ニューヨーク補習授業校
平成二十一（二〇〇九）年度

答辞・送辞

今年 、僕も運 動会の応 援団に かかわっ てみて、 リーダ ーの役割 がと
ても大変なことを知りました。リーダー役は、ただ目立つ人ではなく、
みん なの目に 見えない場所で 作業をす るのです。赤白 対抗の応 援合戦
の内 容を考え 、早くから練習 を始める ため、生徒に前 もって連 絡をし
ます 。グルー プが十人以上に なると、 連絡を取るのが とても難 しくな
りま す。メー ルをあまり見な い人やテ キストメッセー ジをもら っても
返事 をよこさ ない人がいるか らです。 それでも何とか して、出 し物の
ダン スのステ ップを完成させ 、劇の台 本を考えて、メ ンバーひ とりひ
とり の演技や 動きを伝えなけ ればなり ません。先輩た ちは、自 分だけ
で決 めてしま うのでははく、 後輩の意 見もたくさん取 り入れて くれま
した 。こうい うことは当たり 前だし簡 単だと思ってい ましたが 、自分
が体験してみて、はじめてそのむずかしさを肌で感じました。

送辞

平成 二十二年 三月十四 日、日 曜日。今 日のこの 日は、 卒業生の 皆様
にとって、きっと歴史に残る日になるのではないでしょうか。皆様は、
この すばらし いオーディトー リアムで 、ある目標を達 成したの です。
その 目標とは 、これまで九年 間、ある いは十二年間と いう長い 時間を
かけて皆さまが目指した「卒業」です。
その 目標を達 成し、う れしさ でいっぱ いの人も いれば 、終わっ てし
まった寂しさを感じている人もいると思います。しかし「卒業」とは、
皆様が目指す最終ゴールではないと思います。
人生をテレビドラマに例えてみると、「補習校の卒業」とは、ドラマ

昨年 十二月、 ＬＩ校中 高等部 でたいへ ん深刻な 事件が 起きまし た。
それ はトイレ でのいたずらで した。男 子トイレの壁に 紙タオル を濡ら
して投げて引っ付けてあるのが発見されたのです。僕たちの補習校は、
現地 校の校舎 を借りているの で、現地 校の建物や備品 に対する いたず
らは 大問題に なるのです。そ れが原因 で、校舎を借り ることが できな
くなったら、僕たちが学ぶ場所がなくなるのです。
三階 には部外 者が立ち 入り禁 止になっ ているの で、中 高等部の 生徒
と先 生しかい ません。紙タオ ルのいた ずらは、土曜日 の授業が 始まっ
てか ら見つか ったので、補習 校、それ も中高等部のだ れかのし わざだ
とすぐにわかりました。
事件 のあった 次の週、 こうい う問題が 二度と起 こらな いように する
ため 、生徒会 が中高等部の生 徒全員を あつめて会議を 開きまし た。先

加納 達也

や小 説で言う イントロダクシ ョン、つ まり「導入部分 」にあた るので
はな いでしょ うか。ドラマを 、始まり からたった十分 程度見た だけで
は、 何がどう なっているのか 分かりま せん。主人公や その周り の登場
人物、そして舞台設定のおよその背景がわかるぐらいです。
「人生」の
なか でイント ロダクションに あたるの は、子ども時代 、つまり 今の僕
たち の時期の ことです。皆さ まも、目 標はひとつ達成 したかも しれま
せん が、実は まだ何も始まっ ていない のです。僕たち はまだ、 世の中
のことを何も知らないのです。
まだ 何も知ら ない僕た ちが、 人生とい うドラマ の初め の十分間 にあ
たる 補習校で 、勉強以外に学 ぶべきこ とがあると気づ くことが できた
のは 、今日卒 業していく先輩 のおかげ だと思います。 僕自身は 、先輩
の皆 さまから リーダーシップ について 、そして後輩や 先輩への 接し方

生方 も教室に 入ってきました が、先輩 たちは「僕たち の問題だ から、
僕たちに解決させてください。先生たちは教室から出てください。
」と
言い、ドアを閉めました。
集ま った後輩 たちの間 には、 軽い空気 があって 、どう やらトイ レ事
件を 深刻な問 題に受け止めて いないよ うでした。教室 の後ろに 座って
いる 生徒たち は、ざわざわと 私語をし 続け、ほとんど の生徒が この問
題を 他人事の ように思ってい ました。 僕はこのままで は話し合 いは進
まな いと思い ました。今、僕 がみんな をどなって静か にさせた ほうが
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を学ぶことができました。
僕は 中学一年 の時から 生徒会 に入り、 クラス委 員や副 会長を務 めて
きま した。先 輩方は、運動会 で応援団 を作り、幼児部 から高等 部まで
みん なが楽し むために盛り上 げたり、 球技大会のとき は仲間は ずれに
され ている子 がいないかを確 認したり していました。 中等部だ ったこ
ろの 僕の目に は、リーダー役 はみんな を笑わせ、自分 たちも運 動会を
心か ら楽しん でいる人たちで 、誰にで もできる簡単な ものに見 えてい
ました。

