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夏夏夏休休休みみみででですすす‼‼‼………ががが………    
 

来週から夏休みです。サマーキャンプや様々なアクティ

ビティを計画したり、日本の学校の授業や給食、当番活

動、部活動などを楽しみに一時帰国したりする子どもた

ちも少なくないようです。机の上だけでは学ぶことのでき

ない多くのことが待っていることと思います。また、夏休

みは子どもたちの自立心を育てていく良い機会にもなり

ます。上げ膳・据え膳の御姫様・王子様生活の子どもは

そう多くはないと思いますが、親が子供の面倒を見すぎ

ていることにより、子どもたちが自ら取り組んでいく機会を

奪われているかもしれません。自立心を持たせるために

は、規則正しい生活をさせ、家庭の中での自分の役割

をしっかりと持たせてあげることも必要です。子どもは育

てたようにしか育ちません。是非、実り多い夏休みとなる

ようにご配慮ください。◆夏休みを前にしたここ数週間、

残念なことがいくつかありました。３階トイレで数人の児童

が洗剤を撒いたりシンクに乗って遊んだりという悪戯。ト

イレにペーパータオルの芯を詰め込む等の悪戯。一階

へのペットボトルの落下。日本では、該当児童・生徒が

名乗り出て来ることは少なくありませんが、残念ながら本

校では多くの場合そうした潔さが見られません。文化・風

習の違いがあるのかもしれませんが、折角苦労をしなが

ら本校で頑張っている子どもたちが「見つからなければ

何をやってもいい」という社会を担ってしまうようになるの

では、何とも寂しい限りです。失敗があっても、そこから

逃げずに受け止めることで成長があります。そんな強さも

身に着けられる夏休みとなることを、心より願っています。

家庭も第一の教室。夏休み中のご指導を、よろしくお願

いします。 

 

進路懇談会  
先週、高等部主任前

田文夫先生による第

一回進路懇談会が実

施されました。今回は、

全保護者を対象に「日本の帰国枠受験のしくみ」をテー

マに、二つの言語・二つの国で学ぶ子どもたちの心の奥

底にも迫りながら、進路に関わる話を進めていきました。

今回は、帰国・日本での受験を前提とする説明会でした

が、中学段階での転・編入、高等学校への入学・編入、

大学入試における帰国枠について、Ｇ３０等にみられる

大学側の受け入れ・育成制度、また、単身高校留学扱

いの際の留意点について等が話題となりました。今後は

次の予定で実施いたします。 

８月２７日：「アメリカの大学受験のしくみ」（全） 

※この回は、池上先生・橋川先生も加わって 

「AP受検について」も併せて実施します。 

１０月２２日：「日米における進学とその費用について」 

（全） 

１２月１７日：「進学におけるミドルスクールの位置づけ」 

                    （小中保護者対象） 

２月４日：「進学におけるスポーツ課外活動の意味」 

                    （小中保護者対象） 

３月１１日：「日英バイリンガル教育と進学におけるメリット」        

（全） 

※全＝全学年保護者対象 
 

 

 

 
 

恒例の、幼稚部七

夕行司が実施され

ました。かわいい

浴衣姿の子どもた

ちに、周囲を取り

巻く保護者のみな

さんの頬もゆるみ

っぱなしだったよう

です。幼稚部の先

生たちの熱演も、

お見事でした。 

 

 

 
 

今月も、伊藤園新俳句コンテストのセミファイナリストに本

校の３名の児童・生徒が選ばれました。 

（敬称略） 

はるかぜが ふいてみんなは わらうよね 

ゴールドスティン花（プリ小低） 

 

夏のお茶 うちわと一緒に クールダウン 

  後藤美海（小６） 

 

だらだらと すごしてすぎる 夏休み 

 井波茜里（中 1） 

 

教員の交替について  
プリンストンコース小学部低学年１組の担任務めていた

だいた比嘉先生が、しばらくの間休職となります。新し

い担任については次号でお知らせいたします。 
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夏夏夏休休休みみみ中中中ののの緊緊緊急急急連連連絡絡絡先先先   
夏休み中の平日事務所業務は以下の通りです。 

