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ヒューストン日本語補習校教育方針等
１

教育目標

「日本語のできる子どもに国語力、算数・数学
の基礎的知識を身につけさせ、より一層国際
的感性を高める」

２

めざす子ども像

・ことばを大切にし、豊かな日本語表現ができ
る子ども
・お互いの個性や文化を尊重し、国際社会に積
極的に生きる子ども
・自ら進んで学び、健やかに未来を展望する子
ども
・生命人権を尊重し、思いやりのある子ども
・豊かな社会性や人間性を持ち、責任を持って
行動する子ども

３

ヒューストン日本語補習校
５

基本方針

－教育実践基本方針－
自ら学び、自ら考える教育実践を基調とし、
学び方の習得や課題解決などの能力の育成 を
重視する。
そのためには、子どもや学校、地域社会の実
態をふまえた特色ある教育課程を編成し、基礎
・基本の確実な定着を図り、指導方法の工夫・
改善・開発に努め、分かり易く魅力あ る授業
を行うことができる授業力の向上に努める。
また、子どもとの温かなふれあいを通じて日
常的に相談しやすい雰囲気をつくるとともに、
保護者との連携を大切にし、子どもが発する心
のサインを見逃さず、早期発見、早期対応に努
めることによって、篤い信頼関係を樹立する。

－学校運営基本方針－

めざす学校像

「学ばせたい学校 学びたい学校 学んでよ
かった学校」
・安心して学べる学校
・学びの喜びを得られる＝成長の実感を得られ
る学校

４

第 ２号

１

ねらいと課題を明確にした教育活動を展開
する
～教育目標具現化のため、多様なニーズの把
握に努め、ねらいと方針を明確にし、適宜
評価を行いながら、授業を中心とした教育
活動の充実を図っていく

基本理念

○「教育とは認めることである」
子どもたちのよさや可能性、頑張りや成長を
まざまな角度から見る力と態度
→安心感、信頼感→自己肯定感、他者への寛
容的態度（肯定的認容）→自己実現の意欲の
向上、社会構成力の向上 「生きる力」
○「一人一人が大事にされる学校」
人格の尊重…子どもに対しても、大人に対し
ても
人間尊重を自他に…人として誇りを失わな
い教師、児童生徒
○「教師は一生をかけて教師となる」
成長する教師、信頼される教師…学びの姿勢
・ふだんの授業づくりから、見直しから
・子どもから 他の教師から 保護者から
・研修会から 本から

２

成果と課題を共有し、全職員の創意と熱意
を集めて学校課題解決にあたる
～一人一人が課題意識を持ち、組織として課
題解決に迫る実践に励む
～教職員相互の実践の共有を図り、研修を深
める→校内コミュニケーションの活性化
（報告、連絡、相談）

３

安心・安全で開かれた学校づくりを推進す
る
～危機管理に関しての日常的点検・整備、連
絡体制の確立
～学校と家庭・地域との教育力の融合
～ふれ合いを基調として児童生徒理解を進め
共感的人間関係の集団育成に努める

平成 28 年度
入学式
（新入生の言葉）
中１年 中村 太一
皆さん、今日は僕たち新中学 1 年生・高校 1 年
生の入学式に来ていただき、本当にありがとうご
ざいます。今日という一日は僕たちにとって新し
いスタートとなる大切な一日です。
思い返せば、僕は小学校に入学し、2 年生の時
ヒューストンにやってきました。当初は英語が全
くできない上に、補習校の宿題があるので大変で
したが、父や母の助けがあり補習校小学校を卒業
することができました。つらいことや悲しいこと
もありました。家族や友人にめぐまれ、乗り切る
ことができたのです。
中学部に進学したら、僕が思うことは今までと
もに歩んできてくれた両親のもとを少し離れ、自
分の足で歩いていけるようになりたいです。それ
は、簡単なことではありません。これからじっく
り時間を費やし、ここにいる友人と共に悩み喜び
成長していければ、僕にとって、とても大切な 3
年間になると思います。ここでの経験は、この先
僕を大いに支え、助けて
くれるでしょう。今日の
この日を忘れることなく
中学校生活 3 年間を頑張
っていこうと思います。
お父さん、お母さん、生
徒の皆さん、来賓の方々、
先生方よろしくお願いい
たします。
中１年 岩田 莉奈
道端のブルーボンネットが、今日のこの良き日
を祝福するように揺れる中、今日から中学生とし
て私は補習校のドアをくぐりました。
新入生の代表として、校長先生を始めとする諸
先生方、ご来賓の方々、PTA の皆さま、並びに保
護者の方々に、このような立派な入学式を執り行
って頂けることに御礼申し上げます。小学生の頃
から憧れ続けてきた中学部へ仲間入りすることが
でき、私は今後の学校生活への期待と喜びで胸が
いっぱいです。その一方で、中学では勉強も難し
くなり、宿題も増え、現地校との両立が今まで以
上に大変になるで
しょう。まだ記憶
に新しい金星探査
機のあかつきも、
一度は軌道に入る
ことができずに失
敗とみなされまし
た。しかし、その
後のチームメンバ

