
謹賀新年 ３学期・令和５年のスタート！ 

～始業式校長式辞から（概要） 卯年は新しいことに「挑戦」～ 

みなさん明けましておめでとうございます。令和５年はうさぎ年です。うさぎは飛

び跳ねることから、「景気が上向きに跳ねる、回復する」縁起の良い年で、穏

やかで温厚なことから、「家内安全」や、ジャンプする姿から「飛躍」「向上」に

つながるとされています。他にも「植物の成長」の意味もあり、「新しいことに挑

戦」するのに最適な年と言われています。皆さんも、ぜひこの１年間の目標と、

３学期の目標を明らかにして、うさぎのように飛躍してください。 

さて、今年本校は開校５０周年を迎えます。１０月には記念式典を予定しており、各種の行事には

「開校５０周年記念〇〇」というタイトルを付ける予定です。全校の皆さんや保護者、関係の皆様とと

もに、記念すべき年の歴史を刻んでいきたいと思います。また、今年フランスではラグビーのワールドカッ

プが開かれます。昨年末にカタールで行われたサッカーワールドカップのように、パ

リ日からも日本代表やフランス代表に声援を送りたいですね。 

最後に、昔から“１月は行く、２月は逃げる、３月は去る”と言われるように、この３

学期はあっという間に過ぎていきます。しかも、３学期は次の学期への「０学期」と

も言われます。４月からの新学年スタートを素晴らしいものにするためにも、５０日と

いう短い３学期の一日一日を大切にしていきましょう。 

３学期始業式 代表のことば 

【小学部】１年 MS   

ふゆ休みがはじまるとき、ぼくは、おてつだいをがんばろうとおもいました。ぼく

は、まい日しょっきをならべました。たべたあともかたづけました。かぞくは、よろこ

んでくれました。 

きょうから３学期です。ぼくの３学期のめあては、三つあります。一つは、けい

さんがはやくなるようにれんしゅうをたくさんすることです。たしざんやひきざんをもっ

ととくいにしたいです。二つめは、あいさつうんどうです。２学期にぼくは、中学生といっしょにたくさんあいさ

つうんどうをしました。あいさつをしたら、みんながえがおになりました。３学期もつづけたいです。三つめは、

ともだちとなかよくすることです。４月には、２年生になるから、１年生にやさしくするじゅんびをしたいです。３

学きもがんばります。 

 

【小学部】４年 HS  

 ２学期のふりかえりと３学期のめあてを発表します。私は９月に転校してきま

した。友達ができるか心配でした。でも、４年１組のみんなが、「こっちおいで

よ。」とさそってくれてとてもうれしかったです。みんなが声をかけてくれたので安

心しました。私も転校生が来たら、同じように優しく声をかけたいです。 

 次に、勉強面では図工や体育をがんばりました。図工では、ペーパーマン

シアターやねんど、クリスマスカード作りをがんばりました。どれも組み立てるところが好きでした。一番楽し

くて思い出に残った作品は、ペーパーマンシアターの『しあわせな海』という作品です。理由は、たくさん

「あなた」を大切にする「心のふるさと“パリ日”」 
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時間をかけて、どの場面を作ろうか考えるのがとても楽しかったからです。体育では、ドッジボールが一番

思い出に残りました。ボールを投げる練習をしたので、少し上手く投げることができるようになりました。 

 最後に３学期のめあてです。２学期は、漢字を全て覚えることができず、５０問テストでは１００点を取

ることができませんでした。だから、３学期は漢字を覚えて、５０問テストで１００点をとりたいです。そのた

めに、「自主学習」で漢字の練習をたくさんしたいと思います。 

 

