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※今号で使用のアンケート結果は、2023 年 2 月に幼稚部保護者の方々にご協力頂きました。※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

             学校法人             

                                                                                                                 黒部 美子 

昨年 6月から今年の 1月始めまで、学校法人の承継交渉を続けてきたが締結には至らなかった。この交

渉に関わった全ての方々、特にデュデリジェンスと呼ばれる交渉内容の検証にご協力いただいた弊社の弁

護士、会計士、建築士、M&A専門の皆様には心よりのお礼を申し上げたい。 

学校法人取得はランゲージ・ハウス教育事業の到着点、また新たな出発点だった。幼稚部創設から 14

年、皆様のご支援ご協力のもとに多くの卒園児を送り出すことができた。しかし一方で、小学校での英語教

育が、未だランゲージで英語を学んだ子供達の努力を継続していく受け皿とはなっていないため、卒園後

数ヶ月でその努力の結果が低下していくという現実を、保護者の方々、また子供達から聞くたびに、ランゲ

ージ・ハウスの教育文化とそれを実現する Bilingualでの教育環境を早急に作らなくてはと考えていた。そ

のために学校法人という文科省下の公共教育機関の中に、今あるランゲージの学校を組み込み、学校法

人のメリットを活かした教育事業部を構想している。現在ランゲージ・ハウスの教育事業は株式会社の運営

で進められているが、10年前とは比べ物にならない程に英語教育が注目され、質の良い外国人講師が求

められる中、株式会社の運営が順調でも、それに伴った法人税の負担が大きく、加えて円安の影響もあ

り、日本で教師をしたいという外国人は大勢いるが、給与交渉になるとがっかりしたような顔をする外国人

が増えているのも事実である。このような観点から、法人税が免除される学校法人下では、質の良い外国

人の安定供給が可能になる。もう一つは、保護者側からの観点として、子供達の通う学校が文科省の管轄

下で運営されているという安心感がある。もちろん日本でも最近、民間が運営する学校が増えてはいるが、

学校法人という社会的ステータスはいまだに健在である。 

 

今回の交渉で学んだことは多々あるが、売り手が学校法人をビジネスの商品と考えていたのに対し、ラン

ゲージは教育機関をある対価を支払って引き継ぐと考えていた事が 6 ヶ月の間に溝を大きくし、締結には



 

  

至らない結果になったと思っている。ただ言い訳になるかもしれないが、承継する予定だった学校には、真

摯に教育現場に向き合う職員が仕事をし、父母会も園のためにと協力をしていた。そして学校が大好きな

子供達が元気に登園していた。そんな現場の様子を見ながら交渉を続けていくにあたって、学校は物では

ない、そこにいる人達が動かしている保育、教育そのものだという意識が強くなり、本来対価を払うに値す

るのは、学校を動かしている現場の人たちではないかと思うと、交渉そのものが無意味なことに思えてなら

なかった。しかし一方では早く学校法人を取得してランゲージの教育事業環境を良くしたいという焦りのよう

なものがこの結果を招いたのかも知れない。 

 

しかしこれですべてが終わった訳ではない。引き続き学校法人を探し続けるが、それと並行して川崎の桜

本という地区に、Language International Elementary schoolを開設する。ここでは本気になって英語で教育

を受けたいという子弟、また海外の帰国子女で日本の既存の教育では英語を保持するのが困難な場合、

日本の義務教育を軸に、日本の小学校で学ばなければいけない教科は全て日本語で行い、その他はすべ

英語で学校生活がおくれる環境を提供する。またランゲージ・ハウスが長年にわたって築いてきた海外の

学校と関わりを、より具体的な形で教育の中に取り入れていきたいとか考えている。この小学校への試み

は長い将来を見据えたものであり、日本でも海外でも活躍できる子供達の将来をポジティブに描いている。

これからの教育が、立体的かつ色彩豊かであれば子供達の考え方もポジティブになり、やる気と自信が育

まれる。社会全体が変化していく中、海の向こうはもっと変化している。日本人の才能や技術力はこれから

も海外で活躍できる可能性は充分にある。その担い手として次世代の強い日本人を作るための教育にこ

れからも向き合っていきたい。 

 

