
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  
 
           

                      

 

泰日協会学校シラチャ校 校長 酒井憲一 

 

 今年度は、６８名の小学部新１年生が入学し、日本から４８名の編入学生を迎えるこ
とができました。ようこそ、泰日協会学校シラチャ校（シラチャ日本人学校）へ！これ
により、総勢４４７名の子どもたちがシラチャ校に集うこととなりました。また、１６
名の教員が新たに加わり、タイ人スタッフを含め総勢５６名の教職員の体制が整いま

した。教職員一同、子どもたちのために精一杯取り組んでまいりますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。 

一方、今年度のスタートは昨年度と同様に在宅学習でのスタートとなり、残念な気持
ちですが、特に入学式を心待ちにしていたお子さんや保護者の皆様のお気持ちを思う
と心が痛みます。しかし、教職員一同、友達同士や友達と先生などのつながりを大切に
し、学力や体力の向上を図るよう取り組んでまいりますので、この点も併せてよろしく

お願いします。 
さて、本校は開校以来１２年が経ち、今までの学校運営を見直すことが必要であると

考えてきました。そこで、１３年目を迎える今年度を「新生シラチャ校の第二幕」と位
置づけ、次の３点に取り組みます。 

 
①副担任制を廃止 学年主任を中心とした体制や二人担任制の導入  
  学年主任が担任を受け持たないことで全学級とかかわったり、二人担任制の学級

を３学級配置したりするなど、複数の目で子どもたちを見守り、きめ細かな指導に
努めます。 

②小中合同の職員室の設置 
  今までの小学部職員室を小中合同の職員室とします。日本人学校の特性である小

中併設を生かし、小中学部が連携を図りながら９年間を見通した義務教育の推進を
図ります。 

③１人 1 台分の Chromebook 等端末の整備 
  児童生徒のＩＣＴ活用能力の向上を図るとともに、各教科において効果的にデジ

タル教材を活用するなど幅広い学習方法の実施に努めます。 
 
 シラチャ校は今年度のスローガンに、「Ｗｅ can do it 私たちならできる！」を掲
げました。まだコロナ禍の新しい生活様式が続き、不自由さを感じることがあるかもし
れませんが、子どもたちは昨年度の大変さを乗り越え、一段とたくましく成長しました。
「新生シラチャ校の第二幕」の開幕にふさわしく、成長した自分に自信をもち、「Ｗｅ  
can do it 私たちならできる！」という気持ちで、何事にも挑戦してほしいと願いま

す。 
保護者の皆様におかれましては、在宅学習へのご理解とご協力をお願いすることと

なりますが、登校が再開しましたら少しでもお子さんの姿が見られるよう工夫し努力
してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

新生シラチャ校の第二幕

2021.4.26(月) 

 



 

 

 

２０２１年度がスタートしました。人事異動により新たに 1６名の教員が、 

このシラチャ日本人学校のメンバーとして加わりました。  

この場をお借りして、着任者よりご挨拶を申し上げます。  
 
 

 倉  博之  教頭先生  
北海道の中央部、旭川市からシニア派遣の教頭として赴任しました。日本人学校での勤務は

マレーシアに続き 2 度目となります。先日の赴任時、空港に降り立った瞬間に沸いた思いがけない
懐かしい感情に、自分自身驚いています。これから繰り返される微笑みの国での素晴らしい時間
を、子どもたちをはじめとした多くの方たちとの出会いを大切にしながら過ごしたいと思っています。よ
ろしくお願いいたします。 

 

 岩本  衣里  先生  
日本一大きな湖、琵琶湖のある滋賀県から赴任しました岩本衣里(えり)と申します。幼い頃

は神奈川県で育ち、剣道に没頭していました。スポーツは、観るのもやるのも大好きです。日本か
ら離れたタイのシラチャでの全ての出会いに感謝し、「一期一会」を大切に過ごしたいです。子ども
たち一 人 一 人 が笑 顔 溢 れる学 校 生活 を送 れるよう、私 自身 も多 くのことに挑 戦 していきますの
で、よろしくお願いします。 

 

  植木  将太  先生  
はじめまして。大阪府から参りました植木将太です。大阪府と言っても私が生まれ育った町は、

太子町というぶどう畑がひろがる田舎町です。その名の通り聖徳太子ゆかりの地で、町のいたるとこ
ろには有名な十七条の憲法が刻まれています。「和を以て尊しとなす」これから始まるタイ・シラチャ
校での暮らし。子どもたちと共に、仲良く、楽しく学習できればと思っています。どうぞよろしくお願いし
ます。 

  

 

 

