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マニラ日本人学校紹介 

We ❤ MJS 

 

皆さんは「MJS」をご存知でしょうか？毎年 3月に開かれる日本

人会盆踊り大会会場としてお馴染みの MJS ですが、正式名称を 

「在フィリピン日本国大使館附属マニラ日本人学校」（Manila 

Japanese School）といい、日本の文部科学大臣が認定する在外教

育施設として、またフィリピン政府の認める大使館附属日本人学

校として、日本国外務省・文部科学省の支援を得て学校運営理事

会が運営している全日制の私立学校です。MJS では小学 6 学年、

中学 3 学年の児童生徒が、ボニファシオの丘に 4 ヘクタールの敷

地を持つ広々とした学校で元気いっぱい学んでいます。今号の特

集では、MJS-PTA 広報部まぶはい特派員が、子供たちが大好きな

「MJS」の知られざる魅力を紹介いたします！ 
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MJSの魅力① まずは、MJSの基本情報紹介！ 

～2016 年 7 月現在～  

 

・名称 在フィリピン日本国大使館マニラ日本人学校 

・通称 MJS 

・校訓 優しく、賢く、逞しく 

（Mild、Judicious、Strong ⇒ MJS） 

・校章  フィリピンの国花サンパギータを図案化。 

MJS という文字を囲んでいる花とつぼみの

数が左右とも 9 になっており、これは小学

部 1 年から中学部 3 年までの 9 学年の数を

表しています。 

・児童生徒数 406 名（小学部 334 名、中学部 72 名） 

・クラス数 17 クラス 

（小学部 13 クラス、中学部 4 クラス） 

・職員数 92 名 

（教職員 35 名、ローカルスタッフ 57 名 

 ただし外部スタッフを含む） 

・PTA 世帯数 299 世帯 

 

低学年も高学年も、中学生もみんな仲良し

の MJS。他学年交流も多く、お互いに良い刺

激となっています。またクーラー完備の教室

や、各専門教室、第 1・第 2 体育館、砂場や

ジャングルジムのある中庭、広い芝生の校庭

など、子供たちが伸び伸びと学習できる環境が整っています。 
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MJSの魅力② 実は、古い歴史を持つ MJS！ 

 フィリピンの日本人学校の歴史は古く、大正 6 年(1917)にサン

パウロ区の民家を仮校舎として、児童数 24名の馬尼拉（マニラ）

日本人小学校が開校しました。戦争が激しくなり、昭和 19 年 

(1944) 、この旧日本人学校は閉鎖されましたが、その後、場所を

変えながら、MJS は今年 6月 17 日に創立 48周年を迎えました。 

タフト校舎時代（1968～1977） 

昭和 43 年(1968) 6 月 大使館附属広報文化センターにて開校 

72 名入学（小学部 62 名、中学部 10 名） 

        9 月 学校運営理事会を結成 

昭和 50 年(1975) 5 月 在マニラ日本大使館附属日本人学校と

してフィリピン政府より認可 

昭和 51 年(1976) 4 月 全学年が全日制となる。在籍 263 名。  

マニラ日本人学校 PTA 発足 

 

パラニャーケ校舎時代（1978～2000） 

昭和 53 年(1978) 4 月 パラニャーケ校舎における初の入学式、 

始業式。在籍児童 358 名 

平成 4 年(1992)  12 月 在外教育施設の認定等に関する規定第

一条の規定により、小学部中学部の課程

を有する施設として文部省から認定 

 

タギッグ校舎時代（2001～現在） 

平成 13 年(2001) 4 月 タギッグ校舎における初の入学式、 

始業式。在籍児童 520 名。  

平成 28 年(2016) 7 月 在籍児童 406 名 
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MJSの魅力③ MJSは政府も認める正式な学校！ 

実は、今まで「日本人学校」について深く考えたことがありま

せんでした・・日本人学校とは？運営者は？先生方はどこから派

遣されてくるのでしょうか？  

 

