
  

 

 
 

 

 

 

 

～利用の仕方～ 

① 指定の展覧会や映画に行きましょう。ビデオはレンタルしたものを自宅で鑑賞すれば OK です。 

② 特別活動をした証明として、展覧会や映画のチケット半券・ビデオレンタルのレシート（タイトル名

が書かれてあるもの）を学校に持参して、申請用紙に必要事項を記入し提出します。簡単な感想文も

記入してもらうので、展覧会や映画を見て感じたこと、考えたことをまとめておきましょう。 
 

※ 開催日時や場所等は必ず各自で確認しましょう。日程は変更される場合もあります。休館日に注意 
※ 指定以外のものは認定できません。また休学中の申請も認められません。 
※ それぞれ２時間分の特別活動として認定します。(校外芸術・映画鑑賞での認定は合計 18 時間まで)  

 
※前期卒業予定者は９月 2 日(金)までに申請書を提出してください。 

 
 

映 
 

 
画 

 
 

館 

ルドルフとイッパイアッテナ 
8/6～ TOHO シネマズ 梅田他 
監督: 湯山邦彦 

サカキバラ・モトノリ 
声優: 井上真央、鈴木亮平 

大塚明夫 他 

岐阜でリエちゃんと一緒に暮らしていた黒猫のルドルフ（声：井上真央）は、ひ
ょんなことから長距離トラックに迷い込んでしまい、岐阜から遠く離れた東京にや
ってきてしまう。そこで出会ったのは、身体が大きく街を牛耳るボス猫のイッパイ
アッテナ（声：鈴木亮平）。自分がどこに住んでいたのかもわからないルドルフは、
もう故郷には戻れないと知り、悲しみに暮れる。驚くべき能力を身につけているイ
ッパイアッテナと一緒に行動しながら、ノラ猫としての生き方を学んでいくルドル
フ。そんなある日、友達になったお調子者の猫ブッチー（声：八嶋智人）から、恐
ろしい犬デビル（声：古田新太）の存在を知らされる。 

ジャングル・ブック 
8/11～ TOHO シネマズ なんば他 
監督: ジョン・ファヴロー  
出演: ニール・セディ 

ビル・マーレイ 
   ベン・キングズレー 他 

ジャングルに取り残され、黒ヒョウのバギーラとオオカミのラクシャに育てられ
た人間の赤ん坊モーグリ。バギーラからは、自然の厳しさや生き抜くための知恵を
教わり、ラクシャからは惜しみない愛を注がれ、すくすくと育っていく。だがある
日、人間に憎しみを抱くトラのシア・カーンが現れ、平穏だったモーグリの日常は
変わっていく。 

青空エール 

8/20～ ＴＯＨＯシネマズ梅田他 
監督：三木孝浩 
出演：土屋太鳳、竹内涼真 

葉山奨之   他 

小野つばさ（土屋太鳳）は、ブラスバンドの応援に憧れて吹奏楽の名門校・白翔
高校に進学。しかしトランペット初心者のつばさは吹奏楽部の高度な練習について
いけなかった。くじけそうになるつばさを勇気づけたのは、クラスメイトの野球部
員・山田大介（竹内涼真）だった。二人は互いに励まし合い、いつか大介は甲子園
に出場し、つばさはアルプススタンドからトランペットを演奏して応援しようと約
束する。やがて、つばさの中で大介への恋心が芽生えていった。二人が 1 年生の夏、
野球部は地区予選決勝まで進出。吹奏楽部が応援するが、途中出場した大介のミス
により白翔高校は敗退してしまう。そして立ち尽くす大介のために一人トランペッ
トを吹いたことから、つばさは謹慎処分を受けた。心配する大介に、つばさは大き
くなった大介への思いをぶつけてしまう。 

リトル・ボーイ 

小さなボクと戦争 

9/3～ テアトル梅田他 
監督：アレハンドロ・モンテヴェルデ 
出演：ジェイコブ・サルヴァーティ 

エミリー・ワトソン   他 

第二次世界大戦下のアメリカ。西海岸の小さな町に住む 8 歳の少年ペッパーは、
背が低いため、リトル・ボーイと呼ばれからかわれていた。そんな彼にとって、父
と空想にふけって遊んだり、父が好きな奇術を一緒に見に行くことが何よりの楽し
みであり、父は心の支えだった。しかし徴兵される予定だった兄・ロンドンが検査
に引っかかり、代わりに父が戦地に向かうことになってしまう。父を呼び戻したい
一心でペッパーが司祭に助けを求めたところ、町のはずれ者である日本人との交流
など課題を連ねたリストを渡される。司祭によれば、それらの課題をすべて達成す
れば願いが叶うらしい。ペッパーの、父親奪還大作戦がスタートする。 

