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学校だより第９号（6 月 11 日発行）に掲載
した中学部３年国語「私の礼儀」についての作
現地校の休みはまだ続いていますが、本校では
７月の夏休み（実質的には６月２６日から８月５ 文を紹介します。
日までの４１日間の休み）が終わり、本日より授
中学部３年 木村 瑶
業が再開されました。この間、実りある体験を積 「礼儀」
アメリカ人は、
日本人の礼儀正しさにしばし
んできてくれたことと思います。作文や日記・紀
ば驚きます。日本人とアメリカ人の礼儀は、ど
行文等での報告・発表等を期待しています。
また、日本へ本帰国された多くの友だちもそれ こが違うのでしょうか？アメリカ人は、礼儀が
ぞれの場所で元気に新しい生活を始めてくれて ないのでしょうか？と考えたことはありませ
んか？私は、あります。でも、そこまで深く考
いると思います。
さらには、本日、多くの友だちが転入してきま えた事はありません。
アメリカ人の礼儀は、男の人はレディーファ
した。新たな出会いを大切にし、互いに良い影響
ーストをする事です。
他にもいっぱいあるけれ
を与えあう間柄を構築してくれることを願いま
ど、ほとんどが日本人の礼儀と同じです。日本
す。
人の礼儀は、目上の人を敬うことだと思いま
す。アメリカ人と日本人の礼儀の違いは、敬う
人だと思います。
後、アメリカ人は礼儀が無いんじゃなくて、
日本人より礼儀が少ないんだと思います。
６月４日に実施された標記検定において、下記
私は、礼儀を親に教えてもらいました。私は
人数が合格しましたのでお知らせします。おめで 礼儀は、必要だと思います。他の人が礼儀が無
とうございます。
さ過ぎて、見てて、
１０級（５名）
、９級（７名）、８級（７名）
「うわーっ」と思う時、やっぱり礼儀は必要だ
７級（６名）
、５級（６名）
、４級（３名）
なと思います。
３級（２名）
最近は、
「子どもが礼儀を知らないのは学校で教えな
いからだ」という保護者が増えているそうで
す。でも礼儀は、学校で教えるものだと思いま
せん。子ども達は、学校に礼儀を学びに行きま
せん。数学や国語、理科、社会などを学びに行
くのです。だから、子どもが礼儀を知らないの
６月１１日に実施された標記検定において、下 は、学校のせいだと思いません。
記人数が合格しましたのでお知らせします。おめ
「礼儀正しい人が成功する」
でとうございます。
中学部３年 和田はな
３級（９名）
、準２級（５名）
、２級（２４名）
将棋界は礼儀に厳しい世界だ。私も何度か怒
られたことがある。対局中の態度が悪いとか、
目上の人には自分からあいさつをしろとか。当
たり前なのかもしれないけど、私にはできなか
った。
元名人で、現在将棋連盟の会長をしている谷
川浩司九段と少しお話をしたことがある。ある
大会の前夜祭であいさつをさせていただいた
昼休みの遊びの様子
のだが、私相手でも背筋をピンと伸ばし、敬語
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で話してくれた。
「自分の方が年齢も将棋も実力
も上なのにこんなにちゃんと接してくれるのか」
と嬉しくなった。
他にもたくさんの棋士の先生とお話させてい
ただいた。みなさん本当に丁寧な話し方をされ
る。厳しい戦いを勝ち抜いてきた人たちだから、
人に対して丁寧になれるんだと思う。
確かに最近の若者は礼儀がなっていないと思
う。だけどそれは周りの人に影響されていること
だから、本人も悪いと思うけど、周りの大人も悪
いと思う。大人はもっと背中を見せるべきだ。若
者に憧れられる人になって欲しい。私もそういう
人になりたい。私の憧れである棋士の先生のよう
に。

「礼儀とは」
中学部３年

マッコゥリー慧莉香

Ｑ．礼儀とはなんでしょうか？なぜ人は礼儀がな
い人を見ると苛立ちを感じてしまうのでしょう
か？
「なぜ人は礼儀がない人を見ると苛立ちを覚え
るのか」この問い自体が、この「礼儀とは何か」
という質問に対しての答えにあたるものだと私
は思います。礼儀とは、相手に不快感を与えない
ために存在する作法なのです。
とはいっても、礼儀とは簡単に学べるような作
法ではありません。学校で習うものではなく、自
分一人でも到底身に付けることはできないでし
ょう。礼儀はおじいちゃん、ひぃおじいちゃん、
そしてそのまたご先祖様から受け継がれてきた
もので、その地域みんなが認めた「お約束」のよ
うなものなのです。長い歴史を積んでいって、周
囲にやっと認められた「お約束」。ですから、場
所によって、国によって、礼儀は異なります。そ
して、みんなで決めたお約束が破られたら、誰も
が怒るのは仕方のないことです。
人間、誰しも一人では生きていける人はいませ
ん。そこで、礼儀とは、人として触れて、知って、
学んでいかなければならないものなのです。
例えば、あなたが近くの飲食店に寄ったとしま
す。そこで、お店の作業員から
「らっしゃっセー。
」
なんて敬意のかけらも見せない言葉で迎えられ
たらどう思うでしょうか。そこでは苛立たない心
の広い方でも、お会計の時に無言のままお釣りな
どを投げつけられるように渡されたり、下を向い
たまま、
「ごちゅーもんおねがいしまーす。
」
だるそうに、
「かぃっけーはっぴゃくななじゅーになっしゃ
ーっす。
」

