平成３０年度 倫敦日本人学校だより第５号９月３日
充実した２学期に

ＮＲＴ学力検査の結果について
校 長

楽しかった夏休
みが終わり，２学
期がスタートしま
した。日焼けした
子どもたちがたく
さんの夏の思い出
とともに元気に学
校に戻ってきまし
た。おかげさまで大きな事故もなく夏休みを終え
て，無事に２学期を迎えられたことが何よりです。
今学期は新たに４２名の転入生を迎えて３７３
名でのスタートとなります。
さて，２学期は１年で１番長い学期です。日々
の授業については，じっくり，しっかりと取り組
むことを大切にし，「自ら学び 深く考え 共に
高め合う」児童生徒の育成に努めてまいります。
また，文化祭，写生大会，現地校交流など，多
くの行事があります。今学期も子どもたちの成長
にとって意義のある学習や体験活動になるように
取組を進めて行きたいと考えております。
２学期の始業
式に，校長から
子どもたちには
「みんなで，心
と力を合わせ楽
しく充実した２
学期にしましょ
う」と話しまし
た。
これを達成するため，２つのことを２学期に頑
張ってほしいと伝えました。
①

自分から進んで行動する。
いつでも，どこでも，だれにでも，進んであ
いさつしよう。人に言われるより前に，勉強し
たり，片付けをしたり，仕事をしたりしよう。

②

あたたかい心をもち相手の気持ちを考える。
自分のことだけでなく，相手の立場を考えら
れる人になろう。

子どもたちにとって実り多き２学期になるよう，
教職員一同，保護者の皆様方との協力・連携をは
かりながら子どもたち一人ひとりの成長を目指し，
指導・支援に努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

本校では，毎年４月に小学部１年生を除き小学
部２年生から中学部３年生の８学年で日本国内の
教研式標準学力検査（ＮＲＴ）を行っています。
海外での学習が，日本国内と比較し果たしてどの
程度なのかを把握し，教師の指導力向上に，また，
子どもたちの学習の指針に生かすために行ってい
ます。個人の結果については，既に各ご家庭に配
付されたことと存じます。全体の傾向としては，
表の偏差値が示すとおり，日本国内の全国平均に
比べ，どの学年もどの教科も比較的高い結果が出
ています。特に中学生の英語の学力は非常に高い
といえます。日本人学校の特徴として，当然のこ
とといえば当然です。
しかし，着目したいのは，本校で力をつけるこ
とができているか？という点です。そこで，昨年
の結果と比較し、１年間の学力の変化を見てみる
と，表３のようになりました。
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表３ 学力（偏差値）の変化
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１４項目中６項目でマイナスがありましたが，
１年 間の学習の 成果と課題 を明確にす ることが
できました。但し，本校では毎年約３割の児童生
徒が転出入により入れ替わりますので，その点は
考慮 すべき事項 です。各ご 家庭におか れまして
は，昨年の結果と今回の結果を比較し，お子様の
学習の成果を確認してください。学校では，子ど
もたちの学習の課題を把握し，更なる授業改善に
努めてまいります。
☆ 教職員の異動についてのお知らせ
7 月に竹中聡事務局長が退職され，柏原貴樹補
習校事務長が事務局長を代行します。英会話講師
の Laura Whitehead 先生，Michael Salter 先生，
Lydia Price 先 生 が １ 学 期 で 退 職 さ れ ， 新 しく
Ashley Baker 先生，Henry Faulkner 先生，Padraic
Doyle 先生 が着 任し てい ま すの でお 知ら せしま
す。

for ALL＋for ONE

しました。はじめは飛ばすことが難しい子どもも
いましたが，ヘルプの方にコツを教えてもらった

６月２２日（金）

り，自分で修理をしたりしながら，遠くまで飛ば

からの３日間，５年

すことができました。新記録を目指して奮闘する

生全員でリディン

子，滞空時間を長くしようとがんばる子，青空の

トンにあるＰＧＬ

下を元気いっぱいに追いかけました。

に自然体験教室に

今回の校外学習では，連日の高気温と間近に控

行 き ま し た 。 「 for

えた運動会を考慮し，活動を短縮したり，帰校時

ALL＋for ONE」とい

間を調整したりしました。熱中症や子どもたちの

うテーマの下，みんなで声をかけ合いながら生活

体調に注意しながら，公園の特徴を生かした活動

しました。

を２つ行うことができてよかったです。子どもた

様々な活動をしましたが，特に子どもたちの心

ちはいつも以上に元気いっぱいに体を動かし，活

に残ったのは，ジェイコブズラダーという丸太で

動を楽しんでいました。秋の校外学習も，子ども

作っ た巨大なは しごを３人 で協力して 登ってい

たちの安全や体調を第一に考えて，活動を設定し

く活 動です。怖 がる子ども たちも多か ったです

ていきたいと思います。

が，一緒に登る仲間が手を貸して引き上げたり，
「頑張れ。大丈夫，私たちが支えているから。」
と精一杯応援したりすることで，みんな高いとこ

徹頭徹尾 ～一生に一度の仲間と共に～

ろまで登ることができました。活動後，満面の笑

７月１４日（土），

みを浮かべる子どもたちを見て，仲間としての絆

第４２回ロンドン日

が深まったことを感じました。

本人学校運動会が開

生活する中では，自然体験教室実行委員，班長，

催されました。昨年

部屋長など，みんなのために一人ひとりが自分の

度は，降雨により全

役割をしっかりと果たしていました。また，一人

種目を行うことがで

のために優しく声をかけて支え合う姿や，時間を

きなかった運動会。

守ろ うと自主的 に行動する 姿がたくさ ん見られ

今年度は絶好の運動会日和となり，紅白２チーム

ました。

が優勝を競い合いました。

３日間を通して，互いを思いやりながら一生懸

開会式が終わり，競技が始まるやいなや当日の

命生活することで，最高の楽しさを味わうことが

暑さを吹き飛ばすかのように，両組の熱い応援が

できました。この経験を胸に，５年生全員で今後

繰り広げられました。個人種目や団体種目でも，

の学校生活や行事に挑んでいきます。

児童生徒は最初から最後まで常に全力で取り組ん
でおり，その姿は見ていてとても気持ちのよいも

２回目の公園探検

のでした。アリアンツパークが狭く感じられるほ
どの躍動感あふれるダンス，両組の児童生徒が一

小学部１年生は，

体となって胸を精一杯反らせ，声がかれるほど大

７月６日（金）にイ

きな声を出した応援合戦など，会場がひとつにな

ーリングコモンへ校

る場面に胸を熱くされた保護者の方も多かったと

外学習に行きました。

思います。

主な活動は２つで

また，道具の運搬，競技場所への児童生徒の誘

す。１つ目の活動は，

導，得点の表示など様々な競技が教職員だけでな

カードにある植物を

く，児童生徒の手によって運営されたことも忘れ

グループのメンバーと協力して見つける「ウォー

てはなりません。保護者の方々のあたたかな声援

クラリー」です。葉っぱや木の特徴をよく観察し

も児童生徒の大きな励みになったことでしょう。

て探しましたが，暑さで目当ての花がしおれてい

まさに，今年度の運動会スローガン「徹頭徹尾～

て，見つけることに苦労していました。２つ目の

一生に一度の仲間と共に～」が達成された運動会

活動は紙飛行機飛ばしです。図工の時間に様々な

となりました。

紙飛行機を作る練習をしました。そしてその中か
ら一機を持参し，紙飛行機を青空に向かって飛ば

