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南十字星
夏休みの作品展

2 月 10 日に、夏休みの作品展をしました。今年も低学年を中心にたくさんの力作がそろい
ました。幼稚部と小学部 2 年生は、授業中、あるいはその発展として学んだことを、絵や観察
日記にまとめて出品してくれました。今年は特に工作がたくさん出ていました。中には竹で作
った楽器などもあり見ごたえがありました。子ども達はいろんな才能や特技をもっています。
それをお互いに知り、みんなで認め合う活動として、これからも大切にしていきたいと思いま
す。来年も子ども達が無理しない程度で、自由に出品する作品展を開催したいと考えています。
今年の最優秀賞は、小 4 リード海君でした。おめでとうございます。
全校合唱「つばさをください」

＜作品を熱心に見てくださる保護者の皆さん＞

＜最優秀賞 小 4 リード海君の作品＞
戌年にちなんで「見犬 聞か犬 言わ犬」

かるた・百人一首大会
作品展と同じ日に、かるた・百人一首大会を
しました。今年もどの学級からも楽しそうな歓
声が聞こえてきましたよ。
頭の上に手をのせて、取り札を見つめる真剣
な目、先生の声を聞き逃すまいとシーンと耳を
澄ます様子から、子供たちの一生懸命な気持ち
が伝わってきます。
かるたや百人一首は、日本語に親しむよい機
会だなと改めて思いました。これからも大切に
続けていきたいと思います。
入賞したみなさん、おめでとう。
今回は、各学年の 1 位のみ掲載します。

学年

入 賞 者

小1

1 位 ふじい かれん

小2

1 位 おおぬき さら

小3

１位 武元

小4

１位 江口 寧音

小5

1 位 タルカスそりな

小6

1 位 張 希優

中学部

怜

1 位 森 はるな（中1）

幼稚部 豆まき
かるた・百人一首大会の日に、幼稚部では豆ま
きをしました。今年は、鬼に扮したお父さん達の
協力得て、外で元気に楽しく豆まきができました。
心の中にある「欲張りな鬼」や「わがままな鬼」
を追い出すことができたかな。お父様方、ありが
とうございました。

＜卒業式のご案内＞
いよいよ卒業の時が迫ってきました。
今年度も、主役である卒業生の思いを多くの方の前で発表する場として、代表生徒による「送
辞」
「答辞」に加え、
「卒業の詩」と題して、幼稚部、小 6、中 3 それぞれの学年の発達段階の
応じた「呼びかけ」を入れています。また、今年補習校祭りで歌った「ふるさと」とともに、
今日本中の学校で一番歌われている卒業ソング「旅立ちの日に」も練習しています。練習時間
は十分に取れませんでしたが、どうかご期待ください。
平成３０年 3 月 1７日 （土）午前 10 時 30 分～ ネアンシアターにて
１．当日は、朝から卒業生は卒業証書授与の練習、在校生は歌の練習を入れています。
もし遅れて登校される場合や、早退される場合、生徒たちが全校集会広場やシアターにい
ることもありますので、ご注意ください。
式が始まる 10 時 30 分前には教室は施錠します。
２．卒業式は、補習校での学びの集大成としてとても大切に考えています。生徒たちの思い
が詰まった卒業式を、在校生の保護者の皆様にも見ていただきたいです。お時間が取れる
方はぜひ見に来てください。お待ちしています。

＜来年度の始業式・入学式の案内＞
１、始業式
２．入学式

４月２１日（土）8 時 45 分までに登校してください。
新幼稚部・新 1 年生も登校します。新しい教科書を配付します。
4 月 28 日（土）10 時 30 分から ネアンシアターにて
新幼稚部・新 1 年生も 8 時 45 分までに登校します。

