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〈新入園児・新入生入場〉

第４０回入園・入学式を挙行
〈入園・入学式の朝〉
４月２日（土）、平成２３年度、入園入学式が補習校
オードトリアムで挙行されました。卒業式から２週間
しか経っていませんでしたが、学校にとって最も大切
な儀式を経験した事から、園児も児童生徒も一回り成
長した姿となって式典に臨みました。
早朝、７時過ぎには先生方が出勤され、手際よく会
場設営に取りかかり、８時過ぎには、ほぼ準備ができ
あがりました。
放送室前のスペースで新入園・新入学児童生徒の受
付が PTA 役員やクラス委員さんによって行われました。
８時１５分から、新年度第１回目の職員朝礼を行い
ました。川瀬裕司運営委員長さんにもこの朝礼に出席
していただき、「補習校児童生徒のためにがんばってい
ただきたい」との激励の言葉を頂戴しました。教職員
全員でこれからの１年間の健闘を期して、川瀬委員長
さんの発声の下、「一発締め」の拍手をしました。

〈学校長式辞〉

〈来賓〉

〈始業式・新任式・担任紹介〉
入園・入学式に先立ち、始業式と新任教師の紹介、
学級担任の発表を行いました。次いで、定刻９時３０
分から式典が開始されました。
会場は在校生、来賓、保護者でいっぱいになり、座
席のない保護者の方々も沢山いらっしゃいましたが、
オードトリアムの座席数より参加者数が多いので仕方
ありませんでした。
〈入園・入学式〉
大きな拍手が鳴り響く中、緊張した面持ちの新入園
児、新入生が担任に引率され入場しました。
日米両国歌の斉唱があり、新入園児、新入生の氏名
点呼が担任によってなされました。新入園児の返事は
緊張感からか小さいものでしたが、小学部、中学部、
高等部と点呼が進みますと、大きな声で返事がありま
した。
式は、学校長式辞、来賓祝辞、在校生歓迎の言葉、
新入生の言葉と続きました。
始業式から入学式の終了まで、１時間でした。
その後、新入園児、新入生は保護者と一緒に記念写
真の撮影がなされました。

〈来賓祝辞・渡部総領事代理〉

〈保護者〉

〈国歌斉唱〉

〈始業式・入学式準備〉

歓迎の言葉、式辞等は別紙に掲載しています。
新入生の健康と学業成就を祈念致します。
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来賓祝辞
渡部隆彦総領事代理
東日本大地震による大惨事
に対してのお見舞いの言葉が
あり、その復興に政府も自治
体も多くの人たちががんばっ
ていらっしゃることのお話が
ありました。次いで、新入園児に対しては、園での生
活に慣れること、新小学部児童に対しては、本格的な
勉強が開始されるので、がんばってくださいとのメッ
セージがありました。また、中高生に対しては、その
時代があっという間に過ぎるが、将来の生き方につい
て悩むことなどが沢山あろうが、決してそのことが無
駄になることはないので、精一杯学習に取り組むよう
励ましの言葉をいただきました。そして、大地震で被
災した日本を元気づけるようがんばってください、と
祝辞をいただきました。（以上祝辞要約）
歓迎の言葉
小島愛佳
ようちえんのみなさん ご入
えん おめでとうございます。
みなさんは、「ほしゅう校って
どんなところかな。」とちょっ
としんぱいでドキドキしている
かもしれません
でも、まいしゅう土よう日 ほ
しゅう校にくると、日本ごでう
たをうたったり、あそんだり、
楽しいことがいっぱいありますよ。おともだちもたく
さんできるし、先生もみんなやさしいから、だいじょ
うぶです。
これから なかよくしましょうね。
中学一年生のおにいさん おねえさん、ご入学おめで
とうございます。中学校では、日本ごのべんきょうも
むずかしいだろうなあとおもいます。げんち校とほし
ゅう校、どちらもがんばってくださいね。
そして、わたしたちともなかよくしてください。
歓迎の言葉 鈴木健将
新小学１年生のみなさん。ご
入学おめでとうございます。
１年生ではかん字や、さんす
うなど、たくさんべんきょう
をします。にっきをかいたり、
きょうかしょをよんだり、そ
してしゅくだいもあります。
でも、べんきょうばかりでは
ありません。休みじかんは、おにごっこをしたり､か

