
福山市立中央中学校 

第１学年通信 第１１号 

2021（令和 3）年１１月２６日

（月 2７日 

 

（火） 

 

 

 

 

 

2021年の自分の足跡を振り返ろう 

 皆さんが中央中に入学してから、はや 8 か月が過ぎようとしています。ドキドキだっ

た入学式。教科ごとで先生や教室が変わる授業。初めての定期テスト。クラスを半分に

分けた 9 月の分散登校と家庭学習。2 回延期になって、縦割り応援合戦や学年種目をや

りきった体育大会。秋の鞆の浦校外学習。コロナ禍とともに激動の一年でしたね。 

どうですか。あなたはしっかりと自分の意志で、生活や学習を積み重ねてきましたか。

小学校の壁を越えて、新しい人間関係が築けましたか。 

みんなが「中央中に入学してよかった。この 1学年で、このクラスで頑張れた。」と思っ

ていてくれたら嬉しいです。学期末懇談では、しっかり自分の足跡を振り返って、3学期

につなげましょう。 

ALT の Gordon (ゴードン) さんを紹介します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 水  17 金  

2 木 生徒会役員選挙演説会 18 土   

3 金  19 日  

4 土  20 月 給食なし(1，2年三者懇談) 

5 日  21 火 給食なし(1，2年三者懇談) 

6 月 スクールカウンセラー来校 22 水 給食なし(1，2年三者懇談) 

7 火 11月納金引落予備日 23 木 終業式 

8 水  24 金 冬休み 

9 木  25 土  

10 金 生徒会役員選挙 26 日  

11 土  27 月  

12 日  28 火  

13 月 スクールカウンセラー来校 29 水  

14 火  30 木   

15 水  31  金  

16 木     

Hello! I am the new ALT here at Chuo. My name is 

Preston Gordon, but you can call me Gordon. I am 24 

years old and graduated from college in 2020 with a 

triple major in Global Studies, Political Science, and 

African Studies. My junior year of university I spent a 

semester studying in Kenya and Tanzania. I loved it 

because I was able to be immersed in a new culture 

and when I was close to graduating, I knew wanted to 

continue traveling the world and luckily I was able to 

come to Japan. 

こんにちは。私は新しい ALTです。名前は Preston Gordonですが、

Gordonと読んでください。24歳です。2020年に大学を卒業しまし

た。グローバルスタディーズ、政治学、アフリカ研究の 3つの分野を

専攻しました。 大学 3年の時、ケニアとタンザニアで 1学期勉強し

ました。新しい文化にどっぷり浸かることができ、卒業間近の頃から

世界を旅し続けたいと思っていました。 

幸運にも日本に来ることができて嬉しいです。 

Message to students to encourage traveling: 

I will always love America as it is my home country, but when you grow up in a place 

you become accustomed to its culture and values as it’s normal to you. When you travel 

to other places every day is a completely new experience and you wake up with a sense 

of excitement! As we continue through the 21st century in a globalized world, being a 

global citizen is becoming more important. I’ve had real experiences traveling so far 

and hope you have similar aspirations!  

「みなさん、旅をしてください」 

私は故国のアメリカを愛しています。しかし、皆さんが慣れ親しんだ文化や価値観の中で過

ごせば、それが当たり前になります。もし外国に行けば、毎日が初めての体験であり、毎朝

ドキドキして目が覚めます！21世紀は国際化の時代ですから「地球市民」の気持ちを持つ

ことが大切です。私は今まで多くの旅をしてきたので、皆さんもそういう経験をしてくださ

い。 



 