最後に桜本の施設を教育機関に利用してほしいという事で、ランゲージ・ハウスにその機会を提供していた

だいた株式会社オクジュー様、またその機会をご紹介いただいた斎藤設計事務所様には心からの感謝と

お礼を申し上げたい。 



 

卒園に向けて 

黑部 美子 

ランゲージ・ハウス幼稚部、プレスクール、中島園、藤崎園の園児の皆さん、そして保護者

の皆様、ご卒業おめでとうございます。特に保護者の皆様は 5年間、あるいは 3年間の間、

公私共にいろいろな出来事があったかと思います。よちよち歩きで共同生活に入り、オムツ

やお昼寝ブランケット、お着替えを抱えて登園し、時には熱が出たと言って園から連絡を受

けたり、コロナ禍ではリモートで仕事をしながらも、登園させようかどうしようかと悩んだり、園

のイベントに時計を見ながらかけつけたり、とにかく毎日が忙しく過ぎていく中、同時に子供

の成長と育児の楽しさを感じる毎日でもあったかと思います。皆様のお子さん達は、まだま

だ親の助けを 100%必要としているからこそ、それに応えてきた母であり、父であったかと思

います。本当にお疲れ様でした。しかしこれから小学校で過ごす 6年間はまた別のチャレン

ジが待っています。きっと小学生の保護者となられてから、なんて保育園や幼稚園は平和だ

ったのだろうと思われることが多々あると思います。なぜならば子供達は小学生になると心

身ともに成長し、自分の意思を持ち、今まで以上に親に対して反発し、真っ向から挑戦してく

ることもあります。もし私が 5人の子供達を育てた経験からの小学生を持つ保護者の皆さん

にアドバイスするとしたら、親は決して子供に遠慮をしてはだめだということです。例えば「こ

れを注意したら機嫌が悪くなり、子供に無視されるんじゃないかしら。」「友達付き合いのこと

を聞いたら口を聞いてくれなくなるんじゃないかしら。」などなど子供からの反応や反発を気

にし、言うべきことを言わないと子供は益々心細くなり反発してきます。また親に対しての信

頼も揺らぎます。子どもに良くなって欲しいと思うのであれば、親は言うべきことはその場で

注意し、後で子供の意見もしっかり聞くという関係ができればベストです。保護者の方々の多

くが仕事をされ、帰宅すると同時に食事のしたくや、朝できなかった片付けなど、子供の話を

聞くどころではないのが現状かと思います。しかし、現状に甘んじて子供との会話を棚に上

げると、上げっぱなしになることがあります。明日は明日で別の問題が持ち上がるかもしれま

せん。特に小学校に入学されてからの 3 ヶ月は、食事はコンビニで買ってきてもいいので、

子供との時間をしっかりとって下さい。子供達は環境に慣れれば、学習に集中します。環境

に慣れるのに時間がかかると勉強もわからないところが増えていきます。6年間への良いス

タートは親が作るものだと言っても過言ではないと

思います。 

4月までに未だ少し時間があります。春休みを

小学校へのエネルギー蓄えの時期だと思って時

間の許す限り、まったりとお子さんと過ごす時間を

作られてはいかがでしょうか。一生に一度しかない

楽しい時間になるはずです。 



 

 

 

ILH幼稚部アンケート  

  幼稚部の保護者の方々に、卒業の思い出、そしてこれからの生活に
向けて質問してみました‼  

ごきょうだいのいる保護

者のみなさん。小学校

に入る前に準備してよ

かったことは？ 

・いろんなサイズの巾着

袋を準備する‼︎ 

・入学前にひらがな、カ

タカナ、小 1の漢字、小

1の算数を出来るように

したので、入学後の勉

強が楽だった。 

・軍手と雑巾をストック。

突然持ち物として言わ

れることが多いです。 

・幼稚園の時から、少し

ずつでも、机に座って毎

日勉強する時間がある

のが当たり前にしておく

と、小学校に入ってから

も楽だと思います! 