加治木  亮子  先生  
滋賀県から赴任しました加治木亮子（かじきりょうこ）と申します。出身は大阪府で、学生時

代からバレーボールを続けています。タイは大学時代にスポーツ交流で訪れて以来、自然や人々の
優しさ含めて大好きな国です。シラチャ校では、日本・タイ両国の文化から学んだ、「笑顔・つなが
り・思いやり」を大切に、子どもたちの成長をサポートしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 川又  万希子  先生  
茨城県出身の川又万希子（かわまたまきこ）です。納豆が大好きで、日本にいるときは毎日

欠かさず食べていました。シラチャでも納豆が手に入ると聞いて、納豆さえあれば何とかなると安心
しました。私自身も、大好きな納豆のようにねばり強く子どもたちと向き合い、子どもたちの健康的
な学校生活を支える先生でありたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

岸  美乃莉  先生  
富山県から赴任しました岸  美乃莉と申します。小さい頃はバレエを習っており、踊ることや体を

動かすことが大好きです。シラチャ校のみなさんと様々な経験を積み重ね、子どもたちとともに充実
した日々になるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 木村  久美子  先生  
はじめまして。シラチャ校の皆さんとお会いできるのを楽しみにしていました。子 ども達の健やかな

成長を願う「みおつくしの鐘」がある大阪から赴任しました。モットーは「失敗を恐れず挑戦する」で
す。子 ども達と一緒 に、どんなことにも楽しんで挑 戦 していきたいと思 います。どの子どもも、安 心し
て、自分らしく成長できる学級・学校づくりのため、「身を尽くし」て頑張ります。どうぞよろしくお願い
します。 

 

 

 

古賀  悠作  先生  

福岡県太宰府市からきました、古賀悠作（こがゆうさく）です。最近までは、大阪府に住んで
いました。美味しいものを食べること、様々なスポーツをすることが大好きです。シラチャ日本人学校
の皆様と一緒に、精一杯運動や勉強、日常生活に取り組み、お互いに成長していきたいと思い
ます。皆様と出会えたことへの感謝の気持ちを忘れず、一生懸命に頑張ります。よろしくお願いい
たします。 

 

 



 佐藤  ななみ  先生  

はじめまして。宮城県から参りました佐藤ななみと申します。私は運動や音楽、自然が大好きで
す。日本ではよくキャンプなどにも行っていました。タイではどんな自然と出会えるのか楽しみです。シ
ラチャ日本人学校では「師弟同行」、子どもたちと共にたくさん学び、そして共に成長していくことが
できるよう、一生懸命努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

 田中  信裕  先生  
はじめまして。大阪府からきました田中信裕（たなかのぶひろ）といいます。大阪は「くいだおれの

町」。たこ焼き、串カツ、をはじめ、うまいもんがいっぱい！食べることがめっちゃ好きです！また身体を
動かすことが大好きです。特に剣道は幼いころから続けていて七段昇段に挑戦中といったところで
す。「継続は力なり」。新たな出会いに感謝をしながら一日一日を大切に楽しい日々を過ごしてい
きたいです。よろしくお願いします。 

 

  中嶋  美穂  先生  
シラチャ日本人学校の皆さん、保護者の皆様，はじめまして。中嶋美穂（なかじまみほ）と申

します。二刀流でお馴染みの大谷翔平選手と同じ，岩手県奥州市の出身です。  
子どもたちが「シラチャ日本人学校に通っていてよかった！」と思えるよう、授業や日々の生活を

通して、タイと日本，両国のよさを子どもたちと一緒にたくさん見つけていきたいと思っております。大
好きなタイで働けること、そしてシラチャの皆様との出会いに感謝の気持ちを忘れず、精一杯努め
てまいります。宜しくお願いいたします。 

  

 

 

牧野  壮平  先生  
愛知県から赴任しました牧野壮平（まきのそうへい）と言います。子どものころから転校もあり、

これまで大阪、兵庫、岐阜、アメリカといろいろなところに住み、今回縁あってこのシラチャに参りまし
た。「どんなことも前向きに」をモットーに、このほほえみの国で「和顔愛語」、みんなが笑顔で穏やか
に過ごせる教室、学年、学校を目標にがんばっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 三浦  弘子  先生  
岩手県から参 りました三浦弘子です。シラチャ校の子どもたちと会えることを楽 しみにしていまし

た。私は韓国語が好きですが、今度はタイのよさを見付けて、タイの文化に親しんでいきたいと思い
ます。また、子 どもたちのよさもたくさん見 付け、子どもたちが安心して学校に通 い、「学 校って楽し
い！」「学ぶことって楽しい！」と思ってもらえるように努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたしま
す。 

 

 

