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子どもも大人も、みんな一緒に
～ 体験を 通して日本文化 に触 れる～
１月１７日（土）は恒例の餅つき大会。幼稚園児も小中学生も、高等部の学生も日本語コースの現地校高校
生も、保護者も先生も私も、みんな楽しい一日でした。餅つき大会開催にあたり、例年より多くの食材を寄付
してくださった日販大道の松木様はじめ、杵（きね）の手入れをしてくださった望月様、数ヶ月前から運営に
関わってくれた PTA 役員のみな様など、今年も百名を超える方々の多大なご協力に厚くお礼を申しあげます。

【子どもたちに吸収された125パウンドの餅米】

【幼稚園児もペッタン、ペッタン！ 】

【 保護者同士の交流の場になりました。
】

【餅米をつぶしています。みんな初体験でした。
】

【餅つき体験の後、お餅の味はどうですか？】

【手を添えてもらいながら体験しました。】

【 高等部数学科嶋田先生は年季が入 っていました。】

【 若田・野口両宇宙飛行士もお手伝い。近い将来、月や火星でお餅つきをしているかもしれませんね。】

つきたてのお餅はとても柔らかく、まさに “もちもち感 ”という言葉を、お餅で実感することができました。
今年も、しょうゆ・きな粉・あんこの３つを試食し、何もつけていない２つの白いお餅を持ち帰りました。
「ありがとう。」
「いただきます。」などのお礼やあいさつ、食後にはテーブルに椅子を入れ、出したゴミを自分
で処理するなど、当たり前のことですが、子どもたちはとても落ちついた態度で参加できた餅つき大会でした。
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のようなことを想っていると、どの作品も素朴さと
温かさが感じられる作品ばかりです。

硬筆展 入賞おめでとう
小中学生は、冬休み中の課題に硬筆書写がありま
した。休み明けすぐに、優秀作品が選出され、１７
日はカフェテリアに展示されました 。たくさんの 友
達や保護者に見てもらいました。
金賞を受賞した人は、字形、筆圧、全体のバラン
スすべてに優れています。２４日、３１日も校舎南
側入り口近くの壁に掲示していますので 、まだ作品
を見ていない人がいれば、ぜひ見て学んでほしいと
思います。

～小学校低学年の部～
＜優秀賞＞
うのゆうき（小１ A) すぎたにくるみ（小１ A)
ふじ本りの（小１ B) はらだなぎさ（小１ B)
藤縄晋央（小２ A) 三浦茉弥（小２ A)
西村奈々美（小２ B) 渋谷幸樹（小２ B)
古賀善二郎（小３ A) 髙倉 菫（小３ A)
寺田 裕（小３ B) 中村瑞季（小３ B)

～小学校高学年の部・中学部～
＜金賞＞
酒井将之（小４ B)
島崎萌南（小５ B)
酒井牧子（小６ B)
伊勢尚輝（中１）
岡崎太士朗（中２）
西川実里（中３）

＜優秀賞＞
たるたに はるか、のさわ さえこ（幼星）
イーグルソン えりか、あくつ りゅうせい（幼宙）
たかはし まい、しばみや かほ（幼月）
いの上 ゆうた、木むら よう（小１ A)
いわさき 小はる、ますや り子（小１ B )
杉本達也、小林奎太（小２ A)
尾﨑 大地、前田 ありさ（小２ B)
ベイシンガー 伽羅、星野妃詠（小３ A)
水野妃菜穂、ミトラ 健（小３ B )
尾﨑友哉、田口 栞（小４ A)
杉本政隆、川瀬直輝（小４ B)
杉谷銀治、野口優花（小５ A)
小野 渚、グレイ 桜（小５ B )
大沢真琳、ヘインズ ポール 聡（小６ A)
白 旭、ブローガン アレックス（小６ B）
岩本結衣、伊勢尚輝（中１）
古賀謙一郎、岩﨑匠吾（中２）
河内杏樹、今村昻道（中３）
古賀育子、鈴木ひかり（高１）

硬筆展、年賀状展の入賞
者のみなさん、おめでとう
ございました。

＜授業料納入のお知らせ＞
第４期（１月～３月の３ヶ月）分の納入について
お知らせします。学校要覧１５ページをご参考に、
火曜日から金曜日は、三水会センター(9 :30 ~17 :00)
の事務局員にチェックを渡してください。土曜日は、
補習校校舎職員室のチェック入れにチェックを入れ
てください。よろしくお願いいたします。

＜銀賞＞
矢部江理（小４ B)
河内愛菜（小５ A) 加地紫苑（小６ B)
岩本結衣（中１）
古賀謙一郎（中２）
矢部沙英（中３）

◆パトロール当番予定表 １月３１日◆

＜銅賞＞
正岡佑規（小４ A) 水上由梨香（小４ B)
岡部忠朗（小５ B) ハベイト キャサリン（小５ A)
三村智加歩（小６ A) 岩本郁人（小６ A)
野口美樹（中１） 我妻里咲（中１）
岩﨑匠吾（中２） 鈴木みづほ（中２）
守屋陽香（中３） 今村昻道（中３）

年賀状展 入賞おめでとう
子どもたちの作品を見ていると、子どもたち自身
の豊かな発想に驚かされます。作品からは、子ども
の発想をうまく引き出しながら、一緒に仕上げてい
く親子の姿が浮かんできました。
親子が一つの作品を仕上げている時間は、親は子
に愛情を注ぎ、手塩にかけている時間だと言えます。
共有した時間の会話の積み重ねが、親子の信頼関係
を強くするものだと思います。作品を見ながら、そ

～よろしくお願いします～

学年
小６

★ＡＭ１リーダー
２
３
４
５
６
か ぜ の 予 防１
７
★ＰＭ１リーダー
２
３
４
５
６
かぜの予防２
７
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順位
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６

児童生徒氏名
王子 源生
伊場田 桃子
吉田 崇志
徳留 正峻
白
旭
加地 紫苑
川西 諒一
宮武 修也
三村 智加歩
升谷 直緒
筒井 かれん
太田 了仁
奥原 奏太
佐藤
勉