【中学部】２年 MC   

 私にとって令和４年は新しいことに挑戦し続けた年でした。４月に渡仏し、

初めての海外生活。フランスでの生活は楽しいこともたくさんありましたが、慣

れるのに大変でした。また、パリ日での学校生活。行事や学習環境が異なる

パリ日に慣れることも私にとっては一つの挑戦でした。これらの挑戦に加えて、

私にとって一番大きかった挑戦は生徒会執行部に立候補したことです。悩ん

でいたのですが、先生の後押しもあって立候補し、生徒会副会長になりました。 

そして今年令和５年ははどんな年になるのでしょうか。私は次のように今年の抱負を立てました。その

抱負は、「不撓不屈」です。この四字熟語には、どんな困難にも負けず立ち向かうという意味が込めら

れています。この四字熟語にした理由は、主に二つあります。一つ目の理由は、今年私が、中学３年

生になるということです。中学３年生は、最上級生です。小学部や、中学部の手本となり、みんなを良

い方向に引っ張っていく立場でもあります。二つ目の理由は、受験です。私にとって受験は非常に怖い

ものであり、大人への階段を上ることでもあります。今の自分は苦手な教科を避けて勉強してしまうなど、

自分に甘いところがあります。その甘えをなくすために、苦手な教科でも楽しいと思えるような学習方法を

探していきます。 

このように、最上級生になるということ、受験が控えていること、この他にも色々大変なことがあります

が、この抱負を胸に令和５年を乗り越えていこうと思います。私は、このパリ日本人学校に入ってからも

うすぐで一年になります。この学校に入って今までで体験できなかったことを沢山させてもらいました。残り

の３学期でこの一年間を振り返り、改善し、自分も自分の周りも最高の状態で次の学年に上がれるよ

うに今学期頑張っていきたいと思います。 

          

令和４年度学校評価（保護者アンケート）結果について 

２学期末の学校評価保護者アンケーへの回答に、お忙しい中ご協

力をいただきありがとうございました。集計結果は本校のホームページに

掲載されています。ホームページの「学校紹介」⇒「保護者による学校

評価結果」をクリックしてください。ここ数年間の比較もできます。 

さて、アンケートは５点満点で、本校としましては５点満点中「3.5」を

下回る項目に課題があるととらえました。 

 

《本校の課題》 

【学校全体について】 「体力向上に向けての工夫」（3.3） 

 

【学習について】   「個々の子供に応じた学習指導」(3.4) 

        「外国語学習の充実」 フランス語（3.3）英会話（3.4） 

 

【児童生徒について】 「子どもがよくあいさつをしてくれる」（3.4） 

「学校であったことをよく話してくれる」（3.4） 

「家庭学習によく取り組む」（3.4） 



《解決に向けて》 

「体力向上に向けての工夫」では、特にグランドが使用できなくなる冬季間が特に課題かと考えま

す。年間を通じ、業間休み等を活用して「楽しくて体力がつく」継続的な取組を検討します。また、体育

の授業内における体力向上の視点をより明確にしていきたいと考えます。 

「個々の子供に応じた学習指導」では、より確かな子供の実態把握に努め、個々へ何を支援す

べきかを明確にしていきたいと考えます。また、「外国語学習の充実」では、限られた教師数や講座の

中で、外国人講師同士や日本人教師との共通理解を深め、滞在期間が異なる子供たちの実態把

握に努めながら、個々の実態に応じた適切な指導助言ができるよう働きかけたいと考えます。 

「あいさつ」については、本校教職員や生徒会・児童会でもあいさつ運動等を通じて積極的に行

っていますが、学校としてさらに工夫が必要かと考えます。また、ご家庭でのあいさつに対する考え方にも

大きく関わっているかと思います。 

「学校であったことをよく話す」については、発達段階により学年が上がると話す時間が減る

傾向がありますが、家庭内でのコミュニケーションの大切さを今後とも指導していきたいと考えます。 

「家庭学習」については、発達段階に応じた対応をしますが、できるだけ宿題という形で強制的に時

間を増やすのではなく、「もっと知りたい」「もっと調べてみたい」といった、探究心を向上させるような働き

かけを重視していきたいと考えます。 

 

