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暦の上では春を迎えましたが、まだまだ寒い日が続いています。２月
９日から始まった平昌冬季オリンピックでは、もっと厳しい寒さの中で
各国のアスリート達が真剣に競技に臨んでいる姿には勇気づけられます。
日本の選手達の活躍を心から願いながら声援を送る毎日です。

また、巷ではまだまだインフルエンザが猛威を振るっているようです
が、本校では幾分落ち着きを見せ、インフルエンザ罹患者数は一時に比
べるとずいぶん減りました。ただし、児童たちには油断することなく今

後とも「手洗い・うがい・咳エチケット（マスク着用など）」はしっかり守ってもらいたい
と思っています。どうかご家庭でのご指導もよろしくお願いします。
さて、２月に入ってから児童たちは明日の文化祭に向けての練習や準備に懸命に取り組ん

でいます。特に、今週からは、リハーサルや最後の仕上げということもあり、教員も一緒に
なっていよいよ熱気満々という感じです。例年のことながら児童たちのやる気に満ち溢れた
姿は頼もしい限りです。少し緊張しながらも、晴れ晴れと輝く児童たちの姿が見られること
を、今からわくわくして待っています。明日の文化祭では、児童一人一人が思う存分にパフ
ォーマンスを繰り広げてくれることを心から願っています。
保護者の皆様も、児童たちのこの一年間の学習の成果をどうぞご期待ください。
ご来校を心よりお待ち申し上げております。

２～３月の学校行事

月 日 曜 行 事 月 日 曜 行 事

17 土 感謝祭・文化祭 1 木

18 日 2 金 ４年到達度テスト・５年実力テスト

19 月 3 土

20 火 4 日
２ ３

21 水 5 月 ６年修学旅行帰国

22 木 ５－１「老人ホームすばる」との交流会 6 火 ６年代休

23 金 7 水 修学旅行解団式

24 土 8 木

25 日 9 金
月 月

26 月 修学旅行結団式 10 土 週休日

27 火 ６年修学旅行出発 11 日

28 水 12 月 ５・６年きらめき講座

13 火 保護者会（１・２・３年）

14 水 保護者会（４・５・６年）

15 木

カレッジ通信
「老人ホーム すばる」との交流会

例年、５年生が実施している「老人ホーム すばる」との交流会を本年度も実施しました。
毎年、児童たちは人生の大先輩と交流する中で、多くのことを学んでいます。
各クラス毎に、１２月に１回、１月に１回、「すばる」を訪問し、お年寄りの皆さんと交

流する機会を持ちました。合唱を披露したり、一緒にトランプや塗り絵をしたり、あやとり
を教えていただいたりもしました。２月にも各クラス１回ずつ訪問する予定です。

１２月４日 ５年２組 １２月８日 ５年１組

１月２２日 ５年２組 １月２６日 ５年１組

高等部の卒業証書授与式が挙行されました

２月１４日（水）に、智辯学園奈良カレッジ高等部第９回卒業証
書授与式が厳粛に挙行されました。小学部の３期生が小中高１２年
間の学校生活を終え、懐かしい学舎を巣立つ日でもありました。わ
れわれ小学部の教員にとっても感慨一入の一日となりました。

卒業生はみな、呼名され元気に堂々と返事をして、「ありがとうご
ざいました」とお礼の言葉を述べて卒業証書を受領しました。少し
の名残惜しさと晴れやかな笑顔を残して、懐かしい学舎を巣立って
いきました。まだまだ大学入試のただ中にある彼らにとっては感傷に浸っている暇は無
いのかもしれませんが、これまで学校生活を共に送ってきた仲間や先生方と、一時の間、
別れを惜しんでいました。
１４６名の卒業生の今後の健闘と幸多からんことを心から祈っています。



各種コンクール入賞者紹介

第67回橿原神宮書き初め大会
特選 ５－２ 清水美都（しみず みこと）さん
準特選 ６－２ 宮倉杏奈（みやくら あんな）さん

４－２ 南 香暖（みなみ かほの）さん
３－１ 宮倉崇行（みやくら たかゆき）くん
１－２ 原田実子（はらだ みこ）さん

優秀 ２－２ 別所優薫（べっしょ ゆいか）さん
３－１ 別所優磨（べっしょ ゆうま）くん
３－１ 鍛治本 千雛（かじもと ちひな）さん
５－１ 原田奏子（はらだ かこ）さん
６－１ 南 昂我（みなみ こうが）くん
５－１ 山内望美（やまうち のぞみ）さん

