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平成２２年度

入園・入学おめでとうございます
新緑が目に鮮やかな今日、新入園児３３名、小学部
新入学児３２名、中学部新入生２７名、高等部新入生
１４名、計１０６名の園児、児童生徒を迎えました。
心からご入園、ご入学のお祝いを申し上げます。
全校の園児、児童生徒総数は３４９名となりました。
３４９名の一人一人が本校で学び、将来における自
己実現への道を逞しく歩んでいただきたいと念願して
います。
【学校規模等】
ところで、学級数は幼稚園部から中学部１年生まで
の各学年を２学級編成、中学部２年、３年生、高等部
１年、高等部２・３年生を１学級編成とし、総学級数
は２０学級となり、前年度より２学級減となり、人数
で１３人の減少です。また、今年度は高等部を対象に
SAT を４時間開設しましたので、選択履修幅が拡大さ
れました。教職員数は、学校長１名、教員２２名、事
務員２名です。
【教育目標等】
「教育目標」
日本語のできる子どもに国語力、数学の基礎・基本
的知識を身につけさせ、より一層国際的社会感性を高
める
「重点事項」
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。以下、本校の教育経営の方針・方向
については、次号に続きます。
次週４月１０日はジャパンフェスティバルのため、
午前授業となり、授業の終了は１２時２５分です。
お迎えは１２時３０分となります。よろしくお願い
致します。

学級担任等

本年度の学級担任等を以下のように決定しました。
新しい級友との出会いが、また、新しい担任との出会
いによって、清々しい歴史を築いていくことになりま
す。健康で学業に励むことを期待致します。
学 校 長 中島 満
幼稚園部 星組 山田真由美 宙組 若槻さおり
小 学 部
１年Ａ組 熊谷芳江
Ｂ組 名生有公子
２年Ａ組 リッテンマイヤー美智子 Ｂ組 辻村淑美
３年Ａ組 安田清江
Ｂ組 亥本房子
４年Ａ組 小松倫子
Ｂ組 樽谷明日香
５年Ａ組 仲本達子
Ｂ組 岡崎尚子
６年Ａ組 山鹿恵里
Ｂ組 星野公江
中 学 部
１年Ａ組 恩田晶子
Ｂ組 和田祥子
２年Ａ組 土本さゆり
３年Ａ組 宗吉康子
中学理科（科学領域）担当
笠井五郎
高 等 部
国語担当 河島通子 和田祥子
数学担当 嶋田光昭
中３数学、高等部 SAT 担当 清水 亮
事 務 部
高田益美
岩佐よし

補習校の安全管理について（再確認）
危険防止と混乱回避のために、登下校及び授業時間
中の施錠等について下記の事項を厳守してください。
（１）登下校の際の駐車は、校舎南側第２駐車場を利
用し、駐車場へは左回りに進入する。この駐車場
が満車の場合は、校舎北側第３駐車場を利用。
（２）登校時、担任は教室の鍵を開けてからの幼児児
童の引受となり、保護者も一緒に教室まで行く。
生徒の場合、保護者は校舎入口まで送る。
8:45 ～ 8:55 が幼児児童生徒の引受時間帯です。
（３）下校時、幼児児童は教室で、生徒は使用階段の
そばのスペースで保護者の迎えを待ち、保護者は
それぞれの場所でピックアップする。
（４）登下校などの校舎出入りについて、8:25~9:10、
14:35~15:20 は教室校舎南東側のドア（第二駐車場
側）を、9:10~14:25 は Yorkchester 側中庭の扉を使
用する。よろしくお願い致します。
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卒園・卒業式