全校朝会のスピーチから

いよいよ中 3 スピーチも最終号を迎えました。これまで心に残る
素晴らしいスピーチありがとう。そして、卒業おめでとう！

【１２月９日】 中３ 阿部流依
おはようございます。
今年の夏に行われた高校野球で話題になった清宮選手を皆さんは知
っていますか？
早稲田実業の清宮選手で、甲子園の代表をかけた東・ 西東京大会の
開会式で選手宣誓をしました。その選手宣誓が心に残っているのでち
ょっと長いですが、皆さんに紹介したいと思います。
「宣誓、私たちは野球を愛しています。私たちは野球に出会い、野球
に魅せられ、野球によってさまざまな経験を重ねて、この場所に立っ
ています。いよいよきょうから夢の舞台へのたった一枚の切符をかけた戦いが始まります。
私たちは東東京、西東京の頂点を競うライバル同士ですが、同時に同じ夢を追いかける同志
でもあります。青春のすべてをかけて戦うことのできる幸せと喜びを、伝えてくれるすべての
みなさまに感謝しながら、野球の素晴らしさが伝わるよう、野球の神様に愛されるように、全
力で戦うことをここに誓います。」
これは野球だけではなく何にでも置き換えられると思います。
皆さんにも夢中になっていることや、好きなスポーツ、好きな勉強があると思います。今ま
でもやり遂げる大切さはたくさん学んできました。僕の友達には野球選手を目指し頑張ってい
る人やゴルフの選手になろうと朝から晩まで練習している友達がいます。やはり、そういう姿
を見ると全力で応援したいしかっこいいと思います。皆さんも何か一つでも夢中になり、自信
が持てるものを見つけましょう。僕もこれから夢中になれるものを見つけて、その神様に愛さ
れるようになりたいです。
【１２月９日】 中３ 小林敬大
いよいよ 3 学期が終わりますね。それは休みが
明けたら、ぼくの最終学期が始まるってことでも
あります。補習校を卒業するのは始めた時から願
ってたことですが、最近はほんの少しだけ寂しく
感じます。今まで 9 年間通ってた補習校は僕の人
生の一部とも言えます。
最初の頃、いや今でも土曜日になんで俺は朝早
く起きて学校に行くのかがわかりませんでした。
でも徐々に年を重ねるうちに補習校に行くのが楽
しみとまでは言いませんけど、構わないようになりました。それは、支えてくれる先生や友達
がいるからだと僕は思っています。
僕の長いような短いような補習校生活が後 9 回で終わります。その 9 回を十分満喫して後悔
することのない時を過ごしたいと思っています。来年には、中学校みんなでキャンプにも行く
予定です。ぶっちゃけ、ぼくの母親が来るのは少し残念ですが、中三全員で集まって遊ぶ機会
はもう少なくなるので思いっきり楽しみたいです。学校卒業して、皆いろんな道を歩んで、離
れても忘れないような関係を築きたいと思っています。あと少しですけど、最後までめいっぱ
い楽しみたいと思います。

