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始業式で児童生徒に伝えたこと
2018 年が始まって，早くも 1 月が終わろうとしてい
ます。よく日本では「1 月は行く。2 月は逃げる。3 月
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②周りの人に対する優しい気持ちを自分の心
の中に育てていきましょう！

は去る。」と言いますが，在外教育施設では，その
思いをより強く感じます。派遣教員の入れ替わりのた
め，日本国内の学校よりも 3 月は早く修了式を行い，
4 月は遅く始業式を行います。GJS の 1 年間は，数
字上は 86％を終えました。残された時間は限られて
いますが，これまでに学校や学級で指導してきたこ
とがしっかり定着し，次年度へつなげられるように教
職員一同で努めてまいります。
さて，少し遅くなりましたが，1 月 5 日の始業式で
児童生徒に伝えたことをお知らせします。前回の学
校だよりにも書きましたが，行事だけではなく，日常の
学校生活の中でも，できるだけ多くのキラキラする
児童生徒の姿を追い求める学校でありたいという趣
旨に沿って，児童生徒に話したのは次の 3 点です。
①よく見て・しっかり聴いて，考えて，伝え
る学習を進めていきましょう！

1 年生から 9 年生が一緒に生活する GJS です。上
級生には，下級生が憧れ，目指したいと思われるよ
うな存在でいてほしいものです。また，同級生同士
でも，困っているときには助け合える仲間であってほ
しいと願います。
③元気に体を動かして，健康な体づくりをし
ていきましょう！

日常の授業で，よく見たり，しっかり聴いたりして，自
分の考えをもち，それを伝え合うことで，理解を深め
たり，考えを広げたりできるような授業を教師だけでな

寒い季節となり，運動する機会がどうしても少なくな
りがちです。学校としましても，運動する機会の確保
に努めますが，児童生徒自身にも健康な体づくりを
意識して過ごしてほしいと考えています。
この 3 点が児童生徒のキラキラにつながり，今
年も GJS に SMILE と HAPPY が増えていくことを楽しみ

く，児童生徒にも目指してほしいと思っています。

にしています。
カラーの学校だよりを学校ホームページでご覧いただけます。

集中し，気持ちを込めて書き初めに取り組む
児童生徒の姿が印象的でした。審査結果は次の
とおりですが，わずかな差で受賞できなかった
作品が多数ありました。
〈１年〉
〈６年〉
金賞 古賀 暁乃
金賞 二階堂 淳
銀賞 桜井 結太
銀賞 森本 桃花
銅賞 溝渕 礼佳
銅賞 角五 茜
〈２年〉
〈APPLE〉
金賞 平野 駿
金賞 角五 葵
銀賞 石田 美緒
山本 新太
松永 華歩 〈７年〉
銅賞 伏見 咲穂
金賞 上原 瑛己
横江 孝亮
銀賞 池崎 ひかり
ﾘﾁﾈﾙｽｷ 快
銅賞 山川 実莉
〈３年〉
山根 菜月
金賞 吉田 航一郞〈８年〉
銀賞 島﨑 珠藍
金賞 仁科 恒星
山川 万輝
銀賞 岡島 健太
銅賞 参鍋 裕月
宮部 湧大
露﨑 遙詞
銅賞 田代 詩織
吉無田 絢
根本 凌太朗
〈４年〉
増田 颯太
金賞 松田 隆之介〈９年〉
銀賞 森本 小百合
金賞 押川 采慧
古部 葵
銀賞 大村 七海
銅賞 梶原 悠世
吉本 真凜子
坂井 恭子
銅賞 児玉 貴也
安東 万由子
山川 大輝
〈５年〉
髙橋 美緒
金賞 三浦 優介
銀賞 山根 向陽
銅賞 山川 真実

６～９年生が熱中した百人一首大会。結果は
次のとおりでした。
【横綱】１位 山川 実莉（７年）
2 位 池崎 ひかり（７年）
【大関】１位 角五 茜（６年）
２位 大橋 穂乃花（７年）
【関脇】１位 二階堂 淳（６年）
２位 上原 瑛己（７年）
【小結】１位 根本 凌太朗（８年）
２位 髙橋 洋太（７年）
《学級賞》７A
※９年生は表彰対象にしていません

２月行事予定

※ ＨＰ版では掲載していません。

学校間交流の相手校
３年 International School at Dundee
７年 Ponus Ridge Middle School
※ 学校だより第 10 号ではお知らせできません
でしたが，3 年の学校間交流を 1 月 29 日（招待）
，
30 日(訪問)に実施しました。

帰国派遣教員
本年３月に帰国する文部科学省派遣教員のお
知らせをします。
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