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卒園児・卒業生の
前途洋々ならんことを祈念す

祝辞～幼稚部卒園、小中学校卒業、高等部修了
運営委員会委員長

前田光治

学校長

３月１７日には各課程の終了証書授与式を行います。現地校と
の両立で週に 1 日しかお休みがなく、すぐに月曜日がやって来て辛
いなあと思ったり、英語で生活できるのに漢字なんか見たくないと
思った日があったかも知れません。それでも投げ出さずに努力し、
それぞれの課程を修了した園児・生徒の皆さん、そして宿題の山と
格闘しつつ、お子さんを支えてこられたお父さん、お母さんに、心
から敬意を表したいと思います。おめでとうございます。
宙組、星組のみんなの中には現地校 1 年生も多く、ちょっと忙し
い一年になったはずですが、土曜日の補習校が楽しい時間になって
いたら嬉しいです。4 月には小学部 1 年生の教室で新しい先生と友
達が待っています。元気で補習校に戻ってきて下さい。
小学部 6 年生は、僕がそうだったように、小学生にさよならは不
安だけど少し大人になるのも嬉しい、といった感想でしょうか？在
籍者数も考えると中学部は補習校を引っ張るリーダーですが、4 月
からその一員になります。勉強以外にも音楽、スポーツなどの取り
組みで精一杯になるかも知れませんが、補習校では友人、行事、授
業のことなど何でもよいので時々周りを見渡し、リーダーならどう
するかを考えてみて下さい。
中学部 3 年生には日本の義務教育課程を終える記念すべき卒業の
日です。中学部最上級生として、様々な活動の中心として役割を果
たしてくれたことに感謝しています。今年は進学などでクラスメー
トとの別れがあるかも知れません。中学部卒業式の日を共有した友
情を長く繋ぎ、これからの財産にして下さい。
高等部を終了する皆さんはいよいよ進路選択の最終段階に近付
き、米国か日本か、専門分野か進学かなど、それぞれの道を歩き始
めた時期でしょう。激励になれば嬉しいのですが、知っている限り
でも、海外で学生生活を送って今はビジネスで大活躍する先輩達が
たくさんいます。バイリンガルの強みは勿論、コミュニケーション
能力に優れ、精神がタフで 厳しい場面に強いです。今後の健闘を
期待しています。
最後になりますが、たゆまぬ努力と情熱を以って指導に当たり、
園児・生徒を各課程の修了に導いた教員各位、また学習環境全般の
維持・整備に携わった職員各位に、運営委員会より深くお礼申上げ

中島

満

卒園児、卒業生のみなさん、卒園・卒業、おめでと
うございます。
本日の証書授与式には、来賓と致しまして在ヒュー
ストン日本国総領事の山本条太様ご夫妻、日本商工会
長の上野真吾様と役員の皆様、本校の運営委員長の前
田光治様と役員の皆様、ＰＴＡ役員の皆様のご臨席を
いただきまし他。また、多くの保護者の皆様がご出席
してくださいました。校長として深く謝意を表する次
第です。ありがとうございました。
「出会い・ふれ合い・磨きあい」
さて、卒園・卒業の皆さんは本校と現地校の両校で
学習すると共に多くの学友と親しんだことだと思いま
す。学んだ事柄はすべて自分のものであり、決して誰
にも奪われることのない財産なのです。また、学友と
の友誼は終生に渡り自分の人生を豊かにしてくれる友
垣なのです。素晴らしい出会いの中で、友誼を深め、
互いに切磋琢磨した学舎が、このヒューストン日本語
補習校なのです。
今日を限りに本校から巣立つ人もいます。また本校
の小学部、中学部、高等部に進学する人もいます。各
々が新たなステージに飛翔することになります。皆さ
んの限りない活躍と発展を心からお祈りします。
「保護者の皆様へ」
お子様の卒業をお祝い申し上げます。雨の日も焼け
つくが如くの日も、また、凍てつく日も補習校への送
迎を続けられました。その思いは、わが子の恙ない成
長を期待する表れであり、着実確実なる学業の体得を
本校に期待されるからに他ならないと思っています。
本校の運営委員会、教職員一同はその熱い思いに応
えるべく努力を傾注してまいました。
教育実践の深化においては、「もう、これでよい。」
などと言うことはあり得ないことから、今後とも研鑽
を積み、より良質なる補習校教育を展開し続ける所存
です。
今後とも補習校教育に対して変わらぬご支援をお願
い申し上げます。

