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河合塾進学講演会・相談会開催

今、教室では・・・「新年の抱負」

１月２１日（土）、今回で４回目となる河合塾北米事
務所の丹羽筆人先生による標記の会が開催され、中高
部進学対象と大学進学
対象の二つの講演会へ
の参加者数は合計で６
０名弱でした。参加者
は熱心に聴講されると
共にメモをとるなど、
わが子の進路選択に対
する熱い思いを感じま
した。
講師の丹羽先生ご自身がデトロイト日本語補習校高
等部の先生もされていますので、講演内容も真に適切
でした。
豊富な情報資料を提
示され、また経験に基
づいたお話しは、大変
に説得力のあるもので
した。
河合塾自体は大学進
学を中心としたものでありますが、中高等部への進学
情報についても資料を作成していただき、参加者に配
布していただきました。丹羽先生の研究心と本校児童
生徒、保護者に対する格別な思いを示されたものとし
て、大変ありがたく思いました。
また、本校の在学生及び卒業生の大学進学状況につ
いても若干触れ、「ヒューストン日本語補習校生徒の優
秀さは関係機関においては周知のこと・・。」とお話に
なりました。今後、益々の確かな学力の向上に努めな
ければならないと心新たにした次第です。
また、同日と翌日
に渡って開催された
個別進学相談会にお
きましても、多数の
予約があり、充実し
た相談会となりまし
た。今後の進路選択
に生かしていただけ
れば幸いです。
丹羽筆人先生に心から感謝申し上げます。今後とも
本校をご支援くださるよう祈念致します。

新年を迎え、各クラスでその抱負や希望を新たにし
ています。中学部１年Ｂ組の生徒の決意を掲載します。

新年の抱負
中１Ｂ

副田

海斗（佐藤学級）

今年僕が取り組みたいことは、漢検で三級を取るこ
とです。そのためにぼくはこれから習う漢字をしっか
り覚え、今までの漢字を見直したいと思います。
中一が終わるまでに達成したいことは、次に期末テストで
優等賞をとることです。そのためにはひたすら教科書を読
み直したいと思います。

新年の抱負
中１Ｂ

藤田

芽衣（佐藤学級）

私が今年やりたいことは、漢字検定三級まで合格するこ
とです。この目標を達成するために、一日一字でも多くの
漢字を覚え、習った漢字は忘れないようにしたいです。
そして、中学一年最後の期末テストで、自分の最高点を
全部の教科で取りたいです。そのためには、今までよりも早
くテスト勉強に取り組み、苦手な所を何回もやり復習してい
きたいです。

新年の抱負
中１Ｂ

木下

颯乃（佐藤学級）

私は中学校一年生が終わるまで、「漢字テストの百点を取
り続けること」を目標にしました。なぜなら私は今までに、漢
字テストで百点を取れたことは少ないからです。私は、後期
の初めに、「漢字の意味を知らないから」漢字を間違うと考
えたものの、実行に移しませんでした。今週からは、新しい
漢字を習うこともなく、学年の初めに習った漢字が漢字テス
トに出ます。なので今週から中一の漢字を毎日少しずつ見
直していこうと思います。
私はこの一年で自分の得意なことを見つけたいです。今
まで私は「チャレンジして失敗した」ことはなく、チャレンジし
ないから何もできませんでした。しかし、「でも…」や「そんな
ことできないし」などと言っていれば、一年はあっという間に
終わってしまいます。だから私は何かにチャレンジしてみよ
うと思います。
※人が生きていく上で大切な「４Ｃ」を紹介。
Chance
Choice Challenge そ し て 達 成 す る と い う
Conviction（確信・信念）。がんばってください。
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おもちつきをもう一度やりたいです。硬筆も優秀だったし、
今年はいい年になりそうです。

楽しかったもちつき大会の感想

もちつき大会

おもちつき大会
小３Ａ

保阪

１月１４日にほ習校で、おもちつき大会がありました。私は
おもちが食べられません。だから毎年この日は、朝からドキド
キします。
カフェテリアに着きました。水とうをテーブルにおいて、先
生のあとについていきました。男のボランティアの人たちが、
きねとうすでおもちをついていました。私たちはじゅん番につ
かせてもらいました。つくのは楽しかったです。
次は食べる番です。私はしょうゆ味が好きなので、これな
ら食べられるかもと思って食べてみることにしました。ゆっくり
食べてみたら、とてもおいしかったのでこれからは、おもちが
食べられると思ったらうれしくなりました。

