
 

 校長 岡林 保幸 

 昭和６３（１９８８）年、埼玉県秩父市立影森中学校に赴任した小嶋登校長は「歌声の響く学校を作

る」というスローガンを掲げました。当時、小嶋校長は落ち着かない雰囲気の影森中学校を歌の力で変

えようと考えました。 

 小嶋校長と同時に着任したのが、音楽の坂本浩美先生でした。音楽の授業では生徒たちはなかなか口

を開こうとせず、教壇の方を向かない生徒もいました。若い坂本先生にとってはつらい毎日が続いてい

ました。 

 一学期の半ば坂本先生は合唱部にコンクールへの出場を提案しました。そこには「歌声の響く学校」

というスローガンのもと「みんなで一つのものを作る喜び」を生徒たちに経験してもらいたいという坂

本先生の思いがありました。しかし、合唱部の部員は女子ばかり１６人。混声合唱のためには、男子の

応援が必要でした。その時期に運動部を引退する三年生の男子たちに、坂本先生は「本気でやりたい」

と必死に伝え応援を頼みました。勇気を出して振り絞ったその声は震えていたそうです。 

 そして昼休み、待っていた坂本先生のもとに男子生徒が現れ始めました。中には全く予期していなか

った生徒の顔もありました。１０名もの男子が、坂本先生の呼び掛けに応じてくれたのです。 

 運動部で活躍した三年生が本気で合唱の練習をしている。その姿によって学校の空気が変わり始めま

した。「本気で歌うってかっこいい」と他の生徒たちも思い始めました。「歌声の響く学校」のスローガ

ンは少しずつ学校に変化をもたらしたのです。 

 そして月日は流れ、坂本先生が赴任してきた年に入学した生徒たちが卒業を迎えることになりまた。

「卒業生に歌を作って贈りたいのですが、詞を書いていただけませんか」 

 坂本先生は小嶋校長にお願いしました。しかし、小嶋校長はつれなくこう言いました。「自分は英語の

教員だし、詞を作るセンスなんてないよ」と。 

 ところが翌朝、坂本先生が出勤してくると、机の上に紙が置いてありました。それは小嶋校長が作っ

た詞だと分かりました。 

 「白い光の中に 山並みは萌えて はるかな空の果てまでも 君は飛び立つ 限りなく青い空に 心ふる

わせ 自由をかける鳥よ 振り返ることもせず 勇気を翼に込めて 希望の風に乗り この広い大空に 夢

を託して 懐かしい友の声 ふとよみがえる 意味もないいさかいに 泣いたあの時 心通った嬉しさに 

抱き合った日よ みんな過ぎたけれど 思い出強くだいて 勇気を翼に込めて 希望の風に乗り この広

い大空に 夢を託して 今 別れの時 飛び立とう 未来信じて はずむ 若い力 信じて この広い この広

い 大空に･･･」 

 その詞のすばらしさに坂本先生の心は震えました。すぐさま音楽室のピアノに向うと「勇気を翼にこ

めて･･･」の部分からの旋律が次々と頭に浮かび、わずか１５分ほどの時間で一気にメロディーができま

した。こうして生まれたのが「旅立ちの日に」です。その年、小嶋校長や坂本先生をはじめ影森中学校

の先生たちが内緒で練習した「旅立ちの日に」が卒業生に贈られ

ました。 

 今では、卒業式の定番として全国の学校並びに本校でも歌われ

ている「旅立ちの日に」。 

 「旅立ちの日に」は児童生徒に寄せる先生の思い、先輩から後

輩へと受け継がれる思いが宿っています。 

 本校も３月５日に６年生２３名、９年生１５名が卒業を迎え、

式ではこの「旅立ちの日に」が卒業生に贈られます。全校児童生

徒で卒業をお祝し、歌声の響く卒業式にしたいと思います。 
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２月の主な行事を紹介します 

