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学びの広場、みんなのバンコク日本人学校 
  第 1小学部 教頭 野坂 佳孝 

１ みんなの広場「中庭」 

『ドラえもん』のストーリーの中では、土管の置

かれた空き地がのび太君やしずかちゃん、ジャイ

アンたちが集まる場所になっています。人間関係

を構築するためには、時間、空間、仲間の「３つの

間」が必要と言われていますが、空き地や広場はど

んな時代でも子供たちの学び場であったと思いま

す。３年前の春、バンコク日本人学校へ着任し、最

初に感動したのが「中庭」で開催される「音楽集会」

でした。緑の芝生の広場に小学１年生から６年生

までのおよそ２千人が集まり、時には中学部の生

徒も２階の回廊に並んでくれて大合唱する様子を

見ながら、中庭はバンコク日本人学校の「みんなの

広場」なんだなあと感動しました。 

 

２ 協働的で創造的な学びの広場「中庭造形遊び」 

２年目のある日、当時の小２と小３の図工専科

の先生が「中庭を活用し、タイの文化である色とり

どりの布や糸を使って造形遊びに取り組ませたい」

と提案してきました。タイには有名なタイシルク

を始め、美しい布や糸などのたくさんの材料があ

ります。まさに、世界へ誇れる素晴らしい文化です。

小１から小３までの学級担任も全員がこの学習活

動に協力してくれました。「このきれいな布と糸を

使って、中庭でどんなことができるかな」、「広くて

４階まで高くそびえる中庭の空間をどうやって飾

ろうかな」と、子供たちは想像力と創造力を働かせ、

協力して素敵な中庭に変身させてくれました。 

３ デジタル空間を活用した「未来の広場」へ 

３年目は新型コロナウイルス感染症対策として

「インターネットを活用した在宅学習」が学びの

場に加わりました。戸惑いの中でスタートした子

供たちも少しずつ技能を獲得し、どんな条件下に

おいても学びを継続させるための「道具」としてタ

ブレット等を活用して学習ができるまでになりま

した。これも多くの保護者の皆様のご理解とご協

力の賜物です。本当にありがとうございました。 

「♪遠くでともる未来 もしも僕らが離れても 

それぞれ歩いて行く その先でまた出会えると信

じて♪」   秦 基博 『ひまわりの約束』より 

バンコク日本人学校という世界一の「学びの広

場」から、自ら問いを立て、解決策を考え、人と協

働できる自律的な学習者が育ち、その先の未来で

また出会える日を信じています。 



 

 

 

 

 

第 1小学部教頭 野坂 佳孝  4年 1組 大場 英昭 

第 1小学部教務主任 世古 真人  5年 5組 高添 愛 

第 2小学部教務主任 山田 哲也  5学年担当(理科) 上原 直史 

中学部教務主任（数学） 波多野 公恵  6年主任 伊藤 栄美 

小学部生徒指導主任 佐藤 亘  6年 3組 島岡 茜 

進路指導主任・9 年主任（英語） 小倉 美香  6年 5組 各務 光洋 

特別支援コーディネーター 馬場 悦子  6年 7組 島川 あすか 

1年主任 渡邊 康世  6年 9組 髙橋 紀晶 

1年 4組 片岡 誠博  6年 10組 鎌田 純一 

1年 8組 上原 美波  6学年担当（図工） 岡下 朋平 

1年 13組 今田 早紀  7年 2組（音楽） 西川 明里 

2年主任 三橋 正一  7年 3組（技術） 武内 大樹 

2年 1組 一柳 武志  8年 1組・主任（保体） 齋藤 晋 

2年 10組 宮﨑 雅文  8学年担当（英語） 西山 夏奈 

2年 14組 加藤 優芽  8学年担当（理科） 大北 周太朗 

2学年担当（音楽） 高橋 理恵  中学部教務補佐(数学) 岩井 和基 

2学年担当（図工） 蠣崎夏帆  なかよし主任・2組 宮城 哲 

3年 7組 服部 美紀  なかよし 1組 西村 保広 

3年 9組 中水 教仁  日本語指導 小林 綾 

3年 11組 浅見 朱郁  ふれあいサポーター 中沢 奈穂 

3学年担当（音楽） 大久保 紗織  養護(中学部担当) 中村 ユリア 

 

 今年度で本校を去る先生方です。 

本年度は 4２名が離任します。これまで大変お世話になりました。 

バンコク日本人学校の益々のご健勝を離任者一同祈念しております。 

♪遠くでともる未来 もしも僕らが離れても  

それぞれ歩いて行く その先でまた出会えると信じて

♪ 



２０２０年度　　３月行事予定　　　泰日協会学校　　
日 曜 児童生徒

下校バス
（1-9年）

特

1 月 【中】卒業式予行
14:00 1,2年
15:00 3-9年

2 火 【中】専門委員会 15:00 J-Bus J

3 水 【小】卒業式予行
14:00 1年
15:00 2-9年

4 木 15:00 J-Bus J

5 金 【小、中５時限】 14:00 J-Bus J

6 土 【6年・9年】卒業式

7 日

8 月 【小、中５時限】 14:00 1-5,7,8年 ☆

9 火 【小、中５時限】 14:00 1-5,7,8年 ☆

10 水 【小、中５時限】 14:00 1-5,7,8年 ☆

11 木
【小、中】修了式（３時限）
1-5 7,8年(11:30)

11:30 1-5,7,8年 ☆

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水