ペット 
8/11～ あべのアポロシネマ 
監督：クリス・ルノー 
   ヤロー・チェイニー 
出演：ルイス C.K.、設楽統 

エリック・ストーンストリート 他 

ニューヨーク。神経質で頼りないテリア混ざりの雑種犬マックスは、大好きな飼い
主ケイティと何不自由ない生活を送っていた。ケイティが家を出ると、同じアパー
トに住む他のペットたちがマックスの部屋にやって来て、飼い主の恥ずかしい話を
披露し合ったり、一緒に『アニマル・プラネット』を観たり、カワイイ表情の練習
をしたりして一日を過ごしている。そんなある日、ケイティが毛むくじゃらの大型
犬デュークを保護して連れて帰って来る。その日からマックスの完璧な生活は一変。
デュークとスペースを共有するだけでなく、ケイティの愛情も彼とシェアすること
になったのだ。お互いに自分が優位に立とうと奮闘する中、ある事件をきっかけに
マックスとデュークは都会という荒野で迷子になってしまう。やがて 2 匹は、見た
目は可愛いがクレイジーなウサギのスノーボールに遭遇。スノーボールは飼い主に
捨てられた動物軍団を結成、人間に対する復讐を企んでいた……。 

☆展覧会情報は裏面へ⇒  

   映画・アートを見よう！～特別活動 校外芸術・映画鑑賞～ 

 指定された展覧会や映画・ビデオ鑑賞で特別活動時間を認めます。 

 特別活動時間が不足しがちな人は活用しましょう。 



  

展 
 

覧 
 

会 

始皇帝と大兵馬俑（～10/2）／高校生以下無料 

国立国際美術館/ 四つ橋線・肥後橋駅（3 号出口）から西へ約 500m 

ダリ展（～9/4）／高校生 1100 円 

京都市美術館/ 地下鉄烏丸線「京都」駅より「烏丸御池」駅乗り換え、地下鉄東西線「東山」駅下車徒歩 10 分 

江口寿史展 KING OF POP 京都編（～9/4）／高校生 300 円  

京都国際マンガミュージアム/京都駅にて、京都市営地下鉄 烏丸線 国際会館ゆきに乗り換え 3 駅 烏丸御池駅下車（約 6 分） 

プラネタリウム 星空オールナイト（～11/27）／高校生 450 円※学生証を提示ください。 

大阪市立科学館/ 四つ橋線・肥後橋駅（3 号出口）から西へ約 500m 

プラネタリウム 星空へのパスポート（～11/27）／高校生 450 円※学生証を提示ください。 

大阪市立科学館/ 四つ橋線・肥後橋駅（3 号出口）から西へ約 500m 

☆ビデオ・ＤＶＤ鑑賞☆ 

 

 

 

信長協奏曲 (2016 年) 
監督：松山博昭   
出演：小栗旬 、柴咲コウ   
   向井理 、 藤ヶ谷太輔 他 

アーロと少年 （2015 年） 
監督：ピーター・ソーン    
出演：レイモンド・オチョア  他   

僕だけがいない街（2016 年 ） 
監督：平川雄一朗 
出演：藤原竜也 、 有村架純           

      及川光博 、 鈴木梨央 他 

★以前に紹介した作品も認定されます。（既に認定されている作品は再認定されません）★ 

スター・ウォーズ／フォースの覚醒 

(2015 年) 
監督：J・J・エイブラムス   
出演：ハリソン・フォード   
   キャリー・フィッシャー他 

orange-オレンジ-  
（2015 年） 

監督：橋本光二郎   
出演：土屋太鳳、 山崎賢人 他   

ウルフ・オブ・ウォールストリート 

（2013 年）  

監督：マーティン・スコセッシ 

出演：レオナルド・ディカプリオ 
ジョナ・ヒル 

小さいおうち  (2014) 
 