がいいんだろうか、どうしようか、とためらっていた時、先輩たちが、
普通 の声でみ んなに静かにす るように 促すと、自然に みんなが 静かに
なりました。
そし て生徒会 長がみん なに目 を閉じる ようにい い、だ れがやっ たか
やさ しく聞き ましたが、すぐ に手を挙 げる人はいませ んでした 。何人
かの 生徒が手 を挙げるのをた めらって いる様子だった ので、も う少し
待ってみました。すると二分もたたないうちに「僕たちがやりました」
と名 乗り出て きました。会長 は「では 、前に出てきて ください 」と声
をか け、何で そんなことをし たのかと 尋ねました。あ る少年は 「みん
ながやっていたからぼくもやりたくなった」と言いました。
「わかりま
した 。僕たち からは誰がやっ たか、先 生には伝えませ ん。でも 本当に
反省 している なら、君たちか ら直接、 先生に伝えなさ い」とい いまし
た。ぼくは、ただ先輩たちをフォローすることしかできませんでした。
この 事件で僕 は、空気を読み ながら人 前で話すことの 難しさ、 他人を
説得 すること の大変さを実感 しました 。そして先輩た ちの落ち 着いて
問題を解決する態度から大切なことを学んだような気がします。
さて 、皆さま が卒業し た後も 、補習校 のドラマ は続き ます。一 方、
卒業 生の皆さ まは、明日から ひとりひ とり違ったシナ リオのド ラマを
繰り 広げるこ とになります。 イントロ ダクションのし っかりし たドラ
マは、必ずよいドラマになります。皆さまの将来が、人に感動を与え、
考え させるド ラマや僕たちの 指針とな るようなドラマ になると 信じて
います。
最後 になりま すが、応 援と尊 敬の気持 ちをこめ て、卒 業生の皆 さま
へこの言葉を送ります。「これからもいいドラマを作り続けてくださ
い。 いろいろ 教えていただき ありがと うございました 。そして 、ご卒
業おめでとうございます。」

僕が 補習校に 入学してからも う七年が たちます。でも 、僕が入 学する
前か ら、姉の 送り迎えで母と 一緒に毎 週補習校に来て いたので 、本当
はも う補習校 に九年間ぐらい 通ったこ とになります。 僕はいつ の間に
か、一番下級生の幼児部から、一番上級生の六年生になっていました。
今振 り返れば 楽しい事もたく さんあり ましたが、つら いことの ほうが
色々あった気がします。
補習校が本当に楽しかったのは、正直に言えば幼児部くらいでした。
幼児 部では、 僕の好きな工作 や遊びを いっぱいやった ので、そ の時は
補習 校が楽し い所だと思いま した。そ の上、その頃の 僕は勉強 をした

ない 大きな壁 です。今でもこ の壁を登 り続けています 。それと もう一
つ苦 労したの は漢字でした。 一年と二 年生の時は、簡 単に漢字 なんて
覚え られたの に、三年生から 急に難し くなり、覚えら れない漢 字がほ
とん どになり ました。漢字テ ストは最 近になってよう やく百点 に近い
点数が取れるようになりました。
このようなつらい事が色々あっても、ここまで来る事ができたのは、
今ま で僕を支 えてきてくれた 僕の友だ ち、僕がお世話 になった 先生達
と、 両親がい たからです。友 だちは、 勉強で分からな い所があ れば教
えて くれるし 、心が傷ついた 時にはい つもそばに居て くれまし た。君
達が居たから補習校が面白く感じてきました。僕は、Ａ校に進みます。
僕自 身も驚い ています。Ａ校 に進む事 にしたのも、君 達がいた からで
す。 それと今 まで僕がお世話 になった 先生達も僕にと っては、 大切な