～文部科学省 HP より抜粋～ 

★「日本人学校」は国内の小学校、中学校又は高等学校における

教育と同等の教育を行うことを目的とする、全日制の教育施設

です。一般に現地の日本人会等が主体となって設立され、その

運営は日本人会等や進出企業の代表者、保護者の代表などから

なる学校運営委員会によって行われています。 

★日本人学校は、文部科学大臣から、国内の小学校、中学校、若

しくは高等学校と同等の教育課程を有する旨の認定を受けてお

り、日本人学校中学部卒業者は、国内の高等学校の入学資格を、

高等部卒業者は、国内の大学の入学資格をそれぞれ有します。

教育課程は、原則的に国内の学習指導要領に基づき、教科書も

国内で使用されているものが用いられています。 

★文部科学省が在外教育施設への教員の派遣、教材整備補助及び

帰国児童生徒の受入れに係る支援などを行っており、外務省で

は、在外教育施設の校舎借料及び現地採用教員謝金援助などを

行っています。 

 

 平成 26 年 4 月現在、世界 50 ヶ国、88 校

の日本人学校で約 2.1 万人の児童生徒が学

んでいるそうです。MJS は平成 4 年に文部

省より在外教育施設の認定を受けています。 
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MJSの魅力④ 運動大好き、放課後スポーツクラブ！ 

多くの児童生徒が MJS の施設を利用して、

放課後や週末にスポーツを楽しんでいます。

学校運営の水泳練習会、保護者主体で運営

されているバレーボールクラブ、テニスク

ラブ、サッカークラブ(JFC)、野球（MJB）、

バスケットボールクラブがあり、興味があ

る！上手になりたい！対外試合で活躍したい！という子供たちが

楽しく活動しているようです。 

 

 

MJSの魅力⑤ 教えて、通学方法＆安全対策！ 

子供が自分で学校に通う日本とは違い、MJS では

安全上、保護者の送迎が義務付けられています。MJS

の約 51％の児童生徒が通学バスで登校しています。 

 

☆バス利用者の会代表 石田さんにお話を伺いました。 

①バスは誰が運営していますか？ 

バス利用の保護者がバス利用者の会を組織し、その利用者の会に

より運営されています。 

 

②バスはどこの地区を運行していますか？ 

アラバン、ロックウェル、サルセド、レガスピ、ボニファシオ地

区を 7 台のバスで運行しています。 

 

③バスのピックを逃したら、罰金 500 ペソってホントですか？？ 

ホントです（笑）。ピック場所に保護者がいない場合、安全の観点
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から児童はバスを降りることができず、そのまま学校へ戻り待機

する事になります。お気を付けください。 

 

④皆さまへメッセージをお願いします。 

現在、全校児童の約半数がバスを利用しています。学年をまたい

だ交流の場や、地域のつながりの強化としてもバス通学は重要な

役を担っています。通学の時間が楽しい学校生活の一部となるよ

う、引き続きルール順守へのご協力をどうぞ宜しくお願いいたし

ます。 

 

☆自家用車利用のＹさんにお話を伺いました。 

①送迎で気を付けている事はありますか？ 

乗車時は乗降所が大変混雑しているので、他の車の動きに気をつ

けて乗車しています。あとは、遅刻しないことです！ 

 

②自家用車利用のルールを教えてください。 

いろいろルールはありますが、ドライバーのみのピックはしない、

基本的に車は駐車場に駐車し、子供と合流したら車を呼んで、子

供を駐車場まで歩かせない等です。また、待機場所では、後続の

車が待っていますので、長話をすることなく、子供を乗せたら、

すぐに移動します。 

 

 MJS では年間 5 回の安全避難訓練があり、地震、火災による避

難訓練の他にも、不審者対策、テロ対策訓練等も行っているそう

です。これら有事の際は、スクールバスと連携して近隣校へ避難

するなど、子供たちの安全を先生方、ローカルスタッフの皆さん

が守ってくれています。 
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MJSの魅力⑥ MJS代表 マニラ花子さんの一日 

 MJS の児童生徒は、何時頃に起床し、どのような服装＆カバン

で通学するのでしょうか？マニラ花子さんの一日を紹介します。  

 

・翌日の準備： 連絡帳を見ながら登校の準備をします。 

 

 

 

・通学鞄： 学校指定の鞄はありませんが、小学部の多くの

子供たちが色とりどのランドセルで通学して

います。以前通っていた学校の鞄を使用してい

る子もいます。中学部の通学鞄は自由です。 

・サブバッグ： お弁当、水筒、着替え等 

・通学服： 動きやすい服、運動靴   

・体操服： 学校指定の体操服、赤白帽子 

 

小学部〇年生 マニラ花子さんの一日のスケジュール 

 

