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も大切です。
子どもたちは現地校と補習
校の両方で勉強しているので
す。どちらの学習も両立させ
るべき奮闘しているのです。
保護者の皆さんも、わが子の
バックアップで大変に頑張っ
ているのです。我が子の頑張
りが保護者の成長にも繋がっ
ているし、家族愛の深化の基
であると思います。保護者の
皆さんがわが子に注いでいる
愛情が、子どもたちが親にな
ったとき、また、わが子に注
ぐ愛情表現の基となるので
す。
言葉を換えれば、保護者は
やがてもつ孫教育の基も創造
しているのです。

学習参観・学級懇談会が終わりました
４月３０日から４週間、３回に分けて開催された学
習参観・学級懇談会が終了しました。
保護 者 の皆 様 方は わが 子の
学 習ぶ り をど の よう にご 覧に
な った の でし ょ うか 。ま た、
子 ども た ちも 日 頃の 授業 と異
な る態 度 で臨 ん でい た事 だと
思 いま す 。先 生 方も 授業 展開
を 工夫 し なが ら 、子 ども の個
性 や特 性 を引 き 出し 、保 護者
に わが 子 を再 確 認し てい ただ
く 場面 設 定も し てい たか と思
います。
子ど も たち に 対す る私 の感
想を下記に列挙します。
① いつもより、行儀がよかった。
② いつもより、学習に集中していた。
③ いつもより、よく挙手があった。
④ いつもより、私語が少なかった。
⑤ いつもより、身に入った学習となっていた。等々。
子どもたちは、保護者の参観
があれば、当然緊張感もあろう
し、学習意欲も向上するものな
のです。また、保護者にとって
も、わが子の一挙手一投足が気
掛かりになって当然かと思いま
す。「学習内容を理解しているの
だろうか」、挙手しないわが子を
見れば、「分かっていないのだろ
うか」、と心配もします。先生の
話や級友の発表などを聞いてる
様子が見られなければ、「キチン
と聞かなければ、分からなくな
るのに・・・。」と思うのが、親
心です。そして、先生の質問に
堂々と解答すれば「よくぞやっ
た、我が息子よ！我が娘よ！」
と快哉をあげたくなるのではな
いかと思います。でも、反対に解答が間違っていた場
合には「残念、でも、あの質問は少し難解であったか
も知れない。」とわが子の奮闘をほめてあげられる技量

学級懇談会では、各学級担任が本校の教育目標や学
級目標、また、学習の進め方について保護者にご説明
申し上げました。
補習校の学習進度は大変に速いので、家庭学習を抜
きにしては、学力の定着も発展も、維持も考えられま
せん。家庭学習の中心は宿題になるかと思いますが、
その分量もかなり多いと思います。読書や既習漢字の
定着などの復習、日記や作文もあります。子どもによ
っては、消化できないこともあろうかと思いますが、
最初から、
「宿題の半分を・・」などと限定しないで、
最後までやり遂げようとする努力をしてほしいと思い
ます。結果的に「できなかった」となっても、その努
力は必ず自信や学習の成果となって、身についてくる
ものだと思います。
私は学期途中で転入してくる際の校長面接で「宿題
は家庭に対して課せられたものでもありますから、子
どもの宿題の点検やサポートをしっかりやってくださ
い。」と常に話してきました。
１週間で１回しかない授業日をより充実あるものに
したいと思っています。補習校に来て、羽目を外す子
どもの姿も時折見受けられます。日本語で自由に話し
合えるうれしさもあり、理解はできますが、「補習校
は勉強するところ」との意識を第一番に据えて臨みた
いものですね。保護者の皆様、共に頑張りましょう。
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今、教室では・・
中学部１年生国語科（担当宗吉）では、新聞記事な
どを読んでの感想をまとめる学習を継続しています。
今回は下記の記事（概略）を読んだ感想を掲載します。
ウィスコンシン州の小 5 の少女が東日本大震災の
被災者を支援しようと義援金活動を続けている。義
援金は 6671 ドル（約 54 万円）に達している。

