イートン校とのサッカー交流
Football exchange program with Eton students

２０１８年１０月２２日～２３日
October 22nd - 23rd, 2018

刈谷高校１００周年記念事業の一環として、イートン校のフットボールクラブの生徒１５名
と先生４名を刈谷に招待しました。
As part of our 100th anniversary commemoration, we invited Eton members (15 boys and
4 staff) to Kariya Senior High School.
日時 [Date]
２２日
（月）
22nd Mon.

交流内容 [Events]
・イートン校生歓迎会（本校体育館）
Welcome ceremony in our gymnasium
・本校サッカー部及び本校生徒との交流（本校グラウンド）
Interacting on our school field

２３日
（火）
23rd Tue.

・本校サッカー部との記念試合（刈谷市総合運動公園）
Friendship football match at Kariya Green Ground
・日本文化（神道）体験（刈谷市市原稲荷神社）
Experiencing “Shinto” at Ichibara Shrine

２２日（月）体育館での歓迎会

Welcome ceremony

全校生徒が参加し、本校の体育館においてイートン校の関係者を歓迎する式典を開催しました。
We held a welcome ceremony for Eton members in our gymnasium.

吹奏楽部「威風堂々」に合わせて入場
Entering with “Pomp and Circumstance Military Marches” by Sir Edward William Elgar,
performed by our brass band

校長先生による歓迎の挨拶

合唱部による歓迎の歌披露

Welcome speech from our principal

Performance by our chorus club

生徒会による刈谷高校の紹介

イートン校生による挨拶

Presentation about our school by our student council

Speech by Eton students

２２日（月）グラウンドでの交流

Interacting on our school field

式典後は、グラウンドで生徒同士の交流が行われました。
After the ceremony, Eton members met our students on our school field.

本校サッカー部とイートン校生の交流
Interactions between our soccer club members and Eton football club members

一般の生徒との交流

サッカーボールを通した交流

Interaction between our students and Eton students

Kicking a ball with Eton students

２３日（火）刈谷市総合運動公園での交流試合
Friendship match at Green Ground Kariya
刈谷市総合運動公園のグリーングラウンドにおいて、本校サッカー部とイートン校フットボールクラブ
との交流試合が行われました。両チームともひたむきなプレーを見せてくれました。
A friendship football match between Eton and Kariya Senior High School was held at
Green Ground Kariya in the General Athletic Park. Both teams played with a sincere attitude.

記念品の交換

試合前の整列

Gifts exchanging

Standing in line before the match

集合写真 Group photo of football team members

試合風景 Playing during the match

２３日（火）刈谷市市原稲荷神社での神道体験
Experiencing “Shinto” at Ichibara Shrine
試合後には市原稲荷神社へ伺い、イートン校生と本校生徒が一緒になって神道体験を行いました。
After the friendship match, Eton members and our students visited Ichibara Shrine and
experienced Shinto rituals.

神社内にて

目を閉じて祝詞を聞く

In the Shinto shrine

Listening to the ritual Shinto prayer

神社の前での集合写真
Group photo in front of the shrine

今回の交流を通じ、本校とイートン校とのつながりをより深めることができました。イートン校生やスタッ
フの方々を始め、お世話になった方々に感謝申し上げます。
Through this exchange program, the links between Eton College and Kariya Senior High School have
deepened more. We really appreciate the great support we received from everyone that made this program
a success.

