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和歌山県立串本古座高等学校古座校舎

地域連携ゴルフ実習

２学年のスポーツＡは、１年
間で４種類のニュースポーツを
体験し、生涯スポーツに関する
知識を深め、健康増進に向けた
スポーツの重要性・有効性を認
識することを目的としている。

９月～ 10 月は地域連携の観点か
ら、地元のゴルフ愛好家の協力を
得て、ターゲットバードゴルフか
ら本格的なゴルフに取り組み技術
を習得してきた。

10 月 28 日（火）、秋晴れの下、
梅の平ゴルフ
クラブ（串本
町上田原）にて、自らの技能を
試し、ルールやマナーを遵守し
ながら実戦に挑戦し、ゴルフの
魅力にふれる体験授業を行っ
た。

国際ユース作文コンテスト学校奨励賞

国際ユース作文コンテストは、平和の文化と持続
可能な地球社会を築いていくうえで、子どもや若者
たちのエネルギーと創造性・自発性を生かすととも
に、あらゆる世代の人々が彼らの発想から学び、よ
り良い世界のために何ができるか、それぞれに考え
行動することを奨励する目的で実施されている。五
井平和財団とユネスコとの共催し、文部科学省、Ｎ
ＨＫ、日本経済新聞社等が後援している。

今年は 151 カ国から 13,635 作
品が寄せられ、厳正な選考の結果、
古座校舎が全国 34 校の学校奨励
賞に選ばれた。高等学校では全国
で７校、近畿で１校という選考結
果であった。

本校では、ユネスコスクールと
してＥＳＤ（持続発展教育）に取
り組み、今後も実践を重ねていき
たたいと考えている。

小論文講演会・研修会

10 月８日（水）、学研
教育みらいの大堀精一
氏を講師に迎え、生徒
対象の小論文講演会と
高校教員対象の小論文
研修会を実施した。35
名の生徒が出席した講

演会で、大堀氏は小論
文では社会的な関心が
ポイントになっており、
「一面的な見方をせず、
現実をしっかり見つめ
た具体性のある内容」
が大切であると説いた。

生徒４名への個別指
導の後、串本校舎、新
翔、近大新宮、古座校
舎の教員対象に研修会
を開き、各校から 24 名
が参加した。その中で、
大堀氏は｢世代間格差｣
や｢貧困｣などのキーワードを紹介するとともに、生
徒を指導するには対話が必要であり、教員の適切な
関わりが生徒の漠然とした思いを具体にしていくと
述べた。

ALT バイロン先生のエッセイ No.５

The Japanese bento is as very convenient creation. In
America there's not a culturally agreed upon method for
lunch. It is often whatever you bring, find in the cafeteria, or
restaurants nearby. Bentos usually include a well balanced
mix of food. For someone not used to Japanese food it is a
tasty way to experience it. Personally, I have learned a few
Japanese recipes through Bento such as gobo kinpira
(saut?ed Burdock root) and renkon hasamiage (Fried Lotus
root with meat). Overall, the Bento is a very convenient
way to have lunch and a great opportunity to learn
Japanese foods.

However, Bentos have their downsides. The main
complaint I have about some bento is that they can be
room temperature. It seems that a lot of the foods in bento
are prepared with that in mind. However some foods taste
different depending on the temperature, such as tempura.
A microwave works well, but the food also changes flavor
and texture after being microwaved. The inability to bring
soup based foods in bento is also unfortunate. There are
some cold days that having Ramen or Udon for lunch
would be very comforting.

【11 月の行事予定】

11月１日（土） １年生代々木模試、２年生河合塾模試
11月３日（月） 文化の日
11月５日（水） 高校生防災スクール
11月９日（日） 第２回英語検定（二次）
11月10日（月） 献血講演会
11月17日（月） 献血
11月20日（木） 文化祭準備
11月21日（金） 文化祭、午後芸術鑑賞
11月22日（土） 文化祭
11月23日（日） 勤労感謝の日
11月24日（月） 振替休日
11月25日（火） 文化祭代休
11月26日（水） 期末考査時間割発表


