
英語指導助手(ＡＬＴ)のBrianna ***(ブリア
ナ・＊＊)先生が、７月を以て、最長５年の任期を
終えられ退任します。生徒達は、統合前の道川・
亀田・松ヶ崎小時代から統合後の岩城小、そして
本務校である岩城中で大変お世話になりました。
もっと長くいてほしいのですが、最長が５年とい
う規則なので、私の願いも通らず退任となります。
ブリアナ先生には、英語の時間はもとより、英

語暗唱弁論大会の指導、放課後等の指導、校内の
英語環境、帰ってからも鶴潟では楽しいイベント
等を行ってくださったりもしました。岩中祭でも
リッチーと共に出演してくださったり、卒業式で
も式辞に英語の華を添えてくださいました。本当
に多彩にお世話になりました。新天地でのご活躍
をお祈りいたします。
ブリアナ先生の言葉を紹介します。

There are 525,600 minutes in one
year. Those are 525,600 chances to
make friends, 525,600 chances to laugh,
525,600 to make someone happy, 52
5,600 chances to change someone’s
life. A lot can happen in one minute.
You can make the winning basket in

a basketball game. You can get the last home run.
You can score a point against your opponent. Or,
you can say a short, “Hello! How are you?” to
someone. Just a few words. It only takes one minute
to talk and form a connection.

It’s very scary to move to a new country. You can’t
read, write, or speak the language very well. Maybe
you feel confused in English class. It is like that
every day for me. You only see the result of my
many mistakes and my many hours of practice. I have
ordered the wrong food at a restaurant, I have
gotten lost, and one time I tripped an alarm by
accident and had to talk to the police. Also, other
people are scared of you and they don’t want to
talk. Sometimes it is very lonely if you are a foreigner
in Japan. It can be very sad.

But, in that one minute, if you talk to the foreigner,
you can break through the wall of loneliness. Every
time you talked with me, I was happy. I liked to hear
about your lives and your favorite things. If you
think it is scary to talk to me, I am just as scared
to talk to you!But, every day I try to speak a little,
and I try to not be scared. Every day, I don’t know
what will happen.But if I let my fear stop me, then
I can’t live my best life. And if I can’t live my best
life, what’s the point?

So, I use every minute to live happily. Sometimes I
have problems, but I know the next minute will bring

something new and exciting. And my best minutes
are always when you talk with me. So I have not had
525,600 chances to get to know you. I was lucky
enough to have 2,628,000 chances! That is
2,628,000 moments of happiness. And I hope that
you use every minute of your life to challenge your
self, overcome your fear, and reach out to others.
You can change their life in just one minute.

１年は５２５，６００分です。それらは，友達を作ったり，笑
ったり，誰かを幸せにしたり，誰かの人生を変えたりす
ることができる５２５，６００の機会です。１分間にたくさ
んのことが起こります。あなたはバスケの試合で逆転
することができます。試合の勝敗を決めるホームラン
を打つことができます。あなたは対戦相手を負かすこ
とができます。または，誰かに「こんにちは。元気です
か。」と言うことができます。たったの数語です。話し
てつながりを作るのにほんの１分しかかかりません。
別の国で生活するのはとても怖いです。その言葉を

上手に読めなかったり，書けなかったり，話せなかったり
します。たぶん，あなたたちは英語の授業で戸惑いを感
じるかもしれません。私にとって毎日がそのような感じ
でした。あなたたちは，私が日本語をたくさん間違った
り，練習したりした結果しか見ていません。私は，レストラ
ンで注文を間違ったり，道に迷ったりしました。一度，間
違って警報を鳴らし，警察と話をしなければならなくな
ったこともありました。また，他の人たちはあなたのこ
とを怖がって話したくないと思うかもしれません。もし
あなたが日本にいる外国人だとしたら，時々とても孤
独になります。それはとても悲しいことになりえます。
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☆実用英語技能検定(英検)合格者
３ 級

清野＊＊＊（３年） 堀井 ＊＊（３年）

今野 ＊＊（３年） 佐々木＊＊（３年）

佐々木＊＊（３年） 山崎 ＊＊（３年）

４ 級

工藤 ＊＊（３年） 梶原 ＊＊（３年）

三浦 ＊＊（２年） 大友＊＊＊（２年）

佐々木＊＊（２年）

５ 級

進藤 ＊＊（２年） 丸山 ＊＊（２年）

星川 ＊＊（１年）

☆本荘由利席書大会(金賞･銀賞のみ紹介)
《半紙の部》
金 賞
星川 ＊＊（１年） 佐々木 ＊（１年）
金森 ＊＊（２年） 佐々木 ＊（３年）
銀 賞
山崎 ＊＊（１年） 小林 ＊＊（１年）
田口 ＊＊（１年） 平場 ＊＊（１年）
工藤 ＊＊（１年） 山崎 ＊＊（１年）
橋本＊＊＊（１年） 渡部 ＊＊（１年）
臼杵 ＊＊（２年） 味形 ＊＊（２年）
佐々木＊＊（２年） 金 ＊＊（２年）
菅生 ＊＊（２年） 鈴木 ＊＊（２年）

青少年の非行・被害防止標語コンクール
優 良 賞
＊＊＊ ＊ ＊

「友達の
心によりそう

思いやり」

親子でラジオ体操と
岩城体操にチャレンジ！

日時：７月２５日（水）午前７時００分～
場所：岩城小学校体育館

岩城小・中学校合同ＰＴＡ＆学校運営協議会
（Ｃ・Ｓ）主催の行事です。地域みんなで体操
にチャレンジしてみませんか？よろしくお願い
します。

しかし，１分であなたが外国人に話しかければ，その
孤独の壁を壊すことができます。あなたたちが私と
話をする時はいつでも，私はうれしかったです。あな
たたちの生活や好きなものについて聞くのが好きで
した。もしあなたが私と話すのが怖いと思うなら，私
も同じようにあなたたちに話しかけるのは怖いので
す。しかし，毎日すこしずつ話しかけ，怖がらないよう
に努力します。毎日，何が起きるか分かりません。しか
し，もし怖いと思ってやめてしまったら，最良の人生を
送ることはできません。もし，最良の人生を送ること
ができなければ，何の意味があるでしょうか。
だから，私は幸せに生きるために全て分を使いま

す。時々は問題もありますが，次には何か新しいこと
やわくわくすることがやって来ると知っています。私
の最高の時間は，いつでもあなたたちと話をする時
です。私にはあなたたちを知る５２５，６００の機会だけ
ではありませんでした。私には幸運なことに２，６２８，０
００の機会がありました。それは２，６２８，０００の幸せの
瞬間です。あなたたちが自分の人生の全ての分を自
分で挑戦したり，恐れを克服したり，誰かとつながった
りすることに使うことができればと思います。ほんの１
分で誰かの人生を変えることができるのです。


