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学校の日常
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コロナ禍にあり、世の中の状況は少しずつ好転している雰囲気があるのですが、未だ
様々な規制があるのも事実です。そんな中、一学期末にはエスキスデーを校内で行いま
した。例年であればサンカントネール公園で実施していた写生大会です。池近くの畑に
子供たちがたくさんの野菜を植えてくれました。植物の成長を観察し、学習します。収
穫が楽しみです。マルシェ見学も久しぶりですね。このご時世ということでしょうか、
一昨年度より出店が少なかったのですが、店員の方が学習の意図を理解して下さり、子
供たちのために一生懸命対応していただきました。感謝です。中休みや昼休みには子供
たちの躍動する姿が戻ってきました。そこここに生き生きとした子供たちの表情が見ら
れます。
運動場側には花がなかったのですが、ノゲさんとリーシェさんが花壇を作って下さい
ました。斜面の土は硬く、大変だったと思いますが、子供たちの笑顔の響く運動場に花
がほしいと思っていましたので、大変有り難いことです。
現在子供たちは一生懸命、運動会の練習に取り組んでいます。大会スローガンは「繋
ぐ」～みんなで勝利を～。今大会にふさわしい、素晴らしいスローガンを作ってくれま
した。

始業式・終業式の児童生徒代表の言葉

中学部２年 砂畑あかね
４月からオンライン授業で始まった１学期はあっという間に過ぎ、夏休み明けから２学期が
始まります。元気よくスタートを切り、２，３学期へとつなげていく肝心な学期。そんな１学期に、
皆さんはどのようなことを学び、感じ、そして身につけてきたでしょうか。
はじめは新しい環境に対する緊張や熱意から、小さな事でも懸命に取り組み、それを日々意
識して継続できていたと思います。例えばあいさつや雑念切りなどです。しかし、１学期後半にさ
しかかると、環境に慣れたことから気が抜け、ひとつひとつのことに対して意識が足らなくなってし
まった人は多いのではないでしょうか。これは１学期の反省点といえます。
中学部２年生に焦点をあて、１学期を振り返ると、私たちは今学期サマースクールで行うス
タンツ練習を通して、責任感を学ぶことができました。１，２年生合同であるスタンツ練習は、
初めて後輩とふれあった機会であり、これから２年生として引っ張っていくんだ。」と強い責任感を
感じたと思います。１年生を引っ張りながら３年生を支える私たちにとって、その感覚は欠かせ
ない者なので、大切なことを学べた良い経験だったと思いました。
こうしたことから、１年生の時に身につけたあいさつなどの良い習慣は継続しつつ、先ほど述べ
た責任感など新たなことも吸収でき、私たちにとって良いスタートを切れたと思います。しかし、よ
り相手に届くようにあいさつをしたり、責任感をこれからも日々意識し続けたりなど、１学期での
振り返りを生かし、２学期をさらに成長できる学期にできるようにしていきたいです。
中学部１年 岩田桃佳
４月から始まった中学生生活で私はたくさんのことを感じました。小学部とは違い教科ごとに
先生がかわることの違和感。延期になってしまったけれど，サマースクールでは先輩後輩という
関係で協力し、準備をすることの楽しさや難しさ。初めての定期テストへの不安や緊張。たくさん
の出来事があり、本当にあっという間でとても充実した１学期でした。入学してから、約３ヶ月
間自分も皆も大きく成長できたと思います。
そしてこれから始まる２学期では２つの目標に向かって頑張りたいです。一つ目は、時と場所
を考えて行動すること。１学期は雑念切りのあとに喋ってしまったり、授業が始まるのに移動を
のんびりしたりしてしまったからです。２つめはすぐにあきらめる癖をなくすことです。私はよく美術
「めんどくさー」や「無理」と言って最後まで集中してやろうとしないところがあります。そんなところ
を少しでもあきらめないで一生懸命取り組めるように努力していきたいです。
２学期は、この２つの目標を意識しながら１学期にまして，明るく元気に学校生活を送りた
いです。
小学部５年 市岡岳透
ぼくは一学期頑張ったことが二つあります。一つ目は、算数の授業のことです。僕は算数の授
業で説明するときにどのように説明すれば良いのか、どのように説明したら分かりやすいだろうか
ということを考えながら説明することです。そうしたおかげで深く意味を考えなかったこと、他の人
の意見のいいところを見つけられたりしたので良かったです。そして、ぼくの説明ではわかりにくかっ
たことも多かったので、もっと説明がうまくなるようにたくさん説明をしていきたいです。
二つ目は外国語の授業についてです。ぼくは外国語ではフランス語を選択していて、最近は
休み時間などに警備員さんなどと話したり、市場で買い物をしたり等、フランス語をたくさん話す
ようにしています。しかしまだ話が通らないということが多いので、もっと努力して話せるようになり
たいです。
小学部５年 柿木美優
わたしは４月にこのブラッセル日本人学校に埼玉から来ました。
はじめてＪＳＢにきた時は、勉強がしっかりできるかが、転校もしたことがなかったので心配で
した。けれど、今は苦手なところもあるけれど勉強もできているし、友達もいっぱいいるので安心し
ています。
私は一学期にできるようになったことがあります。一つ目は、家庭科の授業で裁縫ができるよ
うになったことです。本返し縫いなど、様々な縫い方ができるようになりました。二つ目は一回の
授業で手を挙げることが増えたことです。授業だから間違えてもいいよ、といわれて安心して手を
挙げるようになりました。二学期で楽しみなことは、家庭科のクッキングです。なぜなら、一学期
の時よりも凝った料理をするからです。
二学期も授業に積極的に参加していきたいです。