5：30 起床、朝食、身支度等       ※保護者はお弁当の準備 

6：30 バスポイント着      ※保護者が付き添うルールあり

6：40 バス乗車       ※保護者はバス発車までお見送り 

7：00 バス MJS 着 

7：20 教室に入る 

7：30 朝の会、読書、朝学習、集会等 

8：00 午前授業（1 時間目～4 時間目） 

11：50 ランチタイム 

 

〇月×日 宿題 ：漢字プリント、算数ドリル、音読 

持ち物 ：勉強道具、体操服、お弁当、水筒 
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12：15 お昼休み、清掃等 

12：55 午後授業（5 時間目～6 時間目） 

14：55 帰りの会 

15：15 下校、バス発車 

15：30 バスポイント着、帰宅       

   ※中学部の授業時間は若干の違いがあります。 

 

 朝のバスポイント送迎は、保護者が付き添うルールとなってい

ます。バスポイントにはお母さんの姿だけでなく、お子さんとバ

スを待つお父さんも大勢いらっしゃいます。朝の忙しい時間です

ので、送迎時のお母さんのフルメイクは不要です。 

 

また、保護者の皆さんは朝が早いため、昼頃になると急激に眠気

が襲ってくるようです。うっかりバスピックの時間まで寝入ってし

まうと、すごく焦ってバスポイントまで走ることに・・アラームは

必須アイテムです。最近は、交通渋滞もひどいため、自家用車送迎

の方も早めに自宅を出るなどされているようです。 

 

子供たちは帰宅後、宿題や翌日の準備をします。学校での出来

事を話してくれたり、時間割りを揃えたり、必要な持ち物を自分

で準備出来るようになったりと、いつの間にか

成長している姿に感心していると、学校に宿題

プリントを忘れた！という日もあったり・・・

その他、お友達と遊んだり、習い事に行ったり

と充実した放課後を過ごしているようです。 
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MJSの魅力⑦ MJS保護者は本当に大変？？ 

 MJS の PTA 活動は大変、との噂を聞いたことがある方も多いの

ではないでしょうか？しかし実際は、懇親会や、PTA 活動等を通

して、保護者同士の交流を気軽に楽しんでいるようです。そうは

言っても大変なのでしょう？と思われているだろう(？)MJS 保護

者の活動を紹介します！ 

  

1）PTA 活動 

役員会、学級部、文化部、広報部

があります。MJS の子供たちが楽し

みにしている PTA 祭（旧 MJS 祭）も主催しています。在籍期間中

に一度くらいは係りが回ってくるかも・・・ 

 

2）ボランティア活動 

 図書室の書籍管理等の「図書ボラ

ンティア」や、子供たちに読み聞か

せをする「おはなしランド」という

ボランティアグループがあります。

本が好きな保護者が先生と協力して自主的に運営しています。 

 

3）各行事参観 

 各行事参観には、多くの保護者が

出席されています。授業参観、水泳

大会、MJS フェスティバル、大運動

会・・・子供たちの成長を感じるこ

とができる機会が多く、子供との会

話も弾みます。 
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4）学年参観 

 全校一斉の授業参観とは別に、生活・社会科の学年参観もあり

ます。例えば、小学 5 年生では、授業で育てたお米を使って、親

子餅つき大会をします。PTA 寄贈品♪の

臼と杵でついたお餅は、毎年大好評だそ

うです。生活環境は違えども、日本と同

じような内容を子供たちが学べるように、

工夫をこらした授業を先生と保護者が協

力して行っています。 

 

5）バス添乗 

 MJS の通学バスにはフィリピン人アテンダント 2 名が必ず乗車

して、子供たちの安全を確保していますが、バス利用者の会では、

バス利用している子供の保護者に月 1 回のバス添乗を義務付けて

います。子供達のバスでの様子や、地域の子を知る良い機会とな

っています。 

 

 主な保護者の活動を紹介しましたが、いかがでしたか？ 

保護者はいつでも参観 OK！と

いう学校の姿勢や、交流が多い

事で生まれる保護者間の結束が、

海外で学校に通う子供達と、そ

の保護者にも安心を与えてくれ

るのではないかなぁと思います。 

このような保護者と学校の協力

体制も MJS の大きな魅力です♪ 

※参観を希望される際は、事前に学校にご連絡ください。 

お父さん、お母さん、

いつでも観に来てね！ 
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MJSの魅力⑧ MJSの特色ある授業を紹介！ 

 MJS では「総合学習」「水泳」「英会話」に力を入れています。 

子供にも、保護者にも大人気の百瀬教頭先生にお話を伺いました。 

 

