Unofficial Guide to the First Year at Walter Johnson High School (WJ)
高校生活を考えると、何かと不安になると思います。これは父兄のみなさんにも該当する事だ
と思います。高校生活では、子供たちは自身の教育、レクリエーション活動、交友関係に責任
を持つようになりますが、同時に、多くの子どもたちは親とはあまり話そうとしなくなってき
ます。親として、学校で何が起こっているのか全くわからないように感じることもあるでしょ
う。このガイドブックは WJ 卒業生の保護者と WJ PTSA のガイダンスアドバイザリーコミティ
－が、WJ 新入生・転校生の保護者の為に準備いたしました。このガイドブックが少しでも皆様
のお役に立てることを願っております。
学校での生活を知るにはどうすればいいのでしょうか。
WJ ウェブサイト: www.walterjohnson.com
 学校カレンダーを見られます。
 先生の E メールアドレスにリンクできます。
 Edline 成績及び成績表システムにリンクできます。
 時間割、バススケジュール、スポーツスケジュールを確認できます。
E メールリスト:
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/wjhs/guestbook/listserv.shtm#sub
 学校と PTSA の最新の情報を得る事が出来ます。
 月刊の PTSA には、重要な日付、校長先生と PTSA 会長によるコラム、各学部のスタッフ
による最新情報、その他重要な情報が載っています。自然保護の為、ニュースレターは
E メールリストにのみ配信され、WJ ウェブサイトのパブリケーションセクションにリン
クを掲載しています。
Edline:
 Edline とは教職員、生徒、保護者の為のオンラインツールで、Edline を通じて成績、宿
題、授業中のプリントや重要な情報を探すことができます。
 学年の始めに、学生と保護者別途にアクセスコードが与えられます。アカウントアクテ
ィベーションの手助けが必要であれば、edline@walterjohnson.com へ連絡してください。
学校の始業と終業時刻について。



学校は通常日は 7 時 19 分に始まり 2 時 10 分に終わります。時間割へのリンク:
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/wjhs/information/bells/
学生は特別な日(たとえば始業日と成績表配布日)にホームルームに参加します。

学校の一年間について。


学校は２学期制で、生徒は１学期に通常７クラスをとります。各学期は二回のマーキン
グピリオードつまり成績評価期間に分かれています。各成績期間の半ば頃に中間成績表
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を受け取ることになります。学期成績は二回の成績評価期間成績と期末試験の結果を合
わせた結果となります。１学期の成績と２学期の成績は別々に報告されます。平均して
１つの成績になるのではありません。同じ科目を学期ごとに別の教師が教えることもあ
ります。


試験スケジュール：各学期末に試験があります。緊急閉校があった場合の非常時スケジ
ュールを含む試験スケジュールは、学校からのメール及び、ウェブにて確認することが
できます。試験は通常１日２科目です。試験期間は授業時間に試験がある生徒のみ学校
に来ることになりますので、試験が無い授業時間（例えば，音楽や体育）に、生徒は学
校に行く必要がありません。また、スクールバスは通常通りの運行ですので、別の交通
手段を持たない生徒は、試験の無い時間は学校の指定する場所で勉強をすることになり
ます。



１、２、３学期の成績表はホームルーム時、生徒に直接配布します。学年末の成績表は
終業日の２－３週間後に各家庭へ郵送されます。

オープンランチについて。


学校のランチタイムは全員に共通で、１０時５２分－１１時３４分 (通常日）です。ラ
ンチタイムは生徒たちが教師に質問したり、クラブ活動や宿題をしたり、お友達と交流
する時間でもあります。



生徒は（父母の許可があれば）学校の外で昼食を購入することができます。

学校は近

所のショッピングセンターのお店に働きかけ、短時間でお昼を取れるよう協力を得てき
ました。その結果、WJランチの伝統が長年保たれています。
スクールバスに関するご質問は、


MCPS バスデポ 301‐469‐1071 に電話でお問い合わせください。

休校や遅延はどうすればわかりますか。









テレビ又はラジオ：ローカルステーション：地元のテレビやラジオで情報を得てくださ
い。
MCPS ウェブサイト: ホームページ http://www.montgomeryschoolsmd.org
E メール：クイックノート：天気に関するメッセージが六ヶ国語で送られます。（英語、
中 国 語 、 フ ラ ン ス 語 、 韓 国 語 、 ス ペ イ ン 語 、 ベ ト ナ ム 語 ）
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/quicknotes/welcome/english/
携帯メッセージと E メール：Alert MCPS
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/emergency/sources/alertmcps
携帯メッセージとウェブサイト：Twitter http://twitter.com/mcps
電話インフォメーションライン： 301‐279‐3673
電話：Ask MCPS: 301‐309‐6277 月曜日から金曜日の午前８時から午後６時まで、英語と
スペイン語でスタッフが対応してくれます。
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コミュニテイサービス(SSL)について。