と言 われたの を思い出し、今 僕がやめ れば、もう好き な漫画を 読めな
くな るかもし れない上、まだ 補習校に 通っている友だ ちにもう 会えな
くなるのも嫌だったので、また頑張る事にしました。
し かし、そ の考えは、また すぐに変 わりました。な ぜなら三 年生ぐ
らい になって から勉強と宿題 が難しく なった上、量が 多くなっ たから
です 。宿題が 、あまりに嫌で どうすれ ば良いのか、分 からなく なるほ
どで した。あ まりにストレス が溜まり 過ぎて、家族に 八つ当た りをし
たり、ひどい時は、ものを壁に投げつけたりしていました。母に、
「宿題やった？やってなかったら今すぐやりなさい！」
と毎 日、言わ れてもう頭が爆 発しそう でした。父にも 何度も宿 題の事
でし かられま した。宿題から 逃げられ ないと知ってい ても、な かなか
やる 気にはな りませんでした 。宿題は 僕にとっては登 らなくて はいけ

答辞（Ⅰ）

くて 我慢でき ませんでした。 だけど一 年生になってか らその思 いは、
いっ きになく なりました。楽 しいはず の補習校がなん でこんな につま
らな くなって しまったんだろ うと何度 も思いました。 それとあ んなに
楽し みにして いた勉強が、こ んなにつ まらなくて難し いとは、 思いま
せんでした。
そ れと、何 でせっかくの土 曜日なの に、学校に行か なくては いけな
いの かが分か りませんでした 。今もた まにそう思いま す。現地 校の友
達は みんな遊 んでいるのに、 なぜ僕だ け勉強しなくて はならな いのだ
ろう とも思い ました。たとえ ば、当時 の僕はボーイス カウトに 入って
いま した。僕 が行きたかった ボーイス カウトのイベン トは、す べて補
習校 と同じ土 曜日に行われた ので、僕 はそのほとんど に行けま せんで
した 。それも あり、僕は、補 習校をや めたがりました 。その事 で両親

人達 です。あ まり優しくない 先生もい ましたが、勉強 で分から ない所
があ れば、分 かるまで、時間 など関係 なく教えてくれ る先生に 出会っ
た時 は、すご く嬉しかったで す。それ と最後に、僕の 両親です 。しか
られ る事もあ りましたが、二 人とも僕 をいつも優しく 見守って くれて
補習校が嫌になってもいつも僕に希望を与えてくれました。
僕 と共にＡ 校に進む人達、 これから もよろしくお願 いします 。今日
でお 別れの友 だち、君達の事 は忘れま せん。この七年 間お世話 になっ
た先生達、お父さん、お母さん、皆さんどうもありがとうごいました。

ＷＴ校初等部卒業生代表 松井 賢哉

と何度も喧嘩をしました。それである日、母にかなり怒られて、
「補習校がそんなに嫌ならもうやめなさい！」
など 、言われ て、本当にやめ ようと思 いました。だが 、以前母 と喧嘩
したときに、言われた事を思い出しました。
「補習校で苦しんでいるのは、あなただけじゃないのよ。」
また、
「今 、補習校 をやめればどん どん日本 語を喋ったり、 読んだり 、書け
なくなっちゃうかもしれないけど、それでもいいの？」

答辞（Ⅱ）
ＬＩ校初等部卒業生代表

島 太郎

本 日は、こ のようなすばら しい卒業 式を開いていた だき、あ りがと
うご ざいます 。また、校長先 生をはじ め来ひんの皆さ ん、在校 生の皆
さんから頂いたあたたかいお言葉もありがとうございました。
そ して今、 僕が何よりも感 謝してい るは、補習校に 六年間通 えた！
この シンプル な事です。僕に はブラジ ルに二人の従兄 弟が居ま す。従
兄弟 達は、日 本語を勉強した いのに補 習校が近くにな いので、 通信教
育を受けるしかありません。でも僕たちは沢山の友だちといっしょに、
いろ んな先生 から教わること ができま した。外国にい て日本語 を勉強
でき る。これ は僕達にとって 特別な事 ではないかもし れないけ れど、
世界中で考えたら、とても恵まれた環境だと思います。
入 学したて の一年生のころ 、六年生 は、ずいぶん大 きなお兄 さんや
お姉 さんに見 えました。いつ のまにか 自分自身がそん なお兄さ んにな
って しまった ことが不思議で たまりま せん。こうして 壇上に立 ってい
ると、 補習校で過ごしたいろんな出来事が次々とよみがえってきます。
毎週土曜日。 宿題に追われながら通った日々。金曜日の夜、明日は
行き たくない なぁ …
と思う日 もずいぶ んありました。 今日卒業 するみ
んなも、きっとそうだったと思います。
毎 年みんな が楽しみしてい た６月の 運動会。赤と白 に別れ、 思いっ
きり 声を張り あげて応援しま した。一 月はじめには、 ちょっと 緊張し
て書 いた書き 初めや、お餅つ き大会、 きねでおもいっ きりつい たお餅
の味 は最高で した。三年生で クラスの “モチモチの 木”の劇 ではみ
んなで何回も朗読の練習をしました。
こ のような 学校生活を通し て得た最 大の成果。それ は、こう して日
本語 が話せる ように、そして 読めるよ うに、書けるよ うになっ たこと
です 。もちろ ん言葉だけでな く、さま ざまな形で、日 本の文化 にふれ
るこ ともでき ました。毎年夏 、日本の 小学校に体験入 学できた のも、
ここ で勉強を したおかげです 。英語環 境で、日本語も 身につけ る。そ
れは とても難 しいことではあ りますが 、同時に、なか なかでき ない貴
重な体験でもありました。