総合学習 

①総合学習の目的は何ですか？ 

国際化及び情報化社会にたくましく生きる児童生徒の育成を目指

しています。 

②交流の頻度はどれくらいですか？ 

小学部 2～4 年生はエベレストアカデミーと年 2 回、中学部はブリ

ティッシュスクールと年 1 回、ビーコンスクールと年 2 回交流を

行っています。その他、修学旅行等で現地校との交流もあります。 

③子供たちには交流を通して、どのような変化が見られますか？ 

英語を駆使しながら、懸命に相手を理解しようとし、また自分の

事を伝えようとします。その中から、相手を尊重する気持ちを持

てるようになります。また、物怖じせず自分の意見や立場を堂々

と言えるようになってきます。 

 

水泳 

①水泳の授業の特徴を教えてください。 

MJS の水泳授業は、フィリピンの気候の特色

を生かし、毎週 1 回 1 年中行っています。水

泳は、現地スタッフのパット先生、ブラント

先生、また 3 名の日本人の先生が担当してい

ます。小学部低学年では、4 名体制で水泳の

基礎の定着を図ります。小学部 3 年生から 6

年生までは 3 名体制、中学部は 4 名体制で、
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泳力のさらなる強化と忍耐力の向上を図ります。 

 

英会話 

①英会話授業の特徴を教えてください。 

MJS では、学校教育の具体的な取り組みの一つとして、様々な人々

との交流を通し世界観が広がるように国際理解教育を推進してい

ます。そのため英会話の時間を設け、児童生徒の英語力向上に努

めています。小学部は週 2 時間、中学部は週 1 時間の英会話の時

間を確保しています。英会話授業は、6 段階のレベルにクラス分

けしています。ABC を初めて学ぶ英語の初心者から、流暢な英語

を話せる児童生徒もいるので、それぞれのレベルに応じて教えて

います。初心者クラスは、基礎的な単語、文法、英作文の反復練

習を測り、会話能力

の向上を目指します。

上のクラスの児童生

徒はそこから発展さ

せて、さらなる向上

を目指します。 

     

 

＜英会話の授業の様子＞ 

  

②MJSでは英検も受験できますが、MJS児童生徒の英検合格者数を 

 教えてください。（2016年 7月現在 カッコ内は小学生合格者数） 

  英検 2 級  18 名(5 名)    英検準 2 級 18 名(9 名)  

英検 3 級  26 名(15 名)   英検 4 級 62 名(49名) 

 英検 5 級  25 名(23 名) 
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★教頭先生から、子供達へメッセージをお願いします。 

現地の学校と国際交流ができるのは、MJS ならではと思います。

皆さんには、MJS で国際交流を学ぶのと同時に、「日本人としての

アイデンティティ」を身につけていってほしいと思います。「日本

人としてのアイデンティティ」とは何かというと、ちょっと難し

いかもしれないけれど、日本人としての誇りや自信、振る舞いな

どでしょうか。また、君たちのお父さん、お母さんをはじめ、こ

の異国の地で、一生懸命に働く日本人がいる事も是非知って下さ

い。 

 

 

MJSの魅力⑨ 小学生の憧れ、中学部！ 

小学生にとって憧れの中学生。話しかけるのはちょっと勇気が

いりますが、各行事で一生懸命に頑張る中学生の姿は小学生に大

きな力を与えてくれます。中学部 太田先生にお話を伺いました。 

 

①職業体験や GS(Global Study)発表会等、中学部の活動を教えて

ください。 

中学部の総合的な学習の時間（MJS では Global Studies＝GS）で

は、各学年でテーマを設定し、1 年間学習していきます。1 年次は

「自分とは・・」を考えていき、2 年次は「フィリピンの文化や

歴史」を調べ、学習を広げていきます。三年次では、それを対外

的に広げていき、「世の中に自分をアウトプットする力」を養うた

めに学習していきます。 

 そのために、1 年生ではゲストを招いて職業講話をしてもらい

ながら学習を深めたり、2 年生では修学旅行を活かして、フィリ

ピンをより深く考えたり、3 年生では各事業所にお願いして職業



 －１５－ 

体験をして、各方面の方々に関わっていきながら学習を進めてい

ます。たくさんの方のご協力とご理解に心から感謝をしていると

ともに、引き続きお願いしたいと思っています。 

また、年間 3 回以上、ブリティッシュスクールやビーコンスクー

ルと交流し、他の国の文化を知るとともに、自分たちの文化を振

り返る機会をつくっています。日頃から学習している英会話力を

実践で発揮できるチャンスでもあります。毎年、交流後はお互い

に仲良くなり、連絡先を交換する生徒もいるほどで、充実した時

間を過ごしています。 

 