 

 

 

 

もしもこどもを留学させ

るならどこの国ですか？ 

・アメリカ 

・カナダ 

・オーストラリア、ニュー

ジーランドなど自然の多

い国 

・子供が行きたい場所な

らどこでも‼︎ 

 

 

みんなの卒業エピソード教えてください‼︎ 

・お姉ちゃんのときコロナで卒業式があるかないか不安でしたが、卒業式が無事にで

き、いつもクールな娘がぐしゃぐしゃに泣いていたこと。 

・自分の高校の卒業式中、校長の話の最中に三列前くらいまできこえるほどのお腹が

鳴ってしまい、みんなに振り替えられ恥ずかしい思いをしたこと。 

・小学校 6年生の 3月、ハレの日を素敵にしようと美容院へ。何を間違ったのか、長い

髪をバッサリ切られベリーショートに…人生で 1番髪が短くなり、泣く泣くそのまま卒業

式。教訓:何事も直前は絶対ダメ。 

・高校の卒業式で、先生達にあなたの顔見ると泣けてくるからそばに近寄らないで。と

言われました。 

好きな卒業ソングはありますか？ 

♪旅立ちの日に ♪スピードの My graduation 

♪仰げば尊し ♪卒業写真 ユーミン ♪レッツサーチフォートゥモロー 

こどものクラフトの保管方法など、アイデアをシェアしてください‼︎ 

・半年くらい飾って、新しく作ってきたものと交換していいか聞いて、さよならします。 

・写真を撮ってからしばらく飾って、本人に許可を得たものは捨てる。 

・写真に撮って捨てる。 本人が気に入っていたら取っておき、時期がきたら本人に確認

して処分します。 

・写真を撮る。実家、義実家にプレゼントとして送る。 

・写真に撮って捨てますが、ゴミ置き場にあるのを見られると捨てちゃダメと言われるの

でタイミングが難しいです。 

・スケッチブックに子供のお気に入りクラフトを貼り季節のお折に祖父母にプレゼントし

ています 

・写真を撮って 1 ヶ月くらい保管したらサヨナラします。 

・持ち帰ったら、夫がひたすら写真を撮ったりスキャンをして、しばらくしたらさよならして

います。 お気に入りはしっかり保管して、季節の度に出して飾ってあげると子供も嬉し

そうです! 

  

 



 

 

 

  

  

 3年間での娘の成長は大きいもので、以前はお友達に誘ってもらって遊んでいたのが、自分からも声

をかけられるようになっていたり、大好きな工作やお絵描きでは楽しく自由に表現したりなど、自分から

発信できることが増えたと思います。 

 

さらに英語力はゼロで入園したのですが、今は自分の伝えたいことを英語の文章で話したりもするの

で、ILHで積み重ねた経験の多さに驚くばかりです。 

 

 たくさんの人と関わり、たくましくチャレンジしていくなかで培われたこれらは、今後も娘の力となってく

れることと思います。 

ILHを通して娘が豊かに成長してくれたことを思うと、皆さまには感謝しかありません。 

3年間本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 楽しみにしていた幼稚園生活がまさかの入園式中止、休園からのスタートとなりましたが、日々幼稚

園に行きたい気持ちが募り、再開してからは一度も泣く事も行きたくないと言う事もなく、毎日楽しく通え

ました。 

 

 また、人前で話す事、リーダーの責任を持つ事、年下の子の面倒を見る事などを通し、肉体面だけで

なく、精神面でも 3年間で大きく成長してくれました。 

 兄の時と比べるとイベントも減り、保護者が園に行く機会も少なくはなってしまいましたが、大変な状

況の中、子供達の事を考え試行錯誤して下さった先生方、本当にありがとうございました。 

また、日本にいながら毎日英語を聞く、話すが当たりの環境を作って下さった黒部園長にも感謝の気

持ちでいっぱいです。 

 

合計 6年間大変お世話になり、ありがとうございました。 

 

卒園する保護者の方からのメッセージ 



 

 

We have been lucky to be a part of the ILH family for 6 years. 

 I am so glad that we were able to send both our children to a kindergarten with wonderful and talented 

teachers, committed faculty, and an environment that fosters growth, learning, and inspiration for our 

young ones. 

 I am impressed with the energy and effort put into the creative arts; unique art projects, theatrical 

performances, karate, hula, music, etc. I am especially thankful to the teachers who have shared their 

energy, love, and individual experiences and knowledge with our children. 

 He has grown from up from a baby who cried every time he got dropped off at ILH Preschool to a 

young boy who is excited to be a Mercury, play with his friends, and learn new things. His English ability 

has progressed immensely and though a bit shy, he has become confident and good at self-expression. 

