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雪中梅花
マドリッド日本人学校のホールに，「雪中梅花」と
書かれた書き初めが掲示されています。本校中
学部の生徒が書き初め大会で書き，もちつき大会
の際にも掲示させていただきました。
「雪裡の梅花只一枝」，「雪に耐えて梅花麗し」
など雪の中で花を咲かせる梅の花の姿を人の生
きかたになぞらえることは多いようです。
この言葉が，「寒い冬（つらいことや困難なこと）
を乗り越えたときに，素敵な花（こと）を咲かせる
ことができる」ということや「つらいことがあっ
たり辛抱しなければならない中でも花を咲かせ
ることができる」ということを表現しているので
はないでしょうか。
私が教員になりたてのころ，部活動のチームづ
くりの指導で悩んでいた時に，先輩教員から「チ
ーム作りは寒い時期にしておきなさい。チームと
しての目標をはっきりさせて取り組みなさい。夏
にはきっと得るものがある。」とアドバイスをいた
だきました。
今となってはあたりまえのことですが当時の
私はそれすらわからず日々の練習がはかどらな
いことに振り回されていました。その時の先輩の
指導は実に計画的で，早朝からの厳しい練習もあ
りましたが，それに加え，当時から子どもたちが自
分たちで練習を振り返るミーティングの指導もさ
れていました。
部活動ですから「チームとしての実績」で花を
咲かせることも大切ですが，私には練習に打ち込
む姿とチームのために真剣に話し合っている姿
が輝いているように感じました。厳しい練習を乗
り越える力，子どもたちだけでミーティングをす
る力，どちらも目標がきちんと定まっているからこ
そ湧きおこる力なのだと痛感しました。目標が定
まっていなければ「プロセス」からも「結果」から
も何も得ることができない。何も咲かせることが
できないということなのですね。
３学期は，子どもたちの将来
を見通し，具体的な目標をも
たせ常に前向きに取り組むこ
とができるよう支援してまい
りたいと思います。今年もよろ
しくお願い申し上げます。

2 月の予定
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入学説明会
第 3 回漢字検定
全校集会 中学部補充学習会
委員会
日本食ランチ
中学部補充学習会
中学部学年末テスト

中学部学年末テスト 小学部現地校交流会 新体力テスト

新体力テスト
日本食ランチ
マラソン大会
講師招聘学習（朗読教室）
短期・夏季体験入学説明会
日本人会ボウリング大会

パエージャランチ

第 3 回英語検定 2 次
児童生徒企画集会
ボカディージョランチ

もちつき大会
１月１３日に本校体育館で日本人会主催のもちつ
き大会が開かれました。日本の文化に興味を持つ
スペイン人や在留日本人の方がたくさん訪れ大
賑わいでした。日本人学校の児童生徒は「一月一
日の歌」をステージ上で堂々と披露することがで
きました。また，始業
式の日に行った書き
初め大会の作品が
展 示さ れ ました 。 日
本のお正月の雰囲気
づくりに貢献するこ
とができました。

書き初め大会
１月７日，始業式に書き初め大会が行われました。
小学部１．２年生はペン習字による参加です。３．
４年生以上と中学部は毛筆で参加しました。体育
館で行いましたが，書いている間の子どもたちの
集中力が素晴らしく，ほとんど無言の中で進めら
れました。スペインでは日本人学校以外では毛筆
を習うことはないと
思います。どの作品
も丁寧に書かれてお
り ，少ない書 写の 時
間に習ったことの成
果を十分発揮してい
ました。

職場体験学習
１月２２日に中学部が職場体験学習に取り組みま
した。日本では子どもたちに「学校での学びと社
会（よのなか）のつながり」を伝えることや「なぜ
学ぶのか，なぜ働くのか」を考えさせることの重
要性がクローズアップされています。
中学生の発達段階としては職場体験学習を多
くの学校が取り入れ，体験を通して実際に働いて
いらっしゃる方々から「働く」ことについて教えて
いただいています。マド日でも今年は３か所の事
業所様に御理解をいただき職場体験学習をさせ
ていただくことができました。
Restaurante Torikey Madrid
Ｅｌ Ｍｅｒｃａｄｏ de Ｎapoles
Restaurante Vegetariano
事業所のみなさまお忙しい中ご協力いただき
ましてありがとうございました。
子どもたちがお礼の手紙を書きました。体験学
習から学んだことをお読み取りください。また，１
月３１日に保護者の方をお迎えし，レポート発表会
をいたしました。

お礼の手紙より
中学部１年 Ｓ．Ｎ
このたびは，お忙しい中
私たちにお時間を作って
くださりありがとうござい
ました。今回レストランの
下準備を手伝わせていた
だいて，とても大変な仕
事だなと思いました。掃除
から調理まで，すべて数人

