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「着実に確実に」が何より

来週は、卒園・卒業証書授与式

まもなく今年度が終わります。今年度、実施した行
事を列挙し振り返ります。
４月 ４ 日 着任式・新任式・始業式・入園入学式
４月２５日 ジャパンフェスティバルで午前授業
５月９～２３日 ３回に分けて学習参観・学級懇談会
５月３０日 ６年生茶道教室
６月 ６ 日 避難訓練、歯の指導（幼、小１．２年）
６月２７日 幼、小 1.2 年生七夕祭り
７月４日～７月２５日 夏休み
９月 ５ 日 個人面談（～１９日）硬筆展
９月 ６ 日 対ダラスソフトボール大会（総領事杯、
同夫人杯、校長杯受賞）
９月１９日 山崎直子宇宙飛行士
「宇宙の授業」中高等部
９月２６日 前期終業式
10 月３日 後期授業開始
10 月 17 日 大運動会
10 月 31 ～ 11 月 1 日 INFO 教育講演会・相談会
11 月 14 日 新幼稚園、小１年生 入学説明会
12 月 12 日 小３年生 米国東芝工場見学
12 月 19 日 中１、ヒューストン美術館見学
12 月 26 ～ 1 月 2 日 冬休み
１月 13 日 餅つき大会、年賀状展・書き初め展
１月 23 日 河合塾進学講演会・相談会
１月 30 日 新幼、小学１年生 面接・面談
２月 ６日 学習参観（～ 13 日）高等部入学説明会
２月 13 日 中学部入学説明会
２月 27 日 若田光一宇宙飛行士帰還報告会
３月 ６日 高等部学力テスト、面接
３月 20 日 卒園、卒業証書授与式
上記の他に 運営委員会が１１回、PTA 役員会は少
なくとも 10 回、PTA クラス委員会は６回。先生方の授
業研究会は１１回。定例職員会は毎月一回。
保護者の方々のご理解とご協力のお陰で諸行事を実
施することができました。心から感謝申しあげます。
新教育課程での授業時数も増加しています。現在移
行期間中です。諸行事の精選も求められますが、要は
バランス感覚の問題だと思います。必要な行事は必要
なのです。次年度は、日本文化の伝承活動や当地なら
ではの行事、学級学年行事等、適切に工夫したい。

３月２０日は、ご来賓をお迎えし第３８回ヒュース
トン日本語補習校卒園卒業証書授与式、修了式等が挙
行されます。
卒園児、卒業生皆さん、保護者の皆様にありまして
は、感慨無量のものがあろうと察します。
新しい生命が母胎に宿ったときの感動、生まれてく
る子の人生に思いを馳せての命名、そして、恙なく誕
生したときの喜びなどが昨日のことのように思い返さ
せられるのではないでしょうか。そして、よちよちと
一歩を踏み出し、言葉を習得し、親子の対話が成され
るようになったとき、また、新たな喜びがわき上がっ
てきたのではないでしょうか。
新入園、新入学したときの交叉する喜びと不安も、
今となれば「よく頑張ったね」という思いに集約され
るのかと思います。子どもだけが頑張ったのではなく、
その学習を陰になり日向になって支え続けた保護者の
がんばりにも、私は低頭し褒め称えたいと思います。
２０日の卒園・卒業式は、子どもたちにとっても保
護者にとっても、真におめでたい日です。
卒園、卒業式の終了後、引き続いて修了式が挙行さ
れます。この式は、本校所定の教育課程を修了したと
いう儀式です。日本の学校における教育課程とは異な
りますが、皆さんがご了知のように本校に学ぶ園児、
児童生徒たちは現地校で月曜から金曜まで学習に励
み、土曜日は補習校に通学しています。大変な努力で
す。大変な努力を積み重ねているのですから、学業的
にも人間的にも立派に成長しなくてはなりません。
土曜日だけの学校ですから、１分１秒も無駄にして
はならないのです。その積み重ねの結果が修了証書授
与となるのです。４月からは進級して新たな１年が始
ります。昨年の４月、入学式の式辞で申し上げました
が「やればできる」から「やったらできた」という達
成感・充実感を大切にして新年度への備えをしていた
だきたいと願っています。
皆さんはよく努力しました。次年度、更に成長する
ことを確信しています。
保護者の皆様、我が子の恙ない成長を最高の喜びと
なし、また、愛し子と共に補習校に通うことができる
日々を至福の時となすべく、私ども教職員も尽力しま
した。共にあったこの１年に感謝申し上げます。
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若田光一宇宙飛行士さんへ
小３Ｃ 藤縄晋央（佐藤学級）

