２０１９年度

第 ５ 号

南十字星
実り秋、いや春です！
ブリスベン川沿いのジャカランダが
咲き始めました。ゴールドコーストの
ジャカランダはいかがでしょうか。
いよいよ 3 学期スタートです。3 学期は補習校祭り
が最大の行事です。今年も午前中はネアンシアターに
て学習発表会、午後は全校朝会広場で模擬店をします。
学習発表会では国語の授業の延長としての表現活動
や、日頃できない音楽（歌やダンス）の発表などを学年ごとに披露します。また午後は小学
部高学年や中学部、そして保護者会の皆さんによる模擬店があります。今年はどんなお店が
出るでしょうね。こちらも毎年楽しみです。
補習校での生活に潤いを与える役割も担っている補習校祭り。保護者の皆様にはいろいろ
な面でご協力を頂くことになりますが、どうぞよろしくお願いします。
もう一つ、一番充実してほしいのはやはり日々の授業です。
中でも宿題をきちんとやってくることが大切です。日々の勉
強を大切にして、みんなで実り多い 3 学期にしましょう！
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土 ◆第３学期始業式 〇GC職員会議
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土 〇GC社会科学習日 ◆文集原稿締切
〇GC授業参観日 〇GC理科学習日（下校14:30 ）
土
〇GC入学説明会・出願受付開始
土
土 ◆第３学期終業式 〇ＧＣ幼稚部入試 小1面接
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文集「あおぞら」
すでに春休みの宿題に出ていた学年もありますが、
11 月２３日が文集原稿提出の〆切です。始業式でも話
しましたが、みなさんの成長を文集でも見ることができ、
毎年楽しみにしています。文集の表紙絵も募集します。
後ほど用紙を配付します。たくさん応募してください。
＜昨年の表紙絵 現小 1 新谷咲結さん＞

来年度に向けた入学説明会
令和２年度（2020 年度）新入学説明会を、下記の要領で開催します。
在校生の弟妹、または知り合いで補習校に入学を希望されます方は、
補習校事務 jlssqnishida@live.com.au （松川）まで、お申し込みください。
資料作成・会場設営の都合上、要予約とさせていただきます。
（なるべく 11 月 27 日までに）

全校朝会スピーチより
脳科学

中3

小西

リク

今年も毎回楽しみなスピーチが続いています。
君

僕は最近脳科学に興味を持ちました。脳はわずか１４００ｇの
重さで５００億の神経細胞が詰め込まれています。一秒間で２兆
回の電気パルスが起こり人間の殆どは脳の５％しか使っていない
と言われいまだに研究が進んでいます。世界には色々な顔、姿、
性別や人種の違う人がいますが全員の脳の働きは同じです。条件
反射や、一度見た風景や毎日の記憶の整理の仕方は全員一緒です。
ここで簡単な実験をしたいと思いますので皆さん協力してください。これから二つの写真
を一枚ずつ見せますので。男性か、女性か考えてください。これが一つ目の写真です。男と
思う人は手を上げてください。女と思う人は手を上げてください。これが二つ目の写真です。
男と思う人は手を上げてください。女と思う人は手を上げてください。
今一つ目の写真が男性で、二つ目の写真が女性と思った人が多いでしょ。実はこの写真は
二人の似た男女の写真を半分に切りくっ付けた写真です。人がこの写真を見ると脳の右側が
写真の左側を見て、脳の左側が写真の右側を見ます。脳の右側の方が、見た目や男女を判断
するのが得意なので左側が男の写真は男性、左側が女の時は女性と判断します。
このように脳の仕組みを勉強すると色々な事が解明されるでしょう。

