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「学びのフィールド」を広げて
泰日協会学校シラチャ校 校長

酒井 憲一

１０月は「神無月」と言われ、全国の神々が出雲大社に集まり地元の神様がいなくなる時期という由来を思い出し
ます。また、神様から連想することは神社やお祭りで、日本では地域のお祭りが開かれるのは１０月が多いようです。懐
かしい日本の情景が思い浮かびますが、今年は新型コロナウイルスの影響により縮小や中止を余儀なくされています。
本校においてもシラチャ祭を中止にせざるを得なくなりました。
しかし、新型コロナウイルスの影響により、すべての行事や活動を中止にするのではなく、むしろ「学びのフィールド」を広
げて、シラチャ校らしい教育を展開するべきだと考えています。そこで全学年、校外学習や体験活動を実施することとし、
今月から校外学習を順次開始し、最初は小学部４年生の浄水場見学です。写真や動画などの映像からは得られな
い実物の匂いや温度など五感を使うことで、子どもたちに新たな発見や疑問が生まれ、学びが広がり深まるものと期待し
ます。

感謝状が授与されました！
この度、チョンブリー県及び天然資源・環境省より本校に感謝状が授与されることとなり、ニオンディレクターが代表で
受け取られました。
これは、足に障害を持つ方のために義足の製作資金を募るシーナカリン王太后基金へ中学部福祉委員会がプルタ
ブやアルミ缶を長年寄贈してきた活動に対し、感謝の意を表されたものです。そして、本校に授与されたというより、プル
タブやアルミ缶集めにご協力いただいた児童生徒や保
護者の皆様、関係者の皆様への感謝状であると思って
います。あらためて感謝申し上げます。
今年度より中学部福祉委員会は保健・福祉委員
会と改称して活動の幅を広げますが、これまでのように
アルミ缶集めを継続して実施する計画を立てています。
実施する際はご協力をよろしくお願いします。
委員会活動も「学びのフィールド」であり、子どもたち
の視野を広げ、社会とつながる大切な教育活動と位置
づけ、今後も子どもたちの主体的な活動をサポートして
いきます。
ニオンディレクターより保健・福祉委員会代表生徒へ
感謝状の贈呈

２０２０年 度

小 学 部

経 営 方 針
小学部長 都丸 弘子

コロナ禍で例年通りにはいかない新学年のスタート。本年度から新学習指導要領が本格実施され、教科書も改訂
されました。小学部では、これまで実施されてきた諸活動の意義を見直し、「できないから、やめる。」のではなく、新しい
生活様式の下でどうしたら児童にとってよりよい活動にしていけるかを考えながら「できる工夫」に一丸となって取り組んで
まいります。
学校教育目標

１
２
３
４
校訓

創意工夫し、進んで学ぶ児童生徒
自分と友達の良さに気づく思いやりのある児童生徒
心と体を鍛え、命を大切にする児童生徒
広い心で考える国際性豊かな児童生徒

あ・・・明るく

な・・・仲良く

（知育）
（徳育）
（体育）
（国際性）

た・・・たくましく

小学部テーマ
Go For It!

自主性を育み、壁(課題)を乗り越え、自ら取り組む子の育成

児童が問いをもち、
学ぶ喜びのある授業づくり

一人ひとりのよさが生かされ、
お互いを認めあえる集団づくり

将来を見すえ、
自立した人間づくり

具 体 的 な 教 育 活 動
学力の向上
◎生きて働く知識・技能の習得
・
「つけたい力」を明確にした
授業づくり
・言語活動の充実
・
「読む」
「書く」
「計算」等、
基本的事項の確実な定着
◎「学び方」を身につけさせる
・シラチャスタンダードの共
通実践（学習規律）
・家庭学習の習慣の定着と内
容の充実
・Google クラスルームの活用
◎学びに向かう力を高める授業
・主体的・対話的で深い学び
の実現
・自らの成長を自覚できる振
り返りの活用
◎日々の授業改善を
・校内での授業交流
・「何を学ぶか」どのように学
ぶか」を重視した学習計画

