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運動会の作文から

騎馬戦の作戦
10 月 29 日、ベアクリークパークへの遠足を行
中１Ａ 高橋沙矢香
いました。天候に恵まれ、さわやかな秋空のもと、
「不意に後ろからすっと長い手が伸びてきて、
園児・保護者・教師が一緒になり、ゲームや遊び
帽子を取って行った。気がついたら、一回戦は終
等で思う存分活動しました。
了していた。その時私は考えた。もし私が戦国時
代の騎兵なら、私の首はさっき飛んだのか……。
」
気になったので、後で調べてみると、そのころ
馬上で敵の首を斬ることは案外難しかったらし
いのです。
そもそも、戦国時代の部隊は、騎兵と歩兵から
成っていました。騎馬は安定感が少なく、馬の上
で目の前にいる敵と刀で戦うことはできません
でした。そのため、下で身軽な歩兵がとどめをさ
していたと言います。つまり、騎兵のそばには常
に歩兵がいて、敵の騎兵が落ちたところで歩兵が
首を取っていたと考えられます。さらに、必要な
のは敵武将の首であり、周りの人はただ殺されて
いたそうです。
「二回戦が始まった。今度は＜帽子を取らなく
てもいいから生き残る＞という作戦を立てた。後
下記の日程で、平成 29（2017）年度幼稚部
ろを気にしながら逃げ回っていたら、終了しても
入園・小学部入学説明会を開催いたします。
帽子は頭の上にあった。なんと生き残ったのだ。
参加については、本校ホームページの指定
作戦のおかげだと心から思った。」
サイトから申し込んでください。
そこで、もっと良い作戦を調べてみることにし
詳細については本校ホームページでご確認
ました。
ください。
まず大切なことは、騎馬の組み方なのだそうで
幼稚部入園説明会
す。ここでは、二種類の騎馬を組まなければいけ
平成 28（2016）年 12 月 3 日 9:15～10:00
ません。一つ目は「オトリ役」といって、足の速
小学部入学説明会
い身軽なメンバーで組みます。もう一つは「帽子
を取る役」なので、背の高いメンバーで組みます。
平成 28（2016）年 12 月 3 日 14:00～14:45
作戦は、開始とともに、どちらの騎馬も後ろから
会場：補習校借用校舎
攻められないように外側に回ります。次に、オト
（教室は当日指定します）
リ役が敵の騎馬をかたまりから引き離します。そ
して、オトリ役が戦うフリをしている間に、もう
一つの役の騎馬が背後から帽子を奪います。こう
して二対一の場面を作ることがコツです。
騎馬戦では生き残れたことが嬉しくて、ここに
作戦を書いてしまいましたが、今年限りで最後か
もしれないということが残念です。来年も、騎馬
戦のように迫力があり、小学生があこがれるよう
な競技ができることを期待しています。

幼稚部入園・小学部入学説明会

中学部水ロケット発射実験
（ロケット制作の様子）

「ありがとう」って言ってくれてありがとう 暑さも疲れも忘れた。ありがとう、その一言がど
れだけ私の心を掴んだことか。その時、退場の笛
中１Ｂ 岩田 莉奈
六年生まで精一杯楽しんだ運動会。これからは
もう主役でなくなるのだと考えたら少し悲しか
った。喉がカラカラにになるまで声を張り上げて
応援したこと、クラスメイトと共有した喜びも悔
しさも、今では最高の思い出だ。そんなことがも
うなくなってしまうのだと思うと、寂しかった。
１０月１５日、私はそんな思いを抱え、朝一で
係りの仕事に取り掛かった。もうすっかり顔を出
していた太陽を全身に感じ、汗をかきかき、てき
ぱきと用具をあちらこちらへと動かした。休む余
裕もなく、出番がない時には水分補給をし、タオ
ルをぬらし、次の出番はいつかと、まじまじとプ
ログラムを読みながら構えていた。
雲一つない、真っ青な空が広がっていた。応援
はあいまいに、真顔ではしごが分解されないよう
に、必死になって押さえていた。今まであっとい
う間に終わっていた運動会が、今年はいつまでも
続くようだった。
用具の出し入れがようやくスムーズになり、や
っと午前の部の最後の競技が始まろうとしてい
た。親子が協力して玉を入れる「親子玉入れ」だ。
わくわくした二年生が、一斉に親の手を引いてか
ごを囲んだ。その時、「誰かここのアリの巣を見
といて！誰も噛まれないように注意をお願い！」
始まりの笛が鳴る直前、担当の先生が大声を上げ
た。不運なことに、グラウンドのど真ん中にファ
イヤーアントの大きな巣があったのだ。たまたま
そこに居た私は、アリの巣の見張り番をすること
になった。
赤い玉がそこらじゅうを飛び回り、盛大な歓声
が上がる中、私は誰も巣を踏まないように、頻ぱ
んに子どもたちに注意をした。玉を拾おうと後ず
さりする子どもを止め、巣を目がけて飛んでくる
玉を跳ね返した。子ども達には、私が相当な変わ
り者に見えたことだろう。きょろきょろと周りを
見渡し、子どもが近くに来るたびに慌ただしく声
をかけた。
無事に玉入れが終わり、玉数を数える時だっ
た。私の隣にしゃがんでいた少女が、首をかしげ
て尋ねてきた。
「何してたの？」
私は照れくさそうに、
「アリの巣があったから、誰も噛まれないように
見ていたんだよ。
」
と答えた。やはり、不思議がられていたようだ。
その少女からの返事があるとは思わずに、私は玉
入れのかごを見つめた。すると、
「お姉ちゃん、ありがとう！」
おどろいて振り向くと、さっきの少女が私を見上
げ、満面の笑顔を浮かべていた。私は一瞬にして