入学した生徒は各自最低７５時間のコミュニテイサービスを終えなければ卒業すること
ができません。SSL 時間中３０時間は中学校での活動を通じて習得できます。



情報は WJ ウェブサイトをご覧ください。
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/wjhs/ssl/

Booster クラブと PTSA について。


Booster クラブと PTSA はこの学校を支援する主要な保護者の機関です。この Booster ク
ラブは、スポーツに限らず学校のすべての課外活動をサポートしています。会員費と募
金運動でのファンドでこれらの活動をサポートしています。保護者に対して、ボランテ
ィアプログラムと Booster クラブミーティングへの参加を呼びかけています。情報は WJ
ウェブサイト又は、会長までご連絡ください。president@wjboosterclub.com.



PTSA と PTSA の各委員会は WJ の質の高い教育推進のため、保護者や管理職と共に働き、
保護者のために関連したプログラムを提供します。ミーティングや関連情報は WJ ウェ
ブサイトを参照ください。連絡は PTSA 会長に E メールをお送りいただけます。
ptsapres@walterjohnson.com



Booster クラブと PTSA は保護者の積極的な参加を歓迎致します。

Guidance Advisory Committee (GAC)について。


Guidance Advisory Committee (GAC)は PTSA が後援している委員会で、Counseling Services
Department と WJ 管理職に協力して、保護者、生徒、学校間のコミュニケーションの向
上を図っています。GAC は Counseling Services のために:毎年数回のフォーラムのスポン
サーを努めています。：１年生（freshman）, ２年生（sophomore）,３年生（junior）,４
年生（senior）のクラス会合; 大学の入学申し込みのプロセスについてのカレッジフォー
ラム（college forums）。行事の連絡は郵便、 WJ ウェブのカレンダーと GAC ウェブサイ
ト WJ PTSA Guidance Advisory Committee で見てください。

Walter Johnson High School 教育ファウンデーションについて。


ファウンデーション（“Foundation”）と呼ばれる Walter Johnson High School Education
Foundation, Inc. は WJ 改築にあたり、WJ に必要な教育プログラム、プロジェクト、活動
をサポートする為、２００６年春に、WJ 卒業生と保護者そしてコミュニティーが一緒
に立ち上げた機関です。ファウンデーションの最初の焦点は、 WJ 近代化推進のために，
財政援助が与えられない用具のために基金を募る事でした。オーディトリウムにビデオ
やオーディオ器機を購入し、ランゲッジラブに費用を出した事に加え、職員教育の奨学
金を提供し、保護者、卒業生、ビジネスが WJ に関わる機会を増やす事に努めています。
Foundation に 関 す る 情 報 は 、 次 の ウ ェ ブ サ イ ト を ご 覧 く だ さ い 。
http://www.wjedfoundation.org/
3
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Back to School Night はいつあるのか。


２回有ります。各学期の始めに一度ずつ持たれ、学校のウェブサイトと PTSA の listserv
で知らせがあります。教師は１回の Back to School Night にのみ参加すればよいことにな
っています。WJ の先生たちは２度出席するので、付き添い引率の義務を一回免除され
ます。そのため、保護者は年間を通じて様々な行事の付き添い引率をする必要がありま
す。WJ の PTSA ボランティア委員会の委員長が listserv を通じて保護者の付き添いボラ
ンティアの募集をします。年間一度はボランティアをすることを御考慮ください。

学校への車での送迎について。


学生の送り迎えは決められた場所（建物の前の Rock Spring rive)でのみ可能です。詳細情
報 www.walterjohnson.com/information/dropoff.shtm 安全の為、生徒たちは決められた所
でのみ乗下車することができます。生徒がいきなり自動車からに飛び出したり、事故の
危険は毎日有るので、学校の周りはどこでも特に気をつけて運転してください。

教師との連絡の取り方について。


質問や心配事がある場合、お子さんの先生にEメールまたは電話で連絡を取ってくださ
い。先生により好みの連絡方法がありますので、バックツースクールナイトや初授業日
に渡されるシラバスを参考にしてください。WJの管理職は、教師には保護者からの質問
に対して、特別な事情が無ければ１日以内に返事をするよう求めています。 もし教師
との連絡が難しい場合、リソース教師(各部のヘッド教師)へ連絡しましょう。担当教師
への連絡と同じ要領です。リソース教師との連絡が取れなかったり、問題がまだ解決し
ていない場合、各部を担当する教頭先生へ連絡しましょう。教頭先生のリストと担当部
については、WJウェブサイトのAdministrationをご覧ください。WJの全職員のEメールア
ドレスは、WJウェブサイトのホームページのDirectoriesのリンクからご覧になれます。
教師Eメールアドレスは通常次のフォーマットです。firstname.lastname@walterjohnson.com

