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季 節 外 れ の雪に はしゃぎながら駆け回
る子供たちの声を耳にしながら、この 1 年
を振り返ってみました。
未だに不安が残るコロナ禍に際し、学校
行事の変更や感染防止対策など、数々の選
択や決定を迫られる場面があり、振り返れ
ばその選択や決定に 反省するところもあ
りました。学校では一貫して「子供たちの
学びを止めない」「今できる最善と思われ
ることを」を合言葉に、教職員一丸となっ
て、知恵を出し合い、力を合わせて教育に
あたってきました。
そのような厳しい状況の中にあって、保
護者の皆様、在ハンガリー日本国大使館の
皆様をはじめとする関係者の皆様には、学
校を温かく見守っていただき、側面から学
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校の運営や教育活動を支えていただきま
した。心より感謝申し上げます。おかげを
もちまして、子供たちは新しい力を蓄え、
大きく成長し続けています。
本格的な春の訪れが感じられる頃 と な
り、明日は卒業式です。式辞として「感謝
の心と言葉」について話をします。そして
全校児童生徒がそろって「いのちの歌」を
歌い卒業生を祝福します。歌詞の一部「出
会ったこと 笑ったこと そのすべてに
ありがとう」まさしくブダペスト日本人学
校での学校生活そのものが凝縮されてい
ると感じています。感謝の心に比例して幸
福感も高まり、前向きな生活を送れるとい
う心理学者の研究報告もあるそうです。ハ
ンガリーで巡り合えた保護者の皆さまの
サポートには深く感謝し、頑張ってきた子
供たちには心からエールを送ります。

帰国する教員からのあいさつ

】

◇3 年間、大変お世話になりました。中 3 の生徒たちと一緒に入学し、一緒にブダペスト日本人
学校を卒業します。3 年間、本当に毎日楽しく過ごすことができました。それは、子どもたちの
素直さ，やさしさがあったからです。その後ろで、温かく見守ってくださった保護者の皆様がい
てくださったからです。心より感謝いたします。子どもたちが、ハンガリーでしか経験できない
こと、日本人学校だからこそ経験できることを大切に、学びを深めてほしいと思います。さらな
る日本人学校の発展を祈念しお別れの言葉といたします。（緒方紀江）
◇3 年間は、長いようで短いはずだと思って過ごしてきましたがやはりあっという間でした。そ
して『何が起こるか分からない』ということ。それを、みんなで乗り越えて、楽しい思い出をた
くさん作れたこと。このブダペスト日本人学校で、子どもたちと一緒に過ごした日々は、間違い
なく特別なものになりました。大変お世話になりました。ありがとうございました。（木本陽子）
◇ブダペスト日本人学校の校舎は、どのフロアにいても子どもたちの元気な声が聞こえてきま
す。玄関を出ると目の前で子どもたちが元気に遊んでいます。教員人生の中で、これほど子ど も
たちと近い距離で生活することはなく、私自身学ぶことが多い素敵な３年間でした。子どもたち、
保護者の皆様に感謝しています。またどこかで会える日を楽しみにしています。ありがとうござ
いました。（小野寺恵太）

【修了式・離任式】
○３月１１日（金）
通常登校
修了式
・８：０５～（１校時）中学部１・２年
２階ホール
・８：３５～（１校時）小学部１・２・３年生
１階ホール
・９：０５～（２校時）小学部４・５年生
１階ホール
退学児童生徒紹介・離任式
・１０：００～（３校時）退学児童生徒紹介と
離任式（ZOOM）
持ち物
水筒、ハンカチ、ティッシュ、連絡帳、
筆記用具、大きめの袋、上履き入れ
下校 １１時１０分予定

