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オールイングリッシュで異文化体験　行方市中学生異文化体験研修

　昨年10月30日（土）・31日（日）の１泊２日で、新
型コロナウイルス感染症の影響で中止となった「中学生
海外派遣研修」に代わる事業として、福島県にある研
修施設「ブリティッシュヒルズ」において、市内中学生
40人の参加による「中学生異文化体験研修」を実施し
ました。この事業は、未来を担う行方市の中学生が、
異国体験のできる国内研修施設において、語学および
他国の文化・習慣等について研修することで、国際感覚
を養うとともに、広い視野から郷土や国家・国際社会
に対する理解を深めることを目的としています。

現地での様子
　研修は、施設案内やレッスンなど施設内の会話をす
べて英語で行う「オールイングリッシュ」で行われ、生
徒たちはさまざまな場面で、外国人スタッフと英語での
コミュニケーションに挑戦しました。また、テーブルマ
ナー講習を英語で受けたあと、コースディナーで実践す
るなど、さまざまな外国の文化を再現した研修を受けて、
英語だけのコミュニケーションの難しさと楽しさを体験
していました。
　今回の研修で外国の方と交流し、異文化に触れなが
ら学んだことを糧に、これからの活躍が期待されます。

2 日目　10 月 31日
7:30	 	 朝食
	 	 レッスン②　Culture&Mannersグループ1,2,3
	 	 レッスン③　選択式レッスン
12:30	 	 昼食→ブリティッシュヒルズを出発
18:30 頃	 北浦庁舎に到着・解散

1日目　10 月 30 日
8:30	 	 北浦庁舎に集合・出発
12:00 頃	 昼食
13:30 頃	 ブリティッシュヒルズに到着
	 	 オリエンテーション・マナーハウスツアー
	 	 レッスン①　Survival	Englishグループ1,2,3
	 	 夕食　テーブルマナー講座（30分）

日程・内容

まちの話題

レッスン① Survival English レッスン② Culture&Manners

研修に向けたウォーミングアップとして、ゲームやアクティビティを
通じて滞在中に役立つフレーズを学びます。滞在中の質疑応答に焦点を
当てて練習し、レッスン後は本番！スタッフと会話をしたり、質問をし
てみましょう。

「文化とは何か」を考えながら、英国をはじめとした様々な国の音楽、
言語、スポーツなどの文化の違いを学びます。また、様々な国でどのよ
うに挨拶をするかなどを実際に体験します。

レッスン③ 選択式レッスン

グループ1 Calligraphy グループ２ Dreamcatcher グループ3 Gel Candle-making

伝統的な英語の書法「カリグラフィー」の道
具や材料、ペンの持ち方について学びます。ア
ルファベットを練習したら、手紙やメッセージ
カード作りに挑戦しましょう！

カナダの先住民オブジエ族に伝わるお守り
「ドリームキャッチャー」の起源や背景、文
化的な意味を学び、実際に作ってみましょ
う！

英語を使ってブリティッシュヒルズ教員から
キャンドル制作に必要な材料や飾り、色砂など
を貰い、自分だけのキャンドルを作ってみま
しょう！

体験型レッスン

マナーハウスツアー テーブルマナー講座

ブリティッシュヒルズの象徴的な建物「マナーハウス」の説明を聞き
ながら施設を見学するツアーです。歴史や各部屋に隠された秘密を知れ
ば、お屋敷の風景が全く違うものに見えてくるかも…。

英国式のテーブルマナーを実戦形式で学びます。国際礼儀を理解した
上で、振舞い、ナイフとフォークの使い方、サービススタッフとの関わ
り方などの基本項目を学びます。

レッスン① Survival English レッスン② Culture&Manners

研修に向けたウォーミングアップとして、ゲームやアクティビティを
通じて滞在中に役立つフレーズを学びます。滞在中の質疑応答に焦点を
当てて練習し、レッスン後は本番！スタッフと会話をしたり、質問をし
てみましょう。

「文化とは何か」を考えながら、英国をはじめとした様々な国の音楽、
言語、スポーツなどの文化の違いを学びます。また、様々な国でどのよ
うに挨拶をするかなどを実際に体験します。

レッスン③ 選択式レッスン

グループ1 Calligraphy グループ２ Dreamcatcher グループ3 Gel Candle-making

伝統的な英語の書法「カリグラフィー」の道
具や材料、ペンの持ち方について学びます。ア
ルファベットを練習したら、手紙やメッセージ
カード作りに挑戦しましょう！

カナダの先住民オブジエ族に伝わるお守り
「ドリームキャッチャー」の起源や背景、文
化的な意味を学び、実際に作ってみましょ
う！

英語を使ってブリティッシュヒルズ教員から
キャンドル制作に必要な材料や飾り、色砂など
を貰い、自分だけのキャンドルを作ってみま
しょう！

体験型レッスン

マナーハウスツアー テーブルマナー講座

ブリティッシュヒルズの象徴的な建物「マナーハウス」の説明を聞き
ながら施設を見学するツアーです。歴史や各部屋に隠された秘密を知れ
ば、お屋敷の風景が全く違うものに見えてくるかも…。

英国式のテーブルマナーを実戦形式で学びます。国際礼儀を理解した
上で、振舞い、ナイフとフォークの使い方、サービススタッフとの関わ
り方などの基本項目を学びます。
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清掃ボランティアを実施しました　　　　
麻生高校生徒

　昨年12月27日（月）、麻生高校の生徒たちが清掃ボランティ
アを実施しました。参加人数は、生徒と教員合わせて約270人で
した。このボランティアの目的は、ボランティア精神を養うととも
に、学校内外の美化活動に貢献するためや、普段お世話になって
いる地域社会への恩返しです。清掃範囲は、麻生高校敷地内、麻
生高校から行方警察署、公民館、羽黒山公園までの道路沿いでし
た。集まったごみの量は、可燃ごみ19袋、不燃ごみ2袋でした。