でやるとなると，一人一人が自分の仕事を頑張ら
なきゃならないと分かりました。
そのため一人一人が責任をもたなければいけ
ないと感じました。そして，今まで知らなかったレ
ストランの仕事やレストランの裏側を知ることがで
きとても良い経験ができたと思います。
今回の職場体験学習で学んだことを今後の進
路に生かしていけたらと思います。
中学部１年 Ｎ．Ｍ
職場体験でお世話になった時は，お忙しい中私
たちのために時間を割いていただきありがとう
ございました。
イカをきれいにする体験が難しかったけれど，
一番役に立つと思います。そして朝の３時に市場
へ行く人の話を聞いてびっくりしました。サーモン
のさばき方などを僕たちのために見せてくれた
のもすごかったです。また，肉屋さんの方ではい
つもスーパーなどで見る肉がどうやってあのパ
ッケージに入って
届けられるかが分
かりました。とても
充実した時間を過
ごすことができま
した。
学校では学ぶ
ことができない緊
張感を味わうこと
ができました。
中学部２年 Ｉ．Ａ
先日は，お忙しい中，レストランでの仕事の体験
を味わわせていただき，ありがとうございます。
僕は，お客さんが来るまでにたくさんのことを
準備しないといけないことが一番驚きました。そ
して，それをほぼ毎日するところが大変だと思い
ました。細かいところまでパーフェクトにするとこ
ろが Torikey さんの特徴だと思いました。どんな
に悪い日があっても，お客さんにはいい笑顔を見
せるところが素晴らしかったです。
実際に体験をやってみてコミュニケーションの
大切さを学ぶことができました。お客さんが入っ
て来て「いらっしゃいませ」というところがこのレ
ストランの一番好きなところです。そして，仕事に
つくときの大切なこ
とはお金のことも
ありますが，好きか
どうかの方がさらに
大切だと思いまし
た。今日の体験を胸
に将来で生かして
いきたいです。
中学部２年 Ｋ．Ｓ
今日はお忙しいなか僕たちのために Torikey の
仕事の一日を教えてくれてありがとうございま

す 。 こ の レ ス ト ラン は
み んなへ 礼儀正し く
するのでウェイターを
したときはとても緊張
しました。このレストラ
ンのウェイターも大変
だとわかりました。食
べ物も作らないとい
けないのでとても忙しいなと学べました。
最後に自分の好きな仕事はいつでも疲れない
ということが分かりました。ありがとうございまし
た。
中学部２年 Ｓ．Ｙ
この度はお忙しい中職場体験をさせていただ
き本当にありがとうございました。うかがう前は
あまり実際食材に触れて厨房に立つような仕事
はさせていただけないかと思っていましたが，レ
ストランの掃除だけでなく厨房での手伝いもする
ことができ，とても貴重な良い経験になりました
し楽しかったです。
よく行くレストランですが，その仕事の裏側を見
て，体験させていた
だいて「こんなにも
大変な仕事だったん
だ。」と仕事の大変さ
を知ることができま
した。本当に良い体
験をさせていただき
ありがとうございま
した。
中学部２年 Ｈ．Ｍ
今回はお忙しい中私たちに職場体験の場をも
うけていただきありがとうございました。
掃除は学校と同じようなやり方でしたが，自分
たちではなくお客様が使うところだったのでい
つもとは違う感じでした。窓ふきも指紋が残って
いないか探すのが大変でした。ほかにもワインク
ーラーを用意したり，普通は体験できない貴重な
体験をすることができてとても嬉しかったです。
料理ではホセさんとデザートのクリームとサラ
ダを作りました。私はスペイン語が少ししか話せ
ませんが，楽しく作ることができました。作ったも
のを全員で食べて賑やかで楽しかったです。そし
て，一番緊張したのが接客です。掛け声はいつで
も元気よくということが難しかったです。サービ
スはお客様に失礼のないように対応することが
難しかったです。ま
た，笑顔が足りなか
ったと思っていま
す 。です が，やって
みたかった接客を
することができて
よかったです。
今回このような

