
 

 

 

 

 

 

 
         

                      

                       
 泰日協会学校シラチャ校  

校長 酒井 憲一  
 

 思いもよらぬ学校の臨時休業に伴い、３学期は在宅学習でのスタートとなりました。在宅

学習への取り組みに際しては、１学期同様保護者の皆様にお手数をおかけしましたが、多大

なるご協力をいただき深く感謝申し上げます。  

 さて、学校評価アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。結果がまとまり

ましたので、主な項目について、以下のとおり学校としての今後の方向性についてお示しし

ます。 

 

自由意見について   

 ご意見をしっかりと吟味し、改善できるところは前向きに検討してまいります。その中で、

ご意見が多かった以下の内容について、補足します。  

 

①学校の様子がわからなかった  

来年度は、授業や学校行事の参観ができるように検討していきますが、分散での参観等、

感染防止対策にご協力いただきますようお願いします。  

 

②学校の様子を動画で配信してほしい  

 児童生徒の画像は個人情報であり、特に動画は写真にして数千数万枚という情報が含まれ

ていますので、取り扱いには細心の注意が必要です。情報流出等、危機管理の点から最悪を

想定した場合、リスクは大変なものになると予想できます。一方で、動画の配信を望まない

方々がいることも事実です。「子どもを守る」という視点から配信を見合わせておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いします。  

 

アンケート項目について   
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「学校評価アンケート」から



※（ ）内数字はアンケート項目の番号  

 

（３）教職員の対応が丁寧である  

   肯定的な意見が 97.2％と高いですが、これに甘んじることなく引き続き丁寧な対応を

心がけてまいります。今年度の学校経営方針に「子どもを大切にする教師」を掲げてい

ますので、来年度も方針に盛り込み、全教職員が常に実践できるよう努めてまいります。 

 

（８）個々に応じた分かる授業作りに努めている  

   肯定的な意見が昨年度と比較して 3.1％下がり、90％を割り込みました。在宅学習が

あったため一人一人に応じたきめ細かな授業を実践できなかったことが要因と考えて

おりますが、教職員の評価は昨年度より 12％上昇しています。在宅学習と対面授業を経

験した本校教職員が、「どうしたら分かる授業ができるか」ということに心を砕き取り組

んできた結果であるととらえております。来年度はさらにわかる授業を心がけ、実践し

てまいります。  

 

（11）体力向上に努めている  

   昨年度と比較して 10.8％下がりました。シラチャタイムがなくなり、運動会やシラチ

ャグランプリが中止になったことが評価に表れていると考えます。  

   シラチャタイムについては、来年度も感染防止対策が続くことが考えられるため実施

は難しいと考えておりますが、体力向上の取り組みは必要と考えます。来年度は、外遊

びの奨励や体育の授業の工夫に努め、体力向上に努めてまいります。  

 

（18）ネイティブの英語教員による実践的な英語学習  

   グローバル人材育成の観点から重要な学習と位置付けております。来年度は、英会話

や英語の授業における指導体制を見直すなど、効果的な英語学習に努めてまいります。 

 

（19）ディベートやプレゼンテーション等のコミュニケーション学習  

   新学習指導要領に示されている「主体的・対話的で深い学び」の実践のために、本年

度は校長自ら教員研修の講師を務め、問題解決的な学習について研修を深めました。問

題解決的な学習をとおして、ディベートやプレゼンテーション能力の向上、コミュニケ

ーション学習の推進を図っていきます。  

 

（20）多文化共生や環境問題等のグローバル視点に基づく学習  

   ＳＤＧｓの理念に則り、総合的な学習の時間のカリキュラムを見直したり、新たな教

材を開発したりして、多文化共生や環境問題等の実践をとおしてグローバル人材の育成

に努めます。  

 

今後も保護者の皆様からの声に対して真摯に耳を傾け、よりよい学校づくりに努めてまい

りますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。  

 

 

 



 

    
シラチャ日本人学校の皆さんは、将来、どこで成人式を迎えることに

なるのでしょうか。先日、日本の教え子から、成人式の案内とビデオメ

ッセージ依頼を受け、ふとそう思いました。今回の成人式は、コロナ禍

ということもあり、参列できませんが、１５の春に別れた生徒の成長は、

私の楽しみのひとつです。  

‘’周りの人を、幸せにできる、大人になってください。  

地球のどこで生活していても皆さんの健康と幸せを祈ります。‘’とメッセージしました。  

さて、シラチャ日本人学校で共に生活する、児童、生徒の皆さん。私たちは、何かの偶然

が重なって必然的に存在しています。そうだとしたら、そのいくつかの奇跡の時間を共有し

て、助け合うこと、認め合うことは、神様のご計画なのかもしれません。  

新しい学校で、クラスで上手くお友達ができるか、よく

心配したものですが、ここに暮らす人は皆、そのドキド

キは体験しているはずです。お互いに大切な時間。これ

まで経験してきたいろいろなこと、人間の知恵を出し合

って、折角同じ空間で暮らすのですから、有意義な時間

を過ごしたい。これに尽きます。あなたが、一番大切に

したいものは何ですか。もう一度考えてみたいもので

す。将来、成人式は、どこで迎えているでしょう。         

（文責：白石  芳子）  

                                                  