厳粛にして清心に挙行

平成２２年度の主な行事（予定）
４月

始業式、入園・入学式 記念写真
野口宇宙飛行士と宇宙交信
４月１０日 午前授業 ～ 10 日ジャパンフェスティバル
４月１７日 避難訓練
５月 １日 № 1PTA ｸﾗｽ委員会・総会
５月 ８日 学習参観・学級懇談会（小 2.4 高等部）
５月１５日 同上（小 3.5.6、中学部）
５月２２日 同上（幼、小 1）
５月２９日 № 2PTA ｸﾗｽ委員会、歯の指導（幼.小 1.2）
№１漢字検定
６月 ５日 小６年生茶道体験 海外文芸作品締切
６月１０日 「海外学校説明会」（海外子女教育振興
財団主催・本校にて。各学校説明と進
学相談会）
６月２６日 夏休み前の最終授業日
７月 ３日～７月３１日 夏期休業
８月 ７日 夏休み明けの最初の授業日
８月２１日 休校（現地校の都合による）
９月 ４日～１８日 個人懇談会
９月 ５日 対ダラスソフトボール大会（予定）
９月１１日 №３ PTA ｸﾗｽ委員会
９月２５日 前期終業式。後期始業式
１０月 ２日 運動会打合会（保護者と教職員）
１０月１６日 大運動会
１０月３０日 №４ PTA ｸﾗｽ委員会
１１月 ６日 小３年生社会見学（予定）
１１月１３日 中１年生ﾋｭｰｽﾄﾝ美術館見学（予定）
１１月２０日 幼稚園遠足（予定）
１２月 ４日 入園入学説明会
１２月１８日 冬休み前最終授業日
１月 ８日 冬休み明けの最初の授業日
№５ PTA ｸﾗｽ委員会
１月１５日 餅つき大会・オープンハウス、
年賀状展・硬筆展
１月２９日 新幼稚園、新小学生面談
２月 ５日 学習参観（小 1.3.5、中 3）
高等部入学説明会（保護者・生徒）
２月１２日 学習参観（幼、小 2.4.6、中 1.2、高等部）
中学部入学説明会（保護者・生徒）
２月１９日 №５ PTA ｸﾗｽ委員会
２月２６日 高等部学力テスト・面接
３月 ５日 卒園、卒業式予行
３月１９日 卒園、卒業証書授与式、修了式等挙行
４月 ２日 平成２３年度入園、入学式
平成２２年度の授業日は４２回です。たった４２
日間しかない中で上記の諸行事が計画されています。
ご家庭の年間予定に書き加えていただけると幸い
です。ご協力お願い申し上げます。

３月２０日、大沢勉在ヒ
ューストン日本国総領事
様、ヒューストン日本商工
会渡辺龍二会長ご夫妻、本
校運営員会川瀬裕司委員
長、多数ご来賓と、卒園・
卒業生の保護者各位の臨席
をいただき、厳粛にして清
心な儀式が挙行されまし
た。儀式は、卒園・卒業証
書授与に続き、学校長式辞、
大沢勉総領事様の祝辞、渡
辺龍二会長様と川瀬裕司委
員長様からの記念品授与、
送辞、答辞と進みました。
引き続き、修了式が挙行さ
れ、式辞の中で、本校で１
３年間学んだ小林翔君と羽
生美朝君の２名の努力が讃
えられました。最後に離任
式が挙行され、３年Ｃ組担
任の佐藤暁子先生、４年Ｂ
組み担任の古井絢子先生、
中学部２年数学担当の金子
麻衣子先生から惜別のご
挨拶がありました。
３人の先生には大変に
お世話になりました。深
く謝意を表します。
今後とも本校をご支援
ください。お願いします。

３日

◆パトロール当番予定表４月１０日◆
～今年度もよろしくお願いします～

★ＡＭ１リーダー
２
３
４
５
６
７
転入
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学年
旧幼

順位 児童生徒氏名
１アルブリトン将吾
２ 泉川翔陽
３ 久和野修也
４ 佐藤龍之介
５ チャンドラー鷹
６ 藤井敢太郎
７ 飯塚まりの

小２Ａ 武田健人 小２Ａ バクスター優花
小３Ａ 菫 依琳
転入を歓迎します。本校での学業に励んでください。