【１月27日】中3 ダフィ 琉佳
「音楽」と言う言葉は漢字の「音」という字と「楽しむ」という字
で成り立っています。つまり、「音を楽しむ」という意味を持つ熟
語です。
音楽を習っている人は手を挙げて見てください。今手を挙げた人
はきっと知っていると思いますが、音楽は自分だけでやるのもいい
けれど、他の人と一緒にやると、すごく楽しいです。
僕はクラスの仲間と一緒に演奏してみたいという、小さな夢がず
っと前からありました。最初は自分の中で、ただそう思っていただ
けでした。でも、その僕の小さな夢は中二の時に叶うことになりま
した。
一昨年の補習校祭りで、僕たちのクラスは「タレントショー」をやることになったので、僕
はクラスの仲よしにバンドを作って演奏しようと声をかけてみました。すると、友達も賛成し
てくれて、すぐにバンドを作ることになりました。そして、「校長先生とも一緒に演奏したい
ね。」と友達に話したら、清村校長先生もバンドに入ってくれることになりました。
それが僕たちのブラスバンドの始まりでした。
僕は、補習校の友達と一緒に演奏したいという夢を、実際に口に出してみたから実現したと
思っています。そこから学んだことは、「夢があったら、口に出すと、叶う可能性がもっと大
きくなる。」ということでした。もちろん口に出すだけではなくて、自分がまず頑張らなくて
は、夢は叶いません。
でも、「口に出して言ってみると、夢は叶いやすくなる。」というのは、なぜだと思います
か？ 発言したことを責任をもってやる…という意味の「有言実行（ゆうげんじっこう）」と
いう言葉がありますが、その言葉のように、言ってみることで自分の気が引き締まって頑張れ
るから、夢は叶いやすくなる…ということもあります。また、話してみることで、家族や先生
や友達など、まわり人達の理解やサポートをもらえるから、ということもあるのです。僕たち
のバンド活動も、それがあったから、うまく進みました。
「夢」というと、自分の将来にどうなりたいか、何をしたいか、という大きな夢をまず想像す
ると思いますが、僕たちの学校生活や身近な毎日の中に、例えばこの補習校にいる間に叶えた
いことややってみたいことを、自分の「小さな夢」として、心の中にセットしてみることはと
てもいいことだと思います。
たとえば「漢字テストで１００点をたくさんとれるようになる。」とか勉強のことでもいい
し、「補習校を最後まで続けて絶対卒業する！」でもいい。「クラスメイトともっともっと仲
良くなって、ライフタイムの友達を作る。」などでもいいと思います。また、僕たちのように
音楽が好きな人は、補習校にいる間に仲間とバンドを作ってみることもいいと思います。
ここで叶えた「小さな夢」は、きっと卒業しても思い出に強く残るし、卒業したあとも続い
ていったりするかもしれない。そして自分の将来の「大きな夢」に繋がって行くかもしれませ
ん。だから、皆さんもぜひ、補習校にいる間に叶えたい「小さな夢」を、一つでもいいから決
めて、それを叶えようと頑張ってみてください。そして、その「小さな夢」を自分の中にセッ
トしたら、それを口に出して言ってみることも、ぜひ忘れないでください。
夢は「自然に叶うもの」ではなくて、「自分で叶えるもの」です。

【１月27日】中3 ホール 怜奈
この世界は国が 194、そして人間が 70 億人もいるので、私、そし
て、みなさんもきっと知らないことがいっぱいあります。この世界に
はいろんな国や食べたことのない食べ物、見たことのない景色や会っ
た事のないいろんな人々が何十億人もいるんですよ。
私が 100 年、いや、200 年生きたとしても世界中の言語を学べな
いし、地球に住む全員に会うこともできない。学べることを全部学ぶ
なんて絶対出来ないでしょう、しかしこの「知らない」がこんなにあ
るから一日一日が違って楽しいのだと思います。この知らないことを
どんどん学んで人は成長できるんだと思います。この「知らない」を
「知ってる」に変えていくのが楽しいから人は友達を作り、本を読み、
遠い国に行くのだと思います。
今年はもっともっといろんな新しいことを学んで新しい人に会って自分の小さな世界を広げ
たいと思います。昔起こったこと今起こっていること、小さな出来事大きな出来事、いろんな
ことを知り、自分の経験を重ねて行きたいと思います。
だから私はもっともっとこのユニバース、この世界とこの地球に住んでいる人々のことを学
びたいと思います。本をもっと読み、人の話をじっくり聴き、新しい事になんでもチャレンジ
して、行きたい所に行って「知ってる」をどんどん増やしながら成長したいです。
しかし、私たちの「知らない」の中には、いい人間と楽しい話、美しい国だけがあるのでは
ありません。想像もできない残酷な世界、ひどい人間、抑圧や支配、貧困に苦しむ国など悲し
い現実もひそんでいます。でもそのような世界がある事を知る事で、私たちは自分達がどれだ
け幸せなのかわかることもできるのです。
地球上の暗い部分を知る事は辛い事でもあります。しかし、私は人間として成長するために、
地球上の陰と陽、光と陰、あらゆる「知ってる」を増やしていきたいと思います。
【１月27日】中3 吉岡 真純
皆さん、リコーダーと言う楽器はどんなイメージが浮かびますか。
校長先生が入学式や補習校祭で弾いてくれて、とても綺麗な音がす
る良い楽器だと思っているかもしれません。
でも僕が昔、抱いていたリコーダーのイメージとは、おもちゃみ
たい、キーキーうるさい、音楽センスが無くても弾けるような簡単
な楽器と言うイメージでした。
小学校の音楽の時間にリコーダーを楽しんだ記憶はないです。
具体的に言うとリコーダーと言う楽器自体を軽視していました。この中にも昔使っていたリコ
ーダーを、もはやゴミだと認定し捨ててしまった人はいませんか？
捨ててないにしても行方不明になってしまったかわいそうなリコーダーはありませんか？
僕も小学校時代に使っていたリコーダーはつい最近まで行方不明でした。がしかし、去年の年
末の大掃除の時に机の奥の方からリコーダーを不意に、見つけました。少し吹いてみた途端に
その音色の素晴らしさに驚きました。それから僕はリコーダーをたまに吹くようになりました。
すると僕はどんどん上達しいろんな曲が弾けるようになりました。そこで今日はその中のとっ
ておきの技術を披露したいと思います。
それではお聞き下さい。(ここで一曲演奏)・・・写真をご覧ください。
もう一度あなたのリコーダーを取り出し、僕と一緒に鼻芸を楽しみましょう！