このように、MJS 中学部では GS での学習を通して、世界の様々

な文化を知り、その「違い」を認め、同じ「地球人」として、共

に生きていくことができるような力を養っていこうと取り組んで

います。この MJS から世界へ羽ばたいていくことができるような

生徒たちになるようにと、願いを込めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中学部 GS発表会の様子＞   
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②中学部は勉強だけでなく、生徒会・委員会活動等も忙しいと思

います。中学部の生徒の学校での様子はいかがでしょうか？ 

日本の中学校とは違い、バスの送迎の時間があるため、放課後に

何か活動する事ができません。帰宅時間までの学校の生活の中で、

生徒会や委員会活動も行っています。 

忙しい時期になると、休み時間のたびに集まったり、昼休みを

毎日つぶして活動したりしています。時間のない中、様々な企画

を考え、運営しているので、時間の活用方法は日本の中学生以上

に考えることができていると思います。 

また、少ない人数の中でリーダーを選出していくことになるの

で、一人ひとり責任のある立場を経験することができるのが MJS

の良さでもあります。ここで初めてリーダーの立場を経験する生

徒もいて、リーダーの大変さを感じると共に、やりがいを実感で

きて、その後の様々な場面で活躍する生徒も少なくありません。 

 

そして、日本の中学校と違い、MJS には部活動はありません。

その分、放課後の家庭での時間が多く使えます。多くの生徒が、

様々な習い事やクラブ活動を個人で行っており、その活動は大変

個性的です。また、日本では多くの土日祝日が部活動になるわけ

ですが、ここではそれがない分、家族との時間を多くとることが

できます。思春期であるこの時期に家族との時間を多く共有する

ことができるのは、健全な発達を促すうえで、とても助けになっ

ています。部活動での専門的な技量を

上げることはできませんが、家族のき

ずなを深めることができるわけです。 
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③進路情報が不足しがちな日本人学校に通う子供達が、日本の高

校に進学するには、どのように学習に取り組めば良いでしょう

か？  

日本の学校と違い、進路も各都道府県、多

岐にわたります。特に中学 3 年生での受験

における具体的な手続きでは、受験をする

場所によって、方法や出願等の時期、受験

においてのルールが様々です。教員の出身県であればそのような

対応はスムーズですが、全員がそうはいかないのが現状です。当

然、進路の情報は MJS でも各都道府県の教育委員会に問い合わせ

をしたり、色々な方法を使って資料を手に入れたりすることが出

来ますし、アドバイスも日本の学校同様にすることができます。

しかし、出願等の手続きでは、MJS の職員が各高等学校に行くこ

とはできませんので、保護者の方のご協力なくしては成り立ちま

せん。学校と保護者、そして受験生の三者がしっかりと話し合い、

協力することで進路が実現していくわけです。 

   

正直、受験情報に関して、日本に比べて手に入れにくいのが実

情です。そのため、進路に関して早めの行動が必要になってきま

す。本来は中学 2 年生後半頃に進路を意識させるように動き出し

ますが、ここでは中学 1 年生から意識し始めるように指導してい

ます。夏休みなどで帰国した際は、興味のある高校などに実際に

訪問するように言っており、日本に比べて動き出しはずいぶん早

いです。日本ではなかなか自分の進路先を決定できず、先を見通

すことのできない中学生が多い反面、MJS の生徒たちの多くは早

い段階から志望校をもって努力ができています。情報があること
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で安心感も高まるわけですが、それが充分にないこの環境だから

こそ、早い段階で生徒の意識が高まり、そういう意味では進路に

向けて、いい環境になっているのだと感じます。 

 