いろいろな体験をさせていただいて，レストラン
で働いてみたいと思ったり，サービスに興味を持
ちました。また，コミュニケーションや語学の大切
さを今回の職場体験を通して知ることができまし
た。
今回は本当にありがとうございました。とても
貴重な体験を楽しく真剣にすることができました。
中学部２年 Ｔ．Ａ
職場体験の時は，とても親切に分かりやすくご
指導くださいましてありがとうございました。
たくさんの仕事をした中で，みんなが好きだっ
たのはチュピロネスの掃除でした。最初は慣れる
のに少し時間がかかりましたが，後からだんだん
慣れてきて楽しく
なりました。肉屋さ
んも，最初は 220ｇ
はかるのも難しか
ったけど後から だ
んだん慣れていき
楽しくなっていき
ました。ありがとう
ございました。
中学部３年 Ｉ．Ｍ
このたびは、いつもはできないような貴重な
体験をさせていただき、本当にありがとうござい
ました。去年の職場体験に比べて、説明してもら
うことよりも、何かをする場面が多くて、とても楽
しく、勉強になりま
したまた、ジャガイ
モの皮をむく時、毎
日毎日それをして
いる店員さんを見
て、すごいと思いま
した 。今日は、本当
にありがとうござ
いました。
中学部３年 Ｍ．Ｙ
先日はお忙しい中、私たちの職場体験にご協
力いただきまして、ありがとうございました。
この体験で学べたことは、社会に出るうえでの
厳しさや辛さです。魚屋さんは常に寒い場所で立
ち続けなければいけない辛さがあり、肉屋ではに
おいや刃物の取り扱いなどに細心の注意を払わ
なければいけませんでした。このような僕たちに
は考えにくい状況で
普通に働いている人
たちを見ると本当に
すごいと思いまし
た。今日の経験を生
かして、これからの
学校生活を送ってい
きたいと思います。

中学部 国語科
話し合い活動を振り返って
中学部の国語科では，どの学年にも「話し合い
活動」が位置付けられており，学年ごとに様々な
話し合いの仕方を学びます。今年度，本校の国語
科では，少人数である特性を生かして，学年を越
えた「中学部全体でのパネルディスカッション」に
取り組みました。
まず，中学部全員にとったアンケートをもとに，２
年生が話し合うテーマを決定しました。今年度の
テーマは「マド日の人間関係をよりよくするには」。
小中の垣根を越えて仲がいいマド日生ですが，そ
れをより良い姿にするためにできることは何か，
付箋や思考ツールを活用しながら意見を出し合
いました。
そこで作られた３枚のパネルをベースにして，
中学部全員で話し合いを進めます。司会を務める
のは学校代表の３年生。全員から意見を引き出す
ことには苦労しましたが，パネリストの意見をもと
にフロアに質問を投げかけたり，飛び交う意見を
まとめるために交通整理をしたりと大活躍でした。
１ 年生は，議論
の方向性をしっ
かりと読み取り
ながら，自分の考
えを述べるため
に懸命に皆の発
言を聞いていま
した。
２年生はパネリストであると共に次年度のマド
日を担う人材として，話し合いの内容を「自分事」
として捉え，これまでの経験などを交えながらた
くさんの提案を出してくれました。
たった２時間の話し合い活動でしたが，全員が
「より良いマド日のためにできること」について真
剣に考えた時間でした。この姿を見ながら，ただ
意見を数多く出すのではなく，「どれだけ自分た
ちの思いを出しきれるか」こそが，話し合いの真
の価値であると痛感させられました。今回の話し
合いが今後の
マド日をよりよ
くすると同時
に，子どもたち
のコミュニケー
ション能力の更
なる向上につな
がることを願っ
てやみません。

みんなの思い
小学部５,６年生

学級通信より

３学期がスタートし、２週間が経過しました。いつ
も学期の始めには目標を紙に書いています。それ
は自分の意思表示をするため、日々目標を意識し
て生活するためにとても大切なことだと思いま
す。しかし、３学期の目標を書くことを考えた時、
いつも通りではどこか作業化されているように
感じました。そこで、新しいことにチャレンジして
みようと思い、思い出されたのが、「やってみよ
う！」と巨大書道で書く CM でした。「これだ！」
私自身初めての“チャレンジ”だったので、不安
もありましたが、子どもたちのわくわくしている様
子を見ていると「よしやるぞ！」と一番気合いが
入っていたように思います。
始めるに当たって、一番大切なこと！それは何
を書くのか。一日一日を大切に、仲間と共に頑張
るためにはどうすればいいのか…。子どもたちは
じっくり考えました。話し合いの中では、「この言
葉がいい！」と意見を述べるだけでなく、その理
由もお互いに聴き合い、言葉が決まりました。
「仲間との絆」この言葉には、“最後だから、仲
間と共に手を取
り合っていこ
う！”という思
いが込められて
い ます 。自 分た
ちの目標に向か
って、最後まで
前進し続けてほ
しいです。

お知らせ
●短期入学・夏季体験入学説明会の開催
・平成３１年２月１６日（土） ９：１５～
・マドリッド日本人学校 視聴覚室にて

●スクールバス運行について
マドリッド日本人学校では 2019 年４月より
スクールバスを運行することにいたしました。
すでに日本人会や水曜会のみなさまにはお知ら
せしてございますが
詳細は学校までお問
合せください。よろ
しくお願い申し上げ
ます。