 
２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災の災害ボランティアにこれまで

何度か行きました。特に東北に深い知り合いがいたわけではありませんでしたが、あれ

からもうすぐ１０年になります。当時は湿った畳をあげたり、仮設住宅へ炊き出しに

行ったり、２年間開けることができなかった冷蔵庫を開けたりしました。 

また、多くの児童が犠牲になった石巻市立大川小学校の近くや、津波被害が大

きかった南三陸町で、埋もれた写真を拾い集めたりもしました。時には草刈りを依頼

されることもありました。実際に行って見ると「あれ？ここは前にもきたことが…」というよ

うに、避難し自宅を留守にしている家の庭はあっという間に草に埋もれてしまいます。

特に太平洋側で春から夏にかけて吹き上げる「やませ」から、集落や家屋を守るため

の屋敷
や し き

林
り ん

（多くは杉です）は大木になってしまいます。そこで活躍したのがチェンソー

でした。 

さらには、これまでのボランティア活動で出会った方々に誘われ、また誘ったりしながら常
じ ょ う

総
そ う

、真備
ま び

、朝倉
あ さ く ら

、

岩泉
い わ い ず み

、南阿蘇
み な み あ そ

、丸森
ま る も り

、鋸南
き ょ な ん

、東松山
ひ が し ま つ や ま

などにも訪れました。現場では様々な方々に出会えました。被災された

方、避難された方、私財をなげうち地元の復興をしようとする方・・・。少しでも

手助けしようと、ちょっとでも励みになればと思って来たはずが、お会いすると逆に

何か力をもらって帰ることができました。これって何だろうとずっと考えています。  

ここ数年は全村民が避難を余儀なくされた、福島県飯
い い

舘
た て

村で桜の植樹も

お手伝いしています。自分の畑に自費で３千本の桜苗木を植えている方で

す。（飯舘復興の桜）「せめて花見にはみんな帰ってきてよ」と植えられた桜

並木は大変きれいです。（人は住まずとも花は咲く。） 

縁あって現在はここシラチャに参りました。自分にできることを考えながら、シラ

チャの子ども達のために日々邁進したいと思います。 

                                               （文責：渡邉  俊夫） 

成人式に思う



                                             

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
この度、３月をもちまして１４名の教職員がシラ 
チャ校を去ることになりましたのでお知らせします。 
 

教  頭：山田  義一       教務部長：小湊  真之    研修部長・小学部副担任：会田  国雄    
中学部長・美術専科：田中  康世    研究主任・社会・技術専科：小川  欣弘     １年４組担任 :伊藤  知也  
３年２組担任 :武田  小枝子   ３年３組担任 :林口  晃       ４年 2 組担任:宗  達也    
５年２組担任 :前田  小夏     ６年２組担任 :志田  実枝子        図工専科 :石川  幸子   

８年１組担任・英語専科:松本  真帆    進路指導主任・理科専科:櫻井  伸一    
 
例年、離任式には参加を希望する卒業生や保護者の方々にも来校していただいておりましたが、今般の

状況を鑑み、実施の方法については現在検討中です。改めてご連絡させていただきます。  

最終 登校 日  一時 帰国  退   学  

２月１１日(木) 
より前          

〇通知表を作成 します。  
〇出欠の記録 、所見 、特活の記
録等を記入します。  

〇評価評定はしません。  
〇３月 １１日 (木 )以 降 に、児
童生徒または保護者に手渡 し
をします。  

※受 け取 りについては、担 任 とご
相談 ください。  

〇通知表は作成 しません。  
〇口 頭 で学 習 状 況 等 をお
伝 えします。  

上記の
日以降  
※上記の日も含む 

〇通知表を作成 します。  
〇上記の内容に追加し、評価できる項目 を記入 します。  

〇３月 １１日 (木 )以 降 に、児
童生徒または保護者に手渡 し
をします。  

※受 け取 りについては、担 任 とご
相談 ください。  

〇３月 １１日 (木 )以 降 に
郵送 します。帰 国 後 の住
所 と電 話 番 号 をお伝 えく
ださい。  

※郵 送 方 法 については、事
前 にご相談 ください。  

 