カウンセリングオフィスについて。


生徒は、WJのカウンセラーに予約を取り付けるか,または月曜日から金曜日の以下の時
間帯に会うことができます。午前７時から７時２５分、午前１０時５０分から１１時３
０分、午後２時１０分から２時３０分。



生徒の姓名のアルファベット順に担当のカウンセラーが決められています。担当のカウ
ンセラーが誰であるかは、WJウェブサイトのほとんどのページの上部にあるStudent
Supportのリンクをクリックすると見つけられます。カウンセラーは夏の期間はパートタ
イムでの就業です。
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個人教師制度について。


個人教師についての情報はウェブサイトの
Student Support（Counseling and Related
Services）のセクションに載っています。
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/wjhs/studserve/counseling/tutoringstudser
ve/counseling/tutoring.pdf



お知らせしているように、さまざまなオナーソサエティーの支部（たとえば、National
Honor Society, Science Honor Society, Math Honor Society,など）が生徒に無料の個人指導を
提供しており、生徒はこれらのプログラムを活用することを奨励されています。



上のリンクのページの下に、PTSA が編集したスプレッドシートへのリンクが載ってい
ます。この有料家庭教師のリストは WJ に子供をもつ家庭の経験の情報を収集して PTSA
が作成したものです。その項目の横にある+をクリックすると、家庭教師の名前やリス
ト上のある特定の家庭教師とのあなたの経験を書き送ることのできる E メールアドレス
が出てきます。

クラスニュースについて。


WJ のウェブサイトにはそれぞれのクラスに特有な情報が載っています。お子さんのク
ラスやさまざまな WJ のクラブについての情報は WJ ウェブサイトのたいていのページ
の上部にある Student Activities のリンクから探すことができます。

Academic Support Center (ASC)とは？
WJ ASC は特別な支援が必要は学生に対して援助を行います。ASC には以下のプログラムがあり
ます。








アスペルガー症候群プログラム：学業領域において徹底した教授を行うと同時に、環境
への適応やそのための処遇、社会的技能の習得の援助を施します。
コミュニテイベースドプログラム:普通教育の学校と仕事場の環境で個人にあった指導を
行います。
GT/LD プログラム：生徒の強みのある領域の徹底した教授に加え、障害によって影響を
受けている領域については適応やそのための対処方を提供して行きます。
LAD 学習障害プログラム：類似の障害を持った生徒だけのクラスと、普通クラスでの複
数教員による指導と、援助クラスでの指導が複合されます。
ラーニングセンター：特別支援の指導と、障害のない生徒との交流の最大限の機会を提
供します。
ラーニングフォインディペンデンスプログラム：実用的な生活技能と基本的な学問知識
を、軽度から中程度の精神的遅れがあったり、複数の障害を持つ生徒に教えます。
リソースプログラムは、MCPS の普通教育プログラム、また MCPS ファンダメンタルラ
イフスキル（生活基本技能）のプログラムに最大限のアクセスが出来るようにしていま
す。
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精細情報や教職員連絡先等は www.walterjohnson.com/depts/ASC をご覧ください。
体育は必須科目ですか。


体育は卒業のための必須科目で、１年間 (２学期相当）受講しなければなりません。体
育着の指定はありません。

教科書はありますか。


大概のクラスで教科別に教科書があります。教師が予備の教科書を学級用に持っている
場合も有ります。生徒は学期の期間中、教科書を自宅に持ち帰って保管することができ
ます。教科書は期末試験の日に教師に速やかに返還しなくてはなりません。

スタンダダイズドテスト（標準テスト）について。


PSAT: WJ では、１０月中旬に実施され、通常高校の初めの３年の間に受けます。ジュニ
ア(第３学年)の試験の点数が、National Merit Scholarships を受けるに該当するか否かの決
定に使われます。Montgomery County Public Schools はカウンティーの全てのソフモア(第
２学年生)の試験費用を払います。 過去数年、WJ では、全てのジュニアの試験費用を支
払っており、今後もそれを続ける計画です。フレッシュマン(第１学年生)は PSAT の練習
版テスト(模擬試験)を無料で受けます。