おもちつき大会
小３Ａ 村上 葉月（安田学級）
土曜日、ほ習校でもちつき大会がありました。私たちは、１
０時４５分ごろにカフェテリアに行きました。
ならんでもちつきをしました。私は竹田

小３Ｃ

明奈（安田学級）

健人くんとやりま

した。おもちをついている時、きねを持ち上げると、もちがき
ねにつきました。きねは重かったです。５回だけではなくもっ
とやりたかったです。ついたおもちを食べました。のりもちが
一番おいしかったです。

うれしいな、おもちつき
小３Ａ 有賀 桃花（安田学級）
１月１４日に、ほ習校でクラスのみんなとおもちつきをしま
した。さいしょに、二人ずつもちをつきました。もちを一回つく
ことに、お父さんたちが十まで数えてくれました。

おもち
小３Ｃ

鈴木

妙（縄手学級）

おとといは、もちつき大会でした。私は、つくのも楽しかっ
たけれど、一番うれしかったのはおもちを食べたことです。
もちろん去年も食べました。けれども、私はおもちがすご
く、すごく、大好きなのです。お母さんもおもちは大好きで
す。
私は、売っているものも好きです。けれども、つきたて
は、やっぱりおいしいなぁ、と思いました。こんなのが毎日
食べられたらいいなぁ、なんて思いましたが、もし、「死ぬま
で一つの物しかたべられなくなるとしたら何をえらぶ。」と聞
かれたら、「おもち」とは答えられないと思うので、毎日食べ
られるとしても食べないと思います。
また来年もつきたいし、食べたいです。私は、やいてさと
うじょうゆをつけて食べるのが好きです。

もちつき大会
小４B

た。どれも好きなのでぱくぱく食べてしまいました。
友だちと一しょについたり、食べたりすることができたので
とてもうれしかったです。

おもちつき
高橋

太朗（縄手学級）

きのう、補習校ではもちつき大会でした。
ここでは、おもちはとっても高いので、ぼくのお母さんはそ
んなに買ってくれません。おもちはぼくの大こう物の五本の
指に入るので、楽しみにしていました。
ぼくは初めてうすときねを見ました。ぼくは、これらを昔
話か写真でしか見たことがなかったので、うれしかったで
す。他の人がついているのを見て、ぼくもできそうだと思い
ました。ぼくは、すずきさんとペアでした。五回つきました。
きねは、いがいと重かったです。初めての経験なので、お
もしろかったです。
出来たてのおもちは、ほっぺたがおちるぐらい、おいし
かったです。ざんねんながら、ぼくはきなことあんこがすき
ではないので、おしょう油のおもちしか食べられませんでし
た。

もちをついた後、お母さんたちが用意してくれたもちを食
べました。味つけはきなこ、あんこ、しょう油とのりがありまし

小３Ｃ

川本

拓夢（縄手学級）

土曜日、おもちつきがありました。その中で一番楽しかっ
たのは、自分がもちをついたことです。ひさしぶりにもちをつ
いたので、すごく楽しかったです。ぼくの番になったら、おも
いっきりおもちをつきました。きねがすごく重かったです。十
回目は力いっぱいつきました。おもちを食べたらすごくおい

米林

理沙（樽谷学級）

１月１４日、私は補習校に行くのをすごく楽しみにしてい
ました。そこで私は、いつもの土曜日より少し早起きしてい
きました。なぜかと言うと、もちつき大会が楽しみだったから
です。もちつき大会では二人一組でもちをつきます。でも、
私の番でペアーがいなかったので、私は先生ともちつきを
しました。思っていた通り、先生の方が力強かったです。つ
き終わったら、私たちはおもちを食べました。きなこもあんこ
もおいしいですが、私が一番好きだったのはしょうゆ味で
す。
食べ終わって、硬筆展と年賀状を見に行くと、私の硬筆
作品が展示されていました、銀賞だったので、今度は金賞
を取りたいです。

しかったです。おもちをつくのは勉強になりました。
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もちつき大会