【新年度の予定】
◇４月１０日（日）
＜着任式・始業式・入学式＞
新小２～小６，中２・３は、通常登校
・８：００ 朝の会、新学年の教室に入ります。
・８：１０～着任式 Ⅴ校体育館
・８：２０～始業式 V 校体育館
・８：４０～９：３０
入学式準備・学活
＜始業式・入学式の日の持ち物＞
①上履き
②筆記用具
③雑巾（１人１枚）
④大きめの袋（教科書配布のため）⑤連絡帳
⑥宿題等
※お弁当は不要です。
新入生（新小１・中１）受付９：３０～９：４５
・１０：１５～１１：０５ 入学式 V 校体育館
・１１：１５～１１：４５ 学活
・１２：００ 全校生下校
※ 式終了後、写真撮影があります。
※ 新入生の入学式当日の登下校に
は、必ず保護者の方の付き添い
をお願いいたします。
※ 会場への入場は、ワクチン接種証明書・免疫証
明書・治癒証明書のいずれかをお持ちの方に限
ります。ご了承ください。

★春休み中の図書室の利用について★
図書の貸し出しを行います。貸出期間と時間は、
次の通りです。
・期間 ３月１７日（木）～３１日（木）
の間の平日
・時間 １０：００～１４：００

【退学児童生徒の紹介】
今年度末で、以下の児童生徒の皆さんが退
学になります。
篠原明里・小野寺陽太（小１）
、松田碧梨（小
２）、西田菜桜（小３）、篠原悠希・古川瑞桜・
古川怜葦・吉田晴翔（小４）、茂木栞・吉田悠
人（中１）
、徳武奈津実・中嶋莉杏・松田律乃
（中２）
本校でのたくさんの思い出を胸に、新天地
でさらに活躍することを職員一同、心より願
っています。

【諸連絡】グーグルアカウントについて
学校から配布させていただいたグーグルア
カウントについて、以下の点にご注意くださ
い。
○児童生徒用のアカウント
３月２５日（金）を過ぎると一切無効になり
ます。クラスルームでのやり取りなどはできな
くなります。
○保護者の方用のアカウント
３月２５日（金）を過ぎると、グーグルドラ
イブ上にある画像や動画ファイルへのアクセ
スはできなくなります。必要な場合はそれまで
にダウンロードをお願いします。アカウント自
体は有効ですので、チャットについては引き続
き利用可能です。
新年度のグーグルアカウントについては、新
年度に入ってから、学校からお知らせいたしま
すので、必ずご確認ください。

年度始めの予定
◇４月１１日（月）１２時下校 （弁当不要）
◇４月１２日（火）１２時下校 （弁当不要）
◇４月１３日（水）通常日課開始（要弁当）
小１・小２は、１４時下校
小３～中３は、１５時下校
◇４月１４日（木）入学式(4/10)の振替休日
※ 時間割、部活動などの放課後の活動につい
ては、改めて学級だよりなどでお知らせい
たします。
※ 上記の下校時刻に関しまして、学校からバ
ス会社に連絡しますが、各ご家庭からもバ
ス会社へ下校時刻の
ご確認をお願いいた
します。
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卒業おめでとうございます！！
本日、滞りなく卒業式が挙行できました。教職員から一言ずつ
卒業する児童生徒の皆さんにメッセージを贈ります。

○卒業おめでとう。ハンガリーで生活し、海外から日本を眺める貴重な機会に恵まれた皆さんには、グロ
ーバルな視点をもった、国際社会の良き担い手になることを期待しています。これからも志を高くもち、
勉学に励んで人間性を高める努力を継続してほしいと願っています。
（校長 松丸 晴美）
〇卒業生の皆さん、どんな面持ちでハレの日を迎えているでしょう。小学校卒業、中学校卒業と一つの節
目となる今日、達成感と未来へのワクワク感を手にして素敵な笑顔で巣立っていくのだと思います。一
緒に過ごしたブダペストからいつまでも応援しています。（副校長 坂井 圭子）
○ご卒業おめでとうございます。いつも小学部、中学部の最高学年として活躍
される姿は、とても素敵でした。将来の夢に向かって挑戦する気持ちを忘れ
ず歩んでください。皆さんの限りない未来に、海外の地で学んだ経験が生き
ること、そして幸多からんことを祈ります。
（教頭 柏崎 正喜）
〇予測のしにくい新しいことをたくさん乗り越えてきたみなさん。新しいアイ
ディアをいっぱい出して、解決してきました。ブダペスト日本人学校に在籍
したことを誇りに、ハンガリーで出会った人々の笑顔を糧に、地球市民とし
てご活躍ください。卒業おめでとうございます。
（山口 加代子）
〇ご卒業おめでとうございます。最高学年として頑張ってくれてありがとう。 頑張る姿
は想像を超える勇気を人に与えます。みなさんとの出会いに学んだことを忘れません。
これから歩むみなさんの人生にも、素敵な出会いが溢れていることを願い、応援してい
ます。
（原 美由紀）
○皆さんの新たな旅立ちを本当に嬉しく思います。それぞれが過ごした６年間、そして３
年間は皆さんにとってかけがえのないものでしょう。これからも忘れられない大切な瞬間をたくさん見
つけていってください。
（赤荻 さやか）
○スノードロップにシジュウカラの声。みなさんのそれぞれの旅立ちをハンガリーの
自然もお祝いしています。こんな素敵な場所で旅立ちが迎えられることを誇りに、
堂々と新しい道を歩んでいってください。そして大人になった時は、ぜひまたハン
ガリーを訪ねてくださいね。（日原 美由紀）

