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ヒューストン日本語補習校
新任教員挨拶

避難訓練

４／２０
銃器武装侵入者を想定しての避難訓練を行いました。
１第１発見者（ＰＴＡパトロール員）が指定教室に
逃げ込み、担任（①）には口頭で、他のパトロール
員（②）には無線機警報で知らせ、職員室には状況
を無線交信で知らせる。
２①は無線機警報で全職員に知らせ、②の入室後、
教室を施錠し無線機を切って待機する。
３事態収束を校内放送で知らせ、校舎外集合場所に
全校が集合する。

初めまして、こ
の度、1 年 B 組を
担任させていただ
くことになりまし
た。高橋知未（と
もみ）と申します。
私は 2011 年に
ヒューストンにき
て、現在ヒューストン大学のビジネススクールで会計学
を勉強しています。私自身も学生なので、知識を習うこ
とは重要ですが、楽しく勉強したい、確実に何かを身に
着けたいというのは本当の気持です。この度、補習校で
教えるチャンスを頂き、自分の生徒たちにも楽しく知識
を身につけるように授業を工夫したいと思います。
私は大学のとき教育文化学部に所属し、1 年間ニュー
ジーランドに留学し初級教育を勉強してきました。その
時、子供たちのスピーチ能力、コミュニケーション能力
を小さいときから養うことが非常に重要であることを実
感しました。子供たちの持っている素晴らしい力を引き
出し、楽しく学習できるように努力したいと思います。

全体会で校長からは「自分の命は自分で守る。先生
や大人の指示に従うことも『自分で守る』ということ」
スクールポリスからは「指示を聞き取るためにはおし
ゃべりをしないことが大切」という話がありました。
無線機使用に関すること等の反省点をいかし、機器
も充実させ、さらに実情に即した方法を検討し実行し
ていきたいと思います。

来週から 学習参観・学級懇談
５／ ４
５／１１
５／１８

（５校時） （６校時）
小学部２３年 高等部
小学部４５６年 中学部
幼稚部 小学部１年

年に１回の学級懇談会です。ぜひご来校ください。

どうぞよろしくお願い致します。
1 年 B 組担任

高橋

知未

本年度、小学部
2年B組の担任とな
りましたデイリー
裕子と申します。
2001年、カルフォ
ルニアに渡米、３
年後テキサスに移
り12年が経とうと
しています。
いくつかの出会いと別れがありました。書家 相田
みつを氏の詩「出逢い、いつどこでだれと どんな出
逢いをするか それが大事なんだなあ。」私はここで、
新しい出逢いがありはじまりました。めぐり逢えてよ
かったと心から言ってもらえるような （２頁へ）
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生徒作品

出逢いにしたいと思います。
最後に、この詩で私の挨拶とさせていただきます。
子どもたちは、きれいな目で親、そして教師をみてい
ます。「育てたように 子は育つ」 相田みつを
2年B組担任 デイリー 裕子

子育てにも旬がある

その２

ホウレンソウは、旬の冬には夏の６倍も栄養価に差
があると本に書いてあった。植物にとっての旬は生産
量が多いだけでなく栄養価も高いのである。
家庭生活の中で、子供がグーンと大きく成長できる
栄養価に富んだ場面（状況・季節）が生まれることが
ある。例えば、
○ 親が病気になり家事ができない時
○ 親が急な用事で留守を子供にお願いする時
○ 身近な人が死んだ時または誕生する時
○ 親以外のたくさんの大人の集まりでほめられた時
○ 親に用事を頼まれて冒険しなければならない時
○ 進級進学した時
等々
こんな時、子供は大人の予想を超えて大きく成長す
る。子供には昔から「かわいい子には旅をさせろ」と
いうことわざもあるとおり、子供の成長には栄養価の
高い場面に出会わせることが必要なのだ。
近年、子供の先回りをして子供の成長の栄養価の高
い場面から遠ざけてしまいがちな家庭が多い。
知恵を絞って・・・わざわざ・・・こんな成長の栄
養価の高い場面（子育ての旬・瞬間）をこしらえてみ
るのも面白い。