事故等の緊急連絡の際にはご注意ください。 

★連絡先；office@pcjls.org 609-683-5080 

◆６月２７日～７月２１日は火曜日～金曜日 

１０：００～１４：００の業務 

◆７月２６日（火）～８月４日（金）の間は閉所となります。 

緊急連絡がある場合は、 

校長メール arakawa@pcjls.org  電話（609-903-9015） 

◆８月７日（火）からは通常業務となります。 

◆日曜オフィスは８月２０日から再開します。 

 

 

 

JASL スピーチコンテスト  
去る 6 月 11 日、JASL(Japanese as a Second Language)

部のスピーチコンテストが開催されました。JASLコースの

修了式も兼ねており、JASL の一年を締めくくる重要な恒

例のイベントとなっています。何週も前から時間をかけ準

備を重ね、当日のコンテストに臨みました。4 クラスの生

徒全員が、クラスごとに決まったテーマに沿ってスピーチ

をしました。今年の各クラスのテーマは JASL1「私の好き

な県」、JASL３「私の好きな・・・」、JASL4「また行ってみた

いところ」、JASL5「自由選択」でした。低学年の生徒でも

堂々とした態度で、大勢の聴衆の前でステージ上のマイ

クの前に立ち発表する姿は非常に立派でした。それぞ

れの生徒の日本語を学びたいという熱意が伝わる内容

で、特に高学年の生徒は、難易度の高いテーマでスピ

ーチが行われました。 

受賞者は以下の通りです。 

努力賞：マクラフリン・フランクくん、特別賞：ウォン・リプリ

ーさん、Ｊ１優秀賞：マー・エミさん、Ｊ３優秀賞：ノヴォセー

ロフ・ダニエルくん、Ｊ４優秀賞：ハートウィック・ノアくん、Ｊ

５優秀賞：ワッツ明（はる）くん、最優秀賞：ザックソースカ

ス・エリックくん（Ｊ５）です。みなさん、おめでとうございま

す！！ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Speech Contest  
JASL (Japanese as a Second Language) speech contest 

was held on June 11. This contest was a very important 

annual event for JASL to end their school year. The 

students from 4 classes prepared for weeks to challenge. 

They created speech along the themes that were given 

for each class. This year’s themes were: JASL1 “ My 

favorite prefecture in Japan”, JASL3 “ I love something”, 

JASL4 “ The place I would like to go back to”. JASL5 

“ Free choice’. The students, even the lower grades, 

made great speeches in front of a large audience. Each 

student delivered a speech with passion for learning 

Japanese, the upper grades specifically challenged for 

difficult themes. 

The winners are listed below: 

Greatest Achievement: Frank McLaughlin 

Special Mention: Ripley Wong 

JASL1 First Prize: Emi Mah 

JASL3 First Prize: Daniel Novoselov 

JASL4 First Prize: Noah Hartwick 

JASL5 First Prize: Haru Watts 

Grand Prize: Eric Zaksauskas 

Congratulations!!! 
 

   今後の予定 
 

本  日 ； 夏休み前最終授業 
◆８月２０日 夏休み明け授業開始 

◆８月２７日 教育懇談会 １３：００～ 

「アメリカの大学受験のしくみ」「AP受験について」 

総務オフィサーミィーティング 

◆９月 ２日 土曜授業日 

◆９月１０日 運動会リハーサル① 

         冷泉彰彦氏講演会 １３：００～１４：３０ 

「日本の新幹線技術について」 

◆９月１７日 運動会リハーサル② 

◇９月２３日 運動会会場づくり（運動会係保護者・校長） 

◆９月２４日 運動会：後日別途案内配布 

（雨天時：通常授業、通知表配付） 

１０月 １日 運動会予備日 前期終了 通知表配付 

 

帰国生のための学校説明会 

海外子女教育振興財団では、「帰国生のための」学校

説明会を東京・名古屋・大阪の 3 都市で開催いたします。

（今週、ポスターを配信します。） 

小学校から大学までのおもな帰国生受け入れ

校の担当者が各校の指導方針・授業・課外活

動などの特色や選考方法・時期・応募資格など

について説明をするほか具体的な質問にもお

こたえします。 

(日程・会場) 

