look forward to meeting all of you and I hope we can
have fun learning English this year!

Aaron 先生
Hey everyone, my name is Aaron Nagasaka! I am from Tasmania, the small island at
the bottom of Australia. I have been in Nagano for two weeks, but I used to live here 11
years ago. I love to go hiking, listening to music, drawing, and getting out to visit new
places. I love everything about Japan; the food (except Natto!), the mountains, the
architecture, the culture, and the language. I look forward to meeting everyone and
helping you not only learn English but also have a lot of fun as you learn.

ケンブリッジ英検とは？
（ケンブリッジ英語力検定試験 - Cambridge Examination）
試験を統括しているケンブリッジ大学の所在地、イギリスだけでな
く、オーストラリア、カナダなど多くの国の大学をはじめ、様々な教育機関や企業に認められている国際レベルの
英語検定試験です。日本での知名度はまだ比較的低いですが、実は、世界約 150 ヶ国以上で実施されている最も
有名な英語試験です。このケンブリッジ英検は、英語の知識量を測る試験ではなく、英語の知識を使いこなす能力
があるかを判断するもので、文法力だけでは点数がとれないテストとなります。
（オーストラリア留学センターHP
より引用）

【試験内容】
ケンブリッジ英語検定の試験内容は、リスニング＆グラマー、リーディング、ライティング、スピーキングの 4 科目
から成り立っています。
＊リーディング＆ライティング
サイン、パンフレット、新聞や雑誌などの読み取り。ライティング問題では、約 100 文字の
簡単な手紙を書く。リーディングとリスニング合わせて、全体の 50％の配点。
＊リスニング
アナウンス、モノローグ、会話などの聞き取り。
＊スピーキング
受検者が 2 人 1 組になり、約 1０分間スピーキング。4 つのパートに分かれており、簡単な自己紹介などから、
写真描写等が行われる。

A2 Key for Schools
①リーディング＆ライティング １時間
②リスニング
３０分
③スピーキング
８～１０分

B1 Preliminary for schools
①リーディング ４５分
②ライティング ４５分
③リスニング
３０分
④スピーキング ８～１０分

【留学センターより】
英検のように大学受験の 4 技能試験の一つとしてスコアを使える大学が増えています。ケンブリッジ英検では合
格・不合格はなく、スコアで示されます。自分に向いている 4 技能試験を見つけるため、英語力アップと可能性の
発見のために積極的にチャレンジしましょう。