 2 月３日、第３１回目の学習発表会を行いました。総合的な学習や生活科を中心に学んだことを、工夫

を凝らして発表しました。今年は、学習発表会前にインフルエンザや風邪などが流行し学年閉鎖があり

心配していましたが、当日は、一人一人が学んだ成果、練習した成果を発揮し素晴らしい心に残る学習発

表会となりました。ご来賓の皆様、保護者の皆様には温かい拍手をいただきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学年 発表 
１ 小学部４～６年生 合唱「つばさをだいて」 
２ 小学部１年生 劇・歌「G1☆探偵団 ～お家の仕事を調査せよ～」 
３ 小学部２年生 劇「スイミー ～みんなで力を合わせよう～」 
４ 小学部３年生 劇「かみさま GO！！」 
５ 中学部７～９年生 ミュージカル「不思議の国のアリス」 
６ 小学部１～３年生 合唱「あおいそらにえをかこう」 
７ 小学部４年生 劇・ダンス「チャロ ナチョ！！ ～シヴァとチルド連の不思議な旅～」 
８ 小学部５年生 劇・お囃子「時をかける G5」 
９ 小学部６年生 和太鼓「思いを伝える演奏を」 
10 中学部７～９年生 合唱「あなたへ ～旅立ちに寄せるメッセージ～」 

 

私にとっては最後の学習発表会になるので、忘れられないものにしようと思っていました。だから、最初は役者をやって

みようかなと思っていました。しかし、私がビビッときた役はあまりありませんでした。だから、7 年女子がいっぱいいた大

道具になりました。作業をしていくうちにあまり乗り気ではなかった背景作成も、どんどん楽しくなって完成していくのを

見ると嬉しくて、こんな楽しいことがあったんだと思いました。大道具係は力仕事だし観客に見られることはほとんどない

けれど、ステージ裏は、舞台でスポットライトを浴びているような気がしました。大道具係は、最高の係でいろいろ学べま

した。 （G7） 

 

自分が小学部の時に感じたワクワク、引き込まれる世界。それを作る「長」いわゆる総監督になれたことが、実はすごく

うれしかった。でも、プレッシャーや焦りがすごくあって毎日ずーっと学習発表会のことを寝ても起きても考えていました。

みんな大変だから一人だけ疲れたなんて言ってられない。そんな気持ちもあって苦しかったけど、私は幕が閉まっている中、

がんばれっと小さな声をかけるだけで、演技がよくなったり「～が良かったよ。」というと笑顔になってくれたり、毎日の練

習の小さなことが私を支えてくれました。いつも想像していた大きな拍手と笑い声とそろったおじぎ。たくさんの人が並ぶ

光景。それが本番現実になって、言葉がでてきませんでした。関わってくれた全ての人に感謝しかないです。（G8） 

 

きょうは、いよいよ学しゅうはっぴょう会本ばんでした。朝から心ぞう

の音がドキドキと聞こえてきました。さいしょは、きんちょうしていたけ

ど、がんばる気もちがそろって学しゅうはっぴょう会がせいこうしました。

わたしが一ばんうれしかったのは、「スイミー」のげきがせいこうしたこと

です。なぜなら、れんしゅうよりびっくりするほどじょうずにできたから

です。わたしががんばるぞ、という気もちをもてたのは先生からのメッセ

ージを見たからです。先生からのメッセージを見てたのしむことができま

した。（G2） 

 

3 年間中学部のミュージカルを支えてきて、とても良い思い出になり楽しかったです。大道具、役者、音響といろいろな

役割を経験してとても充実した半年でした。今年卒業することがとても寂しいです。でも、最後に 7・8 年生の成長した姿

を見ることができて来年も安心です。（G9） 

 

きょう、学しゅうはっぴょうかいの本ばんがありました。三つのことを

がんばりました。一つ目は、おしごと名人のげきでみんなとこころを一つ

にできたことです。こころを一つにするといきがあうので、セリフがする

するでてきました。二つ目は、ぶたいの上から下りるときに、足音をたて

ないで下りることができたことです。三つ目は、がっしょうで大きなこえ

でうたえたことです。あと、3 年生の「かみさま GO」と中学ぶの「ふしぎ

のくにのアリス」がおもしろかったです。また見たいです。2 年生になって

また、おもしろいげきもやりたいです。すごくたのしい一日でした。（G1） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 月６日、G4 から G9 の児童生徒が BBS を訪問しました。昨年 7 月は、「ようこそ！JAPAN☆DAY」

に BBS の生徒を招待し日本文化の紹介をしましたが、今回は、BBS との交流を通してインドの文化を

体験しました。 

 

