私がこの学校を選んだ理由は野球部のマネージャーになりたかっ
たからです。高校野球が大好きな私は、99 回の夏の選手権大会の
国際の試合を甲子園で見ました。私は、選手のどんなに厳しい場面
でも笑顔で一生懸命プレーしている姿に感動しました。彼らの姿は、
当時フィギアスケートをしていて、けがで悩んでいた私を元気づけて
くれました。そして、私はあの試合で私を元気づけてくれた選手たち
を、今度は私がマネージャーになって応援したいと思いこの学校に
入学しました。
念願のマネージャーになり部活漬けだった私が、進路について考
え始めたきっかけは 2 年生の 3 学期に行った海外研修です。マレー
シアの教育提携校の学校の生徒と交流し、バディーと一緒に授業を
受けました。私は、自分の知っている簡単な単語を使っても相手に
伝わり、仲良くなれることを実感しました。この経験から私は、将来い
ろいろな国の人たちと一緒に学びたいと思うようになりました。
そこで、担任の林先生に相談し、宮田先生に I.F.U を紹介していた
だきました。私は試験に合格し、英国国立バンガー大学進学への権
利を獲得しました。今、私はファウンデーションコースで勉強をしてい
ます。ファウンデーションコースの授業は難しいですが、授業を重ね
るにつれて、分かることやできることが増えていくのがすごく楽しいで
す。野球部のマネージャーも海外大学進学も共にやり遂げたいとい
う私の意思を尊重し、応援してくれている家族や先生に感謝をしてい
ます。
私の将来の夢は国連職員になることです。以前はグランドスタッフ
になりたいと思っていましたが、この高校でたくさんのことを学んで変
わりました。ファウンデーションコースで英語のスキルを身に付け、
その英語を使って幅広い知識を取り入れ、様々な視点で考えること
のできる人になりたいです。

The reason why I chose this school is that I wanted to join
the baseball team as a team assistant. As a big fan of Japanese
high school baseball I watched one of its games in the 99th
National High School Baseball Championship (Summer Koshien) at
the stadium. I was moved because each of them fought a good
fight with a smile. After that game, I wanted to be a team
assistant and support the players who had encouraged me. That’s
why I entered this high school.
It was the school trip to Malaysia in January 2020 that made
me think of my future. I studied in class with the students of
Sekolah Sultan Alam Shah (SAS). I learned to communicate with
them in English with easy words I knew. Though this experience,
I came to want to learn many things other things with people from
other countries in the future.
So I talked to Ms. Hayashi, my homeroom teacher, and I was
introduced to International Federation of Universities (I.F.U) by
Mr. Miyata. I got the right to go on to Bangor University in U.K. I
was entitled to take the foundation course of this university, and
I’m taking the lesson on the Internet. The lesson is difficult for
me, but I have a lot of fun because the longer I study, the more
things I come to understand and do. I want to do my best both as
a team assistant of the baseball team and as a student preparing
for studying abroad. I’d like to
express my deepest appreciation
to my family and teachers for
their understanding and support.
My dream is to be a staff
member of the United Nations. To
work in the UN in the future, I
want to improve my English and be
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able to see things from various
points of view in the foundation
（芦屋市立潮見中学校出身）
course.