いずれの課題につきましても学校だけの努力には限界があります。ご家庭のご支援ご協力があってこ

そ解決に向かうことができます。今後とも、学校とご家庭が「同じ方向を向いて」子供たちの成長に向

け力を合わせたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

中学部１年生 社会見学で JEOL 訪問 12/22（木） 

師走もいよいよ押し詰まった２２日、JEOL （EUROPE） SAS

事務所に中学部１年生１１名が社会見学に訪れました。この日は仕

事納めにもかかわらずたくさんのスタッフの方にたいへん丁寧なご対

応をいただきました。 

最初に会議室で欧州支配人の金山俊彦様から会社の歴史や

経営理念等についてお話をいただき、次に「電子顕微鏡で見るミク

ロの不思議」と題したテーマの講義を拝聴しました。 

その後、生徒一人一人が走査電子顕微鏡の操作を行い、

花粉や竹の断面の写真を撮りながらミクロの世界を体験すること

ができました。また、透過電子顕微鏡と質量分析計の見学ツア

ーを実施し、電子顕微鏡で原子が見えることや、質量分析計で

苺ジャムと本

物の苺の香

り成分に違

いがあることを体験しました。普段、学校の顕微鏡

では見ることのできない２万分の１を超える未知の

世界を見ることができ、たいへん充実した時間を過

ごすことができました。お忙しい中ご対応いただいた

金山欧州支配人様をはじめ、スタッフの皆様に心

から感謝申し上げます。 

 