・経験の蓄積と計画的実践

豊かな心と国際性の育成
◎人との関わりの中で、社会性
と自己肯定感を高める
・
「
・

・
・
◎活躍の場をつくる
・子ども主体の活動を計画的
に位置付ける。
◎｢道徳｣「総合的な学習の時
間」や話し合い活動を通し
て、考えや思いを交流する
・心の葛藤や揺れを引き出す
・自分を見つめる時間に
・道徳的実践力を育む工夫
・SDGs を通して世界に目を
向ける

自立への支援
◎基本的な生活習慣の確立
・具体的に自分の姿を振り返
らせ、考えさせながら身に
つけていくようにする
・家庭との連携を密にし、啓
発する
◎健康的な生活習慣の確立
・健康に関する指導の充実
・保護者への啓発と家庭との
連携
◎進んで体を鍛え、自らの健康
を考える子を育てる
・体力測定の結果の活用
・
・学習カードの活用
◎健康・安全に対する意識と
態度を育てる
・新しい生活様式
・廊下の歩行の仕方
・休み時間の過ごし方
・現実場面に即した避難訓練

２０２０年 度

中 学 部

経 営 方 針
中学部長 田中 康世

１．シラチャ日本人学校教育目標
① 創意工夫し、進んで学ぶ児童生徒
② 自分と友達の良さに気づく思いやりのある児童生徒
③ 心と体を鍛え、命を大切にする児童生徒
④ 広い心で考える国際性豊かな児童生徒

２．中学部経営の基本的な考え
シラチャ日本人学校中学部では、学校経営案に示されている日本の学校教育法をはじめとする法令や学習指導
要領に則り、日本国内と同様に｢知・徳・体｣の調和のとれた教育を推進し、「生きる力」の育成に努めていきます。また、
タイの特色を活かした活動を展開し、個性の伸長を図り、帰国する子どもたちが本校中学部にいたことに誇りをもち、自
信をもって日本に帰国できるようにしていきたいと考えています。
中学部の活動を円滑に進め、子どもたちの「生きる力」を育むためには、保護者の方や日本人会等のご理解・ご協
力がなければなりたちません。今まで以上の連携・信頼関係を築いていけるように中学部の運営にあたっていきます。

３．中学部の重点目標と具体的な取り組み
中学部では、生徒の課題を解決するとともに、教育目標を具現化するために、以下の１～４を重点目標とし、皆様
の協力を得て、その達成のために取り組んでいきます。
重点目標１

学習意欲の向上と確かな学力の定着

○学習規律の確立
○授業の充実
○家庭学習強調週間（テスト期間）
重点目標２

豊かな人間性とたくましい体の育成

○基本的生活習慣の確立
重点目標３

○Google クラスルームやすららネットの活用

○道徳の時間の工夫 ○アクティブタイムの実施

国際社会で生きる力の育成

○生徒会による自治活動
○キャリア教育の計画的な推進
〇SDGs(持続可能な開発目標)に向けた取り組みの実施
重点目標４

○海外での体験活動の充実

開かれた中学部づくり

○各種たよりの積極的な発行
○校内掲示板の充実
○三者面談の充実
○保護者アンケートの実施

○進学ガイダンスの計画的実施

本校では国語や算数のつまずきを早期に解消し、さらには学力
向上の基盤形成という観点のもと、小学部１年生から３年生のお
子さんを対象に、例年、放課後指導を実施しています。１学期は
実施することができませんでしたが、今学期は１・３年生を１９日
（月）、２年生を２２日（木）から実施いたします。
ただし、実施につきましては、各クラス少人数とし、参加人数には
限りがありますことを予めご了承いただきたいと思います。
何かご不明な点や気になること等あれば、学校までお気軽にお
問合せください。
日

曜

バス時刻
14:10 P1-2
15:25 P3-6 M1-3
中生徒総会 実力テスト（中３） 【学級だより発行日】 14:10 P1-2
２日 (金)
15:25 P3-6 M1-3
１日 (木)

児童・生徒の予定
悩み相談月間(～１０/２２) 購買

３日 (土)
４日 (日)
５日 (月)
６日 (火)
７日 (水)
８日 (木)
９日 (金)

