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新年おめでとうございます
珍し く寒いヒュ ースト
ンのよ うですが、 みなさ
ん元気 に新年を迎 えたこ
とと思います。
補習 校における 現学年
の生活 は今日も含 めてあ
と１０ 日、学年の まとめ
と次の 学年への準 備をし
ていく期間です。
新し い年、新し いこと
を始め る良い機会 でもあ
ります 。今までや ろうと
してもなかなかできなかったことがある人は、今日か
ら始めてみましょう。
幼稚部、小学部１・２年合同

お楽しみ音楽会

ヒューストン日本語補習校
一年の計は元旦にあり

新年を迎えるとよく耳にする言葉ですが、これは中
国・明代の官僚で学者でもあった馮應京が万暦年間に
著した、中国の伝統的な年中行事・儀式・しきたりな
どを解説した本『月令廣義』全 25 巻の中の句、「一日
之計在晨、一年之計在春、一生之計在勤、一家之計在
身」からきています。
この四つの計画「一日の計は朝にあり、一年の計は
春にあり、一生の計は勤めにあり、一家の計は 身を
修めるにあり」は「四計」と言い、生活を充実させる
ための事と説かれています。
現地校と 補習校では学年の
替わる月が 異なりますが、新
年を迎える のはどの国も１月
です。多く の皆さんが志を新
たにして今 年の目標を立てた
ことと思い ます。中にはその
決意を書き 初めであらわした
人もいるでしょう。
今年１年良い年になるように心掛けたいですね。

先生方の投稿
私の初任校

１２月２１日に音楽
会が行われました。
幼稚部：合奏、合唱
小１：ﾘｺｰﾀﾞｰ演奏合唱
小２：ﾘｺｰﾀﾞｰ演奏群読
会場いっぱいのお家
の方々を前に、良い演
奏ができました。

第３３号

⑧

信濃町立古間小学校

中学部３年担任 恩田晶子
私が教員として最初に赴任したのは、長野県信濃町
にある古間小学校だった。２０１２年に、同町の四小
学校との合併により閉校になった。残念ながら閉校式
に列席することはできなかったが、教え子からのメー
ルで式の様子をは知ることができた。「益美ちゃんは
式の最初から最後まで泣きっ通しでした。」と。学び
舎ってそういうところなんだ。
古間小学校は、新潟県との県境にあり冬は２メート
ル近くの雪が降る。たばこの煙モクモクの職員室での
職員会は、延々３時間は続く。ベランダの雪は、つま
らない話し合いの時間つぶしに最適だった。積もるの
が本当に目で見てわかる。帰るときは、用務員さんが
作ってくれた雪の階段
を上がるようにして、
玄関から外に出る。（こ
れは経験のある人にし
か分かってもらえない
光景であろう。） 2頁へ

最初に赴任して思ったことは、男の先生ばかり。そ
れも当時の私から見ると父親の年齢に近いような。恐
ろしかった。不安だった。更に、校長も教頭も、新任
の教育に燃える信濃教育界が一番と思ってる輩。些細
なことで怒られ、良く泣いた。うそにもいい思い出と
はいえない。
でも、子供達は本当にかわいかった。私と子供達は
１２歳しか年は違わない。でも、「先生。先生。」とべ
たべた引っ付いてきた。５月頃になると気心も知れて
きて、時々「お母さん。」とうっかり呼ぶ子供も出てき
て、ちょっとうれしかった。そんな子供達も今ではす
っかりおばさんとおじさん。お互いに愚痴を聞き合う
仲である。
一番大変だったのがスキー指導。冬になると、４年
生から６年生までが、ノルディックとアルペンに分か
れて練習をする。放課後も、土曜日の午後も、日曜日
もスキーである。だから、冬の間は私も休みはなかっ
た。スキー指導といっても、指導は指導員と言って保
護者のスキーマスターのような人々が指導はしてくれ
る。だから、やるのは子供の監督。あわてて練習に行
ったりもしたが、急に上手になるわけはない。寒いし、
下手だからついて行けないし、本当に大変だった。で
も 、絶対 どこか で「先生！ こっちだ
よ！」と待ってくれている子供達がい
た。これも、今でも忘れられないいい
思い出だ。古間小学校には３年いたが、
スキーはかなり上手になった。
この後日本で一校勤務し、後はアメリカとフランス
の学校で働く事になったが、学校で働く事に執着して
きたのは、最初の赴任地のこんな子供達との思い出の
せいなのだと思う。

学級紹介

No １４
小学部３年Ｂ組
「今日の席は
どこだ？」小
３Ｂの子供達
が、朝来て一
番はじめにす
ることは、自
分の席探しで
す。
「こっち、
こっち。」「今
日は、私の隣
だ よ 。」

子にはさまれてるの？」「それは、女の子の方が男の子より一
人多いからです。」

小３Ｂの教室は、大きな実験室テーブル

が５つあり、ひとつのテーブルを二人で使っています。それだ
けでは机が足りないので、隣の教室からあと３つ机を借りてこ
なくてはなりません。（さて、このクラスは、男女それぞれ何
人でしょうか？）
全員が自分の席を見つけ、授業の準備をすませ、一段落した
ところで、まずは漢字書き取りです。みんな練習してきている
ので、自信を持って臨みます。とめ、はね、はらい、細かいと
ころに気をつけて、きれいな字を書きます。算数の時間は、２
５マスの掛け算から始まります。４月に始めたころは、２５問
の掛け算が１分以内でできたのは２～３人だけでした。１２月
には、ほとんどの人が１分以内、２５秒以内で出来る人も続出
するようになりました。
授業中は、ひとつの質問に対しどんどん意見が出てくるにぎ
やかなクラス。元気でがんばりや、そして男女が仲良しの小３
Ｂです。

＜担任：佐藤暁子＞

◆パトロール当番予定表 １月１８日◆
これは 1・2 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 中３
６
ｵﾌﾞﾗｲｴﾝ恵里花
２
１０
森 廉
３
１５
國廣ｸﾞﾚｰｽ舞
４
２３
柿仲 雄大
５
高１
１
田井 瑞葉
６
２
大熊 一誓
７
３
古川 雄喜
★ＰＭ１リーダー 高１
４
小倉 涼生
２
５
生沼 大芽
３
６
藤井 恵
４
７
中村 悠一郎
５
８
島崎 萌南
６
９
阿部 翔太郎
７
１０
杉浦 裕音

先

に来ていた子が、席を教えてあげます。「どうして僕は、女の

学 籍

転出
小１Ａ青石小巻
小３Ａ大瀧梨々花 小３Ｂﾁｬﾝﾄﾞﾗｰ虎
小６Ａ大瀧菜々花 小６Ｂ森岡優
中２ 森岡秀平
中３ 大瀧萌々花
転入 小１Ａ伊藤奈々絵 小２Ｂ木村美月
小２Ｃ酒井里央
小４Ｂ小林瑞季
在籍数 （１月１１日現在）
３７９名
幼４０名 小２４６名 中６５名 高２８名
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Tel.281-531-6743 ／ Fax.281-531-6795(事務局 火~金曜日)
Tel.Fax 713-973-0659 (職員室 土曜日のみ)
E-mail: jlssh@jeihouston.org
Home Page: www.jeihouston.org
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）