【２月2４日】中3 小藤田 丈
今回は、僕の補習校での最後のスピーチです。
でもスピーチではなく、パフォーマンスです。
なぜかというと、前回はスーパーマリオを鼻でリコーダー
を吹いた吉岡真純くんが期待を上げすぎたからです。
僕はドラムを九年叩いているので、ミスタービーンとし
て有名なコメディアン、ローワンアトキンソンの
“Invisible Drum Kit” のドラムパフォーマンスをカバー
で披露したいと思います。僕はミスタービーンみたいなコメディアンじゃないですが、思いっ
きり笑ってください！
【２月 2４日】中 3 高見澤 諒 「学校は将来になくなる？」
皆さんは何年も現地校と補習校を一週間に六日間、合計で
３８時間も学校に通っています。ところが、僕たちが中年に
なるころには、学校などはもうなくなっている可能性がある
のです。人工知能を知っていますか？
世界中の技術科学者が、数年の間に新しい種類のパソコン
を作り上げました。昔は、人間がコードというプログラミン
グを搭載し、パソコンはただその指示を受けていただけでし
たが、将来はデータを大量に集めてパソコンにみせると、自分で学習できるようになるのです。
例えば、グーグルの翻訳サービスです。グーグルのサーバーがウェブサイトやメールを読むこ
とで、翻訳の精度が数年間に急にあがりました。
これと教育とはどういう関係があるのでしょう。
今の教育のシステムは学年別でカリキュラムを組まれています。一学期ごとにスケジュール
があり、生徒がわからなくてもどんどん次に進みます。もし、皆さんがテストでほぼ百点をと
っていなければ、単元の内容を理解できていないということですね。また、以前には理解して
いても人間は忘れてしまうこともありますね。特に数学は積み重ねなので、前に習った内容を
理解していないと、あっという間にわからなくなり、数学がとても難しいと感じるようになり
ます。人口知能は、こういうデータをテストやドリルから把握し、先生の代わりに生徒の弱点
を教えてくれます。そして、生徒一人一人に違う教科書を与え、指導していきます。また、学
年別ではなくて、生徒自身が必要な単元を習って進んでいき、大学にいけたり、そのまま仕事
につけたりします。
このシステムは、今の教育システムよりも効率的で、必ずどの生徒でも勉強を簡単に感じる
ことができます。次世代は、もしかしたらこの新しい人工知能のシステムをつかった教育にな
るかもしれないですね。皆さんは補習校に通えてよかったですね。