〇６年生のみなさん！小学部のリーダー、かっこよかったです！計画、見通し、行動力、それらの力をこ
れからも発揮していってください。３年生のみなさん！これからは今まで以上に選択の連続。自信をも
って選択できるように、これからもたくさんの知識、たくさんの仲間を手に入れていってください。
（川瀬 史裕）
○一人一人の個性が美しい色彩を放っていた３年生。美術の時間がとても楽しみ
でした。これからも「創り出す」面白さを忘れずにいてください。そして、６年
生のみなさん。あなたたちの成長を、一番近いところで感じられた日々。とても幸せでした。これから
は、遠くから応援しています。それぞれの場所で自分のカラーを輝かせてね。
（木本 陽子）
○ご卒業される皆さん、ブダペスト日本人学校で過ごした日々の中でこれまでたくさんの失敗と反省をし
て様々な困難に立ち向かってきたと思います。成功の反対は、失敗ではありません。やらないことです。
これからもチャレンジの気持ちを大切に次のステージでも頑張ってください。
（西野 哲夫）
〇今年一年間は小学部、中学部の最高学年としての活躍が光りました
ね。リーダーとして、試行錯誤を繰り返した日々が君たちを大きく
成長させました。「継続は力なり」です。それぞれの夢に向かってこ
れからも頑張ってください。卒業おめでとうございます。
(小野寺 恵太)

〇中学部卒業生の皆さんへ Boys be ambitious！ 海外生活の経験を活かして、世界をまたにかけるス
ケールの大きな人になることを期待しています！
小学部卒業生の皆さんへ 新しいステージで、新しい気持ちで、restart です！（垣内 浩）
〇ご卒業おめでとうございます。楽しかったこと苦しかったこと、色々あるでしょ
う。でもそれは、仲間がいたからこそ得ることができたものです。ハンガリーで
の体験とともに仲間との貴重な経験を糧に、新たな道を歩んでいってください。
（緒方 紀江）
○ご卒業おめでとうございます。日本を離れて様々な想いの中ブダペストに来て、ここまで本当に頑張り
ました。是非、自分を褒めてあげて下さい。これから新たなドアをたくさん開けて、何事にも先ずは挑
戦してみて下さい。皆さんの輝かしい未来を、これからも応援しています。
（桑名 一惠）
〇 Grade 6 I really enjoyed the time. I spent with you and Kimoto sensei this year. Because you have
all worked hard next year’s. Eikaiwas will not be difficult.
Grade9 This class has been the funniest class. I have taught so far. We laughed a lot but we studied
a lot,too! （Melinda）
〇卒業生のみなさんへ。Kedves Ballagó 6. és ９. osztály! Ballagásotok alkalmából sok
szeretettel gratulálok! Ezután is minden jót, sok sikert kívánok! Érezzétek jól
magatokat.
卒業おめでとうございます。これからも笑顔のままで、元気いっぱいで過ごしてくだ
さい。新しい中学生活また高校生活を楽しんでください。（Zsuzsanna）