ます。
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私の宝物

退任・離任のご挨拶
学校長

中島

３年Ｂ組担任
満

この度、３年間の補習校勤務を終え帰国することに
なりました。この３年間を顧みて最も満たされた事柄
は授業日に子ども達の顔を見ることでした。
保護者と共に登校する子ども達を南側入り口で迎え、
「おはようございます。」と挨拶を交わす。何でもない
ことですが、その時の子どもの表情からその日一日の
学習活動の様子を思い浮かべました。そして、パトロ
ール室に行き、その日の行事等の連絡をし、全教室を
一巡しました。私は特別なことがない限り、日に３回
全教室を巡回し、学習の様子を見、先生の授業ぶりを
見ました。このような日々が３年間続きました。
「日本語補習校」の実態は日本国内ではそれほど周
知されているとは言い難く、私自身、事前に補習校調
査や研究もしたつもりでしたが、実態は大きく異なっ
ていました。
その一つは、補習校教育が組織的且つ継続的に展開
されていないことであり、先生方個々が自分の思いで
授業を展開している、と言っても過言でない現状でし
た。
二つ目は、折角優秀な資質や能力を持っているにも
関わらず、それを十分に生かし切っていない先生の現
状も見られました。
赴任校長の務めは、多岐にわたりますが、この二点
について改革改善しなくては、子ども達に最良の授業
を提供することは出来ないと思い、以後の３年間常に
念頭に置き、校長職を全うさせていただきました。
一人の校長の力は大したものではありませんが、す
べての教職員が同じ土俵に登り、授業研究に取り組ん
だときには、大きな力となり、子ども達の学習状況も
大きく変容してきました。私の学校経営に理解を示し、
取り組んでくれた教職員に感謝したいと思います。
また、本校の教育を陰になり日向になって支えてく
ださった総領事館、商工会、運営委員会、ＰＴＡ、シ
ョーイングジャパンの皆さん、そして、保護者各位に
深甚の謝意を表する次第です。
私の後任には、在外教育施設の経験豊かな山岡清孝
校長先生が長野県から赴任されます。勿論、校長経験
者であり、スポーツマンでもあります。更にヒュース
トン日本語教育の充実発展が促進されるものと確信し
ています。
３年間の数々の想い出を携え帰国させていただきま
す。本当にお世話になりました。
子ども達を始めとして皆様の益々のご健勝とご活躍、
そしてご多祥を祈念し、退任の挨拶とさせていただ。
きます。
ありがとうございました。

大津

早也佳

この度、家庭の事情のため、ヒューストンを去るこ
とになりました。
私は、約二年前に右も左も分からない不安な気持ち
でヒューストンに来ました。そんな中、ヒューストン
日本語補習校の皆さんと出会いました。平日は現地校、
土曜日は補習校と休む間もない状況でも一生懸命頑張
っている姿に、「私も頑張るぞ！」と元気なパワーを
毎週もらいました。頑張り屋な皆さんの事を陰ながら
ずっと応援しています。
皆さんとの出会いは私の大切な宝物です。短い間で
したが、本当にありがとうございました。

短い間でしたが充実しました
宙組

星子杏里

若槻先生の補助として約半年間、授業日が大変に楽
しかったです。また、とても勉強になりました。子ど
も達の健やかな成長を心からお祈り申し上げます。
本当にありがとうございました。

◆パトロール当番予定表４月７日◆
～よろしくお願いします～

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

順位
２
３
６
７
８
９
１１
１２
１３
１４
１５
１６
２０
２１

児童生徒氏名
浮田 耀
田井瑞葉
河内愛奈
古川雄喜
吉保孝高
杉谷銀治
小倉涼生
生沼大芽
外﨑優作
藤井 恵
中村悠一郎
角銅剛史
鈴木真理紗
島崎萌南

転出；坂本一陽（小２Ａ）、杉本一陽（小２Ａ）、
久和野修也（小２Ｂ）、岸田崇寬（小３Ａ）、
平野美愛（小３Ａ）、 大原希海（小３Ｃ）、
金山未来（小３Ｃ）、 村上モニカ（小３Ｃ）、
阿部泰我（小４Ａ）、 塩田聖奈（小４Ｂ）、
岸田紗江（小５Ｂ）、 久和野恭平（小５Ｂ）、
塩田彩乃（小５Ｂ）、 三宅恒史（高２）、
森田健人（高２）、
［卒園・卒業生での転出は記載していません。］
本校での想い出を大切にして、今後益々の活躍と健
康であることをお祈りします。
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中学部優等賞・努力賞授与