 He is curious about other cultures and languages. His ideas and creativity have dramatically expanded 

and he loves spending time drawing and doing crafts. I know this is largely due to his education and 

time spent at ILH and for that I am eternally grateful.  

The friendships and memories we have created together will always remain in our hearts as we move 

on to an exciting chapter in our lives. 

 I am looking forward to seeing He use what he has learned at ILH for his future as he becomes an 

elementary student. 

 Hopefully, he will continue to be inquisitive, respectable, and make new friends at his new school.  

A million thanks to ILH for everything you have taught us, shared with us, and let us be a part of. Much 

Mahalo and Aloha,  

 

 



 

 

 

 

 

 

Dear Mercury class, 

I watched you grow up, from 4 to 6 years old. When I came to Language house, it was a big change for me. My whole 

life changed. I went from living in Minamiboso for 5 years, to living in a tiny apartment in Shibuya. I missed all of my 

students from Tomiyama Gakuen, and the life I lived there. 

But then I met you. 

And you all changed my life. So much.You all welcomed me into Language house with open arms, kindness, and love. 

I was SO impressed with your English level, but even more than that, your heart power. 

I knew we were a good match from our first day together. I felt that we were a great team, from the start. 

We grew from a team into a family. 

I know most Kindergarten teachers don't use these kinds of words, but I am me and I want to be honest. You all were 

MY teacher, You all taught me!!! 

You taught me to; 

-Do my best, and keep trying- 

Not get too anxious over small things 

-Be kind and understanding and more patient 

-Be organized and prioritize 

These are things that I taught you to do, but you 

SHOWED me how to do them even better. So, 

you taught me! 

I often spoke English very naturally and fast. 

You listened and understood. 

I tried to teach you how to draw and paint 

flowers and Mt. Fuji.You listened and made 

hundreds of AMAZING pictures. 

I showed you how to read and write in English.You listened and were able to make beautiful letters and cards for 

friends and family. 

Even though we sometimes had trouble, (like messing around haha), I could see the good in your hearts. 

 

As a teacher, it is important to have a balance of play and study. I think that we had a great balance. We learned a lot 

and played a lot! 



 

I just want to give a big THANK YOU to all of you, my lovely Mercury family. 

THANK YOU for all of the laughs and funny moments! 

THANK YOU for listening to me and trying your best to speak in English! 

THANK YOU for coming to school everyday, excited to learn! 

THANK YOU for all of your amazing artwork and presents! 

THANK YOU for all of the wonderful hugs! 

 

THANK YOU for being YOU! 

 

I know that you will all enjoy Elementary school, and the rest of your lives. 

 

Remember to keep your English super power, and make it grow. Use it! Travel the world and make friends! 

Go on adventures! Also remember the importance of Self control, balance, and most importantly, LOVE. 

Please also keep drawing and painting and doing whatever you love. That is my homework for you! :) 

 

Be you, because... YOU are SUPERSTARS! 

Thank you Mercury class, I wish you all the best. :) 

 

-Carlos teacher 

 



 

        卒園生に向けて 

 

コロナが始まった年に入園となり、最初からずっと今までマスクでの生活でしたね。 

つけたこともなかったマスクに戸惑い、着けなさい、外しなさいといろいろ言われて大変だったと思います。 

みんなの可愛い口元、全部の笑顔もときどきしか見られなかったのが少し残念でした。 

でも、みんなのすごいところは、ちゃんとお父さんお母さん、先生の言うことを守ってくれた事。 

世の中には仕方無いけど守らなければならない事もたくさんあると思いますが、なぜだかを理解して行っていける人で

あってほしいなと思っています。 

 

Jupiterの頃の幼い顔とお兄さんお姉さんらしくなった６歳の Mercuryの顔は随分成長してみえますね。 

写真もマスクが多いけどマスク顔でない写真は宝物ですね。 

 



Janna先生、Timo先生、Mike先生、Carlos先生、Thom先生、Ruby先生、まみ先生、あかり先生、私といろいろな先

生と出会えたことは、これからのみんなにとってもプラスなことであってほしいなと思います。 

黒部先生、ファンタパパ、芹澤さん、中川さん、畑さん、ういのさん、あやさん プレの先生方も皆さんの卒園をお祝いし

ています。 

これからも英語が好きであってほしいです。そして、たくさんの歌

や Craftで体験したことも小学校で生かしてくださいね。 

 

