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授 業 を 創 る

各学年や学部の廊下掲示は、読書感想文や毎週の
絵日記の他、各教科の題材に応じたグループや個人
の学習のまとめがあったり、宿題として出された
“調べ学習”の展示があったりします。中学部の廊
下には、１年生の社会科における“調べ学習”のま
とめが貼り出されていました。各自の身近なものや
興味があるもの、好きなものを調べていたので、そ
れを私は興味深く読ませてもらいました。
物事一つひとつ
に歴史があること
がよくわかります。
『ラーメンの歴史』
では、徳川光圀が
最初に食べたとい
う記述がありまし
た。その時々に、

有名無名に関わ
らず多くの人の
関与があり、変
化を遂げながら
今に引き継がれ
ていることがよ
くわかりまし
た。
さて、世界で一番
小 さ な 学 校で あ る
私たちの“補習校”
の歴史がなかったの
で、これは私の役目
かな、と子どもたち
の作品を見ながら思
いました。世界の補
習授業校や、私たち
の補習校はどのような歴史をもっているのでしょう
か。現在、創立後数年間を知る人が少なく、沿革史
の記述も簡単なものです。そこで、当時を知る人に、
お話を伺い、それを数回に分けて伝えようと思いま
す。自分が通っている補習校の歴史を知ることは、
子ども心に芽生える愛校心の第一歩だと考えます。

本校では、教員研修の一つとして、シカゴ日本人
学校やニューヨーク日本人学校を視察したり、北米
南部地区補習授業校現地採用教員研修会に参加した
り、日本国内研修会に参加したりしています。
６月７日は小学部高学年（４年 B 組 ）
、１４日は
中学部（２年）で研究授業とその授業研究会 を行い
ました。これも教員研修の一つになります。授業を
したクラス以外は、保護者に自習監督をお願いしま
した。ご協力いただきありがとうございました。
ふだん、教員は１時間の授業を行うために、必ず
事前に準備をします 。教材研究と呼ばれていますが 、
それが研究授業 をする授業者ともなれば、他の先生
に授業を見てもらい、それを分析し研究してもらう
分、その何倍も何十倍も時間をかけて指導の方法を
練ります。例えば 、「授業の流れが子どもたちにわ
かるように、どのように白板に書けばよいのか 。」
とか 、「１時間の授業のねらいや課題を掴ませるた
めに、子どもたちへの発問はどのようにすればよい
のか。」「教師の発問に対し、予想される子どもたち
の答えや反応はどのようなものになるのだろうか 。」
など、詳細に考えながら指導案を書きあげます。
見学する側も準備が必要です。私自身、教科だけ
ではなく短学活や性教育、人権教育、生徒指導など
の校内研修を頻繁に行う学校に勤務していた頃があ
りました。その学校で、ある管理職から研究授業や
研修会に臨むにあたっての心構えを厳しくたたき込
まれた記憶がよみがえってきました。今回、特に授
業者が創る授業のみならず、見学する他の教員にも
大きな成果を求めていたためだろうと思います。
さて、日本で鍛えてきた教育技術を見事に見せて
くれた有馬先生 、補習校としては拡充教科ともいう
べき理科で、しかも実験を行い多くの課題を投げか
けてくれた樽谷先生、授業者も見学者もこれからの
授業にとても役立つ研究授業になりました。
数年前に、『百の施策より、一人の教職員』とい
う言葉を知りました 。『教育は人なり。』といわれる
ことと同じで、子どもたちと向き合う私たち教職員
一人ひとりが、いかに教育の中で重要な役割を担っ
ているのかをわかりやすく表した言葉 だと思いま
す。私たちは教員としての資質を高め、その中でも 、
特に、教育技術 を高めていかなければなりません。
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～ 茶 道 教 室 ～