※全校５時間授業
クラブ（※１～３年生５時間授業）
小４校外学習A（浄水場）
小４校外学習B（浄水場）
小４校外学習C（浄水場） アクティブ 小委員会

14:10 P1-6 M1-3

★

14:10 P1-3
15:25 P4-6 M1-3
14:10 P1
15:25 P2-6 M1-3
14:10 P1-2
15:25 P3-6 M1-3
14:10 P1-2
15:25 P3-6 M1-3

★

１０日 (土)
１１日 (日)
１２日 (月)
１３日 (火)
１４日 (水)
１５日 (木)

避難訓練(火災)

14:10 P1-3
15:25 P4-6 M1-3

プミポン前国王崩御日
縦割り班遊び
購買

１６日 (金)

14:10 P1
15:25 P2-6 M1-3
14:10 P1-2
15:25 P3-6 M1-3
【学級だより発行日】 14:10 P1-2
15:25 P3-6 M1-3

１７日 (土)
１８日 (日)
１９日 (月)

1年・３年放課後指導

２０日 (火)
２１日 (水)
２２日 (木)
２３日 (金)

小学部では７日（水）～９日（金）にかけて、４年生がシラ
チャ浄水場へ社会科見学に、２６日（月）は３年生がサラヤ
へ、２８日（水）は６年生がムアンボーランへ、１１月３日
（火）は５年生がバンプラー農業大学へ稲作体験にそれぞれ校
外学習へ出かけます。
今年度は、コロナ禍で各学年１か所程度の校外学習となります
が、普段、学習している教室では味わえない体験的な学習を行っ
たり、喜びや感動、驚きを味わえたりできるということも校外学習の
大きな目的のひとつです。さらに、「自分たちの住む地域を知る」と
いうことも大切な学習のひとつです。
せっかくの機会です。校外学習に行く目的を明確にし、ひとつで
も多くのことを学んでくれることを期待しています。

音楽集会 ２年放課後指導

14:10 P1-3
15:25 P4-6
14:10 P1
15:25 P2-6
14:10 P1
15:25 P2-6
14:10 P1-2
15:25 P3-6

M1-3
M1-3
M1-3
M1-3

チュラロンコン国王記念日

２４日 (土)

３０日（金）は中学部が、現地校のスカボット校との交流学習会
を行います。
今年度の実施については、これまで校内および両校で幾度も協議
を進めてきました。シラチャ校開校２年目から継続して行われている
現地校との交流学習会を絶やすことなく、繋がっていけたらという思い
のもと、中学部はソーシャルディスタンシングを意識しながら、グループ
ごとに異なる会場で実施することにいたしました。
また、小学部は１１月３０日（月）～１２月２日（水）の３
日間にかけて、オンラインで学年ごとにブラパ校と交流学習会を計画
しています。
両校の子どもたちが繋がりを感じながら、互いを尊重し、互いの文化
を学び、絆を深めていけたらと願っています。

２５日 (日)
２６日 (月)
２７日 (火)
２８日 (水)
２９日 (木)
３０日 (金)
３１日 (土)

小３校外学習(サラヤ) 1年・３年放課後指導

14:10 P1-3
15:25 P4-6
14:10 P1
15:25 P2-6
小６校外学習(ムアンボーラン)
14:10 P1
15:25 P2-6
購買 ２年放課後指導
14:10 P1-2
15:25 P3-6
中学部交流会
【学級・学年だより発行日】 14:10 P1-2
15:25 P3-6
ローイクラトンの日

M1-3
M1-3
M1-3
M1-3
M1-3

★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。

※ 今年度から、職員会議の日は（月初め、第一月曜日を基本

とする）全校５時間授業となります。また、クラブのある日は、
小学１年生～３年生は５時間授業となります。
下校時間にご注意ください。

2020 年度の年間行事予定を Google Classroom および、学校
のホームページに掲載いたしましたが、先日タイ政府から発表がありましと
おり、１１月１９日（木）、２０（金）の２日間が特別休日となり
ました。さらに、１２月７日（月）の振替休日が１２月１１（金）
に移動になりました。これをうけて学校も休みとなります。
また、これに伴い、年間行事予定で計画していました行事もいくつか
変更となりますので、後日、改めてお知らせいたします。
今後も、学校の都合やタイの情勢等に応じて、予定が変更される
場合もございます。変更があればその都度、classroom でお伝えして
いきます。また、学校のホームページにも最新の年間行事予定が掲載さ
れるよう、随時更新していますので、あわせてご確認ください。