第３回漢字検定合格証伝達表彰

去る２月１８日・２５日、実施された中学部期末考
査で成績優秀であった下記の生徒に優等賞・努力賞の
授与しました。
［中学部１年］
優等賞 木下颯乃
副田海斗
山田若菜
出崎日奈笑 伊藤大拓
谷本槙司
努力賞 宮井日菜子
［中学部２年］
優等賞 五十嵐律
大熊一誓
田井瑞葉
［中学部３年］
優等賞 生沼賢虎
谷田咲貴
老田圭佑
努力賞 奥原奏太
中山知樹
大沢真琳
優等賞・努力賞を受賞した頑張りを讃えたいと思い
ます。また、あと僅か
で達しなかった人たち
も沢山いました。次年
度の頑張りを期待しま
す。更には、現地校の
公的行事などで、指定
された日時に受験でき
なかった生徒もいます
が、その生徒達も後日
の受験で成果を挙げていることを賞賛したいと思いま
す。当日欠席した生徒は写真に写っていません。

蔡倫書道展特別推薦者伝達表彰
今年も合計で２３１人の出品があり、下記の園児・
児童生徒が特別推薦の賞状を受賞しました。
身延町町長賞
出崎日奈笑（中１ A）
身延町教育委員長賞
河合 怜 （小４ A）
身延町教育長賞
小島あいか（小２ A）
和紙の里賞
大熊一矢 （小５ A）
努 力 賞
やすだゆきと（幼・宙）
努 力 賞
森岡秀平 （小６ A）
以上６名の入賞作品は受賞記念品である楯に、それ
ぞれの自作作品が印刷されていました。
園児児童上記の他に、推薦３５人、特薦８５人、金
賞１０５人が入選しま
した。
蔡倫書道展の実行委
員会からは、立派な賞
状と記念品が授与され
ました。次年度も素晴
らしい作品を書き上げ
てください。
（教育長賞の小島さんは欠席）
期待しています。

２月４日実施された漢字検定試験で、受験者の約７
割の園児、児童生徒が
受験級に合格しました。
その伝達表彰を代表
に伝達しました。
５級 白 旭（中３）
５級 橋本晴菜（６ B）
８級 中村結花（３ B）
８級 森 勇一朗（３ A）
１０級 本郷月稀（幼宙）
森勇一朗君と中村結花さんは満点賞をも受賞しまし
た。本当におめでとうございました。
日本語力の向上には、漢字の読み書きができ、意味
が分かり、しっかりとその漢字を使い、文章に表すこ
とが出来ることが大切です。皆さんの益々の頑張りを
期待します。

今、学校では・・・・
【視点を変えて書こう】

オレはアイタッチ
中２ 森田 美波（宗吉国語教室）
オレはアイタッチ。最初はジョンという奴に使われてい
たが、急に箱に入れられハワイからテキサスに送られて来
た。ハワイは暑かったけど、海はすげえ綺麗だった。テキ
サスはハワイより暑い上に 海がねえ。ムカつく。あ～、
海にまた行ってみてぇなぁ。まあ、それはともかく、今の
持ち主は森田美波。まあまあ良い奴だ。ちょっと抜けてる
とこがあるけど。学校では明るいけどすげぇウザい。逆に
家に帰ると別人のように静かになる。一人っ子だから兄弟
もいないし、話す相手がいないからかな。ちょっとかわい
そうと思うけど、そのかわりすっげぇわがままだからな。
食い物が欲しけりゃ父さんに頼んでもらうし、家事をやっ
たことねえと思う。オレが Wi-Fi につながらねぇと、オレ
を叩いたりソファに投げたりするし怖い奴だ。でも、その
割にはデリケートなんだよなぁ。すぐに落ち込むし。
ああ、それとこいつ見た目はバカだけど、意外と勉強す
るんだぜ。よくオレで先生のウェブサイトや科学のビデオ
を見てるし。それとドジなんだな…ああ、すっごくドジっ
子なんだな。階段下りる時に転ぶし、上がる時にも転ぶし、
学校でもバッグで転ぶし、なんにもない所でも転ぶし、い
つか転んで死ぬ可能性あるかもな…こいつ…。その上すっ
げぇ泣き虫。オレでワンピースを読んで数え切れないくら
い泣いたな。ドラマを見ても泣くし、本を読んでも泣くし、
そこまで悲しい話だったら読まないでいいっつうの！考え
るだけでムカつく。
まあ、こんな奴かな。一生一緒にいても、まあ飽きる奴
じゃねぇな。
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＝新年度の園児・児童・生徒数＝

