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運動会リレー練習の様子
９月２４日、第 1 回目の運動会リレーの練習を
行いました。あいにくに雨模様のため、練習場所
を校舎内に変更して行いました。
低学年はバトンの受け渡しの手の向きと位置
を確認しました。高学年は走りながらのバトンの
受け渡しについて練習しました。
全３回の練習ではありますが、どのような走り
とバトンパスを見せてくれるのか楽しみです。
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運営委員長就任にあたり
増田

徹

６ 月より前増田裕一

委員長の後任として補
習校運営のお手伝いを
させて戴くこととなり
ました増田徹と申しま
す。
着任後まだ1年あまりですが、ヒュースト
ンには以前、2000年～2003年頃にも駐在し
ており、今回が２度目の駐在です。
勝手知ったるヒューストンと言いたいと
ころですが、街は、全く変わっていない部
分もある一方で、大きく変貌し面影をとど
めていない部分も多く、時の移ろいを感じ
ている今日この頃です。
私の子供も、前回駐在時は幼稚園児とし
て補習校では随分お世話になりましたが、
その補習校も今や生徒数が500名を超え、昔
と比べると格段に規模が大きくなってきて
おり、これに伴い、その運営上の課題も、
増加・複雑化してきていると思われます。
このような中、商工会加盟企業の中から
最優秀賞 得能 銀河（１年Ｃ組）
派遣された９名のボランティア委員で構成
されている運営委員会では、各委員がそれ
ぞれの分担業務を持ちながら、今後も引き
続き縁の下よりしっかりと補習校の運営を
支えて参りたいと思っておりますが、補習
校において、生徒が安全かつ円滑に教育を
受ける為には、校長先生を初めとした教職
員の皆様・保護者の皆様・運営委員会が、
密接に連携・協力しながら運営していくこ
とが大前提でありますので、あらためまし
て、この場をお借りして、保護者の皆様の
ご理解・ご協力を頂きたく、何卒よろしく
※ 最優秀賞、優秀賞の３名の作品は、運動会 お願い申し上げます。

運動会ポスターコンクール

プログラムに掲載します。

運動会ポスターコンクール入賞者名

最優秀賞 （小１・C）得能銀河
優 秀 賞 （小４・A）仙石快斗
優 秀 賞 （小４・C）橋爪凜子
入 賞（幼・星）二井耀史

優秀賞

仙石快斗（４年 A 組）

優秀賞

橋爪凜子（４年 C 組）

ショー マーカス
（幼・宙）山崎 凱、山﨑友香子
（小１・A）有田 絆、佐藤琉実
（小１・B）仙石修悟、狩野雫奈
（小１・C）内田乙都葉
（小１・D）曽根崎翔大
ドーキンス アスィリア
（小２・A）鈴木崇右、高島綾乃
（小２・B）大塚悠真、中村晶
（小２・C）田中智貴、中村光太郎
（小３・A）安藤愛実、佐藤紡実
（小３・B）竹下奈菜、森 彩花
（小３・C）ウィーラシンハ テーヌカ
鍵谷安芽莉
（小３・D）田中聖夏、二井春香
（小４・A）谷口美亜沙
（小４・B）鈴木美結、村瀬翠咲
（小４・C）謝 愛納
（小５・A）丸山陽祐、浦山美嘉
（小５・B）青木ひなり、大木香那
（小６・A）中村 泰、田中彩乃

お世話になりました

前期終業式、後期始業式
(発表者スピーチ)
（幼稚部星）

浅野 優斗

９月２４日、PTA ボランティアによるハチマキ確
認作業を行っていただき

ぼくは、幼稚園で初めてなわ
とびをしました。最初は上手に
飛べなかったけど、夏休みに毎
日練習をして、できるようにな
りました。練習をすればできるようになるので、な
わとびも、ひらがなも、いっぱい練習してもっと上
手になりたいです。

（小学部１Ｃ）青木 美央

私は 1 年生になってから、 《今後の予定》変更する場合もあります
カタカナやマス計算のお勉強
10/8 運動会リレー練習（選手：放課後）
をがんばりました。新しいお
東京都立国際高等学校国際バカロレアコ
友だちもできました。
ース説明会
これからは、かんじもがんばって、もっとたくさ
10/14 運動会前日準備
んの本んを読めるようになりたいです。
10/15 運動会（雨天の場合は中止）
そして、お友だちをもっとつくりたいです。

（中学部１Ｂ）中村 太一
前期の反省と後期の抱負
４月に新学年に進級し、早
くも前期課程が終わろうとし
ています。ぼくは中学部入学
時に補習校と現地校を両立させるという目標をた
てました。
今のところ現地校は始まったばかりなので、どち
らも頑張れていますが、無駄な時間を過ごすことが
多かったと反省しています。
これから後期にかけて大きな行事やテストがあ
るので休む時間を少し減らし、勉強に早めに取りか
かれるよう気をつけたいと思います。そのためには
自分のスケジュールを自分自身で管理できるよう
になりたいと考えています。

（高等部１年）竹原 佳威
みんなさん、こんにちは！
高等部 1 年の竹原佳威です。
補習校の前期も今日で終了
となりますが、毎週の学校生
活は順調にいっているでしょうか。
夏休みもあっという間に終わり、また忙しい日々
が始まりました。
補習校としてはここが折り返し地点です。自分の
前期の反省点としてはテストの点が伸びなかった
ということがあるので、後期は是非自分の思い通り
の点が取れるように勉強をする努力をしたいと思
っています。
皆さんも身近なところに目標をたて、実行に移せ
るようにしてみましょう。

10/22
10/27
10/29
11/5
11/12

PTA クラス委員会
河合塾「秋の帰国生入試講演会」
幼稚部遠足
小学部３年社会科見学（クラレ）
中学部１年ヒューストン美術館見学

◆パトロール当番予定表（１０月８日）◆
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）
幼 ３７ 中村 陽菜
ＡＭ２
３８ 藤原 真由
ＡＭ３
３９ 前田 絢菜
ＡＭ４
４０ 山﨑友香子
ＡＭ５
小１
１ 高橋 朋花
ＡＭ６
２ 浅井
泰
ＡＭ７
３ 天草 斗誠
ＡＭ８
４ 上野 大雅
ＡＭ９
６ 片岡 架維
★ＰＭ１（リーダー） 小１
７ 齊木 サムエル
ＰＭ２
８ 堀口 太耀
ＰＭ３
９ 竹原 怜威
ＰＭ４
１０ 中島 孝太朗
ＰＭ５
１１ 得能 銀河
ＰＭ６
１２ 豊田 莉士
ＰＭ７
１３ 野宮
慶
ＰＭ８
１４ 深谷
晃
ＰＭ９
１５ ブネル 大飛

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。
《学籍》
転入
小３Ｄ（水野隆太）
、中２（前田 樹）
転出
小３Ｄ（メイベリー魁）
、小３Ｄ（西谷美音）
小４Ｂ（永井小晴）
、小５Ａ（大堀喜一郎）
小５Ａ（西谷悠希）
、中１Ａ（永井智也）
中１Ｂ（メイソン善也）
、中３（永井 敦）
高２（原慶洋郎）
在籍数（１０月１日現在）498 名
幼 40 名、小 349 名、中 76 名、高 33 名
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