くれんぼをしたり たのしくあそぶこともできます。
ともだちと日本ごをいっぱいはなすことができます。
いろいろと、あたらしいことがまっています。わから
ないことがあれば、先生や、ぼくたちにきいてくださ
い。たのしい 一年生になるようにみんなでおうえん
しています。
（新入生の言葉は次ページに掲載します。）

東日本大震災への支援についてのお願い
東日本大地震の発生以来、日ごとに犠牲者数が増大
し、その被害の大きさは正に未曾有の状態です。また、
原子力発電所から放射能漏れから、福島県を中心にし
て深刻な事態となっています。
そこで、別紙のように本校の中高等部が中心になっ
て義捐金・募金活動等を始めることになりました。
活動の内容は、募金活動、Bake Sale、Car Wash、映
画会です。日程的には、４月１６日、２３日、３０日
です。５月に入りますと、現地校の期末試験などの大
切な時期となりますので、今回は、この３日間を予定
しています。
保護者の皆様には、各々の立場でご協力をいただい
ているところですが、中高等部生徒の被災地に対する
熱い支援の思いに対して、何卒ご支援ご協力賜ります
よう御願い申し上げます。
また、映画会につきましては、制作者が今回の大地
震の支援活動であれば、放映権などなしで協力したい
との了解を得ています。是非ともご覧いただき、ご支
援をくださいますよう重ねて御願い申し上げます。
尚、活動経過については、その都度ご報告致します。

◆パトロール当番予定表４月１６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
高１

小１

順位
１４
１５
１７
２
３
５
６

小１

７
９
１０
１１
１２
１３
１４

児童生徒氏名
三沢輝璃
秋山大治
畑中正信
岩森光毅
ウイン建斗
神 璃空
福永悠道
中川航希
吉浦慶悟
エリオット秋
横地実優
木村 榛
副田えみり
田中彩乃

新入生代表の言葉

中学部１年

宮井日菜子

輝く太陽に木の葉の緑が照ら
され、まぶしいほどの季節にな
りました。そんな中、今日私は
日本語補習校の中学１年生にな
りました。
私は、１年半前アメリカに来
ました。英語がまったく分から
ず、現地校での生活は毎日がつ
らいものでした。そんな時、補
習校に来て、日本語で話せるこ
とがどれほど嬉しかったか覚え
ています。そして、それと同時に初めて私は、自分の思
いを不自由なく伝えられることのありがたさを知りまし
た。その後もアメリカで学ぶ中、日本語を大切にしたい、
日本の文化や歴史を学びたいという気持ちが次第に強く
なるのを感じています。さらに、英語でも自分の思いを
もっと伝えることが出来たらどんなに素敵だろうとよく
思います。でも、現地校と補習校の勉強の両立は簡単な
ことではありません。苦しんだこともたくさんあります。
いつも逃げ出したくなります。けれども、この補習校に
は、そのつらさを経験にして、共感してくれる友達がた
くさんいます。応援してくれる先生もいます。そのこと
を知った私は今、１年半前の私ではありません。
中学に入学する今日、チャレンジすること、最後まで
逃げ出さないことを目標にしたいと思います。先生方、
在校生のみなさん、どうぞよろしくお願いします。
新入生代表の言葉
オブライエン恵理花
本日は、私たちのために、この
ような盛大な入学式を開いてく
ださいましてありがとうござい
ます。これから、新中学生にな
るあたっての、抱負を話します。
私は、二年半前、インディアナ
州からヒューストンへ引越して
きました。インディアナに住ん
でいたころも補習校に行ってい
ましたが、私のようなハーフの子がいなかったので、友
達もあんまりできませんでした。発表するときも間違え
ると思い手をあげたりもせず、行くのがいやになりまし
た。それで、小学校を卒業したら、やめることにしてま
した。だけど、ここに来てから、友達がたくさんでき、
女子が少ないため、女子全員と仲良しになれました。イ
ンディアナでは女子が多かったので、みんなと一緒に話
したり遊んだりすることはなく、ばらばらに遊んだり話
しました。ヒューストンでは女子全員と一緒に話て、な
かよくなったおかげで、もっと発表できるようになり、
みんなの前で話すのも苦にならなくなりました。それで、
毎週補習校へ行くことが楽しみになり、中学部へ進むこ