宮本  芽生  先生  
始めまして！宮本芽生（みやもとめい）です。お好み焼きとカープは絶対「広島県」出身、マイ

ナス２０度の極寒の地「北海道」で雪と共に学生時代を過ごし、毎日日本一の山を望める「神
奈川」からやって来ました。絵、運動、ドラム、ピアノ、ギター、英会話、書道、茶道、漫画もアニメ
もいろいろ好きです。好きな言葉は「全力」。１分１秒無駄にせず、子どもたちのために全力を尽く
します。どうぞよろしくお願いします。 

 村山  祐亮  先生  
東京都から赴任いたしました村山祐亮（ゆうすけ）と申します。生まれは愛知県です。これから

皆 さんと過 ごす毎 日 を想 像 しながらとてもワクワクしています。私 は英 語 が大好 きです。授 業 では
New Horizon で学びながら、共に Horizon(視野)を広げながら、自分の Horizon(限界)も
超えることがができるように何事も全力で頑張ります！何卒よろしくお願い申し上げます。 
 

 

 

 

藪下  雄大  先生  

栃 木 県 から参 りました藪下 雄 大 (やぶしたゆうだい)と申 します。小 、中 学 校 ではサッカー、高
校、大学ではラグビーをしていました。スポーツは見るのも、するのも大好きです。また、食べることも
大好きなので、タイの美味しいものを食べ尽くしたいと密かに計画しています。シラチャの子どもたちと
たくさん汗を流し、たくさん勉強し、共に成長していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 
  

 
  

 
 ご 

保護者の皆様へ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、期待していた新年度のスタートを在宅で迎えてい

ただくこととなり、心苦しく大変残念に思っています。私たち自身が、タイ政府の指示に基づきながら

互いに感染予防に努め、一日でも早い登校の機会を得ることが出来るようにと願っています。現時点

で、登校の時期等を含めた今後の予定をお知らせることができませんが、お伝えできる情報等ができ

ましたら、随時グーグルクラスルームを通じてお知らせさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。※また、在宅学習では一部昨年度の動画を使用します。ご了承ください。 



シラチャ校の皆さんと過ごす学校生活を楽しみにしています！  
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職・担任等 氏名 NAME 性別 年次 出身 主な校務分掌

校長 酒井　憲一 SAKAI　KENICHI 男 2020 愛知 学校経営

ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ ニオン アガニットプロム NIORN　AGANITPROM 女 2008 タイ タイ教育省との連絡調整

事務長 三浦　崇 MIURA　TAKASHI 男 2018 東京 事務全般

教頭 倉　　博之 KURA  HIROYUKI 男 2021 北海道 学校経営補佐

教務部主任 向山 昇伍 MUKOYAMA　SHOUGO 男 2019 神奈川 教育課程全般調整・管理

1学年主任 田中  真央 TANAKA　MAO 女 2019 東京 国際理解・交流学習、学籍

1年1組担任 川又　万希子 KAWAMATA  MAKIKO 女 2021 茨木 消耗品管理

1年2組担任 佐伯　実紀 SAEKI　MIKI 女 2020 東京 学校図書館

1年3組担任 薮下　雄大 YABUSITA  YUDAI 男 2021 栃木 現地理解教育

研修主任
2学年主任

吉田　真由美 YOSHIDA　MAYUMI 女 2020 徳島 校内研修・新任、学採研修

2年1組担任 木村　久美子 KIMURA  KUMIKO 女 2021 大阪 国際理解・補習校指導

2年2組担任 中嶋　美穂 NAKAJIMA  MIHO 女 2021 岩手 教育環境・拾得物

2年3組担任 牧野　壮平 MAKINO  SOUHEI 男 2021 愛知 人権教育、国際理解・補習校指導、STEP補助

3学年主任 佐藤　治 SATO　OSAMU 男 2020 新潟 教育環境・花壇、掲示物

3年1組担任 石野　有希 ISHINO　YUKI 女 2011 石川 国際理解・現地理解教育　タイ語主任

3年2組担任 古賀　悠作 KOGA  YUUSAKU 男 2021 福岡 体育的行事

三浦　弘子 MIURA  HIROKO 女 2021 岩手 児童生徒作品・文集

渡邉　俊夫 WATANABE  TOSHIO 男 2020 千葉 特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、通級指導、教育相談

