
【英語】 
Welcome to Ogata High School 
  
Hello! My name is Jennifer. I’m an ALT working in Kochi Prefecture. I’ll 
introduce my school Kochi Prefectural Ogata High School. 
 
Our school is ... Unit system school   
 
Daytime course 
  
Night course 
  
Correspondence course 
 
Ogata High School is a unit system school, which has a daytime course, a 
night course, and a correspondence course.  
 
We can choose our subjects. According to our future plan and interests 
 
Thanks to the unit system, students can choose their subjects every year 
according to their future plans or interests.  
 
We can make our own class schedules 
 
Yes! Students can make their own class schedules every year.  
 
School life 
Next, I’ll explain school life.  
Each student has his or her own lockers in the school entrance 
In the morning, students go to the entrance for students. Each student has 
his or her own locker.  
 
Class  
After the short homeroom time, classes begin. Some classes have about 30 
students, some have about 10 students, and some have only 2 or 3 students. 
In some classes, 11th grade students and 12th grade students are in the same 
classroom.  
 
move to the next classroom 
  
When one class ends, students move to the next classroom.  
 
Cleaning Time 
 These are the pictures of cleaning time.   



After school, there are supplementary lessons and club activities. Some 
students stay at school until six o’clock.  
 
One year of Ogata High School 
  
Okay, now I’ll talk about one year of Ogata High School.  
 
Orientation for the new pupils 
 In April, we have orientation for the new pupils. Students introduce 
themselves and do recreation and cooking. Thanks to these activities, they 
can become good friends with each other.    
 
School outing  
In May, we have a school outing. Every year, we do a BBQ. Students do all 
the work by themselves. 
 
T-shits art exhibition 
 10th grade students support the event “T-shirts Art Exhibition,” which is 
held in May every year. They gather seashells on the beach and put them in a 
small plastic bag. 
 
In an integrated study period   
In June, the main activities of integrated study period begin. 10th grade 
students do various kinds of cooperation games. 11th grade students do some 
fieldwork. They think and how to solve problems our local area has, and 12th 
grade students course learning studies.  
 
Clean-Eco Day 
In summer and winter, we have Clean-Eco Day. All the students clean Irino 
Beach. 
 
Field Day   School Festival   
In September and October, we have big events. We have Field Day and School 
Festival.  
Field day  
These are the pictures of the Field Day last year. 12th grade only had about 
30 students, but they worked very hard, cooperated together, and won the 
competition.      
 
School festival   
These are the pictures of the School Festival two years ago. Classes had some 
shops and restaurants. Music club had a live concert. I think it was a great 
success. 
 



Internship   
In October, we have autumn vacation and some 11th grade students work as 
interns at some companies and so on.  
 
Marathon competition  
In the beginning of winter, we have a marathon competition. Students run on 
the beach.  
 
Chri-Eco-stmas  
In the end of the year, we have an event called “Chri-Eco-stmas.” Students 
decorate one train and also decorate Irino Station with a lot of eco candles. A 
lot of people come to see it.  
 
School excursion 
And in January, we have the biggest even in high school life the School 
Excursion. This year students went to Nagano Prefecture and challenged 
skiing and snowboarding. After that, they went to Tokyo where they visited 
Disney Land and the Tokyo Skytree. 
 
Graduation ceremony   
And in March, we hold the graduation ceremony.  
 
Club activities   
Though Ogata High School has only about 100 students. Some clubs are very 
active.  
For example, Music Club, Bookkeeping Club ([To the Shikoku tournament 
and the national tournament]), Track-and-field Club, Tennis Club, Art Club, 
Housekeeping Club, Broadcast Club, and so on.  
 
