
                  輝くパリ日の子供たち    

                            パリ日本人学校 校長  小野江 隆 

 
校庭の八重桜が満開の中、平成３１年度、パリ日本人学校入学式

を４月１１日、小学部２２名、中学部２１名の新入生を迎えました。

在仏日本国大使館特命全権大使 木寺昌人様、本校理事会副理事長 

眞弓彰久様を始め、多くのご来賓の皆様にご臨席を賜り、小学部、

中学部それぞれの新１年生の入学をお祝いしていただきました。パ

リ日本人学校の伝統と歴史を引き継ぐ新しいメンバーを迎えまし

た。 

小学部、中学部代表の凛々しい熱い思いのあるメッセージ、新入 

生代表の決意をこめた力強いメッセージに、会場は感動に包まれま

した。 

新入生は、緊張感の中にも、最後までとても立派な態度でした。

私は、小学部、中学部に共通して次の 2点について話をしました。 

一つは 

自分の力で考えること。これはあきらめずに自分なりの考えをも 

ち、自分で切り開いていく力をつけていきましょう。 

二つは 

パリ日本人学校には、学校目標にすばらしい言葉があります。そ

れは、心のふるさととなるあなたを大切にする学校という言葉です。ここを巣立ち、ここで学んで育った先輩た

ちは、今、世界で活躍しています。つまり、現在は２１２名の在籍ですが、みなさんひとりひとりが、何千人と

いう先輩たちからなるパリ日本人学校というコミュニティの一人なのです。パリ日本人学校で学ぶことに誇りを

もって、学校生活を送りましょう。 

 

新入生、転入生そして在校生は、気持ちを新たにして、

希望に胸を膨らませて新年度を迎えたことと思います。

1 年間の節目となる４月に、自分たちが歩んできた道を

きちんと振り返りながら、新鮮な気持ちでしっかりと前

を向いて進んでほしいと思います。 

この後の中学部の新入生歓迎会では、「校則のない学

校」は、自分に責任をもつとともに、自分たちで自分を

治める、つまり「自治能力の高い集団」であること、そ

してこの伝統を大切にしていきましょう。と伝えました。 

歓迎会では、中 3生を基盤とした素晴らしいリーダーシップが発揮されていることを実感しました。 

また、小学部の新１年生歓迎会では、各学年より 1年生に向けて、心温まる贈り物が用意されていまし 

た。そして、小学部が一体となって楽しめるイベントが計画され、１年生のみなさんは、どれほどの安心感小学

部も中学部も本当に短い時間の中で、早く慣れるように準備をすすめてきた先輩たちの健気な思い 

やりに「心の針」が振れました。 

新しい「令和」という元号となります。子供たちには、これからの新しい日本を担っていくグローバル人材と

して大きな期待が寄せられています。このパリ日本人学校で、世界へ羽ばたくための基盤をつくってほしいと思

います。 

今年度６名の教職員が着任しました。全教職員が一丸となって、教育活動 に取り組んでまいります。保護者や

地域、関係諸機関の皆様には、パリ日本人学校の子供たちを、引き続き、温かい目で見守っていただき、時には

厳しく、ご支援・ご協力をいただけますようお願い申し上げます。 

 
 
 
 
 ４月６日に６名の派遣教諭が赴任、１名の講師が着任しましたのでご挨拶させていただきます。 
＜小学部 2年 2組担任 手塚 英海教諭＞ 
初めまして。宮城県から派遣されて赴任致しました手塚 英海（てづか ひでみ）と申します。３月まで名取

市閖上という、東日本大震災で大きな被害を受けた学校に勤務しておりました。防災や命の大切さについて児童
生徒に伝えていけたらと思っております。赴任早々、パリ日の子供たちの素直さとひたむきさに毎日驚かされな
がら生活しております。これからどうぞよろしくお願い致します。 
＜小学部 3年 1組担任 夫婦岩 由紀教諭＞ 
大阪府から赴任してきました夫婦岩 由紀（みょうといわ ゆき）です。小学部 3 年生の担任をさせていただ