監督: 山田洋次 
原作： 中島京子 
キャスト：松たか子、黒木華、 
    片岡孝太郎、吉岡秀隆 

100 回泣くこと (2013) 
 

監督:廣木隆一  原作:中村航 
出演:大倉忠儀、桐谷美玲、 

ともさかりえ、忍成圭介 

宇宙兄弟（2012 年） 

監督：森義隆     

原作：小山宙哉 
脚本：大森美香 
出演：小栗旬、岡田将生、麻生久美子 

バケモノの子（2015 年） 
監督：細田守   
声の出演：役所広司、宮崎あおい    
      染谷将太、広瀬すず 他 

ウォーキング with ダイナソー 

(2013) 

監督：ニール・ナイチンゲール 
バリー・クック 

杉原千畝 スギハラチウネ  
（2015 年） 

監督：チェリン・グラック 
出演：唐沢寿明 、 小雪   

オデッセイ (2015 年) 
監督：リドリー・スコット  
出演：マット・デイモン  
   ジェシカ・チャスティン 

のぼうの城（2012 年） 

監督：犬童一心、樋口真嗣 
原作･脚本：和田竜 
出演：野村萬斎、榮倉奈々 

成宮寛貴、山口智充 

最強のふたり（2012 年） 

脚本･監督：エリック・トレダノ 
オリヴィエ・ナカシュ 

出演:フランソワ・クリュゼ 
オマール・シー 

ゼロ・グラビティ (2014) 
 
監督・脚本: アルフォンソ・キュア

ロン 
出演: サンドラ・ブロック 

ジョージ・クルーニー 

フライト（2013 年） 

 
監督：ロバート・ゼメキス 
脚本：ジョン・ゲイティンス 

出演：デンゼル・ワシン
トン 

はなちゃんのみそ汁（2015 年） 
監督：阿久根知昭 
出演：広末涼子 、 滝藤賢一   

一青窈 、 紺野まひる 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%AF%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%82%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC


  

※希望する・希望しないにかかわらず、お手数ですが返信お願いします。 

 

在校生の皆さんへ 

ＹＭＣＡ学院高等学校 

 

４つの（火木）クラス 後期登録希望調査 

 
2016 年 4 月からスタンダードコースの火曜日と木曜日を使って 4 つの新しいクラスがスタート 

しました。将来のことや自分が学びたいことを考えて、前期・後期ごとにクラスは選択できます。 
興味があれば、是非、登録してみてください。 
（クラスの概要は、学校通信７月号に同封の「４つのクラス説明会」参照） 

       例： 2016 年度前期 グローバルクラス 
            2016 年度後期 アドバンストクラス 等 
 

クラス費：  グローバルクラス   ウエルネスクラス 
前期・後期 各 100,000 円            前期・後期 各 1４0,000 円 

 
アドバンストクラス   マイスペ＋クラス 
前期・後期 各 1１0,000 円               前期・後期 各 1２0,000 円 
（数学も受講する場合、165,000 円） 

 
そこで在校生の皆さんに対して、新クラスへの希望調査を行います。 

 
☆この調査票はクラス選択を決定するものではありません。 
☆希望者が本登録する場合は後日、保護者の同意書の提出や講座登録の必要があります。 
  
９/１（木）・９/５（月）・９/６（火）に説明会と相談会を開きますので、迷っている場合や詳しく知りたい 
場合は、ぜひご参加ください。（各日とも 1３：３0～1４：３0 で実施） 

  

---------------------------------切り取り-------------------------------------- 

 

下記にお答えいただき、８月２９日（月）までに直接、ＹＭＣＡ学院高等学校の窓口または  
郵送・ＦＡＸ（06-6779-1831）のいずれかで提出してください。 

 
１：どちらかに〇をつけてください。 

 
      ４つのクラスを希望する      ４つのクラスを希望しない 
                                     
 

２：１で「４つのクラスを希望する」に〇をつけた人は、下の 4 つのクラスから 
     希望するクラス名に〇をつけてください。 
 

・グローバルクラス            ・ウエルネスクラス 
 

・アドバンストクラス※          ・マイスペ＋クラス 
             
   （３科目希望 ※数学受講希望者は○で囲んでください） 

 
クラス 学籍番号 生徒名 

   

 



  

ＹＭＣＡ学院高等学校 

校 長 佐藤 裕幸 様 

 

