ＢＮＥ校だより

２０１９年度
第 ８ 号
クイーンズランド補習授業校
校長 清村幸一

ＢＮＥ校の校章

夏休みの作品展
2 月８日に夏休みの作品展をしました。今年もたくさんの力作がそろいました。子ども達は、い

ろんな才能や特技をもっています。補習校ではお互いの良さを知り、それをみんなで認め合う活
動を大切にしています。今年の最優秀賞は、小５－１山原千史さんの「バタフライ・ハート」に
決定しました。おめでとうございます。来年も沢山の出品をお願いします。

「今年の最優秀賞」

また、今回の出展された作品の中から数点を選んで、タリンガの JCB 事務所に掲示していま
す。事務所にお越しの際は、ぜひご覧ください。

かるた・百人一首大会 入賞おめでとう！
また、2 月８日にはかるた・百人一首大会をしました。先生が読む声をシーンとして聞きな
がら、頭の上に手をのせて、取り札を見つめる真剣な目、目・・。
どの学級でも楽しそうな歓声が上がっていました。日本語に親しむよい機会でしたね。
各学年の 1 位（優勝）は、次の人たちでした。
小 1－１
カーター ジョシュア
小１－２

松田 勇人

小 2－１

河野 ジェイク 壱侍

小２－２

寺崎 琢磨

小 3－１

ドーレ レラー二 愛佳

小３－２

髙橋 はな

小 4－１

紺谷 愛衣

小４－２

早川

小 5－１

クルーズ 小雪

小５－２

上野 美羽

小 6－１

トリップナー 利亜夢

小６－２

櫻川 愛彩

中１

田中美冴、松井成乃

中2

小林杏子

中３

柏木 ハンナ

穂

＜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に応じた呼びかけ（小 6 と
中 3 は一人一人発表）を入れました。練習の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。
幼稚部は全員で歌います。小 6 は「将来の夢」
、中 3 は「感謝のことば」を一人一人発表します。
【日 程】
１．日時 令和２年 3 月７日 （土曜日） 午前 10 時 30 分から
２．場所 インドロピリー校 シアター （正門から入ってすぐに右の建物）
【お知らせ】
１．当日は、朝から全校で歌の練習、そして卒業生は卒業証書授与の練習を行います。
遅れて登校、あるいは早退される場合、生徒たちがシアターにいることもあります。ご注意ください。
２．10 時２0 分頃には、学習用具を置いている各教室は、施錠します。
３．座席に余裕がなく立ち見になりますが、在校生保護者の皆さんもお時間がある方は参観ください。

＜来年度の入学式のご案内＞

継続される皆さんへ

来年度のスタートは、５月 2 日（土）です。その日に始業式を実施します。
登校は 8 時 45 分まで。新しい学年の教科書も配布します。
入学式は、その翌週５月９日（土）の予定です。どうぞよろしくお願いします。

全校朝会のスピーチから
1 月２5 日 小 6－１ 栗田 大輝 君
2019 年の 10 月から消費税が８％から 10％に引き上げられました。
例えば、DAISO で買い物をするとき、108 円だったものが 110 円に
なります。この２％は、あまり大きくないと思うかもしれませんが、考
えてみてください。
1 万円買い物をしたら 200 円の違い。10 万円買い物をしたら 2000
円も違います。2000 円は小さい額ですか。違いますよね。2000 円あっ
たらいろんなものが買えます。２％の増税は大きいですね。
僕は 2000 円あったら日本の自動販売機でミルクティーを買ったり、コンビニでツナマヨのおにぎり
を買いたいです。みなさんは何を買いますか。

１月２５日 小 6－２ 櫻川 愛彩 さん
みなさんは夏休みにどこかへ行きましたか？私は日本に行きました。
日本は、オーストラリアの山火事のニュースで持ちきりでした。この
山火事の原因はまだはっきり分かっていません。専門家はこの高温と
乾燥した気候が原因としています。
ニュース番組によると、この山火事で約２０００匹以上のコアラが
死に至り、ほかのエリアではコアラの生息地の約３０%が消失したそ
うです。この山火事はいまだに続いていて、１２００件以上の家と数百万ヘクタールの土地がまだ燃え
ています。この山火事で亡くなってしまった人たちや、被害にあった動物たちを思うととても悲しいで
す。
今、開催されているテニスの全豪オープンで、さまざまなチャリティー活動が行われています。世界
中の人々がオーストラリアを気にかけ、支援してくれていることを私はとてもうれしく思いました。
これから、自分にできることを探したいと思います。