7 月 27 日(木) 大阪府立国際会議場  

グランキューブ大阪（大阪市北区） 

7 月 28 日(金) 愛知県産業労働センターウインクあいち

（名古屋市中村区） 

8 月 1 日(火) 東京都立産業貿易センター台東館 

（東京都台東区） 

●（参加費)無料※事前申し込み制です。 

mailto:office@pcjls.org
mailto:校長メールarakawa@pcjls.org
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【第 67回】全国小・中学校作文コンクール 
校内締め切りは９月２日。急な募集のため学級で取り組

めないことも多いと思います。個人での応募も可能です。

（応募用紙別途配信します。） 
 

『第 67 回全国小・中学校作文コンクール』応募要項 

ふだんの生活や学校で感じたこと、体験したこと、創作

物、読書感想文など広く 

募集します。テーマや枚数に一切の制限はありません。 

【募集締め切り】9 月 13 日（水） 

【発表】2017 年 11 月下旬頃 読売新聞紙上（予定） 

【表彰式】2017 年 12 月上旬 

【応募資格】 

 国内の小・中学校および海外の日本人学校に在学す

る児童・生徒。 

【部門＆賞】 

「小学校低学年」、「小学校高学年」、「中学校」の３部門。 

 各部門ごとに 

・「文部科学大臣賞」１編 

・「読売新聞社賞」３編 

・「JR 賞」１編 

・「入選」5 編 

【審査】 

 まず「都道府県審査」および「海外部門審査」を行い、 

各部門で最も優れた作品が「中央審査」に進みます。 

＜中央審査委員＞（敬称略） 

 梯 久美子（ノンフィクション作家） 

 石崎 洋司（児童文学作家） 

 新藤 久典（国立音楽大学教授） 

 

【応募方法】 

(1) 添付した「応募リスト」に各学校または個人で部門ご

とにまとめ、必要事項を記入して、作品を同封してく

ださい。 

（２）応募先は、 

  〒134-0086 東京都江戸川区臨海町４－２－２  

岩立葛西センタービル３F 

   作文コンクール東京都 事務局 

 ★２０１７年９月１３日（水）必着★ 

 

【応募規定】  

◎テーマ、題材、枚数は自由です。  

(1) 自作の未発表作品に限ります。二重応募（類似作品

を含む）はお断りします。応募作品について著作権

侵害などの争いが生じても、主催者は責任を負いま

せん。 

(2) １人１編に限ります（１つの学校から何編応募しても結

構です）。 

(3) ４００字詰め原稿用紙を使用し、右上端をホチキスで

留めてください。 

(4) 鉛筆（Ｂまたは２Ｂ）で濃く書いてください。応募する

児童・生徒の自筆に限ります。ワープロ、パソコンの

作品は認めません。ただし、筆記が困難な場合には、

許可することがあります。 

(5) 絵・写真などを使用した作品は認めません。 

(6) 作品とは別に表紙が１枚必要です。表紙の原稿用紙

に「題名」ほか以下の項目を明示してください。いず

れもフリガナをつけてください。創作の場合は「創作」

と明記してください。 

学校：名称、所在地、電話番号、メールアドレス、指

導教諭名 

児童・生徒：名前、学年 

※ 記載いただいた個人情報は、受賞者への連絡、作

品に関する問い合わせ、取材のみに使用し、それ

以外の目的での使用や、第三者に譲渡することは

ありません。 

※ 名前、題名、学年、指導教諭は受賞者発表の際の

確認資料となりますので正確にお書きください。 

(7) 応募作品は返却しませんので、必要な場合は事前に

コピーをしてください。 

(8) 入賞作品の著作権は主催者に帰属します。優秀作

品は、読売新聞での掲載、主催者、協賛社のホーム

ページでの紹介のほか、テレビ、ラジオ、雑誌、書籍、

電子書籍、教材や国内外の出版物などに使用される

ことがあります。 

 

【問い合わせ】 

読売新聞東京本社事業開発部「作文コンクール」事務局   

TEL／+81-3-3216-8606 

 

【主催】読売新聞社 

【後援】文部科学省、各都道府県教育委員会 

【協賛】JR 東日本、JR 東海、JR 西日本 

【協力】三菱鉛筆 

 


