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もうすぐ夏休み、暑さも日に日に厳しくなってきました。 

本を読むことで、いろいろな体験をし様々な人生に出会うこと 

ができます。多くの知識や教養を身に付けてほしいものです。 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

準大賞受賞作！ 
 

ビジネス書大賞 2018大賞受賞作！ 
  『SHOE DOG（シュードッグ）』 フィル・ナイト著 太田黒奉之訳 東洋経済新報社 
 「ビジネスとは、金を稼ぐことではない」と言ったナイキ創業者の考え方 

第６４回青少年読書感想文奈良県コンクールについて 
対象    課題読書 自由読書(各自で自由に選んだ図書) 
用紙･字数  400字詰原稿用紙  1801 字～2000字(本文のみ) 
提出    １・２・３年生とも自由課題です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
夏期休業中の図書館の開館について 
開 館 日：７月２３日（月）～８月３日（金） 

      ８月１７日（金）～８月３１日（金） 

      ただし、土・日は除く 

開館時間：９時～１２時 

 

夏期休業中の本の貸出について 
 貸 出 冊 数：一人原則として１０冊まで 

 最終返却予定日：９月３日（月） 

 

 

6 歳でホロコーストを体験

したフランス人女性の手記。ア

ンネと同じ収容所に移送され

た少女の見た風景が、人間のあ

り方を問う話題作。 

鹿児島県徳之島で車いすの犬の

介護をしながら暮らす男を主人公

に、大宅賞作家がつむぐ命のドラ

マ。書き下ろしノンフィクション。 足の悪いエイダは母親からうとま

れていたが、弟と共に疎開した先で理

解者にめぐまれ、次第に心を開いてい

く。少女の戦いを描く感動作。 

『いのちは贈りもの 
ホロコーストを生きのびて』   

フランシーヌ・クリストフ著  
河野万里子訳 岩崎書店 

 

『わたしがいどんだ戦い 1939年』 
ｷﾝﾊﾞﾘｰ･ﾌﾞﾙﾍﾞｲｶｰ･ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｰ著 

大作道子訳 評論社 

『車いす犬ラッキー 
捨てられた命と生きる』 
小林照幸著 毎日新聞出版 

課題図書紹介 

新潮文庫ワタシの一行大賞募集！…１・２年生課題 

 高校生に読んでほしい 50冊の中から、あなたの心に深く残った「一行」
を選び、なぜその一行を選んだのかを 400 文字で書いてください。 

＊図書館に高校生に読んでほしい新潮文庫 50 冊を用意しています。 

 夏休みの冊子「とみやま」に本のタイトル・著者名を掲載しています。 

『隷属なき道  

AI との競争に勝つベーシック

インカムと一日三時間労働』 

ルトガー・ブレグマン著 

野中香方子訳 文藝春秋 



Farewell 

The year 2018 marks both the beginning and of a very important milestone in my life as the Assistant Language Teacher(ALT)at 

nikaido senior High school and Nara Joho Shogyo Information and Commercial Senior High School.At the end of July 2018, my five year 

tenure on the Japanese Exchange Teacher (JET) Programme will come to an end which means I will be starting on a new and 

unfamiliar journey in my life. I will be leaving Japan/Nara, a place I have called home for the past five years to return to my home in the 

Caribbean. It is with much difficulty that I write these words because my time here in Japan has been well spent. These five years in 

Japan have been the most rewarding and fulfilling time of my entire life, thanks to the teachers and students that I have worked with as 

well as the king and gentle Japanese People whom I meet on a daily basis. 

 

Most importantly, the highlight of my life here in Japan was working with the students and teachers at my schools (Nikaido koko and 

Nara joho shogyo Koko). It is always a delight for me to travel to Nara Joho Shogyo each Friday to Conduct English lessons with the first 

grade students. I was thrilled and greatly inspired by their enthusiasm and youthful exuberance and I looked forward to the experience 

every Friday morning. Some other fond memories I had of Nara Joho Shogyo are of the sports day and the culture festival. Each year I 

am Excited to attend the sports day and the students actively compete in the various events most of which are new to me as a 

Jamaican. The culture festival also left a remarkable impression on my mind. I am always impressed with the talents and brilliance of 

the Japanese people and the students at Nara Joho have displayed theirs in very extraordinary ways. I must commend the hard work 

and dedication of both the students and teachers in coordinating and showcasing the wonderful exhibits on both days of the culture 

festival. 