４つのクラス登録承諾書 

 

 

グローバルクラス（クラス費：100,000 円）  

 

ウエルネスクラス（クラス費：140,000 円） 

 

アドバンストクラス 国・英（クラス費：110,000円）       

 

アドバンストクラス 国・数・英（クラス費：165,000 円）       

 

マイスペ+クラス（クラス費：120,000 円） 

 

上記チェックのクラスに登録することを承諾いたします。 

 

 

また、クラス費を期日までに納入することもあわせて承諾いたします。 

          （＊期日は 2016年 10月 7日（金）を予定しています。） 

 

承諾日：     年   月   日 

 

 

 

  クラス   学籍番号           

 

 

生徒名 ：                 

 

保護者名：             （続柄：  ）  印 

 

9月 30日（金）までにご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

４つのクラスを希望される方は、下記ご記入後、講座登録時にご持参ください 



  

ＹＭＣＡのネットワーク・総合学科だからこその・・ 

スペシャルな４つのクラス 

説明会・相談会のご案内 
あなたの夢を叶える。友達ができる。違うあなたに出会える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生きた英語力を養う 

グローバルクラス 

対象：全年次 

心と身体の仕組みを学び、実践する 

ウエルネスクラス 

対象：全年次 

     

少人数制で大学進学を目指す 

アドバンストクラス 

対象：2 年次生以上 

少人数制で、安心できる居場所 

マイスペ+（プラス）クラス 

対象：全年次（中学校新卒生除く） 

     

9 月 1 日（木） 

9 月 5 日（月） 

9 月 6 日（火） 

１３：３０ 

～１４：３０ 

場所：多目的教室 

在校生 

保護者 

対象 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【前期を終えて・・・】 
 

 

＜４つのクラス＞ 
前期、４つのクラスが終了しました。 
スタート当初とは違い、それぞれの表情がイキイキし自信がついたように感じます。 

同じ興味・関心を持つメンバーとの出会いが、学年を超えての少人数でのクラスが、お互いに刺激し合い、 
密度の濃い時間を作り出し、予期しないたくさんの化学反応を起こしたのだと思います。 
「生活のリズムをつけたい」「同じ志を持った友達がほしい」「自分の興味関心を広げたい、深めたい」 
「これからの進路に向けて準備したい」「今の自分を変えたい」と思っている人は是非、後期登録をおすすめ 
します。後期も４つのクラスをよりよいものにする為に、前期の子どもたちの声を反映し、改善していきます。 
 
 
【前期を終えての声】 

 

[ウエルネス] 

・クラスのみんなでスポーツをしたり喋ったりするのがおもしろかったし、楽しかったです！ 

・みんなにいっぱい元気をもらいました！ 

・最初はみんなと全然うまく話せなくてどうしようと思っていたけど今は、自然と会話ができてとっても 

うれしくてたのしくて･･･ありがとうございました！だいすきです！！！ 
 

 

 

 

 

 

 

[グローバル] 

・ネイティブの先生との英会話の時間が楽しかった！ 

・１つの物事に対して、人によって色々な感じ方があって、意見があって、それを聞くことが楽しかった。 

・広い視野で物事を考えれるようになりました！ 

・もっともっと英会話や国際交流する機会があればうれしいです。 

 

 
 

 

 

 

 

[アドバンスト] 

・毎日学校に来る習慣、自宅で学習する習慣が身についた。 

・受験に向けた勉強ができたし、自分に合わせたプリントをどんどんもらえた。 

・中学で習ったところも復習できたし、より深い内容も学べた。人数が少ないので集中しやすかった。 

・宿題や、模試があり勉強しないといけない状況をつくってもらったので良かった。 

 

[マイスペ+] 

・昨年よりも自分の意見をはっきり言えるようになり、学校生活が 

さらに楽しくなった。 

・お昼休み、一緒にご飯を食べる友達ができた。 

・自分から誰かに話しかけるのが苦手だった僕が、少しずつ話せる人が 

 でき嬉しかった。 

 



  

 

 

 

 

  

 
2016/11/11～13 大阪 YMCA アジア学院大阪研修 

ボランティア・ホストファミリー募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～大阪で世界を感じる３日間～ 
大阪南 YMCA では、アジア学院の使命に賛同し 1973 年より大阪研修プログラム