令和 3 年度茨城県表彰　　　　　　　　　
行方市消防団長　邉田和夫さん

　昨年11月12日（金）、県勢の発展に著しい功績などがあった
方をたたえる茨城県表彰式が県庁で行われ、本市では、公益財団
法人茨城県消防協会副会長も務める行方市消防団長の邉田和夫
さんが表彰されました。邉田さんは多年にわたり、消防業務と消
防団員の教育訓練に尽力するとともに、会の役員として組織の強
化と防火思想の普及啓発に貢献したことが認められ、功績者表彰
を受彰しました。おめでとうございます。

地域防災への気持ち新たに　　　　　　
令和 4 年行方市消防出初式

　1月8日（土）、麻生運動場体育館で行方市消防出初式が行わ
れました。新型コロナウイルス感染症対策のため、規模縮小や時
間短縮で実施し、市内の消防団員や消防署員など約200人が参
加しました。式典では、市長式辞と団長訓辞を受け、参加者一人
一人が地域の防火・防災への気持ちを新たにしました。
　併せて、表彰（県知事表彰：功績者表彰1人、永年勤続功労
章 30 年以上：団員1人、消防署員1人、永年勤続功労章20
年以上：団員32人、消防署員3人、県消防協会長表彰：永年
勤続功労章 30年以上：団員1人、功労章15年以上：団員28人、
優良消防職員表彰：2人、永年勤続消防職団員妻女表彰：2人）
などが行われました。

令和 3 年度人権啓発ポスターコンクール入賞　
玉造中学校　小栗よつはさん

　令和3年度人権啓発ポスターコンクールが行われ、
玉造中学校 2年小栗よつはさんの作品が、総取組数
8309点の中から、最優秀グランプリ賞に輝きました。
小栗さんに作品についてインタビューしたところ、細部
にまでこだわって制作したことを話してくださいました。
この作品は、私たち自身が人権について考え、グロー
バル社会だからこそさらに人権感覚を大切にすること
などを伝えてくれているように感じます。受賞おめでとうございます。
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卓上型顔認証付き温度測定器が寄贈　　
常磐システムエンジニアリング株式会社

　昨年 12月 23日（木）、土浦市に本社をおく常磐システムエ
ンジニアリング株式会社代表取締役社長福田岳様から、公共施
設での新型コロナウイルス感染症対策のため、卓上型顔認証付
き温度測定器（スマートラピッド）３台が市へ寄贈されました。
小型で持ち運びが容易なため、今後各種事業やイベント等で有
効に活用させていただきます。

第 15 回行方杯ソフトテニス大会
（中学校女子団体戦）
12月11日（土）玉造運動場テニスコート
参加：24チーム
【優　勝】玉造中学校
【準優勝】大野中学校
【第３位】波崎第三中学校
【第３位】北浦中学校A

第 16 回行方市長杯少年サッカー大会
12月11日（土）北浦運動場第一グラウンド
参加：12チーム
【優　勝】FC北浦
【準優勝】FC波崎
【第３位】延方 SS
【第３位】平井 SSS

第 17 回混合バレーボール大会
12月12日（日）北浦運動場体育館
【優　勝】Ｌоｖｅｒｓ
【準優勝】サーズ
【第３位】フレンズ

第 15 回行方市長杯卓球大会
12月11日（土）麻生運動場体育館
＜男子団体戦＞
【優　勝】玉造中学校
【準優勝】潮来第二中学校
【第３位】潮来第一中学校
＜男子シングルス＞
【優　勝】野口	宝輝
　　　　　（潮来二中）
【準優勝】吉川	尊琉
　　　　　（潮来一中）
【第３位】出沼	広翔
　　　　　（玉造中）
【第３位】田神	隼人
　　　　　（玉造中）

＜女子団体戦＞
【優　勝】旭中学校
【準優勝】大洋中学校
【第３位】鉾田北中学校
＜女子シングルス＞
【優　勝】山上	穂乃花
　　　　　（大洋中）
【準優勝】酒井	仁弥
　　　　　（玉造中）
【第３位】田口	莉子
　　　　　（大洋中）
【第３位】岸田	真桜
　　　　　（大洋中）

まちの話題

▼　市内撮影分放映予定
３日		（木）19:00 ～第一夜「鳥刺しおくめ」
９日		（水）19:00 ～第四夜「牡丹花譜・前編」
10日（木）19:00 ～第五夜「牡丹花譜・後編」
17日（木）19:00 ～第九夜「酔いどれ次郎八・前編」
18日（金）19:00 ～第十夜「酔いどれ次郎八・後編」

市内でテレビドラマの撮影が行われました　　　　　　　　　　　　　　
NHKBS プレミアム「だれかに話したくなる山本周五郎日替わりドラマ 2」

　昨年10月から12月の数日間、市内において、NHKBSプレミ
アム「だれかに話したくなる山本周五郎日替わりドラマ2」の撮影
が行われました。
　撮影は、徹底した新型コロナウイルス感染症の予防対策のもと、
大山守大塲家郷士屋敷とその周辺で行われ、豪華俳優陣のほか、
各日30人近い撮影スタッフが当地を訪れました。
　撮影の合間には、本市のプロモーション活動と併せて、JAなめ
がたしおさいと一緒に行方産サツマイモの焼き芋や特産品をふる
まい、出演者やスタッフと歓談しました。
　ドラマは、２月から放映予定です。市内での撮影がどのような
形で表現されるのか、ぜひご覧ください。

▼　公式サイト
https://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/20000/459031.html