ダンスや体育も一緒に頑張りましたね。 

跳び箱も飛べるようになった子が増えたこと、あと少しで飛べる

ようになってくれたことが嬉しいです。みちよ先生は側転ができ

ないけれど、みんな嫌がらずに回ろうと頑張ってくれて教えてい

て嬉しかったです。 

とても明るくたのしいクラスでした。 

それぞれが素直で優しい子たちでした。 

毎日が楽しい日々でした。みんなのことは忘れません。 

小学校では、思いやりの気持ちときちんとした挨拶ができるかっ

こいい人でいてください。 

 

みんなが卒園を無事に迎えられて幸せです。 

卒園おめでとうございます。 

 

清水 みちよ 

 



PRESHOOL 

Preshool保護者アンケート 

入園時と比べて成長したと思うことを教えてください 

☆入園時は周りを気にせずマイペースに過ごしていた我が子 

ですが、今では泣いてる子がいたら頭を撫でたり、おもちゃを 

譲ったりと優しく接する子に成長しました。 

 

☆家で英語が自然に出てきて文章まで喋るように！ 

☆会話が増えた、英語の歌を歌うようになった。 

☆素直に謝ったり、気持ちをちゃんと話してくれるようになったことです。 

☆自分の気持ちや意見を英語で話せるようになったこと、受け答えがしっかりしていること。 

☆週に 1回なのでなかなか慣れない環境でも、泣かずにたのしく登園できている姿をみて成長をかん

じました。すべて先生方のおかげです。ありがとうございます。 

☆大きな声で歌えるようになったり、踊れるようになったことです。また、家でも自分から英語に触れる

機会が多くなり英語に対する好奇心も育ったように感じています。 

☆着替えやトイレなど、自分で出来る事が増えた。お友達と上手に譲りな

がら遊べるようになった。英語を上手に話すようになった。 

卒園に際してメッセージをどうぞ！ 

◆2年間本当にありがとうございました。 

◆1年間本当にお世話になりました。子供にもたくさん愛情を感じて、私も

とても幸せな気持ちになるプレスクールだったと思います。ありがとうござ

いました！ 

◆プレスクールに通うようになって、よかった

なと思うことは数えきれません。息子もとても

楽しく過ごして安心して通うことが出来ました。ありがとうございます！ 

◆元気な娘をのびのび育ててくださって、ありがとうございました。おかげ

で毎日通うのが楽しく、お休みの日は早く行きたいと言っていました。また

幼稚部でも宜しくお願いいたします！ 



◆週に 1回でしたが、温かく先生方が受け入れてくださり本当に

嬉しかったです。幼稚部に進学できないのですが、イベントなどに

参加できたらと思います。本当にありがとうございました。 

◆娘は本当に先生方が大好きで、家でも先生との出来事をよく話

してくれます。娘の先生方に対する信頼度からも、いつも愛情を持

って子どもたちに接してくださっていることが伝わり、嬉しく感じま

す。親子共々至らない点がたくさんあり、ご迷惑おかけしてしまう

事もあると思いますが、成長させてくださってありがとうございま

す。今後もよろしくお願いします！ 

◆いつも変わらない先生が必ずいて、笑顔で接してくれる。困った

時は手助けし、頑張るべき時は後押ししてくれる。そんな、信頼できる先

生方がいる場所だからこそ、色々な事が学べた。1人で遊んでいた半年前、今は上手にお友達とも遊

べる。卒園は非常に寂しいけれど、ここで沢山もらった自信をバネに、親子共々次のステップへ進み

たいと思う。 

◆お誕生日が近づくとお母さんは皆の分ケーキを焼いたり、色を楽しむ週があったり、他国の文化を

シェアする時間があったりと日本の保育園ではあまり聞かないイベントがあり楽しかったです。先生は

皆明るくて親切です。 

◆1年間ですが、文章が英語で表現できたり、発音がネイティブなので通わせて良かったと思いまし

た。 

◆春から幼稚園という新しい環境になりますがプレと同じように楽しんで過ごせたらなと思います！ 

 

❀先生方からのメッセージ❀ 

 