きます。パリ日本人学校の子どもたちと出会えることを楽しみにしていました。私は、子どもたちの笑顔が大好
きです。授業中や休み時間など、学校生活の中でみんなが笑顔で過ごせられるよう、私も毎日笑顔で頑張りたい
と思います。今後ともよろしくお願いします。 
＜小学部 5年 1組担任 袴塚 正之教諭＞ 
茨城県より派遣されました袴塚 正之(はかまつか まさゆき)と申します。初めてのフランス，海外勤務という

ことで期待と不安が交差していましたが，子どもたちの笑顔に囲まれ，日々楽しく充実した日々を送ることがで
きています。笑顔いっぱいの学校，教室を子どもたちともに創っていきたいと思います。子どもたちに負けない
ようにパワー全開で子どもたちの成長のために頑張っていきます。よろしくお願いいたします。 
＜中学部 1年A組担任 後藤 悠教諭＞ 
今年度、神奈川県から派遣されました、後藤 悠（ごとう ゆう）です。中学部 1 年生の担任と小学部 1 年生

の体育を担当させていただきます。この一か月過ごして、パリ日本人学校の子どもたちは、自分で考えて行動す
ることのできる子が多いと感じました。この子どもたちの良いところをさらに伸ばし、一人ひとりが明るく、仲
よく、たくましく成長できるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 
＜中学部 3年A組担任 志賀 一友教諭＞ 
今年度愛知県から来た志賀 一友（しが かずとも）です。中学部３年Ａ組の担任をさせていただきます。中

学部１～３年生の理科、保健体育、技術の授業を担当します。理科が専門ですが、理科準備室のどこに何がある
か探し回る日々が続いています。早く慣れて、楽しく分かりやすい授業を目ざします。よろしくお願いします。 
＜校長 小野江 隆＞ 
 東京都より参りました校長の小野江 隆（おのえ たかし）と申します。パリ日本人学校で子供たちと出会え
た喜びを噛み締めております。世界で活躍できる人材を育てるために、教職員、保護者、関係者の皆様とともに、
子供たちが、誇りに思えるような学校づくりをすすめて参ります。よろしくお願いいたいます。 
＜フランス語 講師＞ 
 この度、フランス語を担当させていただくことになりました。森田 直子（もりた なおこ）と申します。明
るく元気な児童・生徒の皆さんにお会いできてとてもうれしく思っております。将来にわたり、フランスやフラ
ンス語に興味を持ち続けてくださるように、授業をすすめて参りたいとおもいます。どうぞよろしくお願いいた
います。 
 
 
 
 
 

※ ５月の行事予定は、安全管理のため削除しました 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     「心のふるさと」となる あなた を大切にする学校 
   教 育 目 標 

明るく  

仲よく 

たくましく  
令和元年 学校だより 
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日 仏 文 化 学 院 
新 赴 任 者 か ら の ご 挨 拶 



 １５人でスタートした中学２年生は

学級開きで自己紹介をしたあと、他者

紹介をしました。初めて出会った仲間

もいましたが、すぐに会話が弾んでい

ました。これから勉強はもちろん、様々

な行事に一致団結して取り組み、クラ

スの絆と学部の絆を深めていこうと頑

張っています。 

 

 

  

  

  

 

 

 

           ２年２組は男子１２名、女子９名の２１ 

                                            名での船出となりました。後輩ができたこ 

                                            とが良い刺激になり、何事にも積極的に取 

                                            り組んでいます。先日、学校畑の除草作業              

 を行いました。２年生４３名が力を合わ 

 せると短時間でこんなにきれいになりま 

 す。なかなか抜けない草には、「おおきな 

 かぶ」のように、みんなで連なって「う 

 んとこしょ！どっこいしょ！」と言いな 

 がら、息を合わせて草を抜く姿が見られ 

 ました。 

 