ーの粘り強い努力のもと、見事に昨年の１２月に、
金星の軌道に入ることができ、大成功を収めまし
た。私達も、これから様々な困難にぶつかること
があると思いますが、あかつきのチームメンバー
のように、諦めずに努力を重ね、同じ困難を乗り
越えた先輩方をお手本に、級友と励ましあいなが
ら、有意義な中学部生活を送りたいと思います。
最後になりましたが、私達はヒューストン補習校
の生徒として自覚と誇りを持ち、日本とアメリカ
の架け橋となれるよう、両国の文化を学び、周り
の人たちに思いやりを持って接することを念頭に
置いて学校生活を送ることを誓い、入学の言葉と
いたします。

（歓迎の言葉）
中２年 甲斐 水葵
中学 1 年生の皆さ
ん、ご入学おめでとう
ございます。４月に入
り、ヒューストンの春
の日差しは、まぶしく
うららかになりまし
た。私は去年のこの
頃、不安と緊張と、少
しの期待を胸に掲げ、中学部に入学しました。
勉強はついていけるんだろうか、友達とはうま
くやっていけるんだろうか、そんな悩みで頭は一
杯でした。中１は心も身体も変わっていく時期で、
心のモヤモヤは絶えないと思います。でも私はこ
の１年で新たに発見したことがあります。それは
楽しいと思って毎日を過ごすことです。世界は一
人一人を中心に回っています。自分の視点から見
た世界は、心がけ次第で自分の色に染めることが
できます。視界を明るい色でいっぱいにして、180
度回転したら、物事は変わって見えます。悲しい
と思ったら世界は灰色になります。でも反対に、
今の生活に感謝の心を持って幸せだと思えたあ
ら、本当に幸せになれるのだと、私は思います。
そして、物事には何でも積極的に挑戦してくだ
さい。周りにはチャンスが転がっています。何も
しないと、何も始まらないのです。好きなことを
見つけて、幸せだと思えば無敵です。中学校に上
がるにつれて現地校と補習校の両立が厳しくなり
ますが、それを根気強くねばったら、努力は自分
の 血とな り肉と な
り、成功へと繋いで
く れると 私は信 じ
て、毎日努力してい
ます。中学１年生の
皆 さんの 新しい ス
タ ートを 応援し て
います。

新任教職員紹介
校長 立野誠之
前任の山崎弘光校長の後任として着任しました
立野誠之（たちののぶゆき）と申します。京都府
の出身で、これまで京都府内の小学校や特別支援
学校で勤務し、最後は（３月３１日まで）京都府
宇治市教育委員会に勤務していました。また、イ
ンドネシアのジャカルタ日本人学校、中国の香港
日本人学校でも、それぞれ３年間勤務した経験が
あります。
この度、縁あって、このヒューストン日本語補
習校にお世話になることになりました。このヒュ
ーストンの地で、皆さんと出会えたことは「奇跡
の出会い」
「一期一会」であると思っています。こ
の出会いを大切にし、園児・児童・生徒の皆さん
が勉強しやすいように、勉強が好きになるように、
一生懸命取り組みます。どうぞよろしくお願いし
ます。
幼稚部宙組担任 金子陽子
幼稚園部宙組を担任させていただくことになり
ました、金子陽子です。こちらの補習校には、我
が家の子供達もお世話になっております。お母さ
ん先生として、子供達の気持ち、保護者の気持ち、
学校側の気持ちをうまく混ぜ合わせて、毎週土曜
日の補習校が待ち遠しくなるようなクラス作りが
出来るように努力したいと思っています。どうぞ
よろしくお願いいたします。
幼稚部副担任 小野香
本年度より幼稚部副担任として採用となりまし
た。皆様どうぞよろしくお願いいたします。補習
校に通われるご家族の８割はいずれ帰国予定との
ことで子供達は日本語のみならず日本の文化、習
慣も身につけることが大切であると承知しており
ます。私自身は在米 10 年目を迎えておりますが日
本の習慣を忘れないように常日頃より意識してき
ましたのでそれを子供達にも伝えることが出来れ
ば、と考えております。
２年Ｃ組担任 グレイ真由子
初めて小学生の担任を務めます。私が小学生だ
った時に、大好きで、今でも感謝する先生が２年
生の担任でした。今大人になって思い返すと、そ
の先生の影響が今になっても続いていると思いま
す。生徒個人の違いを受け入れ尊重し個性を育み
つつ、人生に向かう為に大切な知識、勇気、また
けじめなどを教えてあげたいと願います。宜しく
お願い致します。

