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みんなでつくる
朝晩の外出には上着が必要な季節になりまし
た。秋の本格的な到来を感じさせます。
本校では 10 月 21 日に文化祭を開催いたしま
す。各学部とも練習に余念がありません。特に実
行委員となった児童生徒は縁の下の力持ちとし
て文化祭を支える準備をしてくれています。
校長室にも子どもたちの歌声が聞こえたり，体
育館で演劇の立ち稽古の様子が職員室で話題に
なったりすると，歌声に耳を傾け，練習の様子を見
に行くことが度々ありました。劇の練習について
は，はじめのうちは大きな声が出せず台詞は棒読
み，動きもはっきりとわからず右往左往していた
子どもたちですが，日一日とまとまりを見せるよ
うになってきました。子どもたちが，教員や友達に
励まされ，時には叱られながら練習するうちに，台
詞に気持ちを込められるようになったり，動作を
自分なりに考えて工夫したりするなど少しずつ変
わっていく姿に心打たれます。
一人一人が自分の役割をたった一人で練習し
ているのであればこんなに力を発揮することは
できないでしょう。友だちと共に上達しようと頑
張る気持ち，みんなと一緒に練習の輪の中にいる
という連帯感，学部全員の力で作品を仕上げるの
だという意欲，それらは少人数ながらも集団の中
にいて初めて学べることだろうと思います。そし
て，そのことこそが学校行事の大きなねらいなの
です。きっと子供たちは友達と協力して劇を完成
させる過程で多くの大切なことに気づいていく
のだと思います。文化祭という大きな山を友達と
一緒に乗り越える充実感や達成感を感じてほし
いと思います。
文化祭当日には，保護者やご来賓の皆様に，最
高の演技をめざして取り組んできた子どもたちの
姿をご覧いた
だきたいと思い
ます。どうぞ大
きな拍手で応援
してあげてくだ
さい。
よろしくお願
いいたします。

１０月の予定
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中学部中間テスト
全校集会
委員会
ボカディージョランチ 発育測定

第２回英語検定

パエージャランチ
イスパニアデー
第 2 回漢字検定

日本食ランチ

文化祭
振替休業日
中華ランチ 講師招聘学習（アート教室）

読書週間～11/9
ボカディージョランチ

地域への貢献
9 月 9 日に、日本人会主催の第 24 回盆踊り大
会が開催されました。日本人学校の児童生徒によ
るエイサーとダンスも披露されました。今年は、盆
踊り大会の長い歴史の中でも入場者数が多かっ
たようです。日本人やスペイン人の多くのお客様

の前で堂々と
踊っていました。
盆踊り大会の
後には日本人
会会長さんから、
子どもたちに向
けてのお褒め
のお言葉をい
ただきました。
ダンスを上手に踊れたことも素晴らしいことで
すが、いつも支援してくださっているコミュニテ
ィーの活動である盆踊り大会を盛り上げることに
貢献できた
のだという
ことを子ども
たちに伝え
ました。 児童
生徒の皆さ
ん本当にあり
がとうござ
いました。

文化祭に向けて
今年も下記の要領で文化祭を開催します。
１

日時

平成３０年１０月２１日（日）
９時３０分～１２時３０分
２ 場所 マドリッド日本人学校体育館
３ スローガン
～輝けマド日！ ｒemember ふるさと～
４ 演目
小学部演劇 中学部演劇
全校合唱 中学部英語科発表
小学部器楽演奏 スペイン語発表
有志児童生徒による特技発表 等
お忙しい中
とは存じます
が，是非おい
でいただき，子
供たちの生き
生きとした表
現をご覧くだ
さい。

避難訓練
9 月 26 日に、今年度第 2 回目の避難訓練が行
われました。想定は調理室からの出火です。真剣
な取り組みで、3 分以内で校外の避難場所に避難
することができました。
訓練後、校長から、日本の中学校で幼稚園児と
ともに避難訓練を行ったことがあり、幼稚園の先
生のあまりの真剣な取り組みに泣き出す園児に、
「自分の命は自分で守りなさい。とにかく走って
園庭へ逃げなさい。」と言って命の大切さを伝え
ていたことのお話がありました。また、大使館の
方からは、災害時には、逃げ遅れた大事な友達が
気になっても決して「もどらない」こと、そのよう
なつらい状況にならないためにも、今日のように
しっかりと訓練をする必要があるとお話しいただ
きました。
今年は日本では災害続きで、多くの方々が大
変な状況になっているようです。備えあれば憂い
なし。これからも真剣に取り組みましょう。

マド日のまなび
●中学部

国語

【今、あなたに贈りたい漢字コンテストへの応募】
中学部生徒が漢字検定協会が主催するコンテ
ストに応募した作品です。漢字一文字に思いを込
めて大切な人にメッセージを送りました。
恩師、親、ペット、そして自分。日頃は口にはしな
い素直な気持ちが表れています。
➢

小学校の時の部活の先生へ～今の私より
小学生の時，部活で先生が合奏を中
断して言いました。「音楽は，音を楽し
むと書きます。今の合奏は楽しんでい
るようにきこえない。」ただ注意して
いるだけのようだけど，その言葉で部
は変わりました。だから私は，今もあの時の「音」
が大好きです。
➢

自分から～自分へ
自分は人とうまく話すことができ
ない。家族や友達からも「話し方が下
手だ。」「もっと話せよ。」などとよく言
われます。頭では，しっかり文ができて
も口に出して言うことができません。
自分は人と話すのが嫌いなのでいい友達と話し
て嫌いを克服してください。