そ して今日 、私たちは卒業 します。 来年度からは、 中学生と してこ
こに 通う友だ ちもいれば、現 地校の勉 強に集中したい という仲 間もい
ます 。いずれ にしても、ここ で学んだ 日本語の基礎は 、僕たち の生涯
の宝物であることに変わりはありません。
最 後になり ましたが、校長 先生をは じめ、先生、そ してお父 さん、
お母 さん、本 当にお世話にな りました 。みなさんにあ たたかく 見守ら
れな がら過ご した六年間。こ の楽しく 、有意義で、そ して貴重 な思い
出を 胸に、ま た一歩、未来に 向かって 前進しようと思 います。 これか
らも 、変わら ぬご指導をお願 い致しま す。卒業生を代 表し、こ こでも
う一 度心から 感謝の言葉を申 し上げま す。本当にあり がとうご ざいま
した。

答辞（Ⅳ）

る休み時間に飛んできた紙飛行機でした。
「日本語、英語、どっちが得
意？」と書いてあったメッセージ。いきなりで戸惑ったけれど「英語」
と書いて投げ返したら、向こうは微笑みを浮かべ、「こっちに来て」、
と身 振りで合 図をしました。 それまで 話しをしてくれ なかった 四人の
女の 子がさり 気無く私に優し くしてく れました。ノー トを破っ た紙で
折られた紙飛行機が救いになったのです。
この 紙飛行機 を思い出 すと、 あの時声 をかけて くれた 友達に無 限の
感謝 を感じま す。後で親しく なった友 だちにも感謝の 気持ちが 溢れ出
しま す。現地 校とは違い、日 本人であ るという共通点 だけでも 安心感
があ りました 。同じ日本人で も、日本 から来たばかり の友だち から冷
凍の 焼きおに ぎりの存在を知 ったり、 日本の独特な文 化を毎週 の様に
話し たりする のは本当に楽し いです。 アメリカで育っ た友だち はアメ

加晏子

語では人生を “ life
”といいます。英英辞典を引いてみると、とても
科 学 的 な 定 義 が な さ れ て い ま し た 。 “The condition that
distingui
shes or
ganis
ms from ino
rganic objects an
d dea
d
organisms
.” 日本語と英語の定義の方法が、少し違うようですね。
それ はさて置 いて、次 は辞書 に頼らず に自分自 身で人 生という 言葉

リカ の文化へ の偏見がなくて 、言葉と 行動に迷いや戸 惑いがな く、あ
りの ままで居 ることに自信を 持ってい るところなど、 物の見方 や捉え
方に 共感し易 いので、私も私 のままで いられます。皆 が私の人 生の大
切な存在です。
さて 、最初の 議論に戻 ります が、人生 とはなん でしょ うか。こ の答
辞で 色々と述 べているのに、 やはり「 奇跡的」と言う 言葉しか 思い浮
かび ません。 補習校に通い始 めた事、 紙飛行機が飛ん で来た事 、冷凍
の焼 きおにぎ りを初めて食べ た事も全 部奇跡、または 運命なの ですよ
ね？ 偶然では ない出来事が運 命で、運 命の重なりが人 生では無 いでし
ょう か？私は 補習校という運 命的な出 会いを得て、人 生が何倍 も楽し
くな りました 。今まで私たち 生徒に一 生懸命日本語を 教えてく ださっ
た先 生方、父 母会の皆様、毎 週補習校 に送り迎えをし てくれた 両親に
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を定 義づけし てみようと思い ます。私 は人生とは運命 で描かれ ている
と思いたいです。いいえ確実にそう思います。なぜなら人生の出来事、
人と の出会い は全部奇跡的だ からです 。皆さんもそう 思いませ んか？
それ を私に教 えてくれたのは 補習校で す。補習校で出 会った様 々な親
友と 先生方。 この地球に生ま れて私達 が出会えたのは 補習校と いう環
境があったからです。
初等 部三年生 で補習校 をやめ た私は、 日本の文 化と触 れ合うこ とが
劇的 に減りま した。塾には通 っていま したが、補習校 の様に運 動会や
文化 的な活動 はもちろんあり ません。 それが変わった のが中学 一年生
の秋 でした。 姉が補習校に通 いたいと いうので、体験 入学をし に行っ
たあ る土曜日 でした。当日の 朝にその ことを知った私 は、突然 私も行
きた いと勝手 なことを親に言 ったのを 覚えています。 何も考え ず、口