◆パトロール当番予定表 5月4日◆
これは 5 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１ １９
島崎 奏南
２
２０
木村 晏
３
２１
柿仲 菜々美
４
２２
東條 泰心
５
中２
１
岡崎 公士朗
６
２
原津 拓巳
７
３
渡部 雄飛
★ＰＭ１リーダー 中２
４
山口 なつき
２
５
ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ慈莉杏
３
６
橋本 晴菜
４
７
百足 直樹
５
８
西尾 ゆい
６
９
藤原 拓真
７
１０
ミトラ 健

『上級生になって』
中学部２年
全 梨蓮
「私たちの人生は、私たちがどれだけ努力をつくしたか
によるだろう。」そして、「無理はしても無茶はするな。」
この二つの言葉を聞いたことはありますか？
今年、私は両立と学習に力を入れたいと思っています。
学習ではもちろん国語、数学、社会や理科で、理解力
や知識を増やしたいと思っています。とくによく使う漢
字などを少しずつでも覚えて、読み書きができるように
したいです。
両立はとくに補習校に通うならとても大切だと思って
います。現地校の勉強はもちろん、補習校の勉強を足す
とストレスがたまったり、疲れたりするかもしれません。
だから金曜日に全部やったりしないで、毎日少しずつや
りたいです。そして本当にやめたくなった時は、休憩を
して、またバランスを取り戻せるようになりたいです。
無茶をしないで、自分の目標を達成できる一年にし
たいです。
寺田 裕
さくらが散り、新しい中学一年生たちが廊下ではしゃ
いでいる。ついに中二になったと思うと今年はどんな事
を学ぶかとワクワクするが、勉強についていけるかとド
キドキもする。
中二になったら漢字をがんばりたい。去年は毎週ある
テストが全くできなかった。だいたい二十点ぐらいしか
点が取れなく〇点の時も何度かあった。だから今年は力
を入れて、八十点以上を目指したい。そうするには漢字
ノートをしっかりやり、よく覚えないといけない。目標
を達成できるように頑張りたい。
二つ目の目標は計画的に一日を過ごすことだ。中一の
時は時間をむだにして、補習校の宿題が終わらなかった
こともあった。だから時間をうまく使うのが大事だと思
う。そうするには時間をむだにしないことが大切だ。そ
して、宿題を一日にためてするのでなく、一週間分に分
けて少しずつするのが良いと思う。
現地校、補習校、野球、そしてピアノといろいろ忙し
いものの、頑張って計画的にすればできると思う。ハイ
・スクールになったらもっと忙しくなるので計画的に宿
題をすることを学べば役に立つと思う。

（
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在籍数（ ４月２７日現在）
３８８名
幼３３名 小２４７名 中７２名 高３６名

）

Japanese Language Supplementary School of Houston
12651 Briar Forest Drive, Suite 105, Houston, Texas 77077

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）

上級生になって
寺田 裕 さくらが散り、新しい中学一年生たちが廊下ではしゃいでいる。ついに中二になったと思うと今年はどん
な事を学ぶかとワクワクするが、勉強についていけるかとドキドキもする。 中二になったら漢字をがんばりたい。去
年は毎週あるテストが全くできなかった。だいたい二十点ぐらいしか点が取れなく〇点の時も何度かあった。だから今
年は力を入れて、八十点以上を目指したい。そうするには漢字ノートをしっかりやり、よく覚えないといけない。目標
を達成できるように頑張りたい。 二つ目の目標は計画的に一日を過ごすことだ。中一の時は時間をむだにして、補習
校の宿題が終わらなかったこともあった。だから時間をうまく使うのが大事だと思う。そうするには時間をむだにしな
いことが大切だ。そして、宿題を一日にためてするのでなく、一週間分に分けて少しずつするのが良いと思う。 現地
校、補習校、野球、そしてピアノといろいろ忙しいものの、頑張って計画的にすればできると思う。ハイ・スクールに
なったらもっと忙しくなるので計画的に宿題をすることを学べば役に立つと思う。
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