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夏期・硬筆展入賞者決定
夏休み中に児童・生徒が練習し、心を込めて書き上
げた硬筆による作品の審査が厳正に行われました。い
ずれの作品も力作揃いで、審査員の先生方の悩む姿も
見られましたが、その結果を掲載いたします。入選・
入賞作品は、９月４日、１１日の２回にわたり、校舎
南側入り口近くの廊下に掲示いたします。尚、小学部
１年生から３年生までは「優秀賞」、４年生以上は「金
賞、銀賞、銅賞」の３賞を掲示致します。沢山の児童
・生徒、保護者の皆様の鑑賞を期待いたします。
〈小学部〉
１Ａ
こじま あいか
さとうりゅうのすけ
１Ｂ
こばやし るな
くわの しゅうや
２Ａ
竹田 けん人
有賀 桃花
２Ｂ
砂田 えま
たる谷 はるか
３Ａ
石山 飛鳥
森北 和志
３Ｂ
三輪 直暉
園田 けん人
４年生 金 久和野 恭平
銀 藤縄 晋央
銅 矢ヶ崎 彩恵
銅 橋本 てる
５年生 金 浅野 美波
銀 ワイスマン 龍
銅 古賀 善二郎
銅 谷田 実桜
６年生 金 副田 海斗
銀 坂井 将之
銅 村上 弘樹
銅 若田 晶雄
〈中学部〉
１年生 金 園田 有紗
銀 島崎 萌南
銅 河内 愛奈
銅 今村 尚子
２年生 金 谷田 咲貴
銀 白 旭
銅 リッテンマイヤー珠乃 銅 佐藤 勉
３年生 金 岩本 結衣
銀 内藤万紀子
銅 野口 美樹
銅 宮﨑 里菜

「漢字検定・おーいお茶新俳句」
合格証・賞状伝達
８月２１日(土)、標記の合格証・賞状の伝達授与
を行いました。
漢字検定の合格証授与は「朝の会」の時間を利用し、
補習校放送室で行い、下記の学部代表に手渡しました。
小低学年部 久野翔平君
小高学年部 前田健斗君
中・高等部 今村尚子さん
また、先般お知らせしま
した「おーいお茶新俳句大
賞」で佳作入賞した野口愛
実さんと太田美礼さんに賞
状の伝達を行いました。尚、合格証・賞状の授与は全
校放送を通じて行いました。
俳句の創作活動や漢字検定の受検に向けての努力
は、日本語の素晴らしさを体得するだけでなく、もの
を見方や捉え方、また、見たり感じたり考えたりする
上で基盤となる感性の育成にとても大切なものです。
本校児童生徒の益々の努力を期待いたします。

受賞されたみなさん、おめでとうございました。
惜しくも入賞をのがしたみなさん、次回は冬休み明
けにもう一回硬筆展(１月１５日の餅つき大会の時に展
示)があります。日頃の勉強の中や作文、日記、宿題で
文字を書くことが多くあります。そのようなときには、
まず、姿勢を良くして、正しく、丁寧に書こうと心が
けてください。とめや払い、筆圧などにも気をつけて
ください。皆さんの上達を心から期待しています。
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マイクがないため、賞状
の文言を読み上げるとき、
電話の送話器を左手に持
ち、賞状を右手にもって、
行っています。おめでとう
ございました。

元サンチャゴ日本人学校長夫妻が来校

夏のできごと（一分間スピーチ）（２）
一時帰国
中２

酒井牧子(宗吉・国語科)

これからスピーチを始めます。
私は日本に一時帰国して最初の二週間、ＪＯＢＡと
いう海外子女のための夏期講習に行きました。夏期講
習に行く前に塾から送られてきたテストをやったので
すが、想像以上に難しかったのでとても緊張しました。
夏期講習初日になり、どきどきしながら行ってみる
と、本当に勉強は難しくて宿題も山のようにあり大変
でした。初日がこれでは二週間もやっていけるのかな
と不安でしたが、やっているうちに慣れ、友達もたく
さん出来てあっという間でした。
本当は大変な忙しい二週間だったけれど、とても勉
強になり、友達もたくさんできてよかったです。
また、来年の夏に行きたいです。

カナダの国立公園
中３

内藤

万紀子(宗吉・国語科)

今年の夏、私は旅行でカナディアンロッキーに行き
ました。もちろん景色もすばらしい所なのですが、や
はり一番うれしいのは野生の動物に会えることだと思
います。
でも、私にはそこで少しひっかることがありました。
動物といっても人の近くに来るのは小鳥やリスぐらい
のものです。ただその動物たちに食べ物を与えている
人々がいたのです。もともと法律で禁止されているこ
とだし、動物たちにとっても悪い事なのに、なぜあげ
るのかが分かりませんでした。自然を楽しみたいのは
分かりますが、こうして自然を壊すのはよくないなと
少し悲しくなってしまいました。
これでスピーチを終わります。ありがとうございま
した。

お知らせ
①個人面談・・・・
９月４日から３週間にわたって個人面談が行われま
す。一家庭あたり、１０分～１５分と短時間しか時間
確保ができませんが、我が子・児童生徒の健全な成長
を期するべく、保護者と担任の両者が充実した懇談と
なるよう期待しています。尚、懇談会開催中は、短縮
授業となり、下校時刻が１４時２０分となります。ご
留意ください。
②漢字検定の申込み
申込み締め切り日が９月１１日（土）です。
いつも若干名が締め切り日を過ぎて提出しますが厳
守でお願いします。
③ Cutter（虫除けスプレー）使用承諾書
「承諾」「承諾しません」に○をつけて全員提出して
ください。

８月１４日（土）、元サンチャゴ日本人学校長を勤
められた元田藤雄氏と悦子夫人が、JICA 青年協力隊員
としてパナマに勤めている愛娘を訪れた帰路、当地に
立ち寄り、本校の先生方と懇談をされました。
元田夫妻は共に小学校勤務が長く、卓越した指導力
と優れた教育観をもっていることから、授業を参観し
ていただき、児童生徒の様子や先生方の授業展開の進
め方などについて指導を得ました。中学校勤務が殆ど
の私（校長）と異なり、授業の見方や子どもの状況把
握など多方面にわたって適切な助言も頂戴しました。
当日は、仲本先生と熊谷先生の個人研究授業も開催
されましたので、私と一緒に参観していただき、貴重
な助言指導を得ました。
元田氏は大阪で校長をされているときに政府派遣校
長としてサンチャゴ日本人学校長に派遣され、帰国後
も箕面市で校長職を勤められました。退職後は同市で
新任教員の指導教員などをされた方です。元田夫人は
現職の小学校教師です。元田夫妻にはお疲れのところ
ご指導をいただき深く感謝申し上げます。

1B で個別指導する元田先生

◆パトロール当番予定表月日◆
～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
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学年
中２

中２

順位
５
６
７
８
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２２

児童生徒氏名
白 旭
老田圭佑
川西諒一
谷田咲貴
奥原奏太
佐藤 勉
岡本リオ
中山知樹
武井紀博
原 裕太郎
中山英明
木村勇作
ヘインズ ポール聡
大沢真琳

