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２学期の学校生活 慣れてきました
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安全のための三大原則

校長 谷口幸一郎

不審者が１階の校内に侵入したという想定で、避難訓練を実

「５０分」。レインボーゲートに一番に並んだ子供たちが教

施しました。子供たちの命を守るためには、まず不審者の居場

室に向かってから、最後の子供たちがレインボーゲートを通過

所を正確に把握した上で、子供たちの居場所を気づかれないよ

するのにかかった時間です。この時間が日に日に短縮され、今

うに、迅速かつ遠くに避難させる必要があります。今回の訓練

はほぼ３０分。１年生もあっという間に登校に慣れ、迷わずに

では、１階玄関口に不審者が侵入したことを想定して行ったの

教室に向かうことができるようになりました。

で、１階にいる子供たちは２階の図書室等へ隠れ、その他の子

教室に入った子供たちは、椅子に座り連絡帳を記入したり、

供たちは、そのまま学級で静かに待機しました。避難する時の

プリント（宿題かな？）をしたり、お友達とお話をしたりして

合い言葉は「お・は・し・も」です。「押さない」「走らない」

います。加えて中学生の中には、全面芝になった第１グラウン

「静かにする」そして「戻らない」の頭文字を使いました。全

ドでサッカーやバレーをしている子供もいます。

体を見ることはできませんでしたが、はじめての避難訓練を行

授業中はどのクラスも真面目に学習に取り組んでいます。学

った１年生も静かに２階へ避難することができました。

習のめあてに即して、自らの言葉でまとめをすることのできる

ところで、バンコクに暮らしていると、その暮らしやすさか

ようになった学級もあります。また、「先生、僕に説明をさせ

ら日本にいるときと同じような感覚になりますが、ここはあく

てください。」と懇願する場面が見られた中学８年生の学級も

までも外国です。自分の命は自分で守ることが基本です。学校

ありました。日に日に新しい先生の授業にも慣れ、どのクラス

は本年度から業者を変え、セキュリティ強化を図っています。

ももっと活気のある授業が見られるようになると思います。

ところで、家庭では万が一に備えて、約束ごとがありますか。

静かにお弁当を食べた後は、昼休み。始業前の光景がさらに

小学生にはあまり怖いことを言うわけにはいきませんが、でき

大きく広がります。中庭やグラウンドで鬼ごっこなどをして駆

る範囲でいいので、かみ砕いて説明し、お家のルールを作って

け回ったり、バドミントンをしたりする子供もいます。

あげてください。これは日本も同じで、昨今の地震、津波や風

そして、放課後。担任の先生に玄関まで整列して連れてこら
れた子供たちは、合図の後、自分

雨災害などの自然災害による避難を想定しての、家庭でのルー
ル作りをお願いしています。

の乗るバスに向かって一目散に

また、外出時の心得とし、外務

かけていきます。この時になると

省が「安全のための三原則」を示

登校時とは違って、「校長先生、

しています。①目立たない ②行

さようなら。」と言って手を振り

動を予知されない ③用心を怠

ながら、元気よく挨拶をしてくれます。そして、嬉しいことに

らない です。今回の訓練には大

バスの中から手を振ってくれる中学生もいます。

使館から松前領事や村松領事も

徐々にではありますが、新しい生活様式の下で全員登校に慣

見学に来られていて、いくつかのアイディアもご教示いただき

れてきている子供の様子が見られるようになってきました。こ

ました。話の中で、タイの安全保持のためのキーワードは「情

れからがバンコク日本人学校の子供たちの本領発揮です。

報」でした。情報を的確につかみ、決して危ないところには近
づかないようにすることが肝要だそうです。

また、先日、私もオーラスムディレクター、村松領事ととも
にワットラーン警察（本校の

あっても日本国内の学校と同等の資格を得ることができます。
しかしながら、外国にあることや私立であることなど、国内の

ある地域の管轄）を訪問し、

公立学校とは異なる部分が多々あることを十分、理解していた

情報共有していただけるよ

だけるようお願いいたします。

う依頼しました。警察署長さ
んからは、「携帯を使いなが
ら歩いている人から携帯を

教師の思い

盗むという事件が多発しているので注意してほしい。」と、話
がありました。また、イベント開催等を事前に知らせていただ
けると、いつでも警官を派遣し、警備などの協力をしてくださ