心か ら感謝し ています。そし て最後、 沢山の思い出を 作ってく れて、
涙が 出てくる 程笑わせてくれ た中三の メンバー、本当 にありが とう。
私た ち中三は 、何年たっても 変わらな い友だち。それ を忘れず に、笑
顔で卒業しよう！

人生 というも のをどう 説明す れば良い のでしょ うか。 人生とは 何か
と聞 かれたら 、あなたはどう 答えます か？私にはどう 答えれば 良いの
か分 かりませ ん。人生の意味 を国語辞 典で引いてみる とこうい う定義
が載っていました。「人間がこの世に生きている期間、人の一生。」英

から 出たその 言葉。今でも、 なぜ私は 面倒なことをわ ざわざ自 分に押
し付 けたのだ ろうと思います 。土曜日 の朝は寝坊がで きると、 嬉しく
思い ながらや めた補習校だっ たのに、 私はまた補習校 という環 境に戻
って行きました。喜んでいいのかどうか、よくわかりませんでした。
通い始めは後悔しました。思ったよりも勉強も人間関係も難しくて、
少し も楽しく ありませんでし た。補習 校になぜ来たの だろう、 なぜあ
の時 姉に付い て行ったのだろ う。自分 の間違いでこん な目に合 わない
とい けないの だと、毎週自分 を責めて いました。それ を変えた のはあ

る休み時間に飛んできた紙飛行機でした。
「日本語、英語、どっちが得
意？」と書いてあったメッセージ。いきなりで戸惑ったけれど「英語」
と書いて投げ返したら、向こうは微笑みを浮かべ、「こっちに来て」、
と身 振りで合 図をしました。 それまで 話しをしてくれ なかった 四人の
女の 子がさり 気無く私に優し くしてく れました。ノー トを破っ た紙で
折られた紙飛行機が救いになったのです。
この 紙飛行機 を思い出 すと、 あの時声 をかけて くれた 友達に無 限の
感謝 を感じま す。後で親しく なった友 だちにも感謝の 気持ちが 溢れ出
しま す。現地 校とは違い、日 本人であ るという共通点 だけでも 安心感
があ りました 。同じ日本人で も、日本 から来たばかり の友だち から冷
凍の 焼きおに ぎりの存在を知 ったり、 日本の独特な文 化を毎週 の様に
話し たりする のは本当に楽し いです。 アメリカで育っ た友だち はアメ

答辞（Ⅳ）

語では人生を “ life
”といいます。英英辞典を引いてみると、とても
科 学 的 な 定 義 が な さ れ て い ま し た 。 “The condition that
distingui
shes or
ganis
ms from ino
rganic objects an
d dea
d
organisms
.” 日本語と英語の定義の方法が、少し違うようですね。
それ はさて置 いて、次 は辞書 に頼らず に自分自 身で人 生という 言葉

リカ の文化へ の偏見がなくて 、言葉と 行動に迷いや戸 惑いがな く、あ
りの ままで居 ることに自信を 持ってい るところなど、 物の見方 や捉え
方に 共感し易 いので、私も私 のままで いられます。皆 が私の人 生の大
切な存在です。
さて 、最初の 議論に戻 ります が、人生 とはなん でしょ うか。こ の答
辞で 色々と述 べているのに、 やはり「 奇跡的」と言う 言葉しか 思い浮
かび ません。 補習校に通い始 めた事、 紙飛行機が飛ん で来た事 、冷凍
の焼 きおにぎ りを初めて食べ た事も全 部奇跡、または 運命なの ですよ
ね？ 偶然では ない出来事が運 命で、運 命の重なりが人 生では無 いでし
ょう か？私は 補習校という運 命的な出 会いを得て、人 生が何倍 も楽し
くな りました 。今まで私たち 生徒に一 生懸命日本語を 教えてく ださっ
た先 生方、父 母会の皆様、毎 週補習校 に送り迎えをし てくれた 両親に