ぼくが学習発表会で力を入れたのは太鼓です。最初は、太鼓にいかな

いで遊んだりしていたけれど、大きな太鼓の発表は最後でこのままでい

いのかなと思って、自分から太鼓の練習に行けるようになりました。技

術もそうだけど周りの人に流されないで行動できる力が成長したなと

実感できました。さらに、周りの人も誘っていけるようになり、みんな

で行くと教え合えたりそれぞれの改善点を見つけられたりして仲間の

大切さも感じて練習ができました。そして、本番でも仲間を信じてミス

をおそれず、さらに大きくたたくことができました。（G6） 

 

私たち G5 は、学習発表会で合唱「つばさをください」と劇「時をかけ

る G5」をやりました。総合の学習で学んだお囃子も取り入れました。一

生懸命取り組んだので、見ていてくれた人達に、インドと日本の関係を

伝え、思いが伝わったと思います。また、合唱では、学習発表会一番最初

の発表でとても緊張したけれど、しっかり歌いきれることができました。

合唱や劇だけでなく、係の仕事もしっかりとこなすことができました。

みんなと協力し最高の学習発表会になったと思います。（G5） 

 

「やると言ったことは、しっかりとやりとげる。」練習の時から本番の

時まで心の中に言い聞かせていた言葉です。担当しているセリフもこの言

葉一つで勇気がわいてきました。これからも、この言葉を大切にして、力

が身につくようにがんばりたいです。また、学習発表会で、みんなと力を

合わせて最高のげきにする、ということを学びました。これを教えてくれ

た発表は、スイミーです。そして、G7 から G9 のミュージカルを見て、

アリスはハートの女王とスペードの王を仲直りさせるために、必死でプリ

ンを探しているところで、努力をしたらきっといい未来が待っているとい

うことを学びました。（G4） 

 

わたしは、前の学校で学習発表会という行事がありませんでした。だか

ら、初めての学習発表会でした。わたしは、ナレーターで 3 回出るところ

がありました。ラフシュミーのところとシヴァ家のところとさいごのとこ

ろでした。練習では、小さな声で大きな声になったと思えば早くなったり

となかなか上手くいきませんでした。でも、本番ではかんぺきに大きな声

でゆっくりと言えました。お母さんやお父さんもいつもよりもっとほめて

くれてうれしかったです。3 年生さいごの行事なのでせいこうさせたいな

と、ナレーターになった時からずっと思っていました。わたしが思った以

上にせいこうしてよかったです。来年の学習発表会も楽しみです。（G3） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会式では、「ヨガ」や「上を向いて歩こう」「インドのおどり」

を BBS の子ども達が発表してくれました。特に、「インドのおど

り」にひかれました。私達が習った「バラタナティヤム」のガネ

ーシャのポーズやシヴァのポーズが出てきていたので、あっと思

いました。また、手がどうなっているのかききたいなとも思いま

した。私達は、ダンスをおどりました。みんな手拍子をしてくれ

ておどりやすかったです。バングラダンスになった時、BBS の

子ども達がワァ！とかん声をあげたので、よしっ！と思いまし

た。今回の BBS 訪問は大成功です。BBS は、日本人学校の学校

目標「彩」にあてはまっているなと思っていました。初めて BBS

に行きましたが、とっても楽しかったです。私達 4 年生が日本と

インドの仲が良い理由の一つになるといいなと思いました。五年

生ではお囃子をがんばりたいです。（G4） 

 

今日、BBS 訪問がありました。日本人学校と BBS の関

係が築かれる大切な会です。ここでも、日本の文化を教え

るためにお囃子を演奏しました。これが 5 年生最後の発表

です。思いっきり演奏しました。すると、大きな拍手をも

らえたので良かったと思いました。また、私には、英語を

たくさん話すという目標がありました。当日はきん張して

何と言えばよいのかわからなくなりました。でも、ジェス

チャーなどを使って説明しました。そのおかげで、私も相

手も楽しめました。このことから、国の違いがなくなる、

つまり誰とでも仲良くするには、ますどんな方法でもコミ

ュニケーションを取るとうことが大切なのだと思いまし

た。次は、これを生かしてもっともっと外国の人と関わっ

ていきたいです。（G5） 

 