「『子供 ファースト』～すべての教育活動は児童生徒一人一
人を尊重することを基本とする～」本年度私の掲げた教育理念

るということでした。保護者の皆様におかれましても、住まい

であり、全職員がこのことを念頭に置きながら教育活動を展開

の周辺の危険情報などございましたら、お知らせください。大

するよう指示してあります。

使館等へ連絡し、注意喚起を図っていきたいと思います。

先日、帰りの通勤バスの中が、私を含め A 先生と B 先生の３

バンコクは住みやすい都市だとは思います。しかし、タイも

人だけになった時がありました。二人は授業のポイントや教材

１外国であり、日本ではないことを忘れないようにしたいもの

教具などについて綿密に打合せをしていました。私はじっと目

です。

をつぶって話を聞いていたのですが、思わず、「それです。あ
りがとう。」と口に出してしまいました。なぜなら、二人のど

学校理事会

ちらからともなく、「算数や国語が苦手で授業中におとなしく

私を含め、シラチャの酒井校長先生や新理事もそろった本年

している子供がいるけど、その子供たちが自信をもって取り組

度初めての理事会を去る 9 月 17 日に開催しました。両校から

めるような機会を作ってあげたいですね。」という言葉が聞こ

本校の経営方針、児童生徒数、学校採用教員の申込数等の報告

えたからです。この考え方がまさに本校の目指す教師像です。

を行いました。

人にはだれしも得意なことと不得意なことがあります。私たち

協議の中で、本校が掲げてい

はややもすると、子供の不得意

る SDGｓの取組やいじめの実

な部分に目がいき、そのことを

態についての質問が理事からあ

克服させるようとしてしまい

りました。SDGｓへの取組につ

がちです。時には他人と比べた

いては、総合的な学習の時間を中心に実践をしていますが、こ

り、兄弟姉妹と比べたりして、

れまでの教育活動を SDGｓの視点で見直し、より１７の教育活

子供たちを追い込んでしまう

動を明確にしていく予定です。また、いじめについては、その

こともあります。それでは、子供たちの力を発揮させることは

都度、解決が図られてきていると考えています。しかしながら、

できません。それぞれの子供たちに隠れた力があるのです。そ

これだけの規模の学校なので、「いじめは必ずある」という認

の力を見付け、伸ばしてあげることこそ教員や保護者の務めで

識の下、アンケートや教育相談等をとおして、いじめを発見で

す。そのために、学校では多くの場面や機会を設定していきま

きるよう努めていきます。

す。ご家庭でも様々なことにチャレンジさせてみてください。

先生たちの学年会

これまでと同様、理事会は学校の財務面と教育面の両面を審
議し、より良い学校経営になるよう指導する役割を担うことに
なります。御案内のとおり本校は、タイの教育省から認められ
た私立の泰日協会学校のバンコク校です。文部科学省が示して
いる学習指導要領に準じて教育活動を実施することで、外国に

水泳指導が始まりました！

２０２０年度
日 曜

１０月行事予定
児童生徒

【2・3・4年】身体測定
【5年】聴力検査～2日 【5年】トヨタ講演会
【中】実力テスト【中】ゆめ集会
2 金
【5・6年】身体測定
1 木

泰日協会学校
下校バス
（1-9年）

15:15 J-Bus

特
J

14:10 1,2年
15:15 3-9年

3 土
4 日
5 月

【小】クラブ活動② 【3年】聴力検査～6日
【６年】卒業アルバム用写真撮影(クラブのみ)

6 火
7 水 【２年】聴力検査～8日
8 木
9 金 【小 中】緊急一斉下校訓練（４時間授業 弁当後下校）

14:10 1,2年
15:15 3-9年
15:15 J-Bus

J

14:10 1年
15:15 2-9年
15:15 J-Bus

J

13:15 J-Bus

J

10 土
11 日
12 月

14:10 1,2年
15:15 3-9年

13 火
【1年・なかよし】聴力検査～19日
【中】7年クラスマッチ
【1年】 クラス記念写真撮影(3・4校時)
15 木
【中】9年クラスマッチ
14 水

16 金 【中】8年クラスマッチ

14:10 1年
15:15 2-9年
15:15 J-Bus

J

14:10 1,2年
15:15 3-9年

17 土
18 日
19 月 【6年】卒業アルバム用写真撮影～27日

14:10 1,2年
15:15 3-9年

20 火 【7年】 クラス記念写真撮影(4校時)

15:15 J-Bus

21 水

14:10 1年
15:15 2-9年

22 木 【小】音楽朝会⑤

15:15 J-Bus

J

J

23 金
24 土
25 日
26 月 【小】委員会活動②

14:10 1,2年
15:15 3-9年

27 火 【6年】卒業アルバム用写真撮影予備日

15:15 J-Bus

28 水

14:10 1年
15:15 2-9年

29 木

15:15 J-Bus

30 金

14:10 1,2年
15:15 3-9年

31 土

J

J