浦西順子 先生 

幼稚部、プレスクールの皆様・保護者の皆様 

卒園おめでとうございます。 

マーキュリーの子供達は私にとって忘れられない学年です。私事ですが、プレで働き始め最初に接

し、優しく色々な事を教えてくれました。立派にお兄さんお姉さんになった姿がとても眩しいです。プレ

スクールの小さな子達のお世話もよくしてくれました。 

プレの今年、卒園の子達はとってもユニークで個性豊か。優しすぎ、泣き虫の子も多かったです。新し

い先生たちともすぐに仲良しになる積極的で寄り添えるところ、いつも感心していました。 

さて、この嬉しい節目の時期「この仕事をやってて良かった！」と大袈裟ですが、強く感じます。自分の

子達の時は夢中でなかなか余裕がありませんでしたが、客観的に素晴らしい成長が見られるからで

す。 

皆さんの今後の活躍、心から願っています。出会いをありがとうございました。 



Veena 先生 

 

Graduation special memories.  

Graduation day is coming soon. The kids have grown in so quickly. I still remember the first day of 

pre-school, where kids were crying & reluctant to leave their mommies.  

This academic year, we started with good count  of students. Each students were with good energy 

and enthusiasm. They all were having a keen interest for being a part of every activity during 

classes. Most of them enjoyed being front Leaders with a high level of confidence. 

Recently, we have realized that most of  students have started to express their feelings & emotions 

in English. They do now have the ability to communicate in English with their classmates, teachers 

and parents.  

As academic year is nearing to completion, I am happy that  all tiny pre-schoolers will soon move to 

the kindergarten. Wishing Good luck to the kids as well as their parents on new challenges. 

 

 

加藤美生 先生 

 

卒園おめでとうございます。 

先生が初めてプレスクールに来たとき、ちょっぴり不思議そうにしながらもニコニコと近づいてきてくれ

たプレスクールのみんな。かわいくて優しいみんなと、たくさん踊って遊んでおしゃべりして、毎日がと

ても楽しかったです。ありがとう。毎日の生活だけじゃなく、運動会やクリスマスショー、いろいろな行事

も経験して、身体も心もどんどん大きくなっていきましたね。これからも楽しいことをたくさん見つけて、

HAPPYな毎日を過ごしてね！ 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

入園時と現在を比べて成長したなぁと思った瞬間を 
教えて下さい！ 

◆お着替えなどお支度を全部自分で管理できるようになったところと、

しっかり挨拶できるようになったところ 

◆まずは英語で話すことに自信がついたことです。外国人に英語でお話

ししようと前向きになったこと。保育園でいろんな文化に触れたことに

より、息子自身が英語でいろんな国の人とお話しをしたいと考えるよう

になりました。 

マーキュリーさんになって変わったことは、良いことと悪いことの区別

がつき、手本になれるようなお兄ちゃんになりたいと思うようになった

ことだと思います。 

◆友達との関わり方や、行事の楽しさを味わっていて休みの日でも先生

や友達の名前呼んで早く逢いたいなー！と話しています。親を呼ぶとき

に間違えて先生の名前を言ったりします。それほど頼りにしているのだ

と実感します。 

Nakajima 

保護者アンケートより 

卒園に際して、何か先生方や在園児さん達に 

メッセージがあればどうぞ！ 

☆とても良いお友達、先生方に恵まれて大きなトラブル

もなく楽しく毎日を過ごせたこと、本当に感謝していま

す。英語の先生もいろんな方に出会えて、多様性を体感

する貴重な学びの場になったことも得難い経験となり

ました。卒園式のあと、ランドセルを背負った姿を見せ

にいけたらと思っています。 

☆3 年間本当にありがとうございました！ 

息子にとって英語が身近にあったことで将来自分がや

りたいことの幅が広がったのではないかと思います。 

イベント毎など、貴重な経験をさせて頂き、重ねて感謝

致します。 

一般的な保育園では経験できないようなこともして頂

き、準備など大変だったと思います。子供たちのために

一生懸命色んなことを考えて下さりありがとうござい

ました。今後の保育園の発展をお祈り致します。 

☆良いところも悪いところも分かってくださる先生や

お友達と離れるのは親も寂しいです。保育という時間の

中でたくさんの愛をありがとうございます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To our Mercury students, 
 
Back in 2020, when we just opened our school, you were the very first 3 years old 

students here. I remember that most of you were shy kids, crying a lot either for your 

parents or because you did not like losing games. English was a totally foreign language. 