今日、私はクリケットをしました。その時に仲良くなっ

た子がいます。ニケルくんです。最初に紙を持っていたの

がニケルくんで私はニケルくんを見たときに確信しまし

た。JAPAN☆DAY で一緒に友達と練習していた子だと！

英語で「和太鼓をやったことがある？」と聞くと「そうそ

う、JAPAN☆DAY でね。」と答えてくれました。その後に

名前を聞いて覚えました。私は、BBS 交流で名前を覚える

ことができて、良かったです。BBS の子たちは、ジェスチ

ャーや少し分かる日本語、英語で一生懸命伝えてくれまし

た。少し良いプレーができると、すごくほめてくれて、最

後にも「すごかった。」などと声をかけてくれました。ホー

リーの前の時間も BBS で流行っている遊びを教えてくれ

てみんなでしました。BBS の子はとてもフレンドリーです

ごいなと思いました。（G6） 

 

私は、インドのポスターメイキングに挑戦した。「イン

ドと日本の友情」についてポスターを作り、BBS の生徒さ

んとも仲良くなれた。花ホーリーの準備の待ち時間、イン

ドの女の子達がインドの遊び歌で遊んでいた。気になった

ので勇気を持って「一緒にやってもいい？」と聞いてみた。

そして、インド人の生徒さんたちは分かりやすくゲームの

やり方を教えてくれた。すごく楽しかった。違う国の人と

交流することは、日本ではなかなかなのでとても良い経験

になった。（G7） 

 今日は、BBS に行きました。カバディが意外と見る方が

楽しかったです。花ホーリーも楽しかったです。また、コ

ミュニケーションを取るときは、交流の中で去年よりも理

解できる文法、単語が増えていて嬉しかったです。（G8） 

 

Today we went to BBS. I enjoyed the holy activity. 

So I was very tired today. I had a good memory 

there.（G9） 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月１３日、G３が校外学習でストロベリーファム

へ行きました。社会科学習の一環で、実際に農家の仕

事の内容や働いている人々の思いについて学習しま

した。見学中は、メモを取りながらしっかりお話を聞

くことができました。 

２月２１日、１年生が本年度最後のお茶会に参加しました。

初めてお茶会に参加した 1 年生。緊張しながらしっかり説明を

聞き、日本の伝統的な文化を体験しました。 

茶道部の皆様、日本文化体験の機会をいただきありがとうご

ざいました。引き続き、来年度もよろしくお願いいたします。 

２月 18 日、本年度最後の PTA 美化

委員の皆様による安全点検が行われま

した。しっかりと点検していただいたお

かげで、子どもたちは安心して学校生活

を送ることができました。美化委員の皆

様、ありがとうございました。 

2 月１５日、G１が校外学習でエアーフォースミュ

ージアムへ行きました。インド空軍の飛行機や戦車、

ヘリコプターがたくさん展示されており、子どもたち

は見て感じたことを絵日記に書いていました。そし

て、インド空軍の戦闘機を見たどもたちは、インドの

文化や社会を学ぶことができました。 

2 月 8 日、本年度最後の授業参観並びに PTA 総会への

ご参加ありがとうございました。一年間、PTA 活動の中心

となりお世話をいただきました役員の皆様には感謝申し

上げます。また、新しく選ばれたました役員の皆様、4 月

から一年間、どうぞよろしくお願いいたします。そして、

保護者の皆様には PTA 活動にご協力していただき、また、

本校教育活動を支えていただきありがとうございました。 

2 月１１日から１５日まで、児童生徒会が「大きな声で楽

しく元気にあいさつしょう」とあいさつ強化週間を設け、

ハイタッチあいさつ運動を行いました。エントランスで大

きな声でハイタッチをしながらあいさつをし、元気に一日

を始めることができました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外子女教育振興財団主催「第 39回海外子女文芸作品コンクール」に本校の子どもたちが応募しまし

た。その結果、13 名の子どもたちの作品が入選しましたのでお知らせいたします。また、昨年に引き続

き、多数の応募と優れた作品が認められた学校に送られる「学校賞」もいただくことができました。 

下のホームページに入賞者リストが掲載されていますのでご覧ください。 

 

 

 

 