とにしました。あの引越しのおかげで、私は今、皆様
の前でこのようなスピーチができることになったので
す。新しい環境でもおそれることはないということを
学び、勇気と自信を持つことができたのです。これか
ら中学部という、私の新しい生活が始まります。でも、
私はこの学びを生かして何事にも進んでチャレンジし
ていきたいと思っています。これからの三年間、私は
がんばりたいことがたくさんあります。最初は、勉強
です。国語は漢字が増え、数学の内容も難しくなるの
で、もっとがんばりたいです。それから中間テストや
期末テストがあるので、もっと勉強しないといけませ
ん。全体的に難しくなると思いますが、がんばれば何
でもできると思います。次は友達です。仲良しだった
友達の一人がやめていくのは残念ですが、日本から来
る転入生や、初めて同じにクラスになる女の子と仲良
くなり、みんなで一緒に楽しい中学生活を送りたいと
思います。もちろん不安なこともあります。それは、
現地校と補習校の両立です。現地校の授業はますます
難しくなり、補習校の中学も難しいので、両方につい
ていけるかです。だけど、友達同士で助け合い、はげ
まし合えば、絶対にやりぬけると思います。最後に、
私たちが、このアメリカで、日本語の学習を続けるこ
とができる環境を整えで下さる補習校の先生方、関係
者の方々、保護者の皆様、そして友達に感謝の言葉を
送りたいと思います。これからも精一杯の努力をして
まいりますので、よろしくお願いします。

式

辞

ヒューストン日本語補習
校第３９回入園入学式を挙
行するにあたり、在ヒュー
ストン日本国総領事館 渡
部隆彦様総領事代理ご夫妻
を始め、ヒューストン日
本商工会秋葉慎一郎会長ご夫妻、本校運営委員会川瀬
裕司委員長、ＰＴＡ役員、ご来賓各位、保護者の皆様
のご臨席を賜りましたことにつきまして、心から感謝
申し上げる次第であります。
さて、今ほどの氏名点呼をもって、正式に本校の園
児・児童生徒として認証されたことになります。４０
名の園児の皆様、小学部３７名の皆様、中学部２５名
の皆様、合計１０２名の皆さん そして、高等部入学
の１２名を加えますと１１４名の入園・入学生となり
ます。おめでとうございます。
保護者の皆様ご入園ご入学おめでとうございます。
また、本日よりの転入生の皆さん、転入を歓迎いたし
ます。
本日４月２日現在の在籍園児・生徒総数が３６７名
となりました。それだけ多くの夢や希望、願いがヒュ
ーストン日本語補習校に寄せられている事になります。
それら夢や願いの実現のために、私たち教職員は懸命
に尽力しなくてはならないと意志を新たにしていると
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ころであります。
さて、補習校に学ぶ皆さんは月曜日から金曜日までは、
現地校で学び、土曜日はここ日本語補習校で学ぶのです。
この学校で通っている皆さんには、それぞれ夢や希望、
つまり目標があります。朝起きて立てる１日の目標があ
れば、学期始めの目標、１年の目標、更には、１０年後、
２０年後、もっと先のものも当然あるでしょう。それら
の夢や希望を達成するために１日１日を大切にし、友達
と励まし合いながら勉強に頑張ってほしいと思います。
その皆さんの夢や希望の達成のために、皆さんのお父
さんやお母さん、また、在ヒューストン総領事館やヒュ
ーストン日本商工会の皆さん、そして、この学校の先生
方や運営委員会の皆さんなど多くの方々が応援してくだ
さっているのです。真にありがたいことです。それだけ
沢山の方々の期待や願いが注がれているのですから、１
時間１時間の学習をキチンと自分のものにしていただき
たいと思います。
授業中の態度も大切です。宿題をしっかり成し遂げよ
うと努力することも大切です。授業中、説明される先生
のお話をキチンと聞くこと、考えること、話すこと、書
くことなども大切にしていただきたいと思います。
決して、本校での学習を諦めてはいけません。自分の
夢と希望の実現を諦めてはなりません。毎日学習すると
言うことは、この夢と希望を実現するための生き方在り
方だと認識して学習に励んでいただきたいと思います。
また、アメリカで生活している以上はアメリカという
国を好きになって、この国の文化や言葉などをよく分か
ってほしいと思うと共に、日本の素晴らしい歴史や文化、
伝統なども勉強や行事などを通して自分ものにしてほし
いと思います。その経験が皆さんの将来を輝かしいもの
にしてくれる筈だからです。
ところで、去る３月１１日発生した日本の東北関東大
震災では、４月１日現在、１万１７３４名の、真に多く
の尊い人命が失われ、今なお、行方不明になっていらっ
しゃる方と合わせますと、２万８０００人以上の方が犠
牲になっています。被災地では、家が流出してしまった
ために、学校が避難場所になっているなど、授業の再開
はもとより、どのようにして人々の暮らしを再建してい
ったら良いのか、全く今後の生活の立ち上げにも困難を
来していらっしゃいます。
今、私たちが出来ることは何か、真剣に考え、実行し
たいと思います。
被災者の悲しみや苦しさ、切なさにどのように寄り添
い、共感し、具体的な支援を皆さんと共に考え行動した
いと思います。被災者支援の募金活動や励ましのメッセ
ージを送るなど、今後計画したいと思っています。
本日入園、入学した１１４名の園児児童生徒のみなら
ず、本校に集い学ぶ全校３６７名の子どもたちのために、

