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奮闘努力した漢検の結果が届きました

１ヶ月余 の夏休 みを終え、いよいよ前期後半の学習
が再開されました 。皆さんにとっては実り多い夏休み
になったと 思っています 。一時帰国された家族や国内
旅行に出 かけた家族、どこにも行かないでじっくりと
自宅で読書 や勉学 に励んだ人等々、過ごし方は色々だ
ったと思 います。夏休みの自由な時間に対し、目的を
持ち、計画的に 過ごすことが自主自立の大切なところ
でした。 素晴らしい 経験をして、一歩も二歩も成長し
たわが子の様子を目にすることができた事と思います 。
ところで 、まだ 一時帰国中でクラスの全員が揃って
はいませんが、 今月中旬以降には全員が揃うことでし
ょう。また 、夏休 み前にたくさんの友達が本帰国した
り、他の 国や州 に引っ越されたりしたのですが、この
夏休み中 にたくさんの転入生を迎えました。転入生の
皆さんは 、学校での生活に分からないことがあったり、
戸惑うことがたくさんあると 思いますから、先生や級
友にどんどん教 えてもらってください。そして、仲良
く勉学に励んでいただきたいと思います。
在校生 の皆さんも 転入生の皆さんも、このヒュース
トン日本語補習校 で力いっぱい頑張ってください。月
曜から金曜 までは現地校での勉強があり、土曜日は本
校で授業 です。 当然両方の学校からたくさんの宿題が
出されますが、 大変だと思わずに「素晴らしい機会を
得た！」 との思 いで努力してください。必ずヒュース
トンでの 学習の 月日が、輝かしい将来の自分につなが
ると確信しています。

８月～１２月までの主な行事予定
８月 １日～１５日 夏休み作品回収
８月２２日 休校（借用校の新年度準備のため）
９月５ ・１２・１９日 個人面談・夏休み作品展示
９月 ５日 中学部期末考査（国・国語総合）
９月 ６日 対ダラスソフトボール大会
９月１２日 中学部期末考査（数社） PTA ｸﾗｽ委員会
９月２６日 前期終了
１０月 ３日 後期開始 運動会予行
１０月１７日 運動会 （予備日２４日）
１０月３１日 ＰＴＡクラス委員会
１１月１４ 日 来年度新幼稚園・小学１年入学説明会
１１月２８日 サンクスギビング休校
１２月１９日 年内の最終授業日
１２月２６日～１月２日 冬休み
１月 ９日 冬休み作品回収 ＰＴＡクラス委員会

平成２１年度、第１回漢字検定の結果が届きました 。
本校の教育目標である「日本語のできる子どもに国
語力、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」ためには、とても大切な漢字能力
の獲得でもありました。
今回の受検者は２級か
ら１０級までの８２名で
した。合格率は７８％で
した。中学３年生卒業程
度の目安となる３級、そ
してそれ以上の準２級、
２級にも合格者がいまし
た。大変に素晴らしいこ （漢検受験風景、６月６日）
とです。また、５級、９級、１０級の受検者は全員合
格しました 。これも 、素晴らしいことです。本当にお
めでとうございました。漢字の持つ奥深い意味や故事
成語、四字熟語等々、今後益 々習得してほしいと願っ
ています。合格した人は更に上級を目指してください 。
今回あと少しで合格を逃した人は再度のチャレンジを
して、漢字能力のステップアップを期していただきた
いと思います。期待しています。

「お～いお茶新俳句大賞」
高野沙織さん（ 山鹿学級）佳作を受賞！！
おめでとうございます
「 第２０回伊藤園お～いお茶新俳句大賞」の募集に、
本校からも 多くの児童生徒が応募しました。全世界か
らの応募総数は、１，６４９ ，０８２句もあったそう
です。この内から、２，０００句が入選し、高野沙織
さんの句が佳作に入賞しましたのでご披露します。

カラフルな 落ち葉どっさり 森の中
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おめでとうござい
ま す 。 こ れ か ら も素
敵 な 感 性 を 磨い て く
ださい。

七夕祭り

３年生調べ学習の発表会
５月９日行われました３
年生の学校の周辺調べ学習
の発表会が、６月２７日開
催されました。周辺調査の
終了後、発表会に向けて、
資料作成や発表の練習を重
ねてきたのです。
当日は前期前半 の最終授
業日であり、子どもたちも
大変に熱の入った発表ぶり
でした。グループ 毎に趣向
を凝らしたものになってい
ました。発表する人、資料
を指し示す人、資料を支え
持つ人、また、しっかりと
質問に答えるなど 、なかな
か立派なものでした。
今時改訂の教育課程にお
いては、大きくは日本語能
力の育成に重点が置かれて
いますが、内容的にはコミ
ュニケーション能力やプレ
ゼンテーション能力の育成も大切な課題となっていま
す。その成果の一端を観ることができました。
みなさん、よく頑張ったね。大きなハナマルです。

「新聞記者になろう」
４年生の 豆記者たちの取
材を受けました 。取材内容
は、環境問題 から私の趣味
までと、大変幅 のある内容
でした。質問 ぶりも堂に入
ったもので 素晴らしかった
です。

◇◇◇中間テストから一コマ◇◇◇
下の写真左は中学部教室で、笠井先生の教卓に集まり
先生の採点を興味津々で取りまく生徒の様子です。右
は採点後のテスト用紙です。笠井先生の国語総合です。
先生談：
「 まあまあです。よく頑張ったですね！」

夏休み前の６月２７日 、
幼 稚 園 部、小 学 部 １・ ２
年 生 のク ラ ス で七 夕 の 作
成を し ま し た 。竹 は熊 谷
先 生 の自 宅 と 友 人 方か ら
手配していただきました。
子 ど も た ち は色 々な 願
いを短冊にしたためていました。２年生はクラス毎に
大きな竹に、幼稚園部と１年生は小振りな竹の枝に、
保護者の手助けを受け短冊を付けていました。願いが
かなうといいですね。

◆パトロール当番予定表 ８月１日◆
～ よろしくお願いします～

★ＡＭ１リーダー
２
３
４
５
６
７
★ＰＭ１リーダー
２
３
４
５
６
７

学年
小６

順位
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
小６ ３７
３８
中１
１
２
３
４
５

児童生徒氏名
今村尚子
鈴木真理紗
島崎萌南
鈴鹿大輝
伊藤留奈
渡邉啓太郎
阿部翔太郎
矢野凜太郎
前田真耶
高橋彩香
酒井牧子
王子源生
小灘拓矢
徳留正峻

転入生
小鑓翔太（宙 ）
、太田美織（星 ）、竹内泰雄（１Ａ ）、
小倉悠史（３Ａ ）、矢ヶ崎採恵（ ３Ａ太田美礼（ ４Ａ ）
津田賢大（ １Ｃ ）、舛田紗貴（ ４Ｂ ）、小鑓菜緒（ ４Ｂ）、
小倉涼生（６Ａ）、矢ヶ崎朋樹（中２）

◇◇◇授業料納入のご案内◇◇◇
第２期分（ ７．８． ９月分 ）の授業料の納入を、園児、
児童・生徒各々１枚ずつの小切手でお願いします。

転入学おめでとうございます。新しいお 友だちをい
っぱいつくり、楽しく遊び、勉強して、有意義なヒュ
ーストンでの年月を経験されますようお祈りします。
教職員一同心から転入学を歓迎します。
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