
 From the Principal 

一歩前進できたこの夏休み 

 

校長  宮澤 雅子 

 
8 月 29 日に 2 学期がスタートしました。始

業式には全員元気な顔が揃い、久々の友人

との会話に溢れる笑顔が見られ、全校生徒

が無事に元気に集えたことを心から感謝し

ました。今年も異常気象からなる猛暑、事

故や痛ましい事件等、子供の身の安全にと

っては心配事が重なる夏でしたが、各ご家

庭での適切なサポートを、ありがとうござ

いました。まとまった時間がとれる長期の

休みは、じっくりと自分を鍛え向上させる

絶好の機会といえます。この夏も、厳しい

暑さにも負けず、集中して受験勉強に励ん

だり、大会に向け、高い目標を掲げて技術

を高めたり、留学という自分しか頼れる者

がない環境に身をおいて、様々な経験を積

んできたりと、各自大きな成長が得られた

と思います。 
 一方、大妻中野校としてもこの夏休みに

1 歩前進いたしました。これまでの留学先

であるカナダ、オーストラリア、フランス、

ニューカレドニアに加え新規にアメリカ、

ニュージーランド、チェンマイにある学校

と提携ができることになりました。提携す

るということは、より安全性を確保するこ

とに繋がっています。SGH 校として異文化

体験や視野を広げるチャンスがふくらみみ

ました。今後も更に可能性を広げていきた

いと考えています。以下に本校の海外提携

校の学長、校長、担当の先生方から生徒の

皆さんへいただいたメッセージ（一部抜

粋・英語原文のまま）を掲載します。それ

ぞれの大学や学校で勉強した本校生徒の皆

さんは、「皆、礼儀正しく、意欲に満ちて、

素晴らしい生徒たちです。」とどの学校の先

生方もおっしゃって下さっています。また、

本校の SGH 校としての教育プログラムへ

の賛意を示してくださっています。 
 9 月 26 日、27 日には、大妻中野全員の

実力を発信する文化祭があります。皆で協

力して、生き生きとした表現力のある文化

祭を作り上げて、お客様を迎えて欲しいと

願っています。この２学期も保護者の皆様

には文化祭はじめ多くのご協力を賜ります。 
なお、2 学期から新しく安田寛子先生（外

国語科・英語）が着任しましたことをお伝

えします。よろしくお願いいたします。 
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海外提携校からのメッセージ・アメリカ Dr. Rhona Free – President of University of Saint Joseph 
It is an honor for me to write to you on behalf of the faculty, staff and 
students of the University of Saint Joseph.  We are very grateful that 
your students and teacher from the Otsuma Nakano Senior and Junior 
High School are visiting our campus. Your students are excellent 
representatives of your school. They are all exceptionally polite, 
curious and respectful.  You would feel very proud to see them 
interacting with our American students and our faculty and staff.  

 Congratulations on the designation of Otsuma Nakano School as a model school for the 
Super Global Education Program. Multicultural understanding is so critical for young 
adults, and your students will have a great advantage having been exposed to a global 
curriculum with opportunities for international study. 
 
海外提携校からのメッセージ・オーストラリア  Ms.Sue Humle –  International Education 

Coordinator of St. Andrew’s Catholic College 
Thank you so much for allowing your students to spend some time with 
us here at St. Andrew’s Catholic College.  I remember when the first 
group of Otsuma Nakano students arrived at the College 8 years ago 
and every year since then I have seen the relationship between the two 
schools grow better and stronger.  This year, weeks before the Otsuma 
Nakano students’ arrived, I had many St. Andrew’s students coming 
into the office excitedly asking ‘How much longer before the Otsuma 

students arrive?’  
  This year we are offering extra activities and interests for your students so they will 
have lots of stories to tell you when they return home. 
 
海外提携校からのメッセージ・ニュージーランド  Ms. Jenny Ellis – Principal of New Plymouth 

GHS 
 Thank you so much for giving us the opportunity to host your lovely 
students.  It has been an absolute pleasure having them in our school.  
Our students and host families have gained so much from sharing with 
them.  You can be very proud of your students.  They are respectful, 
polite and keen learners.  Their English has developed remarkably 
over the short time they have been with us.  
 I wish you well in the coming year as you move forward with your 

exciting programme as an educational model school for “Super Global Education.”  
Congratulations on your selection.  Thank you again for enabling our school 
community to host your staff and students. 
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