Ａ校中等部卒業生代表 小野 加晏子

を定 義づけし てみようと思い ます。私 は人生とは運命 で描かれ ている
と思いたいです。いいえ確実にそう思います。なぜなら人生の出来事、
人と の出会い は全部奇跡的だ からです 。皆さんもそう 思いませ んか？
それ を私に教 えてくれたのは 補習校で す。補習校で出 会った様 々な親
友と 先生方。 この地球に生ま れて私達 が出会えたのは 補習校と いう環
境があったからです。
初等 部三年生 で補習校 をやめ た私は、 日本の文 化と触 れ合うこ とが
劇的 に減りま した。塾には通 っていま したが、補習校 の様に運 動会や
文化 的な活動 はもちろんあり ません。 それが変わった のが中学 一年生
の秋 でした。 姉が補習校に通 いたいと いうので、体験 入学をし に行っ
たあ る土曜日 でした。当日の 朝にその ことを知った私 は、突然 私も行
きた いと勝手 なことを親に言 ったのを 覚えています。 何も考え ず、口

心か ら感謝し ています。そし て最後、 沢山の思い出を 作ってく れて、
涙が 出てくる 程笑わせてくれ た中三の メンバー、本当 にありが とう。
私た ち中三は 、何年たっても 変わらな い友だち。それ を忘れず に、笑
顔で卒業しよう！

人生 というも のをどう 説明す れば良い のでしょ うか。 人生とは 何か
と聞 かれたら 、あなたはどう 答えます か？私にはどう 答えれば 良いの
か分 かりませ ん。人生の意味 を国語辞 典で引いてみる とこうい う定義
が載っていました。「人間がこの世に生きている期間、人の一生。」英

から 出たその 言葉。今でも、 なぜ私は 面倒なことをわ ざわざ自 分に押
し付 けたのだ ろうと思います 。土曜日 の朝は寝坊がで きると、 嬉しく
思い ながらや めた補習校だっ たのに、 私はまた補習校 という環 境に戻
って行きました。喜んでいいのかどうか、よくわかりませんでした。
通い始めは後悔しました。思ったよりも勉強も人間関係も難しくて、
少し も楽しく ありませんでし た。補習 校になぜ来たの だろう、 なぜあ
の時 姉に付い て行ったのだろ う。自分 の間違いでこん な目に合 わない
とい けないの だと、毎週自分 を責めて いました。それ を変えた のはあ

答辞

（Ⅴ）

用意してくれた先生方、陰で支えてくれていたスタッフの皆さんにも、
心よりお礼が言いたい。
私 が高等部 まで進級してき て気づい たことは、初等 部、中等 部、高
等部 の違いだ 。それは、運動 会で、一 番明らかだった 。小学生 の頃、
私は運動会を、「一日中遊べる日」としか認識していなかった。中学生
にな ると、ボ ランティアの仕 事を与え られたり、応援 団の団員 に入る
こと が許され たりして、責任 感を覚え 始めた。しかし 、高校生 にもな
ると、今度は「仕切る側」になり、運動会の見方が百八十度変わった。
去年 見た運動 会の景色には、 一生懸命 、放送局で次の 競技の相 談をし
ている先生方、お昼休みのお弁当の用意をしている父母の方々がいた。
その 様子を見 て私は、初めて 、彼らな しでは運動会に 限らず、 他のイ
ベン トも成り 立たないことを 実感した のだ。本当に、 お世話に なりま

あゆみ

私は今 、正装 した約 四百 人の補 習校関 係者 の前で 、膝を ふるわ せ な
がら 立ってい る。それは、私 が二ヶ月 ほど前にＬＩ校 高等部の 代表と
して 、卒業式 の答辞を述べる ことにな ったからだ。い ざ下書き を書き
始め ると、言 いたいことが多 すぎて、 どこから始めて いいか、 どこま
で話 せばいい か分からなくな った。私 が十一年間かけ て補習校 で感じ
てき たことと 、卒業するこの 今の気持 ちを原稿用紙四 枚にまと めると
いう のは、と ても困難だった 。しかし 、この状況にな って、初 めて最
後に一番伝えたいことが何なのかが分かったような気がする。
補習 校に在籍 するとい うこと は、現地 校で出さ れる宿 題とプロ ジェ