生徒指導主任
4学年主任

都丸 弘子 TOMARU　HIROKO 女 2019 東京 生活指導

4年1組担任 三村　良平 MIMURA　RYOHEI 男 2020 神奈川 情報・タブレット活用

4年2組担任 佐藤　ななみ SATOU  NANAMI 女 2021 宮城 備品整備

4年3組担任 植木　将太 UEKI  SHOUTA 男 2021 大阪 クラブ活動

研究主任
5学年主任

望月　亮佑 MOCHIZUKI　RYOUSUKE 男 2019 静岡 研究授業、総合的な学習の時間主任、集団宿泊行事

5年1組担任 原﨑　花梨 HARAZAKI　KARIN 女 2020 神奈川 教育環境・清掃

田中　信裕 TANAKA  NOBUHIRO 男 2021 大阪 諸帳簿・STEP補助

児玉 美希 KODAMA　MIKI 女 2019 東京 文化的行事

特別活動主任
6学年主任

成田　潤一 NARITA　JYUNICHI 男 2015 岩手 児童会、集団宿泊行事

6年1組担任 肥後　貴史 HIGO　TAKASHI 男 2020 鹿児島 体育科主任、体育的行事

6年2組担任 加治木　亮子 KAJIKI  RYOUKO 女 2021 滋賀 児童生徒作品募集

中学部主任
音楽科担当

佐原　晃祐 SAHARA　KOSUKE 男 2012 埼玉 音楽科主任、文化的行事、登下校

7学年主任
数学科担当

尾崎　友 OZAKI　TOMO　 男 2019 京都 危機管理、算数数学科主任、キャリア職業体験

7年1組担任
理科担当

岸　美乃莉 KISI  MINORI 女 2021 富山 理科主任、国際理解補習校指導

7年2組担任
技術・家庭科担当

宮本　芽生 MIYAMOYO  MEI 女 2021 神奈川 技術家庭科主任、児童生徒作品展

8学年主任
国語科担当

白石　芳子 SHIRAISHI  YOSHIKO 女 2020 石川 国語科主任、集団宿泊行事、学校図書館、文集

8年担任
保健体育科担当

白田　博樹 SHIRATA　HIROKI　 男 2018 山形 生徒会、アクティブ担当、体育的行事

8年担任
美術科担当

岩本　衣里 IWAMOTO  ERI 女 2021 滋賀 図工美術主任、国際理解・補習校指導

9学年主任
社会科担当

北井　達朗 KITAI　TATSURO 男 2019 香川 社会科主任、キャリア進路指導

9年担任
英語科担当

村山　祐亮 MURAYA YUSUKE 男 2021 東京 英語科主任、情報・タブレット活用

養護教諭 岡田 明子 OKADA　AKIKO 女 2019 東京 保健・安全指導、悩み相談

タイ語 ｱﾝﾃｨｶｰ　ｽﾊﾟｰﾎﾟﾝ AUNTHIKA SUPHAPHON 女 2018 タイ タイ語

タイ語 ｱﾋﾟﾁｬﾔｰ　ｼﾞｬﾑｻｲ APICHAYA JAMSAI 女 2019 タイ タイ語

英会話 ケビン　ジョーン KEVIN JOHN 男 2019 ｲｷﾞﾘｽ 英会話

英会話 ダレン　ボーラー DAREN BOHRER 男 2019 ｱﾒﾘｶ 英会話

英会話 ギャレス　ベイリー GARETH BAILY 男 2020 ｱﾒﾘｶ 英会話

事務員 ポンティップ スントンセニー PORNTHIP SOONTHORNSENEE 女 1994 タイ 事務全般

事務員 ﾎﾟﾝｻｺｰﾝ　ｸﾘﾝﾎﾑ PONGSAKON KLINHORM 男 2015 タイ 事務全般

ドライバー ﾁｬﾑﾅｰﾝ　ﾁｭｰｻﾜｯﾄ CHAMNAN　CHOOSAWAT 男 2015 タイ ドライバー

ドライバー ラムプーン　スワンナターオ LAMPHOON　SUWANNTAOW 男 2015 タイ ドライバー

ドライバー パイロート ブンタム PAIROT BUNTAAM 男 2018 タイ ドライバー

用務員 プラユーン　ウェーンゲン PRAY00N　WAENNGEN　 男 2009 タイ 用務

用務員 トンプーン　シーサイ THONGPOOＮ　SIISAI　 男 2009 タイ 用務

用務員 ルゥン　シーサイ RUNG　SIISAI　 女 2009 タイ 用務

用務員 マラポーン　サタタム MARAPORN　SATTHAM 女 2009 タイ 用務

用務員 ソンマーポン　シリラット SOMMAPORN  SIRIRAT 女 2015 タイ 用務

用務員 ラムハード スックガード LAMHAT SUKKERD 女 2016 タイ 用務

用務員 ナッタポン　ウィワースク NATTHAPHON  WIWASUKU 男 2019 タイ 用務

２０２１年度　泰日協会学校シラチャ校　職員名簿

3年3組担任

5年2組担任