緊急連絡網テスト・ランの実施

５月２４日（土）
に、小学部６年生
はショーイング・
ジャパンの皆様の
ご協力により、茶
道を通して日本文
化に触れることが
できました。子ど
もたちは貴重な経
験をどのように感
じ、それをどのように言葉で表現しているのでしょ
うか。今週は、A 組児童の感想文を紹介します。
A 組 三村 智加歩
わたしは茶道の体験がないため、お茶も飲んだこ
とがありませんでした。そして、茶道はおばあちゃ
んやおじいちゃんがやるものだと 決めつけていまし
た。おばあちゃんやおじいちゃんがやるものだから
興味ないと思っていたけれども、心の中ではやって
みたいと思っていたのです。それを体験させてもら
える、しかも日本じゃなくアメリカで。そんなラッ
キーなことはないと思ってすごく楽しみにしていま
した。
茶道体験当日、ゆかたを着てみんなで正座をして
たたみを囲みました。まずは、奥原奏太君のお母さ
んが、茶道について分かりやすく説明して下さいま
した。わたしは、校長先生が書かれた「一期一会」
という四字熟語がすごく印象的でした。そして、一
期一会の色紙の下に生けられたきれいなお花もすご
く日本的な感じで、人の心を落ち着かせると思いま
した。
わたしは、にじり口と呼ばれる入り口が小さいと
思いました。茶室に入るときに、自分より先にせん
すを置くのはなぜかと疑問に思いました。親指を出
して、手でグイッと体を支えて入るのが私にとって
はすごく大変でした。
おかしはまずとなりの人に、
「お先に 。
」
と言って感謝の気持ちを表す所が日本的だなと一番
思いました。
お茶は茶器を二回時計回しに回したりするので少
しややこしかったです。飲む時は三、四回に分けて、
おいしそうに泡まで飲むのが定式だそうです。
何もかもおいしかったし、何もかも新しいことだ
ったけど 、お茶は心を静かに落ち着かせてくれるし、
味わって飲めるので私は好きです。
この大切な体験をさせて下さった方々、本当にあ
りがとうございました。この一時間半は絶対に忘れ
ません。

１．実施日時

６月２７日 金曜日
午前１０時～

２．実施要領
総領事館から補習校（他に商工会・日本人会）
に電話とメールで連絡内容を伝えてきます。
補習校の連絡網を使用して、総領事館からの
連絡内容を各家庭に伝えます。
各家庭への連絡伝達終了を、総領事館に報告
します。
３．その他（確認事項）
補習校から配信されたメールに対し、受信確
認の返信は必要ありません。
次の人が不在の場合は、留守録にメッセージ
を残し、その次の人に連絡をしてください。
最後の人は必ずクラス委員さんに連絡済みの
報告をしてください。
クラス委員さんは連絡をくれたＰＴＡ役員さ
んに連絡済みの報告をしてください。

三水会センター移転延期のお知らせ
６月２２日（日）に移転の予定でしたが、延期の
連絡が入りました。これに伴い、図書館の開館日が
再度、変更になりましたので７月第１週までの予定
をお知らせいたします。
１．６月２１日（土） → 開館
２．６月２４日（火）～２８日（土） → 開館
３．７月 １日（火）～ ５日（土） → 閉館
７月８日（火）からは開館予定ですが、まだ移転
日が未定です。改めて連絡が入り次第、開閉館日の
お知らせをホームページでお知らせいたします。

◆パトロール当番予定表 ６月２８日◆
～よろしくお願いします～

★ＡＭ１リーダー
２
３
４
５
６
★ＰＭ１リーダー
２
３
４
５
６
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学年
中１

順位
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１５
１６
１７

児童生徒氏名
大塚 淳平
畑中 義信
宇野 慎太朗
東
優子
川原 裕也
坂上
英
渡邊 朝輝
我妻 里咲
ｹﾞｯﾁｭ ｶﾙﾋﾞﾝ
野口 美樹
上野 早瑛子
三沢 輝璃