読書の楽しさ

中3

大石 真緒

さん

皆さんは 日本語の本でも、英語の本でも、本を読む習慣はあり
ますか。1 回読めば満足する本、ずっと取っておきたい本、何度も
繰り返し読みたくなる本など、色々あると思います。
今日は、私が 2 年前から 何度も繰り返し読んでいる 大好きな本
の一つを紹介したいと思います。それは、角川つばさ文庫から出て
いる、空想科学読本と言う本で、17 巻まで出ている 大人気シリー
ズです。
『タケコプターが本当にあったら、空を飛べるのか？ 』
『ドラゴンボールのカメハ
メハは一般人がやると何年かかるのか』など、アニメやマンガで見る、不思議な現象を科
学的に検証すると、驚きの結論がみえてくる、とっても笑える科学の本です。
例えば、日本のテレビで出てくるサザエさんは、1969 年から続くテレビアニメ番組で、
次回の予告が終わった後、【サザエさんとジャンケンをする】というお楽しみがあります。
『ジャンケンでサザエさんに勝ち続けることができるのか？』ということを、真剣に数字
で分析した結果が 面白おかしく書かれています。サザエさんのジャンケンは 1 年間で 52
回、25 年間では 1300 回、さらに視聴率を計算に入れると、毎週 1040 万人がサザエ
さんとジャンケンしてきた事になるそうです。これを 25 年続けているので、これまでサ
ザエさんがジャンケンしてきた相手の人数は、135 億 2000 万人になるそうです。
そこに ジャンケンに勝つ確率を、計算した結果が書かれていて、とても面白い本です。
皆さんも 是非 読んでみてください。

新しいことにチャレンジ

中3

松本

蕗美男

君

皆さんは自分の嫌いなことに挑戦したことがありますか？今日僕はその大切さ
について話そうと思います。僕は音楽の大会が嫌いでも毎年出ています。先生が
怖くてノーと言えずもう四年も出ました。毎年７月の終わりにあり、４月から練
習を始めるのですが、大会の６分間弾くために１２０日も練習します。大会に出
るということはプレッシャーがかかります。一回メダルを取ってしまうと次の年も取らないといけない
と心配になるからです。僕の先生はメダルを取るために大会に出るのではないと言います。大会に出る
目的は、緊張していても家で弾くように気持ちを冷静にコントロールして弾けるようになるためだと言
います。僕はいつも本番で弾いた演奏の映像を見て、どこを直さないといけないか考えます。そして弱
点を強みに変えようとします。そしてこれからの演奏にどうやって生かしていくか考えます。
去年録音したものを聞いてわかったことは本番では緊張して、どこを弾いているのかわからなくなっ
て暗譜していたものが飛んでしまいました。だから曲の場所で気持ちを落ち着かせるフレーズを探しま
した。そしてそこで息をして、肩がリラッックスするようにすると気持ちが落ち着くとわかりました。
今年はそれが少しできた気がしました。これは頭でわかっていてもなかなかできません。自分で体験
してきたから頭と指と体が同時に動いたんだと思います。今でも僕は大会に出たくないです。勇気を持
って苦手なことにチャレンジするのはコンフォートゾーン、つまり居心地のいい場所から抜け出すこと
になります。すると今の自分よりそれ以上のスキルが必要になるから新しいことを学ぶチャンスになり
ます。自分が嫌いなことを頑張ってやるということはメンタルを強くして本番に強くなれると思います。
みなさんもコンフォートゾーンから抜け出して新しいことにチャレンジしてみてください。

働くということ

中3

岩上 楽虎

君

皆さん働きたいと思いますか？
実は僕は、皆さんが良く知っていると思う寿司トレインで寿司を作っている人
として働いています。始めたばかりの頃は、間違えたり、崩れてしまったり失敗
したこともたくさんありましたが、やればやるほど上手くなると思いながら続け
ています。僕にとって働くという事は、いくつかのメリットがあります。
まず一つ目は、将来の仕事への適性がわかるかもしれない事です。まだ僕は学生で 15 歳なので、自
分に合っている仕事が何なのかあまりよくわかりません。なので、学生のうちに働く事で色々な経験と
なり自分にどういう事が向いているのか、または向いていないのかなんとなくですがわかってきました。
二つ目は、働く時間を選べる事です。曜日や時間を選ぶ事ができるので、学校の帰りや週末だけ、学
校のホリデー中など短い時間でも仕事をしています。普段の勉強も大変ですが、仕事と勉強の両立は時
間を有効に使う事ができます。
三つ目は、マナーやスキルを学ぶ事ができていると思います。働く職種によって違うとは思いますが、
専門的なスキルを身につける事ができたり、大人と一緒に働く事で色々なマナーを学んでいます。
四つ目は、働く事で自分でお金を稼ぐので、働いてお金を稼ぐ事が簡単ではないという事がわかります。
また、自分のお金で好きなものも買う事ができます。
五つ目は、周りの人達が助けてくれたりみんなで協力しあったりしながら働いているので、自分も同
じように周りの人達の助けになるようにきにするようになりました。
お金のために働きたいと思う人もたくさんいると思いますが、それだけではなく、働きたくて働くと
いう事の方が大切だと思います。もちろん嫌なこともあったりもしますが、働く事で僕はとてもいい経
験をしていると思います。