と控えめに言ってもやる気ゼロの接客をされた
ら流石に心地が良いものではないでしょう。たと
えこれで当事者が不快を感じなかったとしても、
はたから見たら、その作業員は「礼儀を知らない、
礼儀正しくない人」になります。
礼儀とは、社会的交流を深める際に、争いや険
悪感を与えるようなことを防ぐために絞られた
先代達の知恵の結晶なのです。それを知ろうが知
るまいかは、それこそ人の自由ですが、礼儀がな
い人はおそらく周りに嫌われる確率が高まるで
しょう。
人が、礼儀正しくて、人に不快感を与えない相
手を好むことは多数から支持されている意見で
す。私も否定はしません。ですから、礼儀を知る
ことにデメリットはないのです。礼儀を知って失
うものはありませんから。

「正しい礼儀」
中学部３年

吉田妃芳

私が人と話す時にいつも気にかけていること
は、言葉遣いや笑顔だ。また、あいさつは自分か
らするように心がけたり、
「すみません」より「あ
りがとうございます」を言うようにしている。
言葉遣いは、小さな時から両親に、目上の人に
は必ず敬語を使い、公共の場では標準語で話すよ
うに教えられてきた。小さなころはそれがなぜだ
かわからなかったけれど、今思うと、それはとて
も大切なことだと思った。
笑顔は、始めて飛行機に乗った時のＣＡの人た
ちから学んだ。ＣＡの人たちはみんな笑顔で話し
ていてとてもおちついた。私も人にこんな気持ち
をあたえることができたらな、と思い、笑顔で人
と話すことを心がけるようにしてきた。
国や人種に関係なく、礼儀というのはとても大
切なことだと思う。でもたまに日本人は自分をさ
げたり、ネガティブなことが礼儀だと思っている
人がいるが、そうではなきく、相手を尊重し、相
手を安心させたり、良い気持ちにすることが一番
良い礼儀なのではないかと思う。

◆パトロール当番予定表（８月１３日）◆ 《学籍》
これは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
２ 佐藤龍之介
ＡＭ２
３ 飯塚まりの
ＡＭ３
４ 畠中 悠汰
ＡＭ４
５ 田尻 雄彩
ＡＭ５
６ 虫生 大朗
ＡＭ６
７ 永井 智也
ＡＭ７
９ 天野 太一
ＡＭ８
１０ 藤本 航大
ＡＭ９
１１ 島崎 三太
★ＰＭ１（リーダー） 中１ １３ 江見亜香里
ＰＭ２
１４ 久野 愛佳
ＰＭ３
１５ マッコーリー沙羅
ＰＭ４
１６ 鯉沼 大和
ＰＭ５
１８ 新開 優珠
ＰＭ６
２２ 本城 宇響
ＰＭ７
２３ 長崎 杏香
ＰＭ８
２４ 増田 佳蓮
ＰＭ９
２５ 中村 太一
《今後の予定》変更する場合もあります
8/13
8/20
8/27
9/3

個人面談
休校
個人面談、中・高期末考査
個人面談、中・高期末考査
PTA 役員会
9/4 ヒューストン・ダラス
小中高生親善ソフトボール大会
9/10 個人面談、PTA クラス委員会
9/17 茶道教室（６年生）
9/24 前期終業式・後期始業式

保護者カード着用のお願い
保護者の皆様が補習校へ入る場合は、不審者
侵入の抑止力として、保護者カードの着用をお
願いしています。

転出
幼星（高橋直太）、幼星（田口陽和）
幼星（ウー ハナグレース）
小１Ａ（柳沢里咲）
、小１Ｂ（中井 翠）
小１Ｃ（島野 航）
、小２Ｂ（高橋陽太）
小３Ａ（田口樹利）
、小３Ｂ（山﨑悠生）
小３Ｃ（飯田晴人）
、小５Ａ（中井 環）
小５Ｂ（青山荘太）
、小６Ａ（鈴木賢太）
小６Ａ（飯田花乃）
、小６Ｂ（鈴木優太）
小６Ｂ（山﨑乃愛）
、小６Ｂ（溝下七生）
中３（鈴木翔吾）、中３（馬塲仁子）
中３（吉田妃芳）、中３（仲田美羽）
高２（馬塲貴子）、高３（榎本凜太朗）
高３（前田健斗）、高３（吉田弥礼）
転入
幼星（草薙 亮）、幼星（田中謙次郎）
幼星（河村なつ）
小１Ａ（堀口大耀）
、小１Ｂ（芦田知大）
小２Ａ（稲葉 央）
、小２Ａ（伊藤 葵）
小２Ｂ（工藤怜翔）
、小２Ｂ（高市剛多）
小２Ｂ（中村 晶）
、小２Ｃ（小林海斗）
小２Ｃ（田中柊羽）
、小２Ｃ（草田 凜）
小２Ｃ（竹村奈那子）、小３Ａ（城川宗悟）
小３Ｂ（芦田結衣）
、小４Ａ（田中偉月）
小４Ａ（谷口美亜沙）、小５Ａ（丸山陽祐）
小５Ｂ（服部恵大）
、小５Ｂ（高市理子）
小６Ａ（中村 泰）
、小６Ｂ（菊川雄剛）
小６Ｂ（丸山康生）
、小６Ｂ（藤井理彩子）
小６Ｂ（佐々 藍）
中１Ａ（小林拓暉）
、中１Ｂ（谷口駿成）
中１Ｂ（服部 愛）
、中２（大川拓馬）
中３（本多紗良）
、中３（丸山陽菜）
高１（城川和真）
、高１（大川七海）
在籍数（８月６日現在）495 名
幼 40 名、小 343 名、中 76 名、高 36 名
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