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Join the HEC Camp!!

TWO STUDENTS ARE GOING TO NAYORO’S SISTER CITY, LINDSEY
Do you know where Nayoro’s sister city is?
It is in Canada. The name of the city is “Kawatha Lakes”,
or we know it as “Lindsey”.
Lindsey used to be a city but was merged into Kawatha Lakes,
just like “Furen-cho” was merged into “Nayoro-shi”.
We, Nayoro city, have kept the relationship by exchanging high

school students. Both cities take turns sending students. Every
other year, we have exchange students from Canada. Many
students remember that we had two girls from Canada as exchange students last summer.
And this year, two of Meiko’s 2nd year students, Ayano Tanemoto (2B)
and Kirara Yamaguchi (2D), are visiting Lindsey!! They wrote some
essays and had an interview, and then, were elected as exchange
students from Nayoro city. They are staying there for 2 months!! Isn’t
that a wonderful opportunity?? Now they are the representatives of
Nayoro, and they met our school principal and talked what they want to

do there.
We know they will do their best. When they come back, they will present their stay in front of us!
名寄の姉妹都市がどこにあるかご存じですか？
カナダにあるんです。名前は“カワーサレイクス市”
、というか、“リンゼ
イ”と言えばわかりますか。
リンゼイは、かつては市だったのですが、カワーサレイクス市に合併され
たのです。ちょうど風連町が名寄市に合併されたのと同じように。
私たち、名寄市は、高校生同士で交換留学して、姉妹都市交流を続けてき
ました。両方の都市が交代で生徒を送っています。1 年おきに、カナダから
の留学生を受け入れています。多くの生徒は去年の夏にカナダからの留学生
として女の子二人を受け入れたことを覚えてるのではないでしょうか。
そして今年、二人の名高 2 年生、種本彩乃さん（２Ｂ）と山口キララさん
（２Ｄ）がリンゼイに行きます！二人は作文を書き、面接を受けて、そして
名寄市の交換留学生として選ばれたのです。二人はカナダに 2 ヶ月滞在する
ことになります！すばらしい機会だと思いませんか？名寄の代表になったの
で、二人は校長先生とカナダでどんなことをしたいのかについて話をしまし
た。
二人はしっかり頑張ってきてくれるでしょう。帰国した際には、全校生徒
の前でこの体験の発表をしてくれます！

Do you know” Hokkaido English Challenge (HEC) “?
Every year, ALTs from around Hokkaido
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北海道イングリッシュチャレンジ（ＨＥＣ）って知ってますか？
毎年、北海道中のＡＬＴが大きな英語の面接テストを行って
います。テストは生徒が英語の発話力を発揮・向上させるために
行われています。このテストは中学 1 年生と、高校 1 年生にだけ
行われています。北海道中の何百人もの生徒が 11 月から 12 月ぐ
らいから一生懸命練習を始めます。テストはビデオに撮られて、
審査員のＡＬＴに送られます。そしてその人たちが 3 月の終わり
ぐらいに採点をします。審査で重要視されるのは表現力、自信を
持って発表できてるか、そして理解力です。それから、最低 2 人
以上の審査員から全テストが審査された段階で、結果が発表され
ます！北海道の上位 20 名の高校生と上位 30 名の中学生が 7 月
に行われる 5 日間のオールイングリッシュキャンプにただで招待
されます。世界中から来たＡＬＴが生徒たちのために楽しくて、
わくわくするようなキャンプを開催します。
今年は、2 人の名高生がこれに挑戦しました。風音と彩乃は
12 月に放課後に週数時間の練習を始めました。練習はすべて英語
で行われました。大変なときもあっただろうけれど、とても楽し
いことの方が多かったです！はじめは、風音と彩乃はとても緊張
していました。でもだんだん積極的になってきて、間違いをおそ
れなくなってきました。
テストは６部構成です。第 1 部は「ウォームアップ問題」で
す。
「あなたの学校の名前は？」ですとか「今朝は何を食べました
か？」といった簡単な質問です。
第 2 部は「絵の問題」です。生徒は絵を見て、それについて
の 3 つの質問に答えます。その後、僕（面接に入っているＡＬＴ。
名高ではマット先生）に 3 つの質問をして、僕はそれに答えます。
質問の中にはとても発想力豊かなものがあるんですよ！
第 3 部は「○○のやり方」です。僕が「お好み焼きってどう
やって作るの？」とか「どうやって札幌までバスで行けるの？」と聞いて、生徒にできるだけ詳細にその方法を説明しても
らうのです。
第 4 部は「リスニング理解力問題」です。ここでは、僕が生徒に短いお話を読みます。それから 4 つの質問をしま
す。生徒は注意深く聞かなければいけません。そして、時には知らない単語の意味を推測しなければなりません。
第 5 部は「まんが描写」です。生徒は 2－3 分でまんがをよんで、そのまんがについてのメモをとります。それから、
その漫画から自分でお話を作って僕に発表してもらうんです。生徒が作る物語は本当におもしろいので、僕はこの問題が一
番好きです！
最後は「２０の質問」です。これは人気のあるゲームです。僕が固有名詞（人物・場所・ものなど）を選びます。それに
対して生徒がＹｅｓ／Ｎｏで答えられる質問をしていきます。生徒はその固有名詞が何かを推測しながら、20 個まで質問
ができます。これを 5 分以内に行います。これがたぶん生徒が好きな問題じゃないかな。
先生方はみんな風音と彩乃が上位 20 位に入ったと聞いてとても喜んでいます。二人ともすごくすごく一生懸命頑張った
から、それだけの成果が出たんだと思います。この経験を通して、風音も彩乃も英語力を向上させて、話すことに自信が持
てたんじゃないかと思います。僕は今年の 1 年生が北海道イングリッシュチャレンジに参加することを本当に楽しみにし
ています！みんなはやれるよ！

（※写真は去年のＨＥＣイングリッシュキャンプのものです）