学年 氏名 ふりがな 部門 受賞 作品 

小５ 越智 飛瑛 おち ひえい 作文 佳作 連続カルチャーショック 

小３ 大籠 孝太 おおごもり こうた 作文 佳作 楽しい水かけ 

小５ 藤井 康平ニコラス ふじい こうへいにこらす 作文 佳作 変わりゆくインド 

小２ 藏地 奏美 くらち かなみ 作文 佳作 大すきなカメといっしょ 

小５ 塚野 雄木 つかの ゆうき 作文 優秀 言葉の壁 

中１ 畠山 菜々海 はたけやま ななみ 作文 優秀 学校へ行きたい 

小２ 大串 泰心 おおくし たいしん 詩 優秀 うしはかみさまののりもの 

小６ 藤本 叶望 ふじもと かのん 詩 優秀 のんびりでいい 

小３ 青山 陽向 あおやま ひなた 短歌 佳作 牛くじゃく犬さるぶたが歩く道家の

まわりは動物園だ 

中１ 杉元 愛佳 すぎもと まなか 短歌 優秀 夏日差しサリーのドレスひる返し宝

石一瞬キラリと光る 

小５ 熊谷 一之伸 くまたに いちのしん 俳句 佳作 人間もハトもいっしょだ水遊び 

小５ 髙島 奈津 たかしま なつ 俳句 佳作 インドでは本も読めないこの暑さ 

小３ 渡邉 世菜 わたなべ せな 俳句 優秀 ハンモックゆられてきいたなみの音 

2 月１９日、ボランティア委員会が今年度 2 回目の施設訪問を行い

ました。12 月と 2 月の資源回収を合わせて４，８６０ルピーの収益が

ありました。その収益金で、文房具を購入し、学校近くの施設に寄付

しました。施設の子どもたちは、笑顔で出迎えてくまた。ボランティ

ア委員会の代表生徒が持ってきた文房具を手渡すと喜んで受けとって

くれました。来年度もボランティア委員会の意識を考えながら活動を

継続していきたいと思っております。来年度も、資源回収にご協力よ

ろしくお願いいたします。 

2 月１１日から２５日までの間、体育委員会が学年サーキッ

トトレーニングを実施しました。それぞれの学年にわかれて体

育委員会の目標「熱気で寒さを吹き飛ばせ Make the シック

スパック to be a 彩マン」を達成するために、ボールあて、鉄

棒や跳び箱、マット運動などに取り組みました。 

http://www.joes.or.jp/bungei/inde

x.html 



 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 第２回学校評価アンケート結果（自由記述欄への回答）について 

 

（ア）学校・教育環境 

  ①蚊取り線香の使用について 

気温が低下し蚊が少なくなる時季については、階段等での蚊取り線香の使用を控えておりま

す。なお、使用していない蚊取り線香や受け皿については、回収いたしました。気温が上がり、

蚊が増え始める時季になりましたら、改めて蚊取り線香を設置する予定です。 

  ②着替えについて 

 ご意見ありがとうございます。子供達に着替えの習慣が身に付くように「生活のきまり」に沿

って指導を続けます。 

  ③下校時刻を早めることについて 

始業の時刻を早めることで、下校時刻を早めることが可能かを検討しましたが、朝のスクール

バスの到着時刻がコースごとに異なることや、子供達の休み時間の確保を考慮すると変更は難し

いと考えております。 

  ④大気汚染対策について 

 今回ご要望のあった大気汚染や健康被害についての学習については、子供達の理解が深まるよ

うな学習の機会を設け、マスクを着用することの大切さが学べるようにしたいと考えています。

空気清浄機については、定期的にフィルターの交換や本体内部の清掃を行い、集塵機能が保てる

ように心掛けております。また、AQI の数値が２５０を超える日は、教室に設置された２台の空

気清浄機をターボ運転することで対応しております。なお、動きが悪いものについては、随時、

買い換えていきます。なお、スクールバスへの空気清浄機の設置については、バス運営委員会様

に検討を依頼したところ、「子供達に有用であると考えられるが、 

２月の転出入 
転入 ０名  転出 １名 

 藤井 康平ニコラス（小５） 

２月２８日現在の児童生徒数 計２７１名 

２月の主な出来事 
 

３日(日) 学習発表会 
４日(月) 振替休業日 
５日(火) 学校朝会（カンカシ先生ギター演奏） 
６日(水) BBS訪問(G4～９) 
８日(金) 授業参観 PTA総会 

１１日(月) 学級懇談会（G４～６） 
      中学部入学説明会 
１２日(火) 学級懇談会（中学部） 
１３日(水) G3校外学習（ストロベリーファーム） 

学級懇談会（G1～３）  
１５日(金) G1校外学習 

（エアーフォースミュージアム） 
１８日(月) PTA美化校内安全点検 
１９日(火) ボランティア委員会施設訪問 
２０日(水) 中学部学年末テスト 1日目 
２１日(木) 中学部学年末テスト 2日目 