 

Last, but by no means the least, I must commend the amazing staff at Nara Joho Shogyo for their warm welcome and hospitality 

towards me. From the administrative to the teaching to the janitorial to the cafeteria staff, everyone has gone out of their way to make 

me feel welcomed and feel like a member of the Nara Joho Shogyo family. All the English teachers, past and present, have constantly 

tried their very best to have a successful team-teaching experience in the classroom. 

 

In the final analysis, the support inside and outside the classroom at Nara Joho Shogyo has been tremendous and at this point, I must 

say a big thank-you to the entire staff and student population for contributing to the most rewarding and fulfilling time of my life. As a 

whole, you have contributed greatly to my personal growth and development and to the positive transformations that Ihave experienced 

over these past five years. I will miss you all very much, but as the famous saying goes, “all good things must come to an end”. In 

closing, I would like to wish the entire Nara Joho Shogyo family all the very best for the future. I also encourage you to continue to strive 

for excellence in all your endeavours. Thank you very much. 

Sincerely, 

Tracy Waugh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごきげんよう 

2018年は二階堂高校と奈良情報商業高校でのALTとしての私の生活の始まりと終わり

の大きな節目です。今年の７月いっぱいで５年間の JET プログラムの任期が終わり、それ

は私の人生の新たな、未知への旅が始まることを示しています。私はこの 5 年間で第 2 の

故郷となった日本の奈良を離れ、カリブ海にある自国に帰るのです。私はこの文章を書くこ

とがとても辛いです。それは、この日本でとてもよい時間を過ごしてきたからです。日本で

のこの５年間は私の人生の中で最も有意義で充実した時間でした。一緒に働いた先生方、生

徒のみなさん、そして毎日出会う親切で優しい日本の皆さん本当にありがとう。 

私の日本での生活で本当に良かったことは二階堂高校や奈良情報商業高校で先生方、生徒

のみなさんと一緒に働けたことでした。私は毎週金曜日に奈良情報商業高校の１年生に英語

の授業をしに行くことをいつも楽しみにしていました。私は 生徒たちの熱意と若々しい活

気に刺激を受け、感動しました。 そして私は毎週金曜日の朝、それを楽しみにしていまし

た。また別の、奈良情報商業高校での素敵な思い出は体育大会と文化祭です。毎年体育大会

でジャマイカ人の私にとってはほとんどが初めての競技の中で生徒の皆さんが競っている

のを見て楽しんでいました。また文化祭では素晴らしい思い出が心に残っています。 

私はいつも日本の人々の才能や輝きに感銘を受けています。そして奈良情報商業高校のみな

さんはそれを特別な形で発揮してきました。私は称賛せずにはおられません。生徒のみなさ

んと先生方が文化祭の両日に協力し、素晴らしい作品を披露する熱心な働きと献身的な姿

を！ 

 末筆ながら、私を温かく迎えてくれ、親切にしてくださった奈良情報商業高校のみなさん

のお心遣いに感謝します。管理職、事務室の方々、先生方、業務員の方、食堂の従業員の方々、

みなさんは私を歓迎してくださり、奈良情報商業高校の家族のように感じさせてくださいま

した。英語の先生方はみなさん昔も今も変わらず、集団授業を成功させるため最善を尽くし

ています。つまり、教室の中だけでなく外でのサポートは素晴らしかったということです。

この点で私に有意義で充実した時間を与えてくれたすべての職員のみなさん、生徒のみなさ

んにお礼を申し上げなければなりません。総じて、みなさんは私の成長に大きく寄与し、こ

の５年間を通して前向きな変化をもたらしてくださいました。本当に寂しく思います。でも、

有名な諺にもあるように、どんな楽しいことにも終わりが来ます。最後になりましたが、奈

良情報商業高校の皆様のご多幸をお祈り申し上げます。 

私は皆さんが努力して向上に努めることを応援しています。 

本当にありがとうございました。 

敬具          トレイシー・ウォウ          トレイシー先生と娘イロリちゃん 

翻訳してくれた本校卒業生 

東出舞さん（大阪市大） 

ALT トレイシー先生よりのメッセージ 

to 

ジャマイカ 

ジャマイカ国旗 

https://webmail.nps.ed.jp/owa/UrlBlockedError.aspx

