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ヒューストン日本語補習校

ヒューストン美術館

中学部２年・３年

写真修復ラボラトリー見学

蔡倫展に向けて

11 月 12 日（土）、中学
部１年生が、ヒュースト
ン美術館写真修復ラボラ
トリー見学を行いまし
た。当美術館のコンサヴ
ァターとして写真保存修
復を精力的に行っている小関俊旭先生の好意に
より実現できたものです。
美術館の果たす役割には、収集・展示・研究・
教育・保存等がありますが、小関先生の所属する
保存修復部では作品の長期保存活動・修復・保存
科学研究等を行っています。
オリエンテーショ
ンの後、職場であるラ
ボに案内していただ
き、実際に修復等に使
用している道具や材
料、電子機器等を見せ
ていただき説明を受
けました。さらに、古
い写真の印刷の状態
を見極め、写真を修復
する作業を実演して
いただきました。生徒
達は小関先生の一言
一言を真剣に聞き取
り、多くの質問等を行いました。
見学を通して、文化財の保存修復という仕事に
関わる人たちの思いや、その高度な技術等につい
て生徒達の心に響くものがあったと思います。
このような機会を与えていただいた小関先生
及び美術館関係者の皆様に深く感謝申し上げま
す。

中学部２年・３年では、蔡倫展に向けて応募作
品を仕上げました。それぞれ課題に対して真剣な
面持ちで取り組んでいました。日本文化の一つで
ある習字（書道）への関心を深めるとともに、美
しい字の持つ芸術性も味わってくれたことと思
います。

お知らせ
補習校への出入りについて

保護者の皆様には、補習校への不審者侵
入への抑止力として、毎週順番にパトロー
ルをお願いしております。ありがとうござ
います。
さて、８月に職員室を移動したことによ
り、補習校関者の出入りはＡウィングのみ
となりました。
つきましては、１２月より通常の送迎時
間以外（9：15～14：25）の入口は、Ａウィ
ング北側の職員室側のみとします。ドアの
近くにパトロールの方がおられますので、
お声かけください。保護者カードの着用を
お願いします。
（出口はＡウィング北側の２
カ所となります。）

（落語へのおさそい）

古今亭菊志ん師匠
ヒューストン公演
日時：12 月 12 日（月）
6：00 受付 6：30 開演
場所：Fort Bend Music Center
（YAMAHA の看板が目印です）
3133 Southwest Freeway,
Houston TX 77098
(Baffalo Speedway と 59 の
交差点の近く)
中学生以下無料
申し込み：jagh.mail@gmail.com
もしくは 713-818-2326

主催：ヒューストン日本会
◆パトロール当番予定表（12 月 3 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１ １６ ベネット 強志
ＡＭ２
１７ 青木 美央
ＡＭ３
１８ 吉川
開
ＡＭ４
２０ ルース ニコラス
ＡＭ５
２１ 有田
絆
ＡＭ６
２２ 池上 真椰
ＡＭ７
２３ イバラ 梨香
ＡＭ８
２５ 内田乙都葉
ＡＭ９
２６ オドネル フイオナ
★ＰＭ１（リーダー）
２７ 加藤奈々穂
ＰＭ２
２８ 金澤 真弥
ＰＭ３
２９ 吉川 真央
ＰＭ４
３０ 仙石 修悟
ＰＭ５
３１ 椹木
菫
ＰＭ６
３２ サング ステラ
ＰＭ７
３４ ディング 喜心
ＰＭ８
３５ 芦田 知大
ＰＭ９
３６ 量
万桜

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。

《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、幼稚部公園遊び
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

補習校事務局閉館のお知らせ
11 月 24 日（木）～28 日（月）は、三水会
センターのサンクスギビングホリデー休館に
伴い、補習校事務局も閉館いたします。

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）
《学籍》
転出
小３B（大塚大和）、小５A（大塚 誠）
転入
小５A（檜森祐花）、小５A（檜森郁哉）
在籍数（１１月１９日現在）499 名
幼 40 名、小 350 名、中 76 名、高 33 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