お茶会（G1） 
２５日(月) 児童生徒朝会（委員会発表） 
 

３月の主な予定 
 

５日(火) 卒業証書授与式 
１１日(月) 児童生徒朝会 
１５日(金) 修了式 離任式 
      

 
 

  

 
 

 

 

 

インドの祝日、学校行事準備、学校行事で、

学校施設の開放を行っておりません。ご理解と

ご協力の程よろしくお願いいたします。 

   ３月２１日（木）Holi  

    ４月 ６日（土） 

新年度・入学式準備のため 

以下、体育館のみ利用停止 

※ ３月 ２日（土）卒業式準備のため 

   ３月 ３日（日）卒業式準備のため 

    

英会話講師として 5 年間本校に勤務してい

ただきましたジェームズ先生が 3 月をもちま

して、退職いたします。楽しい英会話の授業を

ありがとうございました。4月からは、新しい

英会話講師が勤務する予定です。 

 

 



・電源と設置場所の問題 

・効果の問題 

・導入時とメンテナンス費用の問題 

から、これまで通り、マスク着用での対応とさせていただきたい」という回答をいただきました。 

 

（イ）教育課程関係 

  ①学級懇談会を増やすことについて 

 次年度は、年度初めと年度末に加えて、日曜参観当日にも学級懇談会を設定します。年度の途

中にも懇談会を設定することで、保護者の皆様と情報を共有したり、話し合ったりする機会を増

やし、連携を深めていきたいと考えています。 

  ②授業時数の確保について 

月ごとに各教科の授業時数を集計して、実施教科の偏りをなくしたり授業時数の確保に努めた

りしております。今後も子供達に確かな学力が身に付くように指導してきます。 

  ③ニューデリー日本人学校の取組について 

本校の子供達の取組については、グルモール、学級通信、学校ホームページ等を利用してお伝

えしています。今後も保護者の皆様に子供達の活躍が伝わるように心掛けていきます。 

  ④長期休業の取り方について 

 長期休業の取り方は学校行事の準備期間や中学部の定期テスト等を考慮して、子供達が意欲的

かつ余裕をもって活動できるように計画しております。 

⑤バス待ち時間の活用について 

 現在、バス待ちの時間は、子供達が宿題を行ったり、レクリエーションを行ったりする時間と

なっています。バス待ちの時間を楽しみにしている児童もいますので、今回いただいたご意見や

子供達の実態を踏まえ、より良い活用法があるかどうか検討していきたいと思います。 

 

（ウ）児童生徒指導 

  ①宿題に使わない教科書を学校に置いて帰る「置き勉」について 

 「置き勉」については、小学部では３学期より実施しております。また、中学部では来年度の

４月より実施する予定です。なお、中学部の実施方法については、４月に配布する「生活のきま

り」でお知らせいたします。 

 

（エ）学習指導 

①長期休業中の補習の実施について 

長期休業中は本校教員も休暇を取得するため、少人数の勤務体制となります。また、休業中の

勤務は、休業明けの授業や行事の準備を行うための時間として確保しております。以上の理由か

ら、補習授業の実施は難しいと考えています。 

②中学部定期テストの難易度について 

５教科については、教科書の内容に準じて出題しております。なお、テストの難易度について

は、全国の公立高校の出題内容を超えない範囲で作成しております。定期テスト前には弱点を克

服するための学習会も行っていますので、奮ってご活用いただきたいと思います。 

 

 



 

（オ）PTA関係 

  ①PTA活動の在り方について 

 今回寄せられたご意見を PTA 役員の皆様にお伝えしました。PTA 活動がより良いものになる

ように、引き続きご理解ご協力をお願いいたします。 

  ②保護者持ち回りによる放課後の図書室の見守りについて 

 PTA 図書委員様より「図書室はすでに安全であると考えており、保護者持ち回りによる見守り

は必要ないと考えています。子供達の放課後の図書室利用は、各家庭の親の責任の範疇で行って

いただきたいと思います。」という回答をいただきました。 

  ③PTA役員選出における保護者名簿の配付の必要性について 

 PTA 三役様より「選挙事務の効率化の観点から、現行の方式が最も適切と考えており、引き続

き、個人情報の取扱いなどについて十分注意して参ります。」という回答をいただきました。 

 