新春恒例 書き初め会実施 1/6（金） 

本校で新春恒例の書き初め会が行われました。小学部１、２年生は教室で硬筆の練習でしたが、

小学部３年生以上は体育館で毛筆にチャレンジしました。体育館には書き初め専用のフェルトのシート

が敷かれ、本格的な競書会を思わせました。開会行事では、各会場で校長が日本での書き初めの由

来や歴史、受け継がれている伝統行事などについて解説した後、実際に作品を仕上げました。集中し

た空気の中で真剣に挑む姿が見られました。 

日本では、書き初め作品を、小正月（こしょうが

つ）と呼ばれる１月１５日まで家に飾り、１５日に「ど

んど焼き」と呼ばれる行事で燃やすことが多かった

ようです。わらを燃やした火に書き初め作品を入れ

て、炎が高く上がるほど字が上手になると伝えられ

てきました。 

本校では、２月４日（土）に実施の土曜参観「提言フォーラム」の日まで展示する予定です。ぜひ、

ご覧ください。 

開校 50 周年記念事業における寄付金のお願い 

～詳しくは本校のホームページをご覧ください～ 

今年の１０月１日、本校は開校５０周年を迎え、５０周年記念

事業として、様々な事業を計画しています。主な事業として、「中

庭の日本庭園風整備」（中学部生徒のアイディアによるコンペ実

施）や「校舎、体育館の外壁改修」「各教室への大型モニター

設置」「50 周年記念式典実施」「５０周年記念『パリ日祭（さ

い）』実施」等です。 

「50 年の歩みを振り返り、多くの先人の努力で運営されてきた

ことに感謝し、今後の本校のますますの発展に向けて教育環境を充実させる機会とすること」や、「半

世紀を迎えられたことを皆様とともに祝い、日仏のさらなる交流を促進したい」というのが主な目的です。   

この記念事業を実施するにあたり、ここ数年の児童生徒数減少による財政的な事情から、関係方

面に寄付金のお願いをしております。すでに、複数の法人様や個人

の方からもご寄付をいただいておりますが、目標額３５６,０００€達

成までにはまだ遠い状況です。 

そこで、一人でも多くの皆様からのご協力を得たいと考えておりま

す。ご趣旨をご理解の上、何とぞご協力を賜りますようお願いいたし

ます。また、すでに帰国された方への情報提供などについてもご協

力をいただければ幸いです。 



職員の異動について 

１２月末まで産休代員として勤務してた勝畑彩養護教諭に代わり、亀山奈穂子

養護教諭が復帰しました。引き続き保健室の先生として全校児童生徒の健康面で

の指導をします。 

亀山：「また、保健室に戻ってきました。これからもよろしくお願いします。」 

電話番号の変更について 

１月から本校の電話番号尾が以下のとおりとなりますので、お間違えのないようお願いします。 

◎事務室にご用の方 ０１ ３０ ４５ ３４ ３４ （日本語・フランス語） 

※長期休業中は職員室へおかけください。 

◎職員室にご用の方 ０１ ８０ ８２ ７３ ２９  （日本語） 

★この他に、以下の番号からもおかけする場合がありますので、各自ご登録をお願いします。 

小学部：01 80 82 73 27  中学部：01 80 82 73 28 

保健室：01 80 82 73 25 （会議室：01 80 82 73 30） 

《各種表彰結果》 

◎「地球となかよしメッセージコンクール」地球となかよし大賞 小学部３年 IY 

 

◎パリ日本人学校開校 50 周年記念シンボルマーク 優秀賞  

小学部５年 IK  小学部５年 OM  小学部５年 HT 

中学部１年 ON  中学部１年 HW 

 

※掲載のシンボルマークは原作のままです。今後、「学校だより」や校内掲示、各種行事のプログラ

ム等で使用するにあたり、図案や文字等を多少変更する場合があります。 
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“特集” ５０周年 ～温故知新・パリ日の「宝」～ 

【第 10 回】「校長室に飾られた３枚の絵」  

校長室に３枚の絵画が飾られているのをご存じですか。４月に赴任してから、誰の作

品でどんな経緯で校長室に飾られているのかずっと気になっていました。この冬休みに

調べてみました。 

 

一番目の絵の裏に、贈 パリ日本人学校 「サン・クル

ーからのパリ」「一九八五年一月 蛯子善悦」とあり、表

の右下に zen EBIKO1985 とあることから、蛯子善悦（え

びこ ぜんえつ）という方の作品だと判明。 

二番目の絵の右下には、KASUKABE という署名があり、

裏には「JARDIN DE LUXEMBOUR Hiroshi KASUKABE 1974」

「リュクサンブール公園 春日部 洋」とあることから、

春日部洋（かすかべ ひろし）という方の作品だと判明。 

三番目の絵の裏に「Pluce du Trocadero」（トロカデロ

広場）と書かれ、表の右下の Tota Nagao という署名から、

長尾淘汰（ながお とうた）という方の作品だと判明。 

   

 本校に一番長くいる

スタッフに尋ねても、な

ぜこれらの作品が寄贈

されたかはわからない

ということでした。イン

ターネットで検索を重ねて画家の皆さんの略歴が少し

見えてきました。 

 

【蛯子善悦】1932 年（昭和７年）1 月北海道稚内市生れ。40 歳でパリへ。単身で 4 ヵ月

余り滞在。2 年後に家族とともに渡仏。1985 年（昭和 60 年）フランス伝統の美術団体

「サロン・ド・オトンヌ」の会員となる。1993 年 1 月パリ市内の病院で死去。 

【春日部洋】1930 年（昭和５年）東京生れ。1963 年 ル・サロンで受賞。1970 年 再渡仏

しパリに定住。1974 年 ボルドー国際ビエンナーレ展出展。1994 年サロン・ドートンヌ

会員。1998 年死去。 

【長尾淘汰】1938 年（昭和 13 年）東京生れ。1960 年鹿児島図書館館長時代の作家・椋鳩

十氏の知遇を得て師事、薫陶を受ける。1966 年渡欧以来、サロン・ドートンヌ会員、

ル・サロン会員、サロン・ド・ナショナル・デ・ボザール会員としてパリを拠点に活動。 

 

残念ながら、現時点ではこれ以上の調査は難しいです。このコーナーをご覧になった方

で、情報をご存じの方はパリ日までお寄せください。 

 いずれの画家の皆さんも、パリやフランスで高い評価を受け始めた頃、当時のパリ日ト

ロカデロ校舎時代に、自分の作品を寄贈してくださったことが推測できます。寄贈当時、

明らかに高名な画家の皆さんによる、未知な部分を秘めたこれらの作品、これもパリ日の

「宝」と言えるでしょう。 