した。
卒 業した今 でもたまに顔を 出しに遊 びに来てくれる 先輩方、 明るく
元気 をくれる 後輩達、私の友 人であり 、ライバルでも あるクラ スの皆
も、 私の心の 支えなのだ。日 本語の勉 強だけなら一人 で教科書 を開け
ばで きる。し かし、補習校で は、運動 会の応援団の練 習をした り、球
技大 会のチー ムでユニフォー ムの相談 をしたりと、授 業以外で も、皆
で、汗水流してがんばってきた。
「これらの行事に参加することに、どんな意味があるのだろうか。
」
この答えも、「今日（卒業式）」にあると思う。他の人達の答辞を聞
きな がら、み んなで自分達の 補習校で の思い出を振り 返ってい ただろ
う。 球技大会 での苦い思い出 や、ボー リング大会での 楽しかっ た思い
出、いろんな記憶と感情が今、この会場で飛び交っていることだろう。

加納

クト に加え、 補習校の宿題を 両立しな ければならない というこ と。そ
の上 、私にと っては、クラス が八人し かいないという こともあ り、生
徒会 の仕事、 アルバム係の仕 事、クラ スのイベントの 準備など 、全て
をこなさなければならないということなのだ。
「そこまでして、私はなぜ補習校に通い続けたのだろう。」という問に、
今の私なら、こう答える。「胸を張って卒業式に出るため」と。
現 に私は今 、皆さんの前で スピーチ をしている。こ の時のた めに、
今ま で習って きた日本語の単 語、慣用 句、漢字を駆使 して原稿 を書い
た。 先ほど使 った「困難」と いう言葉 の意味も説明で きる。完 璧に理
解し ていない 字があっても、 辞書の引 き方を習ったの で、調べ ること
だっ てできる 。英語に訳すこ とも無理 なことではない 。この原 稿は、
私の 十一年間の 国語の学習の たまものだ と言っても過 言ではない のだ 。

私が 今、補習 校での思い出を 振り返っ て、これ程まで に満ち足 りた気
持ち になれる のは、みんなと 一緒にが んばったからだ と思う。 補習校
へ来る楽しみをくれて、本当にありがとう。
最 後に、先 ほど渡された筒 を開けて みよう。卒業証 書には、 他でも
ない、自分の名前が書いてある。私には、その横に書いてある文字が、
「今 までがん ばってきたで賞 」という 字に見える。単 なる証明 書では
なく、「卒業の賞状」なのだ。この賞状を手にするために私達は、毎週
金曜 日の夜遅 くまで宿題をし 、土曜日 に早起きをして 、がんば ってき

ＬＩ校高等部卒業生代表

こう やって自 分で書いた文章 を朗読す る術も、補習校 で習得し た。こ
れか ら社会に 出ても、補習校 で得たこ の能力を、忘れ ずに、活 かして
行くことができる。今の私達には、そんな力がある。
私 は、この ステージに立つ ことが出 来て、心から嬉 しいと思 う。い
つも 恥ずかし くて、つい飲み 込んでし まう感謝の言葉 も、この 場を借
りて、お世話になったたくさんの人達に、伝えることができるからだ。
ま ず最初に 、毎週、文句ひ とつ言わ ず送り迎えをし てくれた 父、早
起き をして手 の込んだお弁当 を作って くれた母、私達 のために 授業を

たの だ。そん な自分を褒める きっかけ をくれる。皆に 「おめで とう」
と言ってもらえる。卒業式は、その様なご褒美もくれる。
私達、高等部二年生は今日、補習校を卒業する。今のこの気持ちを、
これ から中等 部・高等部へ進 学する人 達に感じてほし い。精一 杯、補
習校 生活を堪 能してほしい。 悔いなく 、胸を張って補 習校を卒 業して
ほし い。自分 がなぜ補習校に 通うのか 、なぜがんばる のか、ま た数年
後の今日、聞かせてもらうのを楽しみにしている。