（キ）英会話 

  ①小学３年生の英会話のクラス分けについて 

来年度より、小学３年生の英会話では習熟度別にクラス分けを行う予定です。クラス分けの方

法については、ご家庭による選択制とします。クラス選択の目安となる点数を改めてご提示しま

すので、お子様のやる気や積極性を尊重しつつも、目安から大きく点数が開かないクラスを選択

していただきたいと思います。 

  ②英会話の授業における文法指導について 

本校は、英語を使ったコミュニケーション能力の育成を目的として英会話の授業を行っており

ます。活動を通して英語を耳で聞き、実際に使うことで英語に慣れ親しむことを主眼におき取り

組んでいますので、文法を中心とした授業は、次年度は行わない予定です。また、文字指導に関

しては、音声と文字を結びつける目的で、フォニックスを取り入れています。フォニックスを定

着させることで、初めて見る単語も読みやすくなるため、今後もそうした取組を継続していきま

す。 

 

（ク）学校評価アンケート 

   

（ケ）その他 

①スナックタイムの導入、飲食物の販売について 

 スナックタイムの導入や飲食物の販売については、衛生管理や飲食時間の確保が難しいため導

入が困難です。子供達がしっかりと食事を摂れるように、昼食時間の確保に努めていきます。 

  ②教育講演会・進路説明会について 

昨年１２月に実施した教育講演会では、終了時刻が予定よりも長くなり大変ご迷惑をおかけし

ました。来年度は５月に日本から複数の高校の進路担当の先生方をお招きし、合同進路説明会を

行う予定です。それ以外にも進路説明会等を計画し、子供達や保護者の皆様に有益な情報が得ら

れるように努めてまいります。奮ってご参加ください。 

   

 

 



③教育支援員の増員について 

 今回の増員は、学習支援を必要とする児童にこれまで以上に丁寧な指導を行うことを目的とし

ております。４月に実施した CRT の結果等を参考にして、子供達の学びの質が向上するように

今後も支援を行っていきます。 

  ④電話での緊急連絡網について 

 次年度より、テキストメッセージ（SNS や LINE 等）と音声通話(電話や LINE 電話等)を組み

合わせた緊急連絡網を導入する予定です。なお、学級内の連絡については、PTA 学年委員の皆様

にもご協力いただきながら、素早く正確に連絡事項が伝達されるよう改善に努めてまいります。 

⑤児童生徒が負傷した際の学校所有車の使用について 

 緊急の場合は、学校所有車で児童生徒を病院に搬送いたします。また、負傷の状況に応じて適

切な判断や処置ができるように、ご家庭とも連絡を取りながら対応していきます。 

⑥フィルミレンゲの会の周知の方法について 

 フィルミレンゲの会のご案内を会当日の１週間前を目安にエントランスに掲示し、周知を図っ

ております。また、各学級においてもエントランス掲示に準じて周知を行っています。 

⑦PTA 各委員会や行事におけるコロニー内の渋滞対策について 

 交通渋滞を緩和するために、学校行事で警備員を４名増員したり、グラウンド横の空き地を駐

車スペースとして開放したりして、路上駐車の防止や渋滞の緩和に努めています。各家庭におか

れましても、４月に配付した「各家庭のドライバーへの注意喚起について」をご覧いただき、渋

滞の緩和にご協力いただきたいと思います。 

⑧海外傷害保険の適応範囲について 

今年度４月の PTA 総会では、児童生徒が加入している傷害保険の概要のみをお知らせしてお

りました。来年度４月の PTA 総会では、保険の適応範囲についてもお伝えしたいと考えていま

す。 

⑨数学検定の実施について 

 現在、本校では資格取得希望者に対して英語検定と漢字検定を実施しております。検定には数

学検定に限らずさまざまなものがございますが、特に上級学校への受験に利用しやすい２つの検

定を実施をしております。なお、数学検定については、全在外教育施設の約２割ほどの施設や学

習塾等で実施されていますが、本校としましては、上記の理由から新たな検定は実施いたしませ

ん。 

⑩学校ホームページの学用品リストの改善について 

 頂戴したご意見、ご要望を参考に、学用品リストを更新していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


