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新年 あけまして おめでとうございます！
旧年中は、保護者や在外公館、日本人会の皆様に格別のご支援ご厚情を賜り感謝申し上げます。
本年も変わらぬご指導ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げます。
さて、昨年末に保護者の方には学校評価についてのアンケートをいただきました。児童生徒の評
価、教職員自己評価と合わせて結果をまとめましたのでご報告させていただきます。
なお、学校関係者評価会（学校運営委員会）では、「日本の指導内容と同等の学習ができるように
努力願いたい。また、来年は多額の予算をかけて耐震工事を行いますので、これからもパナマにおけ
る日本の拠点であってほしい。」とのご意見をいただきました。
＜グラフの見方＞
・「そう思う」A=４点、
「ややそう思う」B=３点、「ややそう思わない」C=２点、「そう思わない」
D=１点の平均値をグラフで示しました。
・80%が「A」と回答した場合「3.4 点以上」となります。
・設問（評価項目）は、上段が教職員、
【 】保護者、《 》児童生徒となります。

１

楽しく分かる授業を工夫し、学習内容の定着を図ります。
【お子様は、授業を楽しみ、学習内容を身に付けていますか】
《授業が楽しく、よくわかった》
全学級で、少人数のよさを生かし、個に応じたきめ細かな

教職員

指導を心がけて授業を行っています。
今後も、児童・生徒が「できた」
「わかった」と実感し、自

保護者

ら意欲的に学習に取り組めるように、指導法を工夫したり、

児童生徒

教職員同士で授業研究を行ったりしたいと考えています。
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書き取り練習・計算練習を繰り返し、その定着を図ります。
【お子様は、書き取りや計算が正しくできるようになりましたか】
《漢字の書き取りや計算が正しくできるようになった。（中学生は英単語を含む）》
各学級の朝学習や、各教科の授業中に時間を設定し、日々

教職員

継続して、漢字の書き取りや計算練習、中学部では英単語練
習も行っています。個に応じて学習プリントに取り組むこと

保護者

もあります。
今後も、基礎基本を定着させるための学習を継続していく

児童生徒

とともに、一つひとつの課題に丁寧に取り組ませていきたい
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と思います。

３

外国語の指導とともに、異国の文化や環境について理解を深める指導を工夫します。
【お子様は、パナマや外国の文化や環境に興味をもっていますか】
《パナマのことを勉強し、もっと調べてみたいと思った》
現地校との交流学習はパナマの子ども達とのふれあいや、

教職員

現地の学校生活を肌で感じる機会であると同時に、日々の外

保護者

国語学習の実践の場にもなっています。また、学習発表会に
向けては、発達段階に応じ、パナマ運河を題材にして調査研

児童生徒

究を深めることができました。今後も、児童・生徒にとって
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興味深く理解の深まる取組になるよう研究していきます。

挨拶のできる子を育てます。
【お子様は、「行ってきます」「ただいま」などの挨拶が気持ちよくできますか】
《「行ってきます」「ただいま」「おはよう」などのあいさつが、気持ちよくできた》
昨年度よりあいさつ運動に取り組み、子ども達の挨拶の姿勢が変わ

教職員

ってきています。「大きな声で、丁寧に、相手の目を見て」というこ
とを意識させてきたことで、挨拶の仕方がよくなってきました。登下

保護者

校の挨拶だけでなく、校内での先生方や来客の方への挨拶も進んで行
うようになってきました。今後も、全職員で声かけしながらよりよい

児童生徒

挨拶ができるようにしていきたいと思います。
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集団活動を通して、相手のことを考えて行動できる子どもを育てます。
【お子様は、学校の仲間や家族など相手の気持ちを考えて話したり、行動したりできますか】

《学校やクラスの仲間の気持ちを考えて話したり、行動したりできた》
学校生活全体を通して、協力しながら楽しく過ごす様子が見られま

教職員

す。学校行事等では、中学部や高学年を中心に共に教え合いながら、

保護者

みんなで一つのことを成し遂げようと取り組んでいます。また昼休み
には、集団での遊びを行い、上級生が下級生に優しく接しながら楽し

児童生徒

く過ごしています。今後も様々な活動や体験を通して、思いやる気持
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ちを高めていきたいと思います。

運動集会や水泳指導、放課後活動等を通して、体力の向上を図ります。
【お子様は、ご家庭でも進んで体を動かそうとしていますか】
《休み時間や放課後に、進んで体を動かすことができた》
今年度も、基本的な運動能力を高める取り組みとして「ウ

教職員

ンポコフンバリ」カードに取り組みました。また、運動集会

保護者

や放課後活動でも様々なスポーツにチャレンジしています。
水泳では、ぞれぞれの記録を更新し、着実に泳力が身につい

児童生徒

ています。今後も楽しく主体的に体を動かすことができる活
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動を取り入れていきたいと思います。

７

手洗い・歯磨きの指導を継続し、健康な体づくりに努めます。
【お子様は、食事の前の手洗いや食事の後の歯磨きの習慣が身につきましたか】
《食事の前の手洗いや食事の後の歯磨きが、忘れずにできた》
食事前の手洗いや食事後の歯磨きは、学級担任が継続的に

