平成 28 年度
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2016 年 11 月 12 日

小３・クラレ工場見学
11 月 5 日（土）
、小学部３年生が社会科の授業
としてクラレ・アメリカの工場見学を行いまし
た。
朝 8:30、２台のスク
ールバスに分乗して補
習校を出発し、約１時間
後に工場に到着しまし
た。20 数名の日本人及
び現地社員、また、クラ
レに勤務する親を持つ
児童が盛大に迎えてく
れました。
最初、鈴木社長からご
挨拶を頂くとともに、
ク
ラレの歴史や世界中に
展開する工場及びヒュ
ーストン工場のお話を
伺いました。
その後、５~６名のグ
ループごとに社員の皆
様がついて下さり、工場
で扱っている製品の「ポバール」を利用して、楽
しく興味深い化学実験を行いました。
最初は、ポバールフ
ィルムの性質の一つで
ある「水に溶けやすい」
性質を利用し、20 秒後
に溶けてしまう網（フ
ィルム）を使ってのス
ーパーボールすくいで
す。最初の 20 秒間は
いくらでもすくうこと
ができますが、その後
水に溶けてしまいまし
た。この性質を利用し
た製品には、洗濯機や
食洗機に入れる洗剤や
薬を包む包装シートが
あります。
二つ目は、水を捕ら
えて離さない性質を持
つ「ゲル」を使って芳
香剤を作りました。ゲ
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ルの元になる粒に水を加
え、ふくらんだゲルに
「色」と「におい」の元
を加えました。一人一人
が自分好みの色とにおい
を持つ芳香剤のできあが
りです。
三つ目は、ポバール水
溶液にホウ砂水溶液（か
きょう剤）を加え「スラ
イム（ゲル）」を作りまし
た。これも、自分好みの
色で仕上げました。
実験の後は、工場見学
と製品等の説明を聞きま
した。
工場見学では、実際に
製品に仕上がる工程を見
ました。また、できあがっ
たばかりの製品等にも触れ
させていただきました。
製品等の説明では、実際
にスーパー等で市販されて
いる多くの商品等について
伺いました。食品や台所用
品、洗剤等の包装や自動車
のガソリンタンクにも利用
されていると聞き驚きの声
があがっていました。
児童にとって、実際に稼働している工場を見学
するとともに、そこで働く人々の様子を目にする
など、教室や教科書からでは得られない貴重な体
験の場となりました。
お忙しい中、見学を受け入れてくださいました
クラレの皆様に厚く感謝申し上げます。

中学部２・３年生

水ロケット発射実験
11 月 5 日
（土）
、補習校運
動場にて、中学
部２・３年生に
よる水ロケット
発射実験を行い
ました。
理科の授業の
一環として、
JAXA の支援を
受け、設計図作
りからロケット
製作、発射実験、
まとめに至るま
で２年生と３年
生が役割分担を
し課題解決にあ
たることをねらいの一つとして行いました。
当日は、小学部
や高等部の児童・
生徒も発射実験を
見学するなど大勢
が見守る中、それ
ぞれの班で作成し
た水ロケットを打
ち上げました。予
想通りの軌道と飛
距離を得ることの
できた班、また、
予想とは少し違う
軌道・飛距離とな
ってしまった班も
ありましたが、そ
れぞれがすばらし
い体験を積むことができたと思います。

駿台国際教育センター

帰国生大学進学講演会
日 時：11 月 14 日（月）17：30～19：30
場 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。

幼稚部入園・小学部入学説明会
下記の日程で、平成 29（2017）年度幼稚部
入園・小学部入学説明会を開催いたします。
参加については、本校ホームページの指定
サイトから申し込んでください。
詳細については本校ホームページでご確認
ください。

幼稚部入園説明会
平成 28（2016）年 12 月 3 日 9:15～10:00

小学部入学説明会
平成 28（2016）年 12 月 3 日 14:00～14:45

会場：補習校借用校舎
（教室は当日指定します）
《今後の予定》変更する場合もあります
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）
12/17 PTA 役員会
12/24~ 冬休み
1/7
中学部・高等部入学説明会
PTA クラス委員会

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。

◆パトロール当番予定表（11 月 19 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 ４５ 小島ジェシー
ＡＭ２
５４ 米川菜々花
ＡＭ３
５５ 吉川 奈桜
ＡＭ４
５６ 大澤 暢也
ＡＭ５
５７ 中村
晶
ＡＭ６
５８ 小林 海斗
ＡＭ７
５９ 田中 柊羽
ＡＭ８
６０ 草田
凛
ＡＭ９
６１ 竹村奈那子
★ＰＭ１（リーダー） 小２ ６２ 山田 唯愛
ＰＭ２
小３
１ 城川 宗悟
ＰＭ３
２ 鍵谷安芽莉
ＰＭ４
３ 大堀
晃
ＰＭ５
４ 天野 達也
ＰＭ６
５ 田村 陽亮
ＰＭ７
６ メイベリー魁
ＰＭ８
７ 山﨑 港太
ＰＭ９
８ ロドリゲス美那
《学籍》
在籍数（１１月１２現在）499 名
幼 42 名、小 350 名、中 75 名、高 32 名
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