本 校 に 長 年 貢 献 し て く だ さ っ た Ana

Walker 先 生 と
Jennie
Rogers 先生（英会話講師）が８月２０

日付けで本校を退職されました。ジェニー先生
は７年、アナ先生は１１年もの長きにわたり本
校に貢献して下さいました。勤務期間に多くの
ブラッセル日本人学校の児童生徒が教えを受
今後の英会話学習態勢につ
け、学んだ本校の出身者には、すでに社会で活
いて
躍している人がたくさんいます。
語 学 学 校 Kids ＆ Us と
本当に長い間ありがとうございました。

業務委託契約を結び授業をす
すめていきます。この語学学
校はベルギー、フランス、スペイン、アンドラ公国、イタリア、チェコ、メキシコ、
モロッコ、そして日本の世界９ヵ国に展開する１歳～１８歳の子供向けに特化した
学校です。学校の数は世界に４８６校（ベルギーには１５校）、世界で１５万人の
子供が通っています。２０１４年には LIA(Language Industry Awards：欧州で権威あ
る賞)を受賞するなど、語学教育業界での評価も高く、この度、英会話講師の退職
に伴い、学校理事会と協議の上、この定評ある Kids ＆ Us と業務委託契約を結
び、これまで通り質の高い英会話授業を子供たちに提供ができる体制を構築しまし
た。
補足 Kids ＆ Us の特徴として、独自のスピーキングテストがあります。学習効
果をきめ細かく測定し、定性的な評価も含めたフィードバックが得られるとされて
います。また、派遣される教員には Kids ＆ Us 本部より継続的に専門的トレーニ
ングが行われ、内部監査システムにより改善すべき事柄を迅速に見つけ改善してい
く態勢をとっているという点も特筆に値すると思います。

体育館練習に外練習。短い練習時間を
意識し集中して頑張っています。
中休みや昼休みも元気いっぱい。ジャ
ングルジムやブランコは人気ですが、譲
り合って使っているところが素晴らしい
と思います。竹馬も人気ありますが、最
近は縄跳びが人気みたいですね。