教職員

声をかけ、取り組ませています。歯磨きを行っている様子を
目にしますが、短時間で済ませていたり、歯ブラシを忘れて

保護者

取り組むことができなかったりする児童生徒もいます。

児童生徒

今後は効果的な手洗い、歯磨きの仕方を指導し、習慣化が

3.0

８

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

図られるように取り組ませていきたいと考えています。

教科書を活用した家庭学習の方法を指導し、自主的な学習態度を育てます。
【お子様は、家庭学習を自主的に行っていますか】
《家庭学習が進んでできた》
少人数学級の良さを生かし、各学級担任が実態に応じて家

教職員

庭学習に取り組むようにしてきました。教職員としては、自
分で学習課題を考え、必要な課題を選択し取り組むことがで

保護者

きる児童生徒に育てたいという思いがあります。今後も少人

児童生徒

数であることの強みを活かし、個々に応じた指導ができるよ
うに創意工夫していきたいと考えています。
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教育相談週間や日々の声かけを通して、教師と子どもの心の交流を図ります。
【教師は、子どもの話を親身に聞き、相談に乗っていますか】
《先生は、あなたの話をしっかり聞き、相談に乗ってくれた》
昼休みや集会活動などを通して、全教員がすべての子どもたちと関

教職員

わっています。全学年を通して、一人ひとりの頑張りへの賞讃や支援
をできるような取り組みをしています。また、気になることをいつで

保護者

も相談できる雰囲気作りや児童生徒との関係作りに努めています。安
心して楽しく学校生活を送れるように、これからもご家庭と連携に取

児童生徒

り組んでいきたいと考えています。

3.0

10

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

安全で過ごしやすい教育環境づくりを行うとともに、さらに開かれた学校づくりを目指
します。
【学校は、よりよい教育環境づくり（整備）に取り組んでいますか】
《学校がきれいになった。また、学校には学習や運動の道具などがそろっていた》
今年度は、外階段の防水工事をはじめ、小２教室エアコン

教職員

修理、コンピュータ室壁の水漏れ修理を行いました。これか

保護者

ら、講堂のプロジェクター投影装置を設置します。また、来
年度は大規模な校舎耐震化工事を行う予定です。今ある資源

児童生徒

を生かし、適宜アップデートをして安全な環境で充実した教
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育活動ができるよう努めていきたいと考えています。

今年度の百人一首大
会は，
予選リーグが 10
日，決勝トーナメント
が１4 日です。最近は
意欲と実力の向上が
著しく，上の句を聞い
て下の句をとる児童
生徒が増えています。
今年の勝者はだれ
か？保護者の皆様，ぜ
ひ応援にいらしてく
ださい。
１7 日は、漢字検定
です。２学期中にはど
の学年も 1 年分の漢
字学習は終わらせ、そ
の後は，この検定を目
標に練習をしてきま
した。
「満点合格！」など
目標を決めて頑張っ
ています。

１月のおもな行事
７日（火）３学期始業式・身体測定
９日（木）マルティレスの日
１０日（金）百人一首大会予選
１１日（土）実力テスト（小３～６）
１３日（月）書き初め会
１４日（火）百人一首大会決勝
１５日（水）避難訓練・クラブ
１７日（金）漢字検定
２３日（木）運動会予行練習
２４日（金）運動会前日準備
２５日（土）運動会
２７日（月）振替休業日
２８日（火）パナマキャンプ説明会
２９日（水）委員会
※

日頃の国語（かきか
た）授業の成果を発表
する『書き初め会』で
す。一年のはじめに集
中して書道の作品を
仕上げる体験を通し
て，日本文化への興
味・関心を高めます。
子どもたちが真剣に
取り組む姿を，ぜひご
参観ください。

運動会が近づいて
きました。子どもたち
はみんなで力を合わ
せて練習に取り組ん
でいます。一般の方の
参加種目もあります。
日本人会の皆様の
ご参加を心からお待
ちしています。

今月は、運動集会がたくさんあります。

第４４回パナマ日本人学校運動会

日時:１月２５日(土)

8:30～

第４４回運動会のスローガンは，『仲間と
共に己の力を全て出し、目指せキズナの金メ
ダル』です。全校児童生徒が紅白に分かれ，
４つの団体種目で優勝を目指して競い合い
ます。また「ソーラン節」や集団演技「シル
クドハポネサ 2020」，応援合戦，係活動にも
一生懸命取り組んでいます。一般の方の参加
種目や未就学児童の種目もありますので，皆
様のお越しとご声援を心よりお待ちしてい
ます。なお，恒例の職場対抗リレー参加チー
ムを募集中です，担当の北出谷・浅田まで連
絡をよろしくお願いします。

日本人学校からの連絡です。
昨年の学校運営委員会を担当していただきました，大立目様（いすゞ自動車），中尾様・
下坂様（日本工営）大変お世話になり，ありがとうございました。令和２年の学校運営委員
長 片野様（リカルドぺレス），副委員長大井 様（ぺんてる）どうぞよろしくお願いいたし
ます。
最新版の帰国子女受け入れ校の資料・学校要覧を相談室に置きました。学校開放の時間等
を利用し，ご自由に閲覧ください。なお，資料の持ち出しもできます。職員までお声かけく
ださい。