３年Ｄ組担任 ブレナン朱美
小学部 3 年 D 組担任として、本年度よりヒュー
ストン補習校に加わりました。新しく学ぶことば
かりの毎日ですが、お子様たちと共に、自分自身
も教師として大きく成長できる一年になることを
確信いたしております。皆様のご期待にそえるよ
う尽力いたす所存でございますので、何卒ご鞭撻
をいただけますよう、よろしくお願いいたします。
４年Ａ組担任

片岡久美子

先生として今日が４回目の授業となりました。も
うすっかり 4 年 A 組の子供達と過ごす時間を楽しめ
るようになりましたが、
「土曜日は先生」という事実
には今だに緊張させられています。
好奇心を湛えたキラキラした目線にどう応えてあ
げられるか---。いつも自分に問いかけながら、一日、
一日を大切に過ごしていきたいと思っています。

授業補助・算数専科 中田弓子
小学部２年（前期）補助・
（後期）算数専科を担
当することになりました中田です。
昨年度までは保護者として補習校にお世話にな
っておりましたが、今年度より教員として子供達
のサポートをする立場となりました。子供達は現
地校と補習校の両立で大変かと思いますが、週１
回の補習校で楽しく日本語を学べるようにお手伝
いをしていきたいと思っておりますので、よろし
くお願いいたします。
算数専科 佐々谷一恵
４月から小学部５年生の算数専科を担当するこ
とになりました佐々谷（ささたに）です。以前は、
中学生と高校生を日本国内の塾で６年間指導して
いましたが、小学部の担当は初めてです。みなさ
んに元気をもらいながら、先生として成長をして
いきたいと思っています。どうぞよろしくお願い
致します。
事務 福田美草子
この度、事務局に補佐として入らせて頂くこと
になりました。大学卒業時に、教員免許は辛うじ
て取得したものの、企業にて就職致しました。今
回、学校という場で改めて就業の機会を頂き、嬉
しく思います。親戚には教員が多く、家庭でも教
材研究や採点などに取り組む母の姿を見て育ちま
した。そうした経験から、今後は先生方の後方支
援に尽力し、健全な学校作りに少しでも貢献でき
たらと思います。宜しくお願い致します。

お知らせ

◆パトロール当番予定表（４月３０日）◆

避難訓練について
日時：４月３０日６校時（14:00～14:30 頃）
設定：不審者侵入
対象：全校園児・児童・生徒、教職員、パトロ
ール、スクールポリス 等
保護者留意点
・避難訓練中は教室から入退出ができませ
ん。廊下にいる方々は近くのクラスに避難
してください。
・この時間帯の登下校は時間を繰り上げ下げ
するなどして、訓練に重ならないようにし
てください。
・パトロール当番の方は、担任の要請に従っ
て扉の開閉等のお手伝いをお願いします。

中学部中間考査の日程変更
5/21・5/28

→

5/28・6/4

に変更

2016 年度パトロール連絡係
学 年
幼稚園部
小１
小２
小３
小４
小５
小６
中１
中２
中３
高等部

連絡リーダー名
高橋佐知子
ヤンシー夕梨花
我妻 千史
伊藤 陽子
伊藤香奈子
酒井 陽子
向井こずえ
虫生
玲
樽谷明日香
マッコゥリー晴美
種井 陽子

《今後の予定》
4/30

避難訓練、第１回 PTA クラス委員会
PTA 総会
5/7 学習参観・学級懇談会
（小 4・5・6 年）（中学部 1・3 年）
5/14 学習参観・学級懇談会
（小学部 2・3 年）
（中学部 2 年）
（高等部）
5/21 学習参観・学級懇談会
（幼稚部）
（小学部 1 年）
5/28 中高中間考査
6/4 中高中間考査、第 1 回漢字検定
第２回 PTA クラス委員会

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 ２７ 田中 大成
ＡＭ２
３１ 大場正太郎
ＡＭ３
３２ 島
佑樹
ＡＭ４
３３ 伊藤 歌恋
ＡＭ５
３４ 花田 勇人
ＡＭ６
３６ 藍谷悠一郎
ＡＭ７
３８ 北村 捷大
ＡＭ８
３９ 佐藤 紡実
ＡＭ９
４０ 高田理紗子
★ＰＭ１（リーダー） 小２ ４２ 安藤 愛実
ＰＭ２
４４ 鹿島 篤也
ＰＭ３
４５ 西川 智也
ＰＭ４
４６ 竹下 奈菜
ＰＭ５
５０ 大滝 遼真
ＰＭ６
５１ 千田 媛乃
ＰＭ７
５３ 中野 悠佑
ＰＭ８
５５ 藤原 華子
ＰＭ９
５６ 森
彩花
《学籍》
転入
小３A（中野裕美子）
中１B（新美陸人）
高１ （財津吉輝）
在籍数（４月２３日現在）497 名
幼 40 名、小 337 名、中 79 名、高 41 名
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