小学部４年 福田さくや
ぼくは、２学期に頑張りたいことが２つあります。一つ目はノートの字を丁寧に書くことです。こ
の目標をたてた理由は，自分が気持ちよくなるからです。授業中の算数ノートや国語ノートの
字を丁寧に書かないで、適当に書いていました。これからは、自分も見やすく先生や友達も読み
やすい字を書いていこうと思います。
その方法は、家で字を練習したり字がうまい友達にこつを教えてもらったりします。
２つ目は、授業中にたくさん手を上げて発表することです。なぜかというと友達の意見を取り
入れて自分の意見を発表することにより新しい自分の意見になるからです。算数の問題がじし
んがなくて笑われたらどうしようと思うようになってしまい、あまり手を上げませんでした。今度から
は、間違えてもいいのでたくさん手を上げていきます。
その方法は、このクラスには誰も僕の意見を笑わないと思うことです。
２学期からはこの二つの目標を特に意識してやっていこうと思います。これからは字がうまくて
たくさん意見が発表できるような人になりたいです。
小学部４年 板東 さほ
私が２学期頑張りたいことは、けテぶれを計画通りコツコツやることです。
なぜなら１学期にけテぶれをしていたときは、計画を立てたその日はやる気があってしっかり頑
張れるけれど、３日目くらいから油断して１００点とれる！！と思ったけれどうまくいかないことが
あったからです。
けテぶれとは、計画、テスト、ぶんせき、れんしゅう、のうえの文字を組み合わせたもの、自分の
目標に向けて練習したり勉強します。
だから、２学期は計画どおりれんしゅうを続けられるようにします。そのためには、まず前のテス
トのはんせいをすることが大切だと思います。前のテストの点数を書いているだけでは、何も意味
はなかったのです。ですから２学期からは、きちんと反省を書いて悪かったところを直します。
もう一つはメリハリをつけることです。水曜日は習い事が多いから、習い事に集中できるように
無理せず休んで、時間がある日に集中できるようにします。
これからは必ずはんせいを書いて、れんしゅうをしっかりし、けじめをつけてやります。
そして、テストの時、よゆうをもってできて、いい点がとれるようになりたいです。

【第１７話】
左の相撲番付表のようなもの。前号にてお知らせ
していましたが、
「○○○○ン」
。
もうおわかりかと思います。ホテル・レストラン
のガイドブック「ミシュラン」ガイド。日本には、
すでに江戸時代にミシュランガイドと同じものがあ
りました。食べ物番付、簡単で旨いおかず番付、温
泉番付、観光名所番付等あらゆるものをランキング
し、旅やグルメなどを楽しんでいたんです。
世界的な美食の都というと？フランスの首都パ
リ、ですかね。フランス料理ということで、皆さん
も真っ先に思い浮かべられたことでしょう。
世界の三大料理というと？フランス料理、トルコ
料理、中華料理です。世界遺産にもなった和食は入
っていません。三大料理とはいずれも元は宮廷料理
で、和食は庶民の料理ですから、そもそも三大料理
の枠には入らないでしょう。その点でいうなら日本
においては芸術も、はやくから庶民のものでした。
日本以外の世界では、芸術とは王侯貴族など支配
階級が特権を利用して独占したものです。素晴らし
い絵画も彫刻も、陶磁器もすべては宝物であり、高
価であり、所有者の権力を示すもので、時として国
同士の政治的取引に利用されるようなものでした。庶民が芸術に触れ、楽しむ機会などなかっ
たといえます。
日本における芸術は、安土桃山文化くらいまでは権力者のものであったとの見方もあります
が、江戸時代ともなると完全に庶民のものとなっていきます。
江戸時代の浮世絵は役者絵や旅行案内、読み物の挿絵など多岐にわたり、いわばブロマイド
的なものから百科事典までありますが、庶民に支えられた芸術です。先に述べたように当時、
世界に目を向けると、芸術は王侯貴族が独占しており非常に高価なものでしたが、江戸時代は
庶民が買うことができるものでした。衣食住以外にお金を使い、贅沢禁止令が出るほど庶民が
贅沢？だったといえます。具体的に見て見ましょう。
江戸時代の小判は、貨幣価値はもちろん変動しますが、現在の価値で約８万円と覚えておく
といいと思います。１両は４０００文。ということは１文は約２０円です。かけそばが１６文
でしたから、おそば一杯約３２０円ということで、今に生きる私達の感覚でも、そんなものか
なという気がします。銭形平次は１文線を投げて悪いやつをやっつけていましたが、２０円だ
ったら回収もできるでしょうし、なくしてもまぁ許容できる出費だったんですねぇなんて、感
心したのが高校時代でした。(個人的感想です)
江戸時代は貸し本業があり、とても人気がありました。１冊８文、１６０円ほどで借りてい
たようです。ということはかけそば一杯の半分の出費で読書していた。食うに困るほど貧乏し
ていたなら、読書なんてやってられなかった。豊かさを享受していたからこそ、庶民の娯楽と
して読書が流行していたんです。滝沢馬琴とか冒険ものの新刊を待ちわびて、夢中になって読
んでいたであろう江戸庶民を思うと、今の私たちとなーんにも変わらないなぁとか思ってしま
います。
それもこれも江戸時代の識字率が高さがなせる技です。シュリーマンもペリーも、驚きを持
って日本の識字率の高さについて記録を残しています。１８世紀の識字率は諸説ありますが、
ロンドン２０％程度、パリ１０％程度、そういったなかで江戸は７０％を超えていたといわれ
ています。明治維新を支えたのもこの識字率の高さという側面があります。
さて、ミシュランガイド、世界の旨いものハンドブックということで、日本ではすでに江戸
時代からありましたという導入でした。ま
た脱線、いつも脱線、社会科教師の宿痾と
もいえます。申し訳ありません。日本が好
きすぎて蘊蓄があふれて参ります。
このミシュランガイド２０２０年版でパ
リは三つ星１０軒、二つ星１５軒、一つ星
９０軒で計１１５軒。
ニューヨークが２０２１年版で三つ星５
軒、二つ星１３軒、一つ星４７軒で計６５