答辞（Ⅵ）
Ａ校高等部卒業生代表 小野 未紗子
八年前、小学三年生で初めて補習校に入学した時、 私がこの台に立
って答辞を読むことになると誰が思ったでしょう。今思うと信じがた
いですが、当時日本からアメリカに引っ越してきた私は、日本では小
野怪獣と呼ばれていたくらいで、補習校でも好き放題していました。
ボスの気分でクラスメートの男子を蹴飛ばしたり、漢字テストでカン
ニングをしても当たり前のように十三点を取ったり、不真面目で何も
気にしていなかった自分がいました。ふざけてばかりいたそんな私が、
今日みなさんの前で答辞を読むことが本当に不思議でたまりません。
急に変化が訪れたのは、五年生の二学期でした。ずっとやんちゃに
していたせいでしょうか、なぜかこのままではいけない、と焦り始め
たのです。そこで補習校を止めて塾に通う決心をしましたので、先生
や家族や友だちに、目をまんまるにして驚かれたのをよく覚えていま
す。中学三年生の夏になると、塾や現地校の日本人の友だちが高校受
験でどんどん帰国していき、私の周りには日本人がいなくなっていま
した。中学三年と言えば一番仲間が欲しい時期。私はやはり日本人が
好きで一緒にいると安心できるので、これから先どうしようかと思っ
ている時に、ふと頭に浮かんできたのが補習校でした。
補習校に戻ったら、日本人の仲間ができる。私は、そんな期待を持
ちながら、中学三年生の秋から再び補習校に通い始めました。けれど
も、待っていたのはがらりと変わった風景でした。アメリカ生活が長
い生徒やアメリカで生まれ育った生徒がほとんどで、日本語より英語
を使うことが多かったのです。最初の頃の私はアメリカンな補習校を
受け入れることができなくて、 戻って来た事を後悔することもありま
した。けれども、毎週土曜日にとにかく起き上がって登校するにつれ
て、自然とクラスのリズムに合わせることができ、心も開いていった
のです。たわいのないことで大爆笑をしたり、のみの市でクレープの
味見をして感動したり、国語の授業で深い内容の意見をぶつけ合った

り、募金活動の時に誰が一番お金を集められるかを競ったりと、様々
な経験を重ねてきました。特になにも起こらなくて平凡に過ぎていっ
た土曜日、行事があって盛り上がった土曜日、どんな土曜日でも、毎
週一緒に過ごした仲間とは一つの絆で繋がっていたのです。そして気
がつくと、私もアメリカに長い日本人の一人であり、クラスメートと
の共通点が多いことに気づいたのです。

私は日本を離れたため、完璧に日本を知ることはできないし、アメ
リカに住んでいるからといって、アメリカを全部理解できる訳でもな

いと気づいた時、自分はなんて中途半端な存在なのだ、と思いました。
日本人として現地校で感じる事や、アメリカ人として補習校で感じる
事、色々な思いをしながら、私は一体誰だろう？と思っていました。
けれども、私以外にもそう感じている人達が補習校にいることに気づ
いた時、心の底から安心しました。お互いに日々、文化の違いによっ
て感じている疑問や矛盾、喜びや幸せを分かち合うことができたので
す。写真には残らないし、目には見えないけれど、共感しあえたこと、
それが私にとっての一番の支えでした。さらに私は日米両国を客観的
に眺めることを学び、それはどれだけ大切で特殊なことかと気づきま
した。私は決して中途半端な人間ではなくて、今の世界が必要とする
人間かもしれないと考えました。社会へ出る前からもうすでに多様な
文化に触れ、色々な考えを認め合い、尊敬し、協調することができの

だという誇りを持つようになりました。私はアメリカに残っても日本
へ帰っても世界のどこへ行っても、いつも広い心でものごとを受け止
め、大きな視野で見ていくことを大切にしていきたいと思います。そ
れが生きて行く上で一番の力になるのではないでしょうか。それを知
る事ができたのは補習校に通ってきたからだと思います。

これから新しい世界へ進んでいく卒業生の皆さん、私たちはどんな
人生を歩んで行くのでしょうか。私はすごくワクワクしています。私
達は素晴らしい環境にいて、可能性に満ちていて、チャンスも溢れて

います。もう準備万端なのですから、何にでも飛び込んで行けるので
す。けれども、今まで何百回と送り迎えをしてくれたお父さんお母さ

ん、時には怒りながらも温かく一生懸命に指導して下さった先生方、
そしてすべてをサポートしてくださった父母の方々がいらっしゃらな
ければ、こんなにも前向きに進んで来られませんでした。今まで本当
にありがとうございました。そしてニコル、よしき、はな、じゅん、
みか、今日みんなで卒業できるのが嬉しくてたまりません。いままで
沢山笑わせてくれてありがとう。これからも笑顔で会いましょう。沢
山の感謝を込めて本当にありがとうございました。