第66回石上神宮奉納書初大会
特選 ５－２ 清水美都（しみず みこと）さん

第65回大神神社書初めまつり
大神神社宮司賞

１－２ 原田実子（はらだ みこ）さん
特選 ５－２ 清水美都（しみず みこと）さん
準特選 ２－２ 植田晃規（うえだ こうき）くん

３－１ 岸本莉奈（きしもと りな）さん
３－２ 庄田遥紀（しょうだ はるき）くん
４－２ 藤木智也（ふじき ともや）くん
４－２ 南 香暖（みなみ かほの）さん
６－１ 南 昂我（みなみ こうが）くん

優秀 １－１ 宮川 望（みやがわ のぞみ）さん
２－１ 黒瀬日奈子（くろせ ひなこ）さん
２－１ 橋本芽生（はしもと めい）さん
２－２ 別所優薫（べっしょ ゆいか）さん
３－１ 別所優磨（べっしょ ゆうま）くん
３－１ 宮倉崇行（みやくら たかゆき）くん
３－１ 木村心奏（きむら このか）さん
３－２ 南田晃輝（みなみだ こうき）くん
３－２ 片山莉女（かたやま りな）さん
４－１ 一ノ木七海（いちのき ななみ）さん
４－２ 石田 渉（いしだ わたる）くん
４－２ 中野洋一郎（なかの よういちろう）くん
４－２ 綿谷 紗（わたや すず）さん
５－１ 柳澤優光（やなぎさわ ゆうこう）くん
５－１ 上野めぐ（うえの めぐ）さん
５－１ 原田奏子（はらだ かこ）さん
５－２ 黒瀬 優（くろせ まさる）くん
５－２ 木下かれん（きのした かれん）さん
５－２ 安本啓人（やすもと けいと）くん
５－２ 吉田早希（よしだ さき）さん
６－１ 岡野守晃（おかの もりあき）くん
６－２ 木村幸志朗（きむら こうしろう）くん

智辯学園高等学校と智辯学園和歌山高等学校の野球部が選抜に出場します

第９０回記念選抜高校野球大会が、平成３０年３月２３日（金）か
ら４月４日（水）までの１３日間、阪神甲子園球場で開催されます。

その大会に智辯学園高等学校と智辯学園和歌山高等学校両校の出場
が決定しました。同じ学校法人の本校にとっても誇らしいことです。
両校野球部の諸君には、優勝めざして、正々堂々と全力でプレーして
もらいたいと願っています。心に残る清々しい試合が見られることを
心から期待して、精一杯応援したいと思っています。

保護者の皆様も、なにとぞご声援くださいますようお願い申し上げ
ます。

塚原先生の仏教コラム

文化祭が近づき、子どもたちは、練習や準備に余念がないことと思い

ます。これまでのことを振りかえると、休み時間や放課後残って練習し

たこと、話し合いで友だちと意見がぶつかったこと、うまくいかずに八

つ当たりしてしまったことなど、様々なやりとりが思い浮かびます。

それもこれも文化祭本番のため。その日のために、子どもたちは一生

懸命頑張っています。

おしゃか様はおっしゃいました。「たいまつからたくさんの火をとっても、たいまつ

はもとのままであるように、幸福というのは、いくら人に分け与えても減らないもので

す。」（『ブッダのことば』より）

本番当日、子どもたちはきっと、やりきった仲間と達成感を共有し合うことと思いま

す。文化祭は、協力し合う喜びを味わえる幸福な時です。そうした、人とつながる幸福

を積み重ねることで、人の中で生きていく強さを身につけるのだと思います。

文化祭当日の子どもたちの一生懸命な姿、やりきった誇らしげな姿を見、その幸福を

分けてもらえると思うと、とても楽しみです。

学校説明会を開催します

「児童募集」に関わって、下記の通り学校説明会を実施いたします。
保護者の皆様のお力添えを賜り、受験適齢期のお子様をお持ちの皆様にご案内いただ

ければ幸いに存じます。
できるだけ多くの皆様に本校の素晴らしさを知っていただきたいと願っています。
何卒ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

記

「学校説明会 in OSAKA」

平成３０年３月１７日（土) １０：００～ シェラトン都ホテル大阪

※詳細は本校ＨＰをご覧ください。 http://www.chiben.ac.jp/naracollege-el