の企画運営、ホームステイ受け入れを行っています。 

「豊かな国」日本が抱える、人権･貧困･差別･命の問題を知り、それに向き合う活動

を続ける人々と出会うフィールドワークは、アジア・アフリカの農村で、「共に生きる」

ための地域社会づくりを進めていこうとする学生達に大きな衝撃を与えるようです。 

ボランティアやホストの方々からも、「学生との交流を通して遠くの国や地域を思

い、真の国際理解に一歩近づくことができた」というお声を頂いています。 
 
 2016 年度アジア学院生の出身国：中央アフリカ共和国、ブータン、インドネシア、 

ザンビア、マラウィ、ガーナ、フィリピン、ミャンマー、スリランカ、ケニア、インド、

タンザニア、カメルーン （男性 16 名 女性 8 名 計 24 名） 

公益財団法人 

アジア、アフリカ、太平洋諸
国の農村地域から、その土
地の人々と共に働く“草の根”
の農村指導者を学生として
招き、公正で平和な社会実
現のために、実践的な学びを
行っている学校です。 

平和で公正な世界をめざし
て、家庭・地域と共に、未来を
築く力強い子どもたちを育てる
ことを使命とし、思いやり・誠実
さ・尊敬心・責任感を大切にし
た様々なプログラムを展開し
ています。 

 

☆研修を共に支えて 

下さる方を募集します。 

①運営アシスタント（10 名） 

②通訳ボランティア（10 名） 

③ホストファミリー（20 家庭） 

スケジュール 

11月11日（金） 夕方 アジア学院生到着・歓迎会 

11月12日（土） 
午前 

研修・フィールドワーク 
午後 

11月13日（日） 
午前 ホストファミリーと共に 

午後 お見送り会 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①運営アシスタント 

  研修プログラム運営のお手伝いをして頂きます。 

英語力は問いませんが、可能な方には簡単な通訳を 

お願いすることがあります。 

英語を話してみたい方、外国の方との交流をしたい方、 

私たちの暮らす大阪のことを学びたい方のご応募を 

お待ちしています。 

 ②通訳ボランティア 

  人権や平和をテーマとした講演やフィールドワークでの通訳(英語)をして頂きます。 

研修先の資料配布および現地下見も事前に実施予定です。 

 ③ホストファミリー 

  11 月 11 日夕刻から 13 日夕刻までの 2 泊３日のホームステイです。会場までの送り迎えや 

食事のご用意（11 日夕食、12 日朝食・夕食、13 日朝食・昼食）等をお願いします。担当い

ただくアジア学院学生の資料を事前にお知らせします。 

   

 

アジア学院大阪研修スケジュール 

日 程 内 容 
運営 
ｱｼｽﾀﾝﾄ 

通訳 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

ﾎｽﾄ 
ﾌｧﾐﾘｰ 

11/11 
(金) 

夕方 アジア学院学生到着・歓迎会 ☆ ○ ☆ 

11/12 
(土) 

午前 
午後 

研修 
フィールドワーク(大阪市内) 

☆ ☆ ○ 

11/13 
(日) 

午前～昼食 ホストファミリーと共に ― ― 
☆ 

午後 お見送り会 ○ ○ 

☆は必ずご参加をお願いします。○は任意でご参加頂けます。  
会場：南ＹＭＣＡ（YMCA 学院高校） 

天王寺駅より徒歩５分 

    

事前に説明会・研修会を実施しますので、ホストファミリーやボランティアが初めての方も、 

安心してご参加いただけます。詳細については、担当までお気軽にお問い合わせください。 

 
 ①運営アシスタント・②通訳ボランティア 

  YMCA 学院高等学校 川口・川端 

  住所：〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 9-52 

  電話：06-6779-5690 ＦＡＸ：06-6779-1831 

受付：月～金 10:00～17:00 ※土､日､祝日は閉館 

E-mail：kawaguchi-akinori@osakaymca.org 

③ホストファミリー 
  大阪 YMCA 学院 岡田 

  住所：〒543-0007 大阪市天王寺区生玉町 1-3 

  電話：06-6779-8364 ＦＡＸ：06-6779-1833 

受付：月～金 9:00～19:00 ※土､日､祝日は閉館 

E-mail：info-jp@osakaymca.org 