➢

僕へ～俺から
何でも挑戦を恐れている僕に書きま
した。僕は昔から挑戦に失敗する人で，
そして後から挑戦を恐れてしまいまし
た。でも俺は挑戦に失敗するのは良い
けど，挑戦すらしないのはだめだと考え
たので俺はそれを僕に伝えたくて書きました。
➢

●用務員さんにインタビュー小２国語
小学部２年生が国語「どうぶつ園のじゅうい」で，
用務員のロベルさんのお仕事をインタビューして
カードにまとめる活動を行いました。ロベルさんの
お仕事のすごさ，大切さに気付くことができまし
た。ものの見方や考え方が確実に成長しています。

僕の親へ～今の僕
人生をくれて生かしてくれた親はい
つもしんぱいして生活するためにてつ
だってくれる。いつも一緒にいてくれる
僕のバリア。人生は一瞬なので親にも
いいことをしよう。

➢

一年後の私へ～今の私
多分今は生活環境が変わり大変です
よね。そんな中私は今，後悔しています
か。楽しく一日一日を過ごせています
か。もし，今が幸せならがんばってきた
んですね。もし今後悔していたら私は今
よりもがんばろう思います。今も昔も幸せに過ご
せるように。
➢

七瀬遥さんへ～私より
私と私の親友は free!（アニメ）の主
人公，自由な性格で自由なフォームで
泳ぐはるちゃん（七瀬遥）が大好きです。
私と親友はこのはるちゃんを通して一
番よく話す仲になりました。そんな出会
いをくれたはるちゃんに感謝。これからも自由な
はるちゃんで！
➢

僕の犬(LULA)へ～僕
あなたは，どうしてしまったのだ。去
年は普通の腹だったのにこの１年間で
こんなに太ってしまったじゃないか。階
段も上がれなくなってしまった。やせて
自由に動いてほしいけど，残念ながら無
理なんだよ。それでも君はとてもかわいいよ。

●朝顔の色水でうちわ

小１・２図工

9 月初め，校庭に咲いていたアサガオから色水
を作り，和紙を染め「うちわ」を作りました。日本ら
しい色合いの作品ができあがりました。

➢

自分へ～僕
いつでも弱い自分。軟弱な体だから
どんなスポーツをしてもふきとばされ
ているじゃないか。少しは筋トレしてよ。
だけど、柔弱な心なのにそんな筋トレが
続くわけがない。勉強も続かないのに。
もう少し強くなれ。強くなれると思っているから。

●水の流れについて調査

小4

「水」が私たちの生活にどのようにかかわってい
るのかを調べました。ダムでの発電から下水の処
理の仕方まで幅広く調査し模造紙にまとめました。

す。ツールとしての語学力が必要ですが，それ以
前に「自分が何をしたいか」という自分への問い
かけ」を大切にしているそうです。

●ハリガネでスペイン

小５・６図工

針金（金属）の特徴を生かして，「スペイン」から
イメージするものを立体で表現しました。サッカ
ーやマドリッドの象徴である熊を作りました。製作
にはなかなか苦心したようです。

派遣教員のつぶやき
「 Never too late 」
佐藤友行

講師招聘学習
9 月 28 日に切り絵作家の下村優介さんをお迎
えし，切り絵教室を行いました。カッターを使い厚
手のケント紙を切っていきます。子どもたちは下
村さんが用意してくださったウミガメの甲羅の部
分のデザインを考えて作業を進めていました。集
中して取り組み，素晴らしい作品が出来上がりま
した。
作業の後，校長室で下村さんとお話する機会が
あったのですが，
世界で活躍する
ために必要なこと
は「自分を相手に
きちんと紹介でき
る力を身につける
こと」とお考えに
なっているそうで

スペイン・テネリフェでの女子バスケットボールワー
ルドカップがアメリカの優勝で終わりました。スペインも
日本も出場し、同じグループリーグで戦いました。日本
vs スペインはスペインの勝利。でしたが、両チームとも
グループリーグを突破し、スペインは 3 位、日本はベス
ト８を賭ける戦いで惜敗という結果でした。
このようにバスケットボールという競技で日本が世
界の舞台で戦えるというのは、バスケットボールファン
としては大変うれしいことです。しかし、男子に目を向
けると、私がバスケットボールのファンになった２０数年
前には想像すらできませんでした。そのような中、今か
ら１５年ほど前に、NBA（アメリカバスケットボールのトッ
プリーグ）に挑戦した日本人選手がいます。田臥勇太
選手です。そして挑戦 2 年目、NBA の公式戦に初めて
出場した日本人になりました。
その田臥選手が大好きだという言葉が「Never too
late」。これと同じタイトルの書籍も著しました。「絶対
に自分の可能性をあきらめない。いくつになっても自
分次第でいくらでもチャレンジできる。」と言っていた
のが印象的でした。当時再び NBA 選手になることを目
標に努力している田臥選手自身に向けて言っているよ
うに聞こえました。また、昨年３７歳になった田臥選手
が、ある賞の授賞式で「今の夢は？」と聞かれると、「１
日でも長くプレーすること」と話しています。
「Never too late」。この言葉を信じて、チャレンジで
きることを探し続けていこうと
思っています。また、私はマドリ
ードに来てからバスケットボー
ルをプレーすることを始め、週
末にチームのメンバーと一緒に
プレーしています。１日でも長く
バスケットボールができるよう
チャレンジしていきたいです。

