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カイザスラウテルン	

Wir, die Japanisch Klasse der 10h des HHG, 
haben mit dem English Club der High-School 
Komatsu in Japan seit über einem Jahr 
guten Kontakt. Wir tauschen uns über Skype 
aus. Diesmal haben wir am 15. Juli 2016, 
dem letzten Schultag vor den Sommerferien, 
45 Minuten lang über Skype miteinander 
gesprochen.  
Zunächst haben wir den Japanern unsere 
Schule vorgestellt. Dazu haben wir die 
folgende zweisprachige Präsentation 
erarbeitet. Der English Club hat daraufhin 2 
Sommerfeste ihrer Stadt präsentiert. Wir 
hatten viel Spaß dabei und obendrein viel 
gelernt. Die Japaner haben uns damit 
ü b e r r a s c h t ,  d a s s  s i e  u n s e r e n 
Schulkameraden Philipp Gabriel zu dem 
Skype Talk eingeladen hatten. Er ist für ein 
Jahr Gastschüler in Komatsu. Das war 
super!       Viel Spaß beim Lesen!!! 



カイザスラウテルンは 
ドイツのどこですか。	



ＨＨＧは　ここです。	



Foyer　ロビー	
 If you enter our school through the 
main entrance, you are in our “Foyer“. 
There is a television, which shows the 
students whose lessons are cancelled. 
There are a few benches for students if 
they currently have no teaching. The 
benches are also used to do homework 
after the school or while an cacelled 
lesson. There are also stairs which lead 
you to the first floor. From the “Foyer”, 
there are courses to the class rooms 
and to the “Mensa” and the cafeteria.  

学校に入ってロビーにいます。大きい画面が
あります。時間表の変更が見える画面です。
それにベンチがあります。あそこで生徒がよ
くべんきょうします。階段があります。	



校庭  
　	わたしたちの校庭　は　

とても　広い　です。新
しくできたばっかり　で
す。今は　とても　いい
です。あそこで　サカー　
と　バスケットが　でき
ます。テーブゥテニス　
も　できます。夏に　と
きどき　校庭で　じゅ
ぎょうを　します。学校
のパーテイーも　校庭に　
ありました。 



Our Schoolyard 
 Our schoolyard is new. 
Months ago, our 
schoolyard  looked like 
this. Earlier, we had a 
little forest as a 
schoolyard. Now it is 
renovated and lookes like 
the pictures on the last 
page.  

The schoolyard, that we 
had before, was also very 
cool. It was very 
comfortable. But honestly, 
the new one is better and 
modern. It‘s cooler to 
play football and just chill 
there together. Nowadays 
we sometimes have our 
lessons outside.   



The SIZ (SIC) 
　  S . I . Z . は （ イ ギ リ ス で  

Student In format ion 
Center ドイツ語で  Schueler 
Informations Zentrum）コ
ンピューターのきょうしつ  です。
たくさんの コンピューター　 と　　
スマートボード（Smartboard）
と    ビーマー　と    プリンター　
が　 あります。コンピューター　
が　ひつような時　には　あそこ
で　 じゅぎお　 を　 します。ほか
の　 コンピュータの　 きょうしつ　
も　あります。でもS.I.Z.が　い
ちばん　 あたらしくていちばん　
いい　です。なつには　　すてき
なところ　 です。　 クーラがある
のでさむい　ですから。　わたし
たちの　クラスの　ちかく　です。　　　　 

The S.I.C. or S.I.Z. (English for Student Information 
Center or german for Schüler Informations Zentrum) is 
the “Computer- Room”. There are a lot of　 PC`s but 
also a Smartboard, a printer and a beamer. We use the 
S.I.C. (or S.I.Z.) when we have to work with the 
computers or when our teacher wants to show us 
something on the smartboard. But for 800 students one 
Computer-Room is not enough that`s why we got 2 
others but they are called the “Informatics”. The S.I.Z. 
is the newest and the coolest room when you have to 
work on the computers. In the summer you will love it 
because it`s climated for the PC`s.  



Sports places 
	体育館はモダンです。	
	テニス場もあります。	
 There are many 
types of things that 
can be used for 
doing sports. 
 We have to walk 
about ten minutes to 
go to the gym. 	

	体育館　は大きいです。学
校のスポーツの先生が　
とても　上手です。	

	学校の　体育館は三つ　あ
ります。  



きょうしつ 
	きょうしつ　です。ここは
ほとんどの　じゅぎょうを
うけるところです。わた
したち(10h)　の　きょう
しつで 　黒板 と洗面器　
が　あります。　四かい
にあって、あそこから校
庭　が　みえます。きょう
しつは　大きい　ほんだ
な　が　あります。学校
の本といろいろな　物　
をおくところです。　 

Our classroom is very cool. It is big 
and comfotable. We are having a 
lot of fun in there. We also have 
our own bookcase which is only 
used by our classmates. Our 
classroom is in the fourth floor so 
we have a beautiful view of the 
schoolyard and the whole school. 
We have a normal blackboard and 
also a sink.  



Mensa　食堂	

	それは　学校　の　大きい　食堂　です。 食
堂　の　食べ物は　毎日　 清新　 です。	

	サラダ　の　ブッフェも　あります　から　健康
に　いい　食べ物　が　たくさん　        あり
ます。	

	ほとんど ドイツ りょうり　ですが、ときどき ほ
かの国のりょうりも あります。  昼ごはんは       
２．８０€　ですが、先生たちが　４€　はらい
ます。 生徒たちには　安い   ですね。  

You can buy your meal from 
12:10 to 13:55. The queue is 
often very long so you have to 
arrive early to get a good 
place. We’re sitting mostly at 
the mural. If you have finished 
your food you can get more 
food for free. Most of the time 
the food is delicious. 



Library　図書室としょしつ	

That is our school’s library. There are 
many books which you can read or 
borrow. There are also computer where 
you can do your school work there and 
you can do your homework or play board 
games on the tables. When you need to 
print something you can ask our librarian 
Mrs. Weber.  

学校のとしょしつです。本をかりること
ができます。もちろん本をよむことも
できます。コンプーターが　あります。
コンプーターで　しゅくだいを　するこ
とができます。つくえで　しゅくだいや　
しずかなボードゲームを　することが
できます。	



それはわたしたちの学校です。	

This was is our school。We hope 
you liked it! 





Written by the Japanese class 10h 
 

Maront, Tim, Rapahel, Hoang Long, Alex, Sara, Nevena  
und die Japanischlehrerin des HHG Barbara Burket,  