「若田宇宙飛行士の帰還報告会」の感想
小３Ｂ 塩田彩乃（土本学級）
土曜日、ほ習校のオーディトリアムで、若田さんの
こうえん会がありました。 若田さんは、ステージの
上に出て、スクリーンにうちゅうでとった写真を写し
て、その写真について教えてくれました。
いろいろなことを習っておどろいたけれど、一番す
ごいなぁ、と思ったことは、ハイファイブをしたら、
でんぐり返りをしてしまうということです。そして、
一番好きだった写真は、うちゅうから オーロラをと
った写真です。私もうちゅうに行ってみたいです。
小３Ｂ

本村晏（土本学級）

今日、若田光一さんが来ました。さいしょに若田さ
んと写真をとるのが一番どきどきしました。写真をと
り終わって、オーディトリアムに行って、若田さんの

今週はヒューストン日本語補習校にきてくれてあり
がとうございました。話を聞くのがすごく楽しかった
です。
一番おもしろかったのは、宇宙ステーションにある
「きぼう」の実験棟の入り口にのれんがあることと、
実験棟の中でボールを投げて、そのボールを自分で打
てるということです。
僕は若田さんの話を聞いてぎもんに思いました。
「な
ぜ地球をはなれると無重力になるのか。」「無重力とは
いったいなんなのか。」「なぜ宇宙は生まれたのか。」
そこのところを将来調べてみたいです。
僕は若田さんに質問した後、握手をしてもらいたか
ったから、手をのばしました。そしたら、若田さんが
ギュッと手を握ってくれました。「やったー」、と思い
ました。ありがとうございました。

お願いです 「児童生徒の送迎について」
子どもたちの補習校への送迎について、従来から下
記のとおりお願いしていますのでご留意下さい。
① 園児、児童（小１年から小６年）の送迎について
は、各教室までお願い致します。
② 中高等部の生徒は、校舎の出入り口までお願い致
します。
③ 車の駐車場は、校舎の北側と南側をご利用下さい。
④ 校舎東側の教職員駐車場での乗降はご遠慮下さ
い。よろしくお願い致します。

話を聞きました。
一番心にのこったのは、おしっこがおいしい飲み物
になることでした。また、ねるとき、ふとんの中にか
んおけみたいにねることです。
一番おもしろかったのは、一人で野球をすることで
す。ボールをなげて、スーパースピードでとんで、う
つのです。ごはんを食べるとき何でもとぶから、食べ
物をなげて口で食べるのもおもしろいと思いました。
若田さんのお話は長くてつかれました。でも、いろ

◆パトロール当番予定表３月２０日◆

いろなものがとぶのがすごいと思いました。
小３Ｃ 老田彩夏（佐藤学級）
今日、補習校で若田宇宙飛行士の帰還報告会があり
ました。
若田さんが入場してきた後、色々な話しをしてくれ
ました。
私が一番おもしろいと思ったのは、ひとりでも、宇
宙では野球ができることです。少しやってみたいと思
いました。
ほかに、私が気になったのは、どうしておしっこで
出てきた水が、どうなって再生して飲み水になるかと
いうところです。
ヒューストンに住んでいる宇宙飛行士の事も教えて
くれて、若田さんが、「補習校をよくうろついているの
は、山崎さんや野口さん達だよ。」と教えてくれました。
私は、日本にいたら、こんな楽しいことがなかった
ので、ヒューストンにきてよかったです。
若田宇宙飛行士さんには、大変窮屈な日程でご講
演戴しました。笑顔での記念写真の撮影。夢と感動
を頂戴しました。心から感謝します。

～よろしくお願いします～
今年度最後のパトロールとなりました。園児、児童
生徒の安全確保のための絶大なるご支援に、深く感謝
申し上げます。来年度もよろしくお願い申し上げます。
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学年
小１

小１

順位
１
２
３
１６
５
６
７
８
９
１０
１２
１３
１４
１５

児童生徒氏名
大原希海
武正 暦
村上葉月
星野未宙
ウィリアムス
平野美愛
村田萌歌
室井康利
一尾理子
岩原果奈
金子邦香
吉野春香
王子好生
竹内泰雅

望