地球温暖化

中3

グレイ

トーマス

君

みなさん、最近南米のアマゾンの大火事のことを聞いたこと
はありますか？ 地球温暖化のニュースはどうですか？
BBC ニュースによると、世界最大の熱帯雨林があるアマゾン
で今、その全体の２０％、約１２０万ヘクタールが火事で消失
したそうです。また、火事が最初に発生してからわずか２０日
間で、74,155 件もの山火事が発生しているそうです。
アマゾン熱帯雨林の面積はなんと日本の約１５倍もあります。日本が１５個も入るとこ
ろなんてあまりに大きすぎて想像できないですね。実は、この広大なアマゾンの森が地球
の二酸化炭素をたくさん吸収してくれていて、地球温暖化の緩和にとても大切な地域なの
です。
このアマゾンの大火事で地球温暖化がさらに深刻化しています。
最近、ニュースでよく地球温暖化のことが報道されています。僕は地球温暖化について
興味を持っています。
地球温暖化、英語で Global warming とは、気候変動の一部で、地球表面の大気や海洋
の平均温度が長期的に上昇する現象のことをいいます。地球温暖化の原因は、身近なとこ
ろだと、車の排気ガス、工場の炭素排出があります。
今年始めのニュースでは、ある科学者が１２年後には地球の温度が高くなりすぎて、も
う元に戻れない状態になると言っていました。これはとても大変なことです。毎日暑い日
が続いて南極や北極の氷山が解けて海水が増え、僕たちの住むところが水没するところも
出てくるかもしれないのです。
でも、この１２年で１２億本の木を育てたら、地球温暖化を戻せる可能性があるそうで
す。地球は僕たちが住んでいる大切な場所です。なんとかして地球温暖化をとめなければ
いけません。
地球温暖化をストップするために僕たちができることは、植林の他に、紙と木材の消費
を削減することです。なぜなら、木は二酸化炭素を吸収して地球温暖化と戦っているから
です。木の数が減ると地球温暖化がどんどん進むからです。
みなさんもニュースなどをよく見て、地球温暖化のことをしっかり理解してください。
これはとても危険な自然現象なので、どうやればこの現象を止められるか、一緒に考えて
いきましょう。僕たちの住む大切な地球がずっとありつづけることを目標に。

２０１９年ゴールドコースト校補習校祭り 「タレントショー」エントリーフォーム
11 月９日、補習校祭り午後の部で、今年も「タレントショー」を開催します。
歌や楽器の演奏、ダンスなどのパフォーマンス、漫才などなんでもいいです。発
表時間は目安 5 分とします。人数は一人でも、何人かのお友達と一緒に出ても構
いません。日頃現地校や習い事などで頑張っている成果を披露し合い、これまで知
らなかった友達の良さをみんなで認め合うのが目的です。あなたも応募してみませ

ん

か。ただし応募者多数の場合はオーディションとしますので、ご了承ください。
提出締め切りは、10 月 19 日（土）です。担任の先生に提出してください。
１．出演者
学年 組 氏名

学部

年

組 氏名

連絡責任者
氏名
アドレス

２．発表タイトル

「

※プログラム掲載用

」

３．発表内容

４．およその発表時間

分くらい（目安 5 分）

５．発表内容の紹介
※司会者アナウンス原稿

６．準備物など
マイク等は、こちらで準備し
ます。
基本的に、その他の用具は自
分で用意してください。

※ この用紙を外すかコピーして書き込み、提出してください。