私たち教職員が、常に何をなすことができるのか、な
すべきなのかを求めて教育実践に取り組みたい。同時
に保護者各位にありましても、本校のために、また子
どもたちのために、我が子のために何をなすべきなの
か、なさなければならないのかを考え求めていただき
たいと願っています。共に汗を流し、苦労や喜びを、
悲しさや切なさなどを私たち教職員は保護者と共に共
感したいと思っています。
学びたい学校、学ばせたい学校、学んで良かった天下
第一の日本語補習校創造をめざしたいと思っています。
新入園児、児童生諸の皆さん、また、在校生の皆さ
ん、昨日までのことは昨日までのことであるのです。
今日ただいまから、心機一転まき直して、これからの
年月を一生懸命に学習に力の限り取り組んで欲しい。
本日のご臨席いただきましたご来賓の皆様、これか
らのヒューストン日本語補習校のために、よろしくご
指導ご支援を賜りますよう伏してお願い申し上げます。
保護者の皆様、どうか限りないご協力と信頼、そし
て、愛情をもって本校の子どもたちのために共に歩ん
でくださることをお願い申し上げます。
以上、新入生の学業成就と、そして、私たち教職員
の使命の重大さを表明させていただき式辞とさせてい
ただきます。
平成２３年４月２日
ヒューストン日本語補習校長
中島 満

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
【本校のめざす子ども像】
学校が教育実践を展開する場合、各学校は教育目設
定し、どのような子どもになったら、その目標達でき
た、とする「めざす子ども像」を掲げていす。
本校の場合、この教育目標は「日本語のできる子ど
もに国語力、数学の基礎的知識を身につけさせ、より
一層国際的感性を高める」と言うものです。「めざす子
ども像」は次の通りです。
「めざす子ども像」
◎言葉を大切にし、豊かな日本語表現ができる子ども
◎お互いの個性や文化を尊重し、国際社会に積極的に
生きる子ども
◎自ら進んで学び、健やかに未来を展望する子ども
◎生命人権を尊重し、思いやりのある子ども
◎豊かな社会性や人間性を持ち、責任を持って行動す
る子ども
そして、本校の教師には、「師厳然後道尊」（礼記）と
し、教職にあることの重大な責任と使命を達成してい
ただきたいと願っています。
保護者各位のご支援とご協力を切に願います。
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