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平成２５年度
＜始業式学校長挨拶から＞
ヒューストン日本語補習校の平成２５年度が始まり
ました。本日４月６日から３月１５日まで、４２日間
の学習が開始されます。
どんなスポーツでもスタートが大事と言われます。
ソフトボールの初回に大量点をゆるしたり、駅伝の第
一区で出遅れたりすると、挽回はなかなか難しいです。
学校も同じ事が言えそうです。「１年あるから最初は
ゆっくりいこう」などと思わず、補習校のスタートで
あるこの４月から、計画的に様々な学習活動に取り組
んでいきましょう。

＜

職員紹介 ＞
校長
山岡 清孝
幼稚部 星組 若槻 さおり 宙組 辻村 淑美
小学部１年 Ａ組 熊谷 芳江 Ｂ組 高橋 知未
Ｃ組 リッテンマイヤー美智子
２年 Ａ組 カルデロン智子
Ｂ組 デイリー祐子 Ｃ組 名生 有公子
３年 Ａ組 亥本 房子
Ｂ組 佐藤 暁子
Ｃ組 山鹿 恵里
４年 Ａ組 縄手 千栄
Ｂ組 土本 さゆり
５年 Ａ組 犬童 明美
Ｂ組 安田 清江
６年 Ａ組 岡崎 尚子
Ｂ組 久次米 康子
中学部
１年 樽谷 明日香 ２年 宗吉 康子
３年 恩田 晶子
高等部
１年 清水 亮 ２・３年 河島 通子
数学 伊藤 浩二 ＳＡＴ 小林 浩子
事務局
高田 益美
岩佐 よし

『 教育フェア 2013 in Houston 』
海外子女教育情報センター（ＩＮＦＯＥ）主催の
教育講演会、個別相談会が行なわれます。
先週配布した年間行事予定表では５／１１となっ
ていましたが、２週間後の４月２６日（金）に個別
相談会、４月２７日（土）に教育講演会が予定され
ています。詳しくは本日家庭数配布の「教育フェア
2013 in Houston」をご覧ください。

＜新入生の言葉より＞
中学部１年 小関 玲榮
私は、中学校に入学して取り組みたいことが二つあ
ります。一つ目は勉強に一生懸命取り組むことです。
現地校と補習校の勉強を両立させることに全力をつく
します。特に、言葉や、学校行事から日本の文化を習
っていきます。中学生活で、これまで以上に、宿題や、
テストがあると思います。ですが、クラスメートも同
じようにがんばっているかと思うと、勇気が出ます。
二つ目は、日本人として、そして、世界人としての
礼儀を身に着けることです。いつも感謝の気持ちを持
って、礼儀正しく生活することの大切さを、日本語補
習校から学び続けます。
私達は、これから悔いの無い三年間を送ってゆくた
めに、小学生のときと同様の純粋な心を持って、何事
にも積極的に、失敗を恐れないで、みんなで、助け合
いながら成長していこうと思います。
中学部１年 大原 涼太郎
今日から僕たち２２人は、ヒューストン日本語補習
校の中学１年生になります。
僕が入学してから最も頑張りたいことは、理科の授
業です。補習校の小学校には、理科が無かったので、
難しく感じる所もあるかもしれないと思います。本来
なら小学校の間に習っていた部分も学習し、しっかり
と学んでいきたいと思います。
（２ページに続く）

＜卒業式高等部修了生代表挨拶＞ （前号の続き）
そして今日、卒業という日を迎え、私たちはそれぞ
れ別々の道を歩んでいこうとしています。
私は日本の大学へ進学する予定です。
国内では政権が変わり、新内閣のもとで新たな政策
が行われてから日本経済に兆しが見え始めたとは言え、
依然厳しい経済状況が続いています。それに伴い、新
卒の就職率も不安定な状況が続いており、就職活動を
３年生で開始するのが主流となっています。終身雇用
神話の崩壊と言われる今、ただ単に大学を卒業しても
仕事に就くのが難しくなっており、個人のスキルや能
力が昔よりも重視される傾向にあります 。厳しい時代
だからこそ、私は補習校の生活を通して得た柔軟な思
考力や議論の場において他人の意見を受け入れる姿勢
などを存分に活かして日本と海外の架け橋になりたい
と思っています。
最後にこれまでご指導をしていただいた先生方、そ
して支えてくれた両親に感謝の意を表したく思います。
そして日
本へ帰国
してから
もここで
学んだ事
を活か
し、さら
に邁進し
たいと思
っていま
す。

◆パトロール当番予定表 ４月２０日◆
これは４月当番一覧表に記載された予定です。
変更の場合はこの表とは異なりますのでご注意ください。
学年 順位
児童生徒氏名
★ＡＭ１リーダー 小５ ２０
藤本 莉乃
２
２１
天野 桃子
３
２３
佐藤 翼
４
２４
董
依琳
５
２５
中村 圭佑
６
２８
鈴木 翔吾
７
２９
畑山 友朗
★ＰＭ１リーダー 小５ ３０
松本 慧
２
３１
印南 楽々
３
３２
小林 さくら
４
小６
１
古川 雅喜
５
２
小倉 悠史
６
３
轟木 玲伊
７
４
老田 彩夏

＜新入生の言葉より＞

（１頁からの続き）
また、全体として
は、２クラスあっ
た去年に対し、今
年は、１クラスに
減ってしまいまし
た。それなので、
これからは男女の
隔て無く、全員で
今まで以上に仲良
くできるような学
年を目指していきたいと思います。
＜歓迎の言葉より＞
幼稚園のみなさん ご入園 おめでとうございます。
補習校は、たのしいところです。おともだちと遊んだ
り、本をよんだり、歌をうたったり、先生もやさしい
です。楽しいこと、新しいこと、お友だちもいっぱい
みつかります。
新一年生の
みなさん、ご
入学 おめでと
うございます。
わたしは、毎
週土曜日に補
習校に来るの
が、とても楽
しみです。今
まで知らなか
った新しいことを勉強するからです。国語では、新し
い漢字を勉強したり、算数では、たしざんやひきざん
を習います。音楽では、いろいろな歌をうたいます。
リコーダーも少し習います。おひる休みのじかんは、
外でみんなと楽しく遊びます。これから、毎週土曜日
に補習校で楽しく勉強しましょう。
新中学生のおにいさん、おねえさん、ご入学 おめ
でとうございます。中学では、難しい勉強をがんばっ
てください。でも、ときどき僕たちといっしょに遊ん
だり、いろいろなことを教えてください。
小学部２年 竹内 碧 寺門 未央 山上 凱生
在籍数（４月１３日現在）
３８９名
（ 幼３３名 小２４８名 中７２名 高３６名

）
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H.P.に於て学校便りをカラーでご覧になれます。
（ 文責 ： 校長 山岡 清孝）