2 月８日 小 5－１ 山原 千史 さん
みなさんは、夏休み作品展に何か応募しましたか。私は折り紙
で「ちょうちょ」をいっぱい折り、色を変えながらハートの形を
作りました。作品を作るときに一番工夫したところは、ハートの
形でした。額の中で、ちょうどいい大きさや形になるように、折
り紙のちょうちょを何回も何回もならべ直してみました。他にも、
ちょうちょを台紙にくっつける方法や、色のグラデーションを工
夫しました。
作品を作るのに大変だったのは、ちょうちょをたくさん折ることでした。ハートの形を作るために、
２０５個必要でした。
できあった作品を見て、わたしはとてもうれしい気持ちになりました。いろいろ工夫しながら、時間
をかけて作ったので、とてもいい作品ができたと思います。自分の部屋にかざる予定です。
そして、また機会があったら、折り紙でちがうものを折って、ちがう形作りに挑戦してみたいです。

2 月 22 日 小 5－2 コンベン ナディア さん
毎日暑い日が続きますね。みなさんはどのようにして、暑い日を快適に
過ごしていますか？ 家で過ごす時は、せん風機やエアコンを上手に使い、
家の温度を下げます。風がある時は家の窓を大きく開けて、風通しをよくし
ます。うちわや扇子を使う時にミントのオイルを少したらすと、さわやかな
香りの風が生まれます。風鈴をベランダにつるすと、やさしい音が聞こえて
涼しさも倍増します。
食べ物からも涼しさを取り入れることができます。夏に出回る野菜や果物を積極的に取り入れると、体
が夏バテせずにいられます。私は運動のあと飲むスムージーがとても好きです。でも、家族といっしょに
ベランダで食べるスイカが本当においしいと思います。 みなさんはどのように残りの夏を過ごしますか？

2 月 22 日 小４－１ 山藤 灯輝 君
今日ぼくは、日本の祝日について話したいと思います。
令和 2 年の今年は、元日に始まり日本の祝日は全部で 16 日あります。
みなさんは、今年から 2 月の祝日が一日ふえたことを知っていますか。
今までは建国記念の日の一日だけでしたが、今年から明日 2 月２3 日が
天皇誕生日で祝日になりました。去年の 5 月 1 日に新しい天皇陛下にな
り、元号も平成から令和へかわりました。それにともない、今の天皇陛下
の誕生日である 2 月 23 日が国民の祝日になりました。そして今までに祝日だった前天皇陛下の誕生日の
12 月 23 日は今年から平日になりました。
日本はオーストラリアと比べると、いろいろな種類の祝日があってきょう味深いです。
2 月 22 日 小４－2 近藤 舞奈 さん
みなさんは、今中国で流行っているコロナウィルスを知っていますか。
コロナウィルスは、1000 人以上の死んでしまったという怖い病気です。
インフルエンザのように人から人にうつってしまう病気なので、
「手洗い
うがいをする」
「栄養のあるものを食べて睡眠をたくさんとる」などして、
病気に負けない元気な体でいることが大切です。また、人がたくさん集ま
るところに行くときは、マスクなどをして予防すると効果があるかもしれ
ません。しかし、今回のニュースを見ていて私が驚いたことは、一部の人がマスクを大量に買い占めて
しまい、マスクが買えなくなっている人がいるということです。みんなにうつってしまう可能性がある
病気なので、分け合ってみんなで予防しないと意味がないですよね。
私の家では、コンブ茶を飲んだり、マヌカハニーを食べたりして病気予防をしています。そして、い
つもニコニコ笑顔でいることも病気を寄せ付けないようなので、みんな笑顔で元気に過ごしましょう。

帰任のご挨拶

クイーンズランド補習授業校 校長 清村幸一

この 3 月末をもって日本に帰任することになりました。
2016 年に赴任して以来 4 年間、
保護者の皆様には絶大なるサポートをいただき、心から感謝申し上げます。
またブリスベンに赴任したからこそ会うことができた保護者の皆様や子供たち、先生方
との「出会い」にも感謝しています。できることなら、もっともっと居たかったです。
今後は熊本からブリスベン校の発展と幸福をお祈りします。ありがとうございました。