You stepped back the first time we tried foot painting because you did not want to get you 

feel or your hands covered with paint. And now, look at you. Having a blast dancing 

together, enjoying various activities, speaking English with confidence, getting your stuff 

done by yourselves while helping little kids. 
 

Why? 
 

Because you TRIED. And you realized it was fun, you realized that " I can do it too!", and 

you kept trying and trying new things everyday. That is the very reason why I'm so proud of 

you. Because you tried. So this is my advice for you:try, try, try. You never know what will 

come next! 
 

Congratulations, Mercury! You will be missed! 
 
Jocelyn 

 

Jocelyn 先生より 

Jupiter だった頃の子ども達を振り返りつつ、出来なかったことを Tryして今があると言うことなんですね！

ジョスラン先生のアドバイス“Try, try, try”。小学校で試してみてくださいね！！ 

Mercuryを担当した先生方より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卒園児のみなさん、保護者の皆様、ご卒園おめでとうございます。 

ランゲージ・ハウスという名前の通り、この保育園の中には色んな言語が飛び交っていましたね。 

世界にはたくさんの国があり、言葉があり、違う文化があることを自然に学んできました。知らなかった世界

を知ったとき、自分の言葉で思いを伝えようとして伝わったとき、みんなとても素敵な表情をしていました

よ。 

この先は、さらに面白そうだな、やってみたいなと思ったことを実際に見たり、聞いたり、体験するステージが

待っています！Try it!! You can do it!! 

悩んだときや困ったときはいつでも会いにきてね。ここは、ランゲージ・ハウスだから。 

 

ランゲージ・ハウス Nakajima 保育園 蘇山 利依子 

蘇山先生より 



 

 

 

 

 

Fujisaki 

入園時と現在を比べて成長したなぁと思った瞬間 
を教えて下さい！ 

◆小さい子への接し方がお姉さんらしくなりました 

◆毎日のように歌って踊って、行動が非常に活発に
なりました。挨拶もできるようになったし凄く成長
しました。 

 

保護者アンケートより 

卒園に際して、何か先生方や在園児さん達に 

メッセージがあればどうぞ！ 

☆入園してからあっという間の卒園式です。仲良

くして下さった在園児のお友達、温かく見守って

下さった先生方々、ありがとうございました。 

☆娘をいっぱい成長させていただきました。いろ

んな先生からのスクールやイベント、周りの園児

にも恵まれて楽しく成長できたと思います。見守

っていただいて本当にありがとうございました。

ここの園に在籍できたことをほんとに嬉しく思い

ます。 

その他何かあれば、お願いします！ 

☆1 年という短い期間でしたが娘にとっては貴重な 1 年でした。この園選んで大正解でした。 

この期間にお世話になったこと、本当にありがとうございました。 



  

 

Mercury ご担当 久田先生より 

ご卒園おめでとうございます。 

みんなで過ごした 1 年間色々なことがありましたね。 

二人で喧嘩して泣いた日も、仲良く隣同士で給食を食べてい

た日も公園で走ったりどんぐりを探したりした日も、 

運動会や発表会の練習を頑張った日々も全てが先生にとって

楽しい思い出です 

 

 

 

「しょうがくせいになってもあそびにくるね！」 

「おおきくなったら、 

らんげーじのせんせいになるね！」と 

言ってくれた言葉がとっても嬉しかったです 

小学校に行ってあまり会えなくなってしまうのは寂しいけど 

これからさき、いつでもランゲージハウスに遊びに来て二人の可愛い

笑顔を見せてね 

 

 

元気一杯で、笑顔満点の二人なら小学校へ行っても 

沢山お友だちが出来て楽しい小学校生活が待っていると思い

ます 

保育園以上に楽しいことや思い出を増やしていってください 

Mecury 担任 久田ゆめか 

 







 

 

 

 

  

 

 

  

 

アンケートや原稿依頼に 

ご協力頂いた保護者様方や先生方、 

どうもありがとうございました！ 

 

ご卒園おめでとうございます！！ 

楽しい小学校生活がおくれますよう、 

編集一同こころより願っています。 


