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年度末を目前にして                                                   
                                                                   校⾧  寺本  喜和 

  12 月末から１月末にかけて，多くの児童生徒が JSP を離れ，次のステップに巣立っていきました。オーストラ

リアにありながら，日本の教育制度の下，学校が運営されている本校としては仕方がないこととはいえ，現地校

へ進学したり，日本に帰国して地元の学校へ戻っていく子どもたちが多くなるこの時期は，JSP にとって少し寂

しくなる季節でもあります。一方，本校での教育を求めて，転入してくる児童生徒もいます。現在は，児童生徒

数４１人となり，年度初めよりやや減りましたが，一人一人の児童生徒の成⾧を支えることにさらに励んでいき

たいと考えます。今学校では，1 年の学習のまとめと新年度に向けての準備が進められています。 

 保護者の皆様には，本年度も学校評価アンケートにご協力いただきました。貴重なご意見をありがとうござい

ました。学校では皆様方のご意見や各種フィードバックを踏まえ，全教職員で今年度の振り返りを行い，来年度

の教育活動の方向性について検討いたしました。2 月 17 日の教育課程説明会では，今年度の振り返りと来年度

の方向性を説明させていただく機会とさせていただきます。また，24 日は午前中を授業参観として，児童生徒の

学習の様子を見ていただきます。そして，午後からはＰＴＡ総会・学級懇談会として，今年度のまとめを行う予

定です。多くの皆様方のご参加をよろしくお願いいたします。 
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学校は，教育方針をわかりやすく伝えている。

学校は，基礎基本を重視し，一人一人の学習活動の充実を目指している。

学校は，自ら学び考える力を身につけさせようとしている。

学校は，特色ある教育活動（シティビーチとの交流活動）を行っている。

学校は，保護者の意見に耳を傾け，相談しやすい雰囲気である。

学校は，ＰＴＡ活動に協力している。

学校は，子どもが図書に親しむための活動をしている。

先生たちは，子どもの良さを見つけ，称賛したり，励ましたりしている。

先生たちは，子どもと話をしたり，子どもを理解しようと努めたりしている。

先生たちは，教育活動の内容等を，通信等でよく伝えている。

子どもは，楽しそうに学校へ行っている。

子どもは，授業が分かりやすく楽しいと言っている。

子どもは, 同学年や他の学年の友達と仲良くしている。

子どもは，あいさつや正しい言葉遣いが身についている。

2022年度学校評価アンケート結果及び考察等

よい 不十分

 アンケート結果では「一人ひとりの学習活動の充実」と「子ども理解」について課題があると把握して

います。子ども一人一人に対応した学習活動と子ども理解に今後も力を入れていきたいと考えています。

自由記述には，心あたたまるたくさんのメッセージや貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

個々のご意見について，校内の関係部会で協議し，今後の学校づくりにいかしてまいります。 



英語科の取り組みを紹介します 

As the JSP student cohort continually changes, the English department is working hard to adapt and develop 

the English program to best suit the needs of the students. Currently the cohort is made up of students who 

have spent some time in Australian schools as well as those who have arrived recently from Japan. There are 

many families who don’t know if they are staying in Australia or heading back to Japan. JSP needs to offer those 

potentially staying in Australia a high level of academic English in case they return to an Australian school. On 

the other hand, for those students who have little English and may soon return to Japan, a fun, vocabulary based 

English program is suitable.  

For the above reasons, the English department has sought to offer a differentiated curriculum which is fun and 

motivating as well as academic. Thereby, the English department utilises teaching strategies such as games, 

songs, writing and textbook work as well as group design projects and class discussions.  

Please find below an example of the curriculum in practical application for year 1. 

This term in year 1, the focus of the class is the Perth summer culture of barbecues, picnics and the beach. 

Vocabulary will be about beach, picnic food, clothing and weather. Beginners will practise sentences such as 

“Don’t forget your…” and “I can see a …” This will be extended to the higher ability English students who will write 

reasons for things. The main song will be: A Sailor Went to Sea, Sea, Sea: A Sailor Went to Sea - 👶 THE BEST 

Song for Children | LooLoo Kids Nursery Rhymes  

 A Sailor Went to Sea - 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo Kids Nurse... 

We always welcome parent feedback and would like to encourage students to use the back page in the students 

English notebook for communication with the English teacher. 

 

 ＪＳＰでは，日本から来たばかりの英語初心者と現地校に進学予定の児童生徒が混在しています。そのため，

英語授業（ＥＬＳ）では，初心者向けの基礎的なことから発展的な内容からまで幅広く扱っています。 

 先月の学校アンケートでは，「オーストラリアの文化やスポーツなどについて知る機会がほしい」というご意

見がありましたが，上述のようにＥＬＳ（１年生）では，ピクニック，バーベキュー，ビーチ等のオーストラリ

ア文化をとおして，必要な単語や表現（～を忘れないで。／～が見えるね。）を学習しました。ご家庭でも，授業

で扱ったトピックや歌，表現などを話題にされては，いかがでしょうか。学んだことを話し合うことで，さらに

理解が深まり，表現力の向上につながります。 

 今後の学校だよりで他の学年のＥＬＳについても，お知らせする予定です。ご意見やご感想などありましたら，

英語ノートの通信欄にてお伝えください。（記入された場合は，児童生徒から直接英語科教員または担任へ渡す

ようお伝えいただければ幸いです。） 

 

【連絡とお願い】 

〇２月 8 日（水） 書初め会（１,２年生は硬筆・３年生以上は毛筆） 

〇２月１０日（金） 漢字能力検定試験 

〇２月１６日（水） 全校集会 １年生発表＆２,３月バースデータイム 14：55～ 

〇２月１７日（金） 教育課程説明会 13:30～15:00 ※本日、案内文書配布します。 

〇２月２４日（金） 授業参観・懇談会・PTA 総会 

            ・午前中の授業参観では，子どもたちの学習の様子をぜひご参観ください。 

〇転入生のお知らせ 鈴木咲衣さん(小学部５年生），鈴木遼大さん(中学部１年生）ようこそＪＳＰへ！ 


