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第１回ＰＴＡクラス委員会・総会

日本作文の会主催

５月７日(土)午後から標記の会が開催されました。
総会では、川瀬裕司運営委
員長さんから補習校運営の概
要説明があり、最良の教育を
子どもたちに提供したいとの
思いを述べられ、次いで各運
営委員の自己紹介がありまし
(川瀬裕司委員長挨拶) た。次に中島満校長から学校の
現況についての報告等の挨拶
があり、引き続き、今年度教
職員が参会者を前にして整列
し、自己紹介を行いました。
平成２２年度役員を代表し
て、泉川温子会長の挨拶、そ
(中島満校長挨拶)
して、議長選出と続き、平成２
２年度活動報告等がなされま
した。泉川会長さんはじめ副
会長の皆さんには補習校のた
めに大変尽力していただきま
した。厚く感謝申し上げます。
また、本校の財務状況につい
(泉川温子・前会長挨拶) て、深代律雄運営委員会副委員
長が報告されました。
平成２３年度役員選出では、クック久美子さんが会
長に、副会長に宮井純子さん、シュナーたかこさん、
書記に董みきさん、鈴木富子さんが選出されました。
新年度に向けてのクラス委員の紹介や平成２３年度事
業計画について説明がありました。新クラス委員の皆
さん、新役員の皆さんには、何かとお忙しいとは思い
ますが、子どもたちのため、本校教育の充実深化のた
めにご協力くださいますようお願い申し上げます。尚、
商工会ショーインジャパンの活動報告と会員募集の案
内が同会の代表である奥原由佳利さんからなされまし
た。詳細は「ＰＴＡだより第一号」に記載。

平成２３年度役員

平成２２年度役員

文集節

全日本「文・詩集」入賞

「日本作文の会」という名称は、保護者の皆様には
あまり馴染みがないかと思いますが、1950 年「日本綴
方の会」として発足し、翌年「日本作文の会」と改称
され現在まで続いている会です。この作文の会が、毎
年「文集節」と称して全国の小中学校で発刊された文
集等を募集しています。
本校の先生方が指導されて刊行した学校文集や学級
文集を手にした私は、忽然と私(校長)も青年教師時代
によく文集を発刊したことを思い出しました。「これ
だけまでに努力して発刊したのだから、外部の評価は
どうだろうか。」
「もし、それなりの評価が得られれば、
本校の先生方の自信にも繋がるのではなかろうか。」
と思い、数点の文集等を東京に送りました。
そして、このほど作文の会常任委員である古宇田栄
子先生から私にメールがあり、応募した四点の文集等
が下記の通り、四点共に入賞したことを知りました。
新人賞
「卒業文集」平成二十二年度 中学部
宗吉康子先生
学習文集賞
「平和について考えよう」平成二十二年度六年Ｂ組
佐藤暁子先生
特別奨励賞
「学校文集 ブルーボンネット第三十五号」
特別奨励賞
「学校だより 平成２１．２２年度版」
古宇田栄子先生のコメント
「卒業文集」は、週１回の学校で多様な取り組みが行
われていること、それがしっかりまとめられているの
がいいと思いました。
「平和について考えよう」は、子どもたちが多様な視
点からものごとを見、地についた考え方をしているの
が素晴らしいと思いました。子どもたちの意見文に感
動しました。
「補習校だより」は、中島さんの姿勢がはっきり打ち
出されているとともに、子どもたちの生き生きとした
作文やスピーチがふんだんに掲載されているのがいい
と思いました。学校の各種の取り組みもよく分かりま
した。(学校文集については、特記されていませんで
した。裏面に賞とする対象内容について転記します。)
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【特別奨励賞】各賞（１２種類の賞があります）の審
査対象以外のもので、今日の作文教育にとって大
切な意味を持つ文集・単行本あるいは教育・作文
教育の記録集。
【新人賞 】 すぐれた文・詩集を制作し、はじめて受賞
する人に対して贈る。
【学習文集賞】教科の学習や「総合的な学習の時間」に
書いた作品が含まれており、書くことで子どもたち
の学習を深める過程が見られる文集。
【最後に次のように記載されていました】
それぞれ、日本国内の文集にはない新鮮な感じがあり
ました。これからも皆様のご活躍をお祈りしています。
古宇田栄子先生ありがとうございました

