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元気いっぱい、笑顔いっぱい

夏 休 み 作 品 展

８月最終の土曜日は、全校のほとんどの 子どもた
ちが登校してきました。日本では毎年のように子ど
もたちの水の事故が報
道され、悲痛な思いを
します。ヒューストン
では今年も大きな病気
やけがをしたという報
告を受けていないので

児童・生徒の夏休み中の課題作品（硬筆）は、こ
れまで８月初めに集め、審査を行っていました。
昨年から現地校の始まりが約２週間遅くなったこ
とから、一時帰国者がヒューストンに戻ってくるの
も少し遅くなりました。こうした状況から、全員が
出品して審査ができるように、今年は〆切を８月３
０日（土）にして、その後、審査を行いました。
今週から３週にわたって 、優秀作品を校舎入り口
近くの壁に展示します。小学部１年生から３年生ま
での低学年は、「優秀賞」
。小学部４年生から中学部
３年生までは、学年で「金賞・銀賞・銅賞」を選出
しました。各学級から出された力作をご覧下さい。
なお、審査の基準は例年通りで、正しい字体や書
字であるか、お手本に忠実であるか、字配りや字の
大きさ、漢字とひらがなのバランス、筆圧、始筆・
終筆、左右の払いや折れ、全体のバランスはとれて
いるか、などです。優秀賞や入賞者のみなさん 、お
めでとうございます。入賞者の作品を見て、自分の
これからの硬筆書写に生かせるようにしてくださ
い。入賞者の氏名掲載は、来週になります。
書には、基本になる字があります。平成１８年８
月１９日第１５号で一度紹介したことがあります。
大切な内容なので、再度、掲載します。

ホッと一安心しま
した。約３３０人
が登校してくると、
校舎内に活気が出
てきます。
カフェテリアは
久しぶりに満席に近くなりました。笑顔いっぱい、
口いっぱいにお弁当を頬ばり、楽しい昼食の時間を
過ごしました。
食事の後は、中庭で友だちと一緒に走りまわり、
元気いっぱい。また、勉強の合間には、廊下に掲示
された友だちの作品を見て過ごしていました。また、
「バスの出発は何時？ 」
「遅れないように早く食事が
したい。」など、ソフトボー
ル大会に参加する選手は、
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午後からの予定が頭
から離れない様子で
した。
これから秋にかけて、個人面談、若田宇宙飛行士
激励会、運動会、教育講演会、第２回漢字検定など、
行事が目白押しです。その他、古本市や松井稼頭央
選手のグッズオークションも商工会主催で行われ、
ますます充実した土曜日になっていきます。

永字八法は「えいじはっぽう」と読みます。永字
八法は楷書 の成立 とともに始まったと言われてお
り、『永』字の中に書写の最も基本的な法則がある
と言われています。
何事もそうだと思いますが、基本をしっかりと身
につけておけば、それからどのように派生しても「ぶ
れる」ことはないと思っています。
さて、始筆や送筆、終筆等は毛筆書写だけのもの
のように思っている人がいるかもしれませんが、決
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してそうではありません。今回の作品展である硬筆
にも始筆や終筆、払いがありますね。
『永』字には、八つの点画（てんかく）があり、
その筆法がすべての文字に共通することから、『永』
字の筆法を永字八法と言います。だから『永』字一
字を繰り返し学ぶと、千字万字に応用できるという
ことなのです。そして、『永』字の練習は約２千年も
前から、中国では楷書学習に不可欠とされてきたと
言われています。
もう少し詳しく説明します。上の『永』字を見て
ください。１は「点」、２は「横画」、３は「縦画」、
４は「はね」、５は「すくい上げ」、６は「左払い」、
７は「短い左払い」、８は「右払い」と言います。
ふだんは八つの点画を意識して書くことはありま
せんが、鉛筆書きにも永字八法が当てはまることを
覚えておいてください。まず、自分の名前から書い
てみてはどうでしょうか。
終筆の先端まで気力を込めて払った左払いが、鋭
く美しかったとき、また、筆圧を加えながら筆を送
り、次第に力を抜きながら払った右払いが力強く書
けたときのうれしさは今も覚えています。

～ 来週 ９月１３日（土）は、古本市と
松井選手グッズオークションを開催 ～

個 人 面 談

が始まりました

９月６日・１３日・２０日の３日間は各学級で個
人面談を行っています。各教科の学習状況や学級で
の活動状況をお知らせします。
保護者のみなさんからは、
お子様の家庭学習の様子を
教えてください。現地校生
活で苦労している子どもや
保護者も多く、内容によっ
てはアドバイスできること
もあるかもしれません。
短時間ではありますが、保護者から 、「面談をし
てよかった。」、教員からも、「お話しが聞けてよか
った 。」などの声があがる有意義な時間になること
でしょう。一歩踏み込んだ具体的な話になり、お互
いが子どものことで共感できる時間を持つことがで
きれば最高だと思います。
また、転入して間もないお子様の保護者は、これ
まで通っていた学校や補習校での生活や学習の様子
を教えてください。子育てをしていく手助けやこれ
からの教科指導の参考にしていきます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

短縮日課のため、お迎えは、

古本市
９時から１６時まで
（PAシステム前）
８時３０分から
たくさんの本を車から運び出します。早めに登校
された保護者の方でお手伝いいただける場合は、
校舎東側（ヨークチェスター通り沿い）の駐車場
に来てください。商工会婦人部の方々が本を車か
ら降ろしていますので、お手伝いください。
児童書もたくさんあります。
９月２０日（土）は三水会センターで古本市を
行います。９時３０分から１６時３０分までです。
古本の寄付を三水会センターで受け付けています。

オークション
１２時４５分から（カフェテリア）
ヒューストンアストロズ初の日本人メジャーリ
ーガー松井稼頭央選手より、ヒューストン小中高
生ソフトボールチームへオークションのため１０
点が寄贈されました。松井選手は、以前ニューヨ
ークメッツ、コロラドロッキーズに所属。ロッキ
ーズではワールドシリーズに出場するなど、大活
躍しました。両チーム時代の今では手に入らない
希少な『「稼頭央」の刺繍入りスパイク（メッツ＃
25）
』
、その他『試合用公式バット（ ロッキーズ＃7）』
、
『公式ボール直筆サイン・ケース入り（アストロ
ズ＃7 ）
』があります 。（ｵｰｸｼｮﾝのﾘｰﾌﾚｯﾄから)

午後２時２０分頃 になります。

◆パトロール当番予定表 ９月１３日◆
～ よろしくお願いします～

★ＡＭ１リーダー
２
３
４
５
６
★ＰＭ１リーダー
２
３
４
５
６

学年 順位
幼稚部 １１
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３

児童生徒氏名
松永 憲多郎
吉野 春香
王子 好生
斎藤 美鳥
原津 侑太
吉川
慧
横山 遥土
中村 太紀
折橋 健太
有賀 桃香
砂田 恵茉
梅沢 菜々美

＜転入＞
樽谷 桜香さん（幼星） 藤本 莉乃さん（小１ B）
三浦 茉弥さん（小２ A) 三浦 治樹君（小４ A )
西田 遼介君（小４ B )
ようこそ、補習校へ。わからないことがあったら、
学級のお友だちや先生にたずねてください。優しく
教えてくれますよ。どうぞ 、よろしくお願いします 。
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