Okay, this has been a brief introduction of my school Ogata High School. 
Thank you very much for listening.   [Thank you!] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【日本語】 
大方高校へようこそ 
こんにちは！高知県で ALT として勤務しているジェニファーと申します。今日

は、私の勤務校である高知県立大方高等学校の紹介をしたいと思います。 
 
本校は、単位制の学校です。 
 
昼間部 
 
夜間部 
 
通信制 
 
大方高校は単位制の学校で、昼間部、夜間部、そして通信制課程があります。 
 
生徒自身で自分の将来像とプランにあった科目を選択することができます。 
 
単位制である為、生徒たちはそれぞれの興味や将来像に合った教科を毎年選ぶこ

とができます。 
 
毎日の時間割は自分たちで決めています。 
 
毎年、生徒たちは自分で時間割を決めています。 
 
学校生活 
次に、学校生活についてご紹介します。 
生徒玄関には生徒それぞれのロッカーが設置されています。 
毎朝、一人一人に設けられたロッカーのある生徒用玄関から入校します。  
 
授業 
簡潔なホームルームが終わると、授業時間の始まりです。３０名ほどの生徒で行

われる授業もあれば、10 人程度、もしくは２、３人の小数名で行われる授業も

あります。2 年生と 3 年生が一緒に授業を受ける場合もあります。 
 
次の教室へ移動中 
 
一つの授業が終わると生徒達は、次の授業のある教室へと移動します。 
 
掃除の時間 
掃除の時間に撮った写真です。 
 
 



放課後は、補習授業と課外活動の時間です。この為、18 時まで学校に残る生徒

もいます。 
 
大方高校の一年間 
 
それでは、大方高校の一年間を紹介します。 
 
新入生オリエンテーション 
4 月に行われる新入生オリエンテーションでは、一緒に料理をしたりレクリエー

ションを通じてお互いを知り合い仲間意識を高め合います。 
 
遠足 
毎年 5 月には遠足があり、生徒達が自分達で準備をしてバーベキューを行いま

す。 
 
砂浜 T−シャツアート展 
本校 1 年生は、毎年 5 月に行われるイベント、“砂浜 T−シャツアート展”に参加

し、砂浜にある貝殻を集め、小さなビニール袋に入れる等のお手伝いをします。 
 
総合学習 
6 月には、総合学習期間が始まります。1 年生は連帯感を高める様々なゲームを

して楽しみ、2 年生は野外活動を通して地元地域問題にどう取り組んでいけば良

いのかを考えます。3 年生は進路学習を行います。 
 
クリーンエコデー 
夏と冬の年に２回、クリーンエコデーを設け、全生徒で入野海岸の清掃活動を行

います。 
 
運動会、文化祭 
9 月、10 月には運動会と文化祭の大きなイベントがあります。 
 
運動会 
去年の運動会の写真です。3 年生は 30 人という少人数にも関わらず、お互いに

協力し合うことで見事、優勝を果たしました。 
 
文化祭 
2 年前の文化祭の写真です。それぞれのクラスが様々な出店やレストランを準備

しました。音楽クラブによるライブ演奏もあり、大成功に終わりました。 
 
就業体験 
10 月には秋休みがあります。2 年生の希望者はその間、地元企業などで就業体

験をします。 



 
マラソン大会 
初冬には海岸沿いを走るマラソン大会が行われます。 
 
クリエコスマス 
一年の終わりには、“クリエコスマス”と呼ばれるイベントが行われます。この

イベントでは、生徒達が列車をクリスマス仕様に装飾し、入野駅周辺をエコキャ

ンドルで飾りつけます。毎年たくさんの方が見に来てくれています。 
 
修学旅行 
1 月には高校生活の一大イベントである修学旅行があります。今年度の生徒達は

長野でスキーとスノーボードを楽しんだ後、東京を訪れディズニーランドと東京

スカイツリーを観光しました。 
 
卒業式 
卒業式は 3 月に行われます。 
 
クラブ活動 
１００名程度の生徒が通う大方高校ですが、クラブ活動は活発に行われています。 
例を挙げると、音楽クラブ、簿記クラブ（四国大会、全国大会出場）、陸上クラ

ブ、テニスクラブ、美術クラブ、家庭科クラブ、放送クラブ等々。 
 
簡単ではありますが、大方高校の紹介を終わります。ご視聴ありがとうございま

した。 
 