軒。日本を除くアジアでもっともレベルが
高い香港は三つ星７軒、二つ星１１軒、一
つ星４８軒で計６６軒です。
で！、東京です。最新の２０２１年度版
で、飲食店での最高ランクの三つ星は１２
軒、二つ星４２軒、一つ星１５８軒と星付
きの飲食店は合計２１２軒となりました。
いうまでもなく圧倒的に世界一です。とこ
ろが、日本には京都や大阪もあります。大
阪２０２１年度版で三つ星は３軒、二つ星
１２軒、一つ星８１軒と星付きの飲食店は
合計９６軒となりました。京都の三つ星は
７軒、二つ星１９軒、一つ星８４軒と星付
きの飲食店は合計１１０軒ということで、
最初に紹介したパリと総数で５軒の差しか
ないのです。
だいたい、ミシュランガイドは国別で発行されていますが、日本は異例の都市ごと（東京、
京都、大阪）
。もう、何をかいわんやでしょう。おっそろしい国なんです。日本は。
他にも、前にも書きましたが、食べ物ごとに専門の職人あり。天麩羅職人。寿司職人。そば
職人。カレー職人？など。専門の食、一品メニューで成立している食堂があるなんていうのも、
アメージングでしょう。
食べ物のジャンルが豊富。
「今日の夕食は何にする？」
「何でもいい」
「何でもいいが一番困
るんじゃい！！！」
。和食洋食エスニック。寿司、丼もの、鍋、麺類。カレーにとんかつ、オ
ムライス。やっぱりお肉がいいなら、ステーキ、焼き肉、すき焼き、しゃぶしゃぶ、ジンギス
カン料理。お肉じゃないけどスッポン、うなぎなんてのもあります。一方でカロリーが気にな
るなら精進料理や豆腐
づくしなんて分野もあ
る。米食という共通の
軸に様々な種類の食べ
物文化が存在する。北
海道（冷帯気候）から
沖縄（亜熱帯気候）ま
で気候風土が違い、食
材も違う。お雑煮の違
いについて教科書に載
っているほど、国内に
おいても食について多
様性がある。
ミシュランを日本全国
に拡大したら一体何冊、
何ページになるのでし
ょうか。あな恐ろしや。