SAT/ACT: これらの試験は WJ や別の場所で受ける事が出来ますが，試験の申し込みはそ
れぞれのウェブサイトでのオンライン登録です。 WJ 会場が早くに埋まってしまうので、
生徒は出来るだけ早くこれらの試験の申し込みをするのがよいです。SAT と ACT に関す
る情報は www.walterjohnson.com/studserve/career/college_planning.shtm をご覧ください。



模擬 SAT/ACT 試験：GAC は年一回 ACT(11 月) と SAT(12 月)の模擬試験を行っています。
WJ 学生は Triumph オンライン SAT と ACT 準備プログラムを無料で受講することができ
ます。コースは WJ ウェブサイトのカウンセリングページをご覧ください。



アドバンストプレースメント (AP): AP は高校生が受講できる大学の特別講座で AP 受講
の一部として、Walter Johnson で 5 月に試験をうけます。これらの試験で合格点を取っ
た生徒は、進学する大学での単位を受け取る事も可能になります。AP 試験登録は WJ に
て 行 わ れ ま す 。 WJ の AP プ ロ グ ラ ム 詳 細 は 次 の ウ ェ ブ サ イ ト を ご 覧 下 さ い 。
www.walterjohnson.com/depts/AP

ステンダダイズドテストアコモデーションについて。


試験を受けるにあたり特別な待遇が必要な生徒は、標準テストを受けるときに処遇を受
けられるようにするための証明の過程を経なければなりません。高校で試験の際の処遇
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が許可されているということは、必ずしもカレッジボードや ACT からも処遇を受けられ
る事を保証するものではありません。特別な待遇が必要な生徒は、高校生活が始まると
なるべくすぐにカウンセラーの協力を得て、標準テストのための処遇証明のプロセスを
始めるのが良いです。試験の処遇についての情報はオンラインの WJ ACT と SAT のペー
ジで得てください。
www.walterjohnson.com/studserve/career/college_planning.shtm
クラブ活動とスポーツについて。


スポーツ: ３つのスポーツシーズンがあります。秋期のスポーツは８月中旬、通常８月
１５日から練習を始め、たいてい１０月に完了します。冬のスポーツ期間は 11 月 15 日
から始まり、2 月に入るまで続きます。春のスポーツ期間は 3 月 1 日から始まり、5 月
に完了します。学校のスポーツ活動に参加するためには、生徒は学業成績の条件を満た
し、参加者は毎年の健康診断を受けて、課外活動費を払わなくてはなりません。詳細は
各チームコーチから送られます。参加可能なスポーツと必要書類は以下のウェブをご覧
ください。 www.walterjohnson.com/athletics.



スポーツ表彰の夜：この行事は各スポーツシーズンの終わりに催されます。スポーツ選
手とその保護者のために、夜の集会が持たれます。それぞれのチームに賞が与えられ、
特別表彰もあります。会の終わりに、選手と保護者は、スポーツ別に部屋に集まり、小
さなお祝いをします。保護者も是非参加してください。



クラブ：WJ にはお子さんのためにたくさんのクラブがあります。参加には特に決まっ
た締め切り日は無く、通常週一回放課後か昼食時に集まります。学校活動参加と他の生
徒に会うためのとてもよい機会です。クラブリストは以下に載っています。
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/wjhs/orgs/clubs.shtm

注記：課外活動に参加するためには、生徒は学業成績の条件を満たしていなければなりま
せん。
卒業式はいつですか。



卒業式の日時は校長が集まって行われる“卒業式日くじ引き”で選ばれます。この情報は
通常 10 月に決定し、発表されます。
卒業式の日は、教師は式典に参加するため、該当学年以外の生徒は登校しません。卒業
式の日の休校は、卒業式の日にちが決定すると間もなく公表されます。卒業学年生でな
くとも、特に音楽をしている生徒は、卒業式に参加します。従って、まず音楽の先生に
確認を取る必要があります。
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パーティについて。
 お子さんがなんと言っていようが、お子さんがパーティーに招待されていれば、十分な
人数の付き添いの保護者がいるかを確認するため、保護者同士で連絡を取り合います。
保護者はこのような行為に抵抗を感じる事が多いのですが、電話をする事で、他の親が
知らなかったパーティを警告することにもなります。
他の質問が有る場合。






WJ ウェブサイトを見てください。
普通毎月第三火曜日 7 時 30 分、ミディアセンターで行われる PTSA 会議に参加しましょ
う。
お子さんのガイダンスカウンセラーに連絡を取ってください。
学校オフィスにお問い合わせください。
学年別の Parent Connection ミ−ティングに参加して、他の WJ の保護者と気軽な設定で
話すとこが出来ます。ミーティング日時はこのリンクをご覧下さい。
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/wjhs/orgs/PTSA/health_and_safety/parent_co
nnect.shtm.
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