小学部３年生

学校の周り探検

・・・・・
社会科の単元で身近な地域の学習があります。こ
の単元は、日本であれば、学校周辺のお店屋さんや市
役所、図書館などを見て歩き、地域に対する理解を深
める内容となっています。
本校では、諸般の事情から正に学校の周囲を探索す
る学習内容となり、まとめて発表し合うことになりま
す。７日の土曜日１．２時限目、各組のＰＴＡクラス
委員さんのご協力を得て、「探検」に出かけました。
そのスナップを数点掲載します。教室での学習と異な
り、気のせいか子どもたちは生き生きしていました。

歯の衛生指導講演会のご案内
5 月 28 日（土）２限目(9：55 ～ 10：40)清水直樹先生
による歯の衛生指導の講演会を開催します。例年開催
の幼・小 1.2 年生の歯の指導（3 限目）に併せての開催
です。会場は次号でお知らせします。請う、ご参加。

高等部１年

（移動は行儀良く歩きます）

（木陰で先生のお話を聞く）

学年便り２号より

高等部河島通子先生発行の４月９日号に下記のいい
言葉が書いてありました。「夢」とタイトルがありまし
た。転記します。
（これ、何？）

(年輪！・・）

夢（吉田貞雄）

全員集合
クラス委員さん感謝です

一、『 夢 』のある者には『希望』がある。
二、『希望』のある者には『目標』がある。
三、『目標』のある者には『計画』がある。
四、『計画』のある者には『行動』がある。
五、『行動』のある者には『実績』がある。
六、『実績』のある者には『反省』がある。
七、『反省』のある者には『進歩』がある。
八、『進歩』のある者には『 夢 』がある。

◆パトロール当番予定表５月２１日◆
～よろしくお願いします～

夢から始まって、夢にたどり着き、そしてまた夢
実現に向かう。スパイラルに成長する本校の子どもた
ちのようです。私も使命を達成するためには、上記の
文言を座右の銘としたいと思いました。
今、学級では・・
小学部５年生の国語では、俳句を作ろうという単元
で学習を進めています。先週、教室巡回で５年生Ａ組
を訪れたとき、子どもたちは一生懸命に指を折りなが
ら俳句を作っていました。課題は「アメリカ・テキサ
ス・ヒューストンを考えて、俳句を作ってみましょう」
でした。放課後、担任の岡崎先生から「校長先生、こ
んなユニークな観点の句が生まれました。」と示された
のが、奥原咲月さんの下記の句でした。
花見には 酒のつまみに 花ふぶき
花冷えは ヒューストンには ありません
春がすみ さくらなしでの 花見だよ

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

小３

小２
小４

順位
３５
３６
３７
８
９
１０
１１
２１
２
３
４
５
６
７

児童生徒氏名
冨岡星来
岡本みなみ
木村脩斗
一尾理子
岩原果奈
中山健史
金子邦香
中村壮一郎
川口寧央
安達瑠花
川西大貴
木村 瑶
チャンドラー龍
大瀧奈々花

木下美颯（中１Ａ） 木下颯乃（中１Ｂ)
５月７日付けで本稿に転入されました。歓迎し
ます。ヒューストンでの生活が充実ある日々であ
ることを祈念致します。

古宇田栄子先生のコメント
「卒業文集」は、週１回の学校で多様な取り組みが行われていること、それがしっかりまとめられているのがいいと思
いました。
「 平 和 に つ い て 考え よ う」 は 、子 ども た ちが 多 様な 視 点か ら も のご と を見 、地 に つい た 考え 方 をし て いる の が素
晴ら し いと 思 いま した 。 子ど も たち の 意見 文 に感 動 しま し た。
「平和について考えよう」は、子どもたちが多様な視点からものごとを見、地についた考え方をしているのが素晴らし
いと思いました。子どもたちの意見文に感動しました。

-3 -

