
９月１６日(金)に平成２８年度第５地区英語暗唱弁論大会がありました。大殿中学校の代

Confidence and表として１組の さんが弁論の部に出場しました。演題は「廣中恭祐

（自信と自信過剰 」でした。そして見事に弁論の部第１位の成績を収めましOverconfidence ）

た。県大会出場です。手にした優勝カップのペナントには平成１７年に大殿中学校の名前が

ありました。１１年ぶりに大殿中学校に優勝カップが帰ってきたのです。

日本語で自分の意見や主張を作文し、それを英訳したものを弁論(ス

ピーチ)するというものです。英語能力に加え、内容も大きなポイント

です。持ち時間は５分間です。長い文章なので５分ぎりぎりです。(裏

面に掲載しています ）詰まったり、忘れたりしたら５分に収まりませ。

Rikiん。夏休みから取り組み、お盆休みも返上で叶屋先生、 のALT
先生と練習に取り組みました。 先生も難しい内容にもかかHayashi Riki

わらず一生懸命がんばっていると感心していらっしゃいました。大会

前日は学年合同学活を屋内運動場で行い、スピーチを披露しました。

聞いた他の生徒は 「何を言ってるのかわからなかったけど、すごい。、

すばらしい 」と絶賛でした。。

独立行政法人日本学生支援機構から 「平成２９年度高等専門学校進学希望者に対する、

奨学金予約制度」についての案内がありましたのでお知らせします。

１ 募集対象

中学校の第３学年に在籍し、平成２９年４月に高等専門学校への進学を希望する、人

物・学業ともに優れ、健康上修学に支障がなく、経済的理由により修学が困難な者。

（高等学校へ進学する者は、対象外です）

２ 募集期間

平成２８年１０月３日（月）～１２月１６日（金）

３ 貸与期間

平成２９年４月から修業年限の終期まで

４ 推薦基準

学力・・第１学年～第２学年の５段階評価における評定平均値が３．５以上

家計・・個別審査（世帯人数により収入・所得の上限があります ）。

５ 校内締切

１０月３１日(月) （書類を整えるのに時間を要しますので）

６ その他 興味のある人は、早めに担任に申し出てください。チラシを渡します。

山口

・文武両道の精神を大切にしている学校なので、とても生き生きしていて、ますます入

学したくなった。

・授業では、活発に意見を出し合ったり、真剣にノートをとったりしていた姿が印象的

だった。

・生徒数が多く、何より、見学に来ている人が多くて、入学できるのかという不安が残

った。

・山口高校ならではの行事がたくさんあってとても楽しそうだった。

・部活動はたくさんの部が優秀な成績を残していて、たくさんの人が文武両道であるこ

とがわかった。

・校長先生の「高校に受かることを最終目標とせず、高校に入って何をするのかを自分

の中で決めておくことが大切だ」という言葉が一番印象に残った。

大島商船高等専門学校

１ 日 時 １１月３日（木）１０：００～１２：００

（商船祭～１７：００）

２ 場 所 大島商船高等専門学校

３ 内 容 ・３学科(商船学科、情報工学科、電子機械工学科）の実験室で体験

・祭りイベントで学生生活をのぞいてみよう

・手旗踊り(１３時から)

４ そ の 他 事前申し込みは不要、自由参加形式です。

ＪＲ大畠駅から送迎バスがあります。

月 日(火)～ 日(金)教育相談週間10 11 1 11月 日(土)・ 日(日)秋季県体1 2
日(火)山口市合同音楽会(野球・卓球・柔道） 08
日(水)第４回習熟度テスト00 3日(月)専門委員会 09
日(日)大殿ふるさとまつりＯＴＫ0 6日(木)中間テスト範囲発表 13
日(火)期末テスト範囲発表007日(金)第３回習熟度テスト 15

生徒会役員選挙10日(月)テスト週間
日(土)人権教育参観日12 14日(水)～ 日(金)思春期子育て体験事業 19

第２回進路説明会13日(木)合唱コンクールリハーサル
日(月)振替休日17日(月)中間テスト 21
日(火)・ 日(木)期末テスト18日(火)～文化祭週間 22 24
日(月)・ 日(火)集金日22日(土)文化祭準備（弁当） 28 29

日(日)文化祭(弁当またはバザー)23
日(月)・ 日(火)振替休日24 25
日(水)・ 日(木)集金日26 27
日(月)専門委員会31



（弁論）
山口市立大殿中学校

廣中 恭祐第３学年

Confidence and Overconfidence

I think that it is important to have confidence because without it, whatever you do, it can have
a negative consequence. Two years ago when I went to the United States in the summer, I had
various life changing experiences there. I could notice things that are different than in Japan and
through speaking English in a native environment, my experiences became a big influence in my
life. I discovered my weaknesses and the things that are necessary for my present self.

At first, I didn t have any problems in communication during the first few days of our trip. I’

remember when my family and I had breakfast in a hostel in Sacramento. An older man from
Mexico suddenly greeted me cheerfully. I was a bit surprised because, in Japan, people do not greet
in such a manner. The typical Japanese greeting is a light bow and usually is quiet and subdued.
The way the older man greeted me felt generous compared to what I am used to. I thought that it
was very interesting. Later, even though I was not hungry after a meal at a restaurant, I asked to
see the menu again. I did this because I wanted to challenge speaking English on my own. I talked
to the waiter, and I was very happy that he could understand my English well. So, I was very
confident in myself.

But, when we left Sacramento on an airplane toward Seattle, I was talked to by a woman and I
was not able to catch what she was saying. All I could do was smile and pretend to understand the
conversation. I felt bad because I thought it was rude of me just to smile and nod my head. I
started to see how difficult it is to communicate and I was not happy with myself. Another instance
was when we went out from a hotel in Seattle to a park. When we could not find the bus stop, and
we were lost, an unknown woman called out to us “May I help you?” Thanks to her careful
explanation, we were able to get to the bus stop. But, I regretted again that I could not understand
her explanation at that time.

I realized then that if I start a conversation or the conversation is simple, I can handle the
situation well, but it was hard for me to understand the situation when it was unexpected. Until
then, I had confidence that my English skills were better than most of my classmates, but this
experience especially taught me that I was overconfident and conceited in my ability. I realized
studying English is very different from being able to communicate with other people. In this way, I
had a lot of regrets when I looked back on my trip to the USA. However, now when I think about
it more, I could talk in some English and feel pleased, and at the same time I also could understand
my weaknesses. Because I didn t have true confidence in myself, it was hard to react positively to’

many situations. But, I learned to have confidence without being afraid of failure from these
experiences I had on my trip. So that is why I believe it is important to have confidence in
yourself, that way you can react positively to any situation without having regrets.