新年度始業式・入学式は４月 7 日（土）

新年度初日は、いつものように登校してください。教 平成２４年度の園児・生徒は全員で３７７名（予定）
室配置ですが、今年度と変わることが予想されます。校
園児－３２名(男１６名、女１６名 ２学級編成)
舎に入りますとその配置図が廊下の壁に貼ってあります
小１－５５名(男３０名、女２５名 ３学級編成)
ので、新しい自分の教室を見つけて、教室に行ってくだ
小２－４１名(男２０名、女２１名 ３学級編成)
さい。教室の入り口に貼ってある名簿に自分の氏名があ
小３－４２名(男１９名、女２３名 ２学級編成)
れば、その教室が自分の教室になります。教室に入って
小４－３９名(男１５名、女２４名 ２学級編成)
始まりを待ってください。
小５－２７名(男１３名、女１４名 ２学級編成)
【４月３日の主な日程】(およその時間帯です)
小６－２７名(男１２名、女１５名 ２学級編成)
８時５５分から学級活動。始業式入学式などの説明
中１－３０名(男１８名、女１２名 ２学級編成)
９時１０分から在校生入場
中２－２６名(男１４名、女１２名 １学級編成)
９時２６分から来賓入場
中３－２３名(男１３名、女１０名 １学級編成)
９時３０分から新任式・始業式
高１－１３名(男 ９名、女 ４名 １学級編成)
９時４５分から新入園児、新入生入場
高２／３－２１名(男１２名、女 ９名１学級編成)
９時５０分から入園、入学式
１０時３０分から記念撮影
低学年の１学級の人数を可能な限り、
式後、新入園児、新入生の学級写真（保護者も一緒に）
少人数に編成し、
を撮影します。その後、低学年から順に撮影します。晴
学習内容の充実は勿論のことですが、
天の時は中庭で、雨天の時はジムで撮影。
学習の進め方や授業の受け方などもキ
この日は、教科書などでカバンがいっぱいになります。 チンと出来るよう習慣化・態度化を計りたいとの願いを
午後も授業があります。
持っています。
また、先生の目が一人一人に十二分に行き届くことか
お弁当を忘れず、お迎えは１４時５０分前後に。
ら、学習内容についてのより深い定着を記する意図もあ
ります。
中学年から高学年にかけては、学習習慣等も体得化出
～ PTA 役員・クラス委員の抽選～
来てくることから、ほぼ２０名前後の人数配置にしてい
ます。
４月７日（土）は、始業式前に PTA 役員、クラス委員
中学部以上は現地校に近い人数配置にしていますが、
の抽選が図書室で行われます。
中学部１年生については、慣れない中学部生活での適応
登校後、校舎内の廊下に掲示してある教室配置図を確
を計る観点から、２学級にしました。
認の上、お子様の学年の教室に行ってください。
高等部については、選択履修の制度を採用しているこ
幼稚園入園、小学校１年、中学校１年にご入学のお子
とから、同一教科の授業を受ける人数については少人数
様は、校舎北側入り口付近で入学の受付をしています。
になることが予想されます。ただ、朝の会や終りの会で
受付後、教室に行ってください。
の連絡事項もあることから、所属学級を１年生と２．３
その他の学年の保護者は、お子様を教室に誘導後、お
年生の二つを設定しています。
誘い合わせの上、忘れずに図書室に行き抽選していただ
きますようお願いします。現役員さんやクラス委員さん
年度の終わりと始まりは転出入があります。友との別
には抽選のお手伝いをしていただきますのでよろしくお
れもあれば新しい出会いもあります。素晴らしい学級作
願いします。
りに、一人一人心がけてほしいですね。
友の良さの発見は、自分の良さの発見、伸長につなが
お願いです 「児童生徒の送迎について」
ります。
子どもたちの補習校への送迎について、従来から下記
教職員数も平成２３年
のとおりお願いしていますのでご留意下さい。
度よりも数名増加する予定
① 園児、児童（小１年から小６年）の送迎について
です。新しい学級、新しい
は、各教室までお願い致します。
学級担任、新しいクラスメ
② 中高等部の生徒は、校舎の出入り口までお願い致
ートとの出会いです。
します。
４月７日、元気な姿で登
③ 車の駐車場は、校舎の北側と南側をご利用下さい。
校するのを期待していま
④ 校舎東側の教職員駐車場での乗降はご遠慮下さい。
す。
よろしくお願い致します。

-4 -

-5 -