２月１７日（水）は、シラチャ校で初めての開催となる「地球人

講座」が行われます。「地球人講座」とは、国や地域の枠を越えて

地球規模で考え行動できる青少年の育成を目的に、JAL 財団が

主催している講座のことです。2003 年度からスタートし、これまでも

国内外各地で数多くの講座が開催されてきたようです。 

今回は、日本とシンガポール日本人学校、バンコク校、シラチャ校

とをオンラインで結び、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の宇宙

飛行士「金井
か な い

宣
の り

茂
し げ

」さんに、国際宇宙ステーショ（ISS）での活動

の様子や、宇宙での経験についてお話をいただきます。各教室からス

クリーン越しでの参加となりますが、一人ひとりの子どもたちにとって貴

重な機会となることを願っています。  

なお、実施にあたり開始の時間を日本時間で調整している関係

上、タイではちょうどお昼の開始となります。従いまして、この日は昼食

の時間をいつもよりも早めに設定し、休憩した後に参加できるよう、

授業時間の調整を行います。ご承知おきください。  

P：小学部（例えば P1-2 は小 1，２年生） M：中学部を表しています。 

例年、年度末に申し込みが殺到します。発行に要する日数は、

通常で１週間程ですが、春休みになると数週間お待ちいただくことも

あります。申し込みを希望される方は、２月中に担任から用紙を受け

取るか、もしくは本校 HP よりダウンロードを行い、必要事項を記入

し、担任へ提出されるようお願いいたします。但し、退学に必要な書

類はこちらで作成しますので、以下の在学証明書の申請は不要です。 

【主な証明書】  

□在学証明書  □成績証明書  □卒業見込み証明書  

□卒業証明書  □入学証明書  □修了証明書  

 
 
いにとって良き思い出となるような、素敵な会になることでしょう。な

お、６年生の保護者は参観可能となります。是非、ご来校下さい。  

２月の行事予定を掲載していますが、今後タイの情勢や学校の

都合により、行事の内容を変更したり、中止したりせざるを得ない
場合もあります。その際は、文書や Google クラスルーム等にてお知
らせいたします。 

 

日 曜 児童・生徒の予定 バス時刻

１日 (月)
水泳指導開始
※全校５時間授業

14:10 P1-6  M1-3 ★

２日 (火)
中１２実力テスト 14:10 P1

15:25 P2-6　M1-3

３日 (水)
14:10 P1
15:25 P2-6　M1-3

４日 (木)
購買 　小２放課後指導 14:10 P1-2

15:25 P3-6　M1-3

５日 (金)
14:10 P1-2
15:25 P3-6　M1-3

６日 (土)

７日 (日)

８日 (月)
小１３放課後指導 14:10 P1-3

15:25 P4-6　M1-3

９日 (火)
小３スポーツ大会 14:10 P1

15:25 P2-6　M1-3

１０日 (水)
第４回定期考査
※中学部５時間授業

14:10 P1-2　M1-3
15:25 P3-6 ★

１１日 (木)
第４回定期考査　購買　小２放課後指導
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【学級だより発行日】

14:10 P1-2
15:25 P3-6　M1-3

１２日 (金)
特別休日

１３日 (土)

１４日 (日)

１５日 (月)
小１３放課後指導 14:10 P1-3

15:25 P4-6　M1-3

１６日 (火)
スクールカウンセラー来校 14:10 P1

15:25 P2-6　M1-3

１７日 (水)
JAL財団主催「地球人講座」 14:10 P1

15:25 P2-6　M1-3

１８日 (木)
小２放課後指導 14:10 P1-2

15:25 P3-6　M1-3

１９日 (金)
小１スポーツ大会 14:10 P1-2

15:25 P3-6　M1-3

２０日 (土)

２１日 (日)

２２日 (月)
小１３放課後指導 14:10 P1-3

15:25 P4-6　M1-3

２３日 (火)
小２スポーツ大会 14:10 P1

15:25 P2-6　M1-3

２４日 (水)
進学ガイダンス（中２保護者） 14:10 P1

15:25 P2-6　M1-3

２５日 (木)
購買　６年生を送る会　小２放課後指導
水泳指導終了　 　　　　　 　【学年・学級便り発行日】

14:10 P1-2
15:25 P3-6　M1-3

２６日 (金)
マーカブーチャ

２７日 (土)

２８日 (日)

       ★は特別バスです。通常の下校バスと時刻が違うときについています。