が鳴り、その少女はお父さんの手を握りながらス
キップして行ってしまった。いつの間にか、私は
一人立ち止まったまま、その少女の後ろ姿を見て
微笑んでいた。
それからは、私はこれまで以上に張り切った。
それまで、一切応援していなかった私は、用具を
引っ張り出しながら、「白頑張れ！」と声を張り
上げた。
「ありがとう」と言ってくれた彼女に、私は心
から伝えたい。「こちらこそ、ありがとうと言っ
てくれてありがとう」と。私が小学生の時に気づ
くことのできなかった中高生の活躍ぶりに、彼女
はすでに感謝をしてくれていた。彼女が言ってく
れた「ありがとう」は、私に頑張ろうという気持
ちをくれた。全力で楽しませてあげたい。最高の
運動会にしてあげたい。あの悔し涙や勝った喜
び、クラスの絆を、私がかつて体験したように、
小さな子ども達にも体験してほしい。心から、私
はそう感じた。自分が小学生の時も、裏で支えて
くれていた中高生が居たのだと思うと、感謝の気
持ちが溢れる。来年も再来年も、その次の年も、
私は先輩への感謝を込めて、最高の運動会を、楽
しい思い出を、幼稚園児・小学生たちに届けたい。

◆パトロール当番予定表（11 月 12 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） 小２ ３１ 柳本 悠歌
ＡＭ２
３２ 小島 ノア
ＡＭ３
３４ 三谷 克実
ＡＭ４
３５ 魚谷洸太朗
ＡＭ５
３６ 清家
悠
ＡＭ６
３７ 深澤
晶
ＡＭ７
３８ 鈴木 崇石
ＡＭ８
３９ 小岩 美里
ＡＭ９
４０ 齊藤 瑞希
★ＰＭ１（リーダー） 小２ ４１ 高島 綾乃
ＰＭ２
４２ 田口 寛倫
ＰＭ３
４４ 岡崎 凛子
ＰＭ４
４６ 友田
開
ＰＭ５
４８ 大塚 悠真
ＰＭ６
４９ 柳谷 龍亮
ＰＭ７
５１ 小柳 迅誠
ＰＭ８
５２ 小川 真和
ＰＭ９
５３ 東條 夏樹

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。

駿台国際教育センター

帰国生大学進学講演会
日
場

時：11 月 14 日（月）17：30～19：30
所：三水会センター会議室
（座席には限りがあります。
）
内 容：講演「帰国生大学入試の動向と展望」
（1）帰国生入試とは
（2）帰国生入試の心構え
（3）2016 年度入試総括及び 2017 年度入
試の動向
他
申込み：必要なし（当日、直接会場へ）
※ 座席には限りがあります。
《今後の予定》変更する場合もあります
11/12 中学部１年ヒューストン美術館見学
中学部３年国語科講演会
11/14 駿台「帰国生大学進学講演会」（三水会）
11/19 通常日課
11/26 休校
12/3 中・高等部中間考査①
幼稚部入園・小学部入学説明会
小３年クラレ工場見学お礼の会
12/10 中・高等部中間考査②
お楽しみ音楽会（幼・小１・小２）

《学籍》
転出
小６B（竹澤ミシェール）
、中２（鳥飼遥奈）
高２（マッコウリー拳斗）
転入
幼星（萩原佐智絵）
、幼星（佐藤笑那）
小１B（岩崎良太郎）
在籍数（１１月５日現在）499 名
幼 42 名、小 350 名、中 75 名、高 32 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）
Tel.Fax: 713-973-0659（職員室 土のみ）
E-mail: jlssh@jeihouston.org Home Page: www.jeihouston.org
（文責）校長 立野誠之