中１Ａ 安達 果穂（土本学級）
まだ五年生の少女が、50 万円近くをこえるという大
金を被害にあった日本の人々に送る、などとても心の
広い少女なんだ！と思いました。私も応援することし
かできないけれど、この記事を読んでたくさんの人々
が心から日本の復活を願っているのだと思いました。
中１Ａ 冨岡 利彩（土本学級）
まだ小学生なのにニーダーさんは、自分から募金活
動に取り組んだのがすごいえらいと思いました。5 ドル
しか集まらない日があったらあきらめる人もいるだろ
うが、活動を続けたところがとても評価できると思い
ました。日本に行ったことがあってなんとかしたいと
思う気持ちがわかりました。
中１Ａ

野口

木下

①

忘れ物・落とし物について
文房具の落とし物や衣類や弁当箱の忘れ物がよく
あります。教室を巡回中、床に鉛筆や消しゴムが落
ちていて、私が拾い上げ、近くの子どもに所有者の
確認をするのですが、「自分のものでない」と言い
ます。学校に持参する文房具や教科書の準備は、で
きる限り子ども自身にさせてください。低学年では
保護者が手伝うこともありましょうか、その時には
一緒に準備して、「自分の学用品」であると確認も
させてください。
ただ、全般的に言えることは、品物に記名してい
ないと言うことです。弁当箱などでは殆ど記名があ
りません。衣類等にも、目立たないところに記名な
り印があれば持主に戻る確立が高くなります。
② 虫さされ対策など
補習校では、アレルギー体質の子どももいること
から、虫さされの薬や消毒薬を設置していませんの
で、ご留意ください。個人的に虫さされ対策の薬を
持参してくることについては、自由にしています。

◆パトロール当番予定表６月４日◆

愛実（土本学級）

私がこの記事を読んで一番感動したことは、6671 ド
ルも募金を集めたのがまだ小学 5 年生だったことでし
た。補習校でも募金活動をして、お金がいっぱい集ま
ったと聞いてすごくうれしいです。この記事を読んで、
子どもでも大人に負けないぐらい被災者の支援ができ
ることを知りました。

中１Ａ

ご注意ください

美颯（土本学級）

私は、この記事を読んでとてもうれしかったです。
なぜなら全く関係のない他国の小学生までが 3 月に起
きた日本の震災に関心をもち、一人で考えて募金活動
などの被災者支援を行なっていることが分かったから
です。
私もそのように、一人で考え、実行できるような人
になりたいと思いました。
東日本大震災・大津波の復旧事業に加えて、福島
原子力発電所事故も重なりました。被災者への支援
はもとより、環境に与えた影響は真に大きいものが
ありました。復興には何年もかかると思います。私
たちの支援活動も決して一過性のものとすることな
く、息の長い支援活動を考えていかなければならな
いと思います。本校での義援金は、私が健康診断で
帰国する日本から確実に送金させていただきます。

～よろしくお願いします～
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学年
小３

順位 児童生徒氏名
２７ 津田賢大
２８ 鳥飼遥奈
２９ 本村 奏
３２ 寺門恵美
３３ 馬込 悠
３５ウィリアムズ新菜
３６ 金山未来
小４ １４ 須田遥希
小３ ４０ 竹田健人
４１ 安達日菜乃
４２ 浅野大輝
４３ 中村結花
４４ 平山由美
４５ 森 勇一朗

転出：川口真理（幼星）
中川航希（小１Ａ）
小林瑠名（小２Ａ） 篠島未樹（小３Ａ）
福井寧音（小３Ａ） 金子邦香（小３Ｂ）
川口寧央（小４Ｂ） 石山飛鳥（小４Ｂ）
小林奎太（小５Ａ） 金子 元（小５Ａ）
ヒューストンでのたくさんの思い出をもって、帰国
後も元気で運動や学習に励んでください。益々の活躍
を期待します。がんばって～！
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