
お知らせ Information

　Good day Shichikashuku! I am happy 
we can finally start enjoying the warmer 
weather!! It has been such a long winter 
spent indoors so I am excited to be able to 
spend more time outdoors in the coming 
months!
　This month, my family will come visit 
me in Japan! They have never been to 
Japan before, so I am very excited to 
be able to show them my home for the 
past two years. We will be going to many 
places including Tokyo, Kyoto, Nara, 
Osaka, Hiroshima, Sendai, Matsushima, 
and of course Shichikashuku! I am 
especially looking forward to taking them 
to all the schools!
　May is also the month for high schools 
and universities to graduate in America. 
The  graduat ion  ceremony is  very 
different compared to Japan’s. Students 
graduating from high school usually wear 
a long robe with colors from their school 
along with a cap and a tassel. The tassel 
is traditionally worn on the right side of 
the cap and upon receiving your diploma; 
it is moved to the left side. This action is 
a symbol that you have moved on from 
high school, and are ready for the next 
step in your life! Sometimes, when all 
the students have graduated, everyone 
throws their cap up in the air together to 
celebrate being done! 
　University graduation is done almost 
the same way, but the graduates wear 
a black robe and black cap. My favorite 
part of University graduation is seeing all 
the teachers wearing their colorful robes 
from where they received their teaching 
license. Some teachers even receive their 
teaching license from other countries, 
so they wear that countries traditional 
apparel.

　七ヶ宿のみなさん、こんにちは。ようや

く暖かい季節になり、わたしはとてもうれ

しく思います。長い間、家の中で寒い冬の

時間を過ごしていたので、これからは外で

の時間を楽しみたいです。

　今月わたしの家族が日本にくることに

なっています。彼らは日本に来たことがあ

りません。自分の家や、日本で過ごした２

年間についていろいろ話したいです。わた

したちは、東京、京都、奈良、大阪、広島、

仙台、松島、そして七ヶ宿などいろいろな

ところに行く予定でいます。また、家族み

んなを関小、湯小、七中に一緒に行きたい

と思っています。

　アメリカでは５月に高校や大学の卒業式

が行われます。アメリカと日本の卒業式の

スタイルは異なります。高校を卒業すると

き、たいてい長いローブのようなものを身

にまといます。ｔ
タ ッ セ ル

ａｓｓｅｌ（帽子などにつけ

るふさ）は帽子の右側に、そして卒業証書

を受け取ります。そして左側に移動します。

この動作は、高校生活をしっかりと送った

ことを意味し、そして次へのステップの準

備ができたことを意味します。時々、卒業

生がみんなそろって帽子を空に投げること

あります。

　大学の卒業式も同時期に同じようなシス

テムで行われます。卒業生は黒いローブと

黒い帽子をかぶります。卒業式でわたしが

好きだったことは、先生方がきているカラ

フルなローブを見ることでした。ローブの

色は先生方が教員免許を取得した場所で異

なります。なので、先生方はそれぞれの伝

統的な衣装を身にまといます。
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