学 年 の 窓      輝 く パ リ 日 の 子 供 た ち        ４月の様子 

 

 

 

 

  

  

 
 

企画書を作って係活動しています。

決められた仕事以外に楽しいクラスに

つくるためにできることを考え企画書

にまとめます。できた企画書は，先生に

提出する前に学級代表のサインが必要

です。学級代表と企画を練ったり，学級

会で話し合ったりして，熟慮した後，サ

インをして先生に提出，企画が実行さ

れます。一つのことをみんなで作り上

げる協働性のよさや達成感を味わって

ほしいと思います。 

 

 

 ピカピカの１年生として入学した子

ども達。毎日が初めての事で、大変な

時もありますが、子どもたちはとても

よく頑張っています。自分の荷物の準

備や、授業の受け方、学校のきまりな

ど、たくさんのことを覚えて、一つ一

つできるようになっています。国語で

は元気に音読をすることができます。

また、ひらがなの学習にも意欲的に取

り組み、一文字ずつゆっくり丁寧に書

くことができています。 

 

２年生はクラス替えがありました。

学校で唯一の２クラスの学年です！ク

ラス替えにドキドキわくわくでした

が、２年１組として、２２名の友達と

元気いっぱい学習したり、勉強したり

しています。時にはクラスの垣根を越

えて、学年全体で動き、協力している

場面もあります。 

先日は、学校の教室案内や道具の使

い方を１年生に教えました。お兄さ

ん、お姉さんとなった姿をたくさん見

せてくれています。 

 

 

 

 

 

 

 

元気いっぱいの 31 人で 3 年生がス

タートしました。理科の学習では、虫眼

鏡を使って種の観察をしました。ひま

わり・マリーゴールド・ホウセンカの３

種類の種を見比べて、気づいたことや

発見したことを観察カードに書きまし

た。 

3 年生では理科や社会など、新しい

学習がはじまります。好奇心いっぱい

の 3 年生と、これからも楽しんで学習

を進めたいと思います。 

 

４月１７日（日）の授業参観で、工

藤直子さんの「野原はうたう」を読ん    

で学んだことを生かして、自分たちで

詩を作りました。文末の表現を工夫し

たり、比喩表現を取り入れたりしまし

た。自分たちの詩で表現する方法を考

えて取り組むことで、「言いたいこと

を直接的に言わない」詩の大切な部分

であり、面白い部分であることに気が

付くことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学部 3 年Ａ組は 6 名でスタートし

ました。人数が少ないので、生徒会役員

選挙や宿泊学習、運動会に向けて、全員

が大事な役割をもって日々過ごしてい

ます。１人 3 役も４役もこなさないと

いけないことがあります。人数が少な

くても、忙しくても、6 人で支え合っ

て、楽しく毎日過ごしています。 

 

 ６年生は、小学部最上級生として１年

生を中心に下級生のお手伝いを頑張って

います。体力テストでは、回数を数えるだ

けでなく一緒に練習したり、測定したり

しています。これからもより良い小学部

を作り上げるためにみんなのためにでき

ることを探して取り組んでいきます。 

 小学部のみなさん、困ったことがあっ

たらいつでも６年生に相談してくださ

い！ 

 

 ４年生は男子９名女子１８名の２７

名でスタートしました。 

０階から１階に教室が移動し、高学

年の仲間入り。上級生の姿を見ながら

日々を過ごし、下級生の手本となれる

よう意識を高めています。 

元気いっぱいの４年生。自分たちで

話し合い、学級目標を「けじめ～○けんか

せず、○じかんを守って、○めりはりを～」と決め

ました。互いに支え合い、笑顔いっぱい

で過ごしています。 

小学部１年 小学部２年 1組 小学部２年２組 小学部３年 小学部４年 

小学部５年 小学部６年 中学部３年 A組 中学部１年 A組 中学部２年 A組 