砂糖の味がなんとなくし、粉っぽいところがぼくは好きだ。
ぼくのクラスの男子はみんな早く食べ終わって、みんなで
小４Ｂ 佐藤 翼（樽谷学級）
しゃべっていた。他の学年やクラスの子達もみんなしゃべり
ぼくは、ほしゅう校でもちつき大会をしました。三時間目ぐら
ながら食べていた。
いにカフェテリアに行きました。
もちをつくきねで、うすの中に入っているもちをたたきまし
餅つき大会
た。きねはちょっと重かったです。でもちゃんともちをつくこと
中１Ｂ 山田 若奈（佐藤学級）
ができました。
もちをつき終わった時、早くもちが食べたくなってきました。
私は、とても食べ物の好き嫌いが多いです。あんこ、きな
テーブルについた時、もちがありました。あったのはきなことし
こが嫌いな私は、食べられるお餅がのりで巻いてある醤油味
ょうゆとあんこでした、きなことしょうゆはおいしかったけど、あ
のお餅だけでした。でも、醤油味のお餅は大好きなので、私
んこは食べられませんでした。けれど、あんこともちはわかれ
は誰かきなこやあんこを交換してくれる人を探しました。Ａ組
ていたので、もちだけ食べました。
の安達さんに、「きなこあげるから醤油ちょうだい。」と頼む
年賀状を見たら、みんなすごく上手でした。あと、こう筆てん と、「喜んで！」とばかりに了承してくれたので、私は大好き
もすごかったです。
な醤油餅を二個も食べることができました。
ぼくはもちをのこさなかったけれど、帰りにおみやげ用をも
私はその時は、単に、「美味しい！」と思っただけでした
らったので、家でもたべられました。とても楽しくておいしかっ
が、補習校でもらったお餅を、母が大道で買ってきた切餅と
たです。
一緒に次の日に食べ比べてみたところ、味が全然違って、
私はとても驚きました。何が違うのかはよく分からないのです
が、搗き立てのお餅は、本当の餅らしい香りと味がしたような
もちつき大会
小４Ｂ 塩田 聖奈（樽谷学級） 気がしたのです。来年の餅つき大会が楽しみです。
今日、わたしはもちつき大会をしました。学校のカフェテリ
ボランティアの皆様の協力を得て実施したもちつ
アの中でやりました。うすやもちは、もう用意してくれていまし
き大会は、多くの子どもたちに感動や喜びをあたえ
た。
ることになりました。「為すことによって学ぶ」と
重いきねをふり上げて、おもちをつきます。おもちはペッタ
言う言葉がありますが、「協力し合う」ことも子ど
ンペッタンと音を出しました。
もたちは学んだようです。ボランティアの皆様、真
席に戻ると、白いおもちがもうおいていました。わたしはや
にありがとうございました。心から感謝申し上げま
っぱり自分でつくおもちが好きです。おもちを食べてから「ご
す。
ちそうさまでした。」と言いました。
そして、年がじょうコーナーへ行きました。わたしはちょっと
びっくりしました。なぜなら、私のお姉ちゃんの作品がのって
いたからです。硬筆展を見た後、「ありがとうございました」と、
◆パトロール当番予定表２月４日◆
お母さんたちに言って、クラスに帰りました。
～よろしくお願いします～
持ち帰りのおもちももらいました。わたしは来年のもちつき
大会が待てません。
学年 順位 児童生徒氏名

もちつき大会
中１Ｂ 村上 弘樹 (佐藤学級)
ぼくはもちつきが終わった後、みんなで中１Ｂと書いてある
テーブルに向かった。そのテーブルには、人数分のおもちと
ナフキンと割りばしが用意されていた。白いプラスチックの皿
に、のり、きなこ、あんこの三種類のもちが盛られていた。ぼく
は少ないなと思った。
席に着いた時、甘いにおいがした。ぼくは、割りばしを割
り、のりのもちをつかんだ。なぜならぼくは一番好きな物を最
後に食べるタイプだからだ。もちはやわらかく、作りたてだと感
じた。一つ一つはそんなに大きくなく一口サイズだ。ぼくは一
気にほうばった。モチモチとした食感。かめばかむほどしょう
油の味がにじみでる。次は、ぼくはあんこもちに手を付けた。
甘いにおいがただよっている。口にほおばると、あんこの粒の
食感がする。甘すぎなくちょうどいい。最後にはぼくの好物の
きなこもちだ。

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

小４

小４

小３
小５

２０
２３
２６
２７
３０
３２
３４
３６
３７
３８
４５
４６
１
２

原 海聖
久野翔平
阿部佑香
藤井 泉
藤本莉乃
古舘滉基
佐藤 翼
中村圭佑
吉保優美
竹崎純也
森 勇一朗
寺田怜矢
古川雅喜
小倉悠史

転出：石﨑祐真（宙）
日本に帰ってからも元気でがんばってください。
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