 また、MJS から受験する大きな利点は、国内受験の際に「帰国

子女」となることです。今日本では、英語力の高さや他の国の文

化を知る生徒の需要が高まっています。つまり、フィリピンで過

ごした経験がそれだけ受験でプラスになっていくわけです。実際

に受験をする際は、帰国子女枠の受験をする生徒が毎年多くいま

す。 

 そして、受験生と保護者の両者にお願いしている事としては、

進路決定をする際は「自分で決めた学校を受験すること」です。

ですから、受験生に対する保護者の立場としてお願いしているの

は「アドバイザー」であってもらいたいということです。進路決

定が最終的に生徒本人の決めたものであれば、最後までそれに向

けて努力する事はできますし、進学してからでも充実した高校生

活を送ることが出来ると思います。保護者としての願いや希望が

ある中、大人としての第一歩を歩むべく、背中を押してもらい、

生徒本人が自分の力で進んでいったという自信こそが今後につな

がっていくと思います。 

 

 勉強に関しては、日本とは環境が違う中、自力で勉強できるよ

うに後押ししています。日本では、同じ学校を受験するライバル

の顔が見え、近くの塾等に通い勉強する事が多いですが、なかな

かそれができないのが MJS の生徒です。しかし、この環境も決し

て悪いわけではありません。勉強によって本当に力をつけるとき

は「自分一人で取り組んでいる時間」だけです。自分で進路を決
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め、保護者が自分のために動いてくれている姿を見ている生徒は、

自分で努力することができるようになっていきます。自分の手で

勉強できるリズムができた時は、塾に行く環境になくても力はつ

いていきます。ただ、教材などが十分でない場合があるので、そ

の場合には担当教科の教員もアドバイスできるようにしています

し、わからないところは質問にも答えてくれます。1 学年 200 人

以上いる日本の学校とは違い、少人数の MJSだからこそ学校とし

ても一人ひとりにきめ細かな教科指導ができるのが特徴です。生

徒たちには、先生をどんどん活用するように、と言ってあります。

学校として生徒たちの自立した学習をサポートし、フォローでき

るような体制づくりをしています。 

 

 このように日本人学校で最終的に自分の進路を決め、卒業して

いく生徒たちは、保護者をはじめとするたくさんの方の協力があ

ればこそ実現できる進路だと実感できるようになります。これは、

日本の学校以上です。この思いこそが高校に進学した後に生きて

くるはずです。高校入学後、高校生活にやりがいをもてないよう

な高校生が日本では多くいます。しかし、この環境下で受験した

MJS の卒業生は高校に進学したことに感謝の気持ちを持つことが

できるので、より高校生活を楽しみ、高校卒業後の進路につなげ

ていってくるものだと思います。 

   

そして、自立していかなければならない環境こそが、生徒たち

の本当の力を高めていきます。自立した本当の力を身に付けるこ

とができた生徒は、その後の人生で本当に頑張りたいときに自分

の力で努力ができるようになります。誰かのフォローなしではや

っていけないという、依存性の高い大人が増えてきている世の中
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で、自立した大人になっていけるのです。また、MJS の生徒は、

多くの異なる考え方を受け入れることができる生徒たちであるた

め、多様化する社会に柔軟に対応していくことができます。この

ように MJS でのびのび育った生徒たちは様々な力をここで育くみ、

卒業後に各方面で活躍できるようになっていくのです。私たち

MJS の教員としても今後、いろいろな場面で MJS の卒業生が活躍

してくれることを期待しています。そして、母校として MJS の卒

業生だと言えるような「今」を送らせていきたいと考えています。 

 

 最後に、文中にも述べましたがマニラ日本人学校での活動は保

護者や企業の皆様などの多くの方の協力があるからこそ、よい教

育ができています。私たち教師は、今後の子供たちの未来を創る

仕事として誇りを持って取り組んでいますので、皆様方のご理解

とご協力の程を改めてお願いしたいと思います。 

今後とも、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

＜中学部 職業体験の様子＞ 
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MJSの魅力⑩ 元気いっぱい小学部！ 

 MJS の小学生は元気いっぱい。MJS 小学部はどのような雰囲気な

のでしょうか。小学部 宮野先生にお話を伺いました。 

 

①授業は日本と同じように行われていますか？  

授業は日本と同じ計画で行われています。 

教科書は日本での生活を前提に作られているため、日本の季節や

文化に触れる教科や単元で苦労することがあります。特に、こち

らでの生活が長い子供たちは日本の季節感や文化的行事に触れる

ことが少ないため、季節の行事の様子をとらえにくい傾向にある

ようです。秋に長期の休みというのがないため、日本に帰国する

機会がなく、特に秋の季節感が掴みにくいようです。「紅葉を見て

みたい」「秋の果物って何？」という意見をもった子ども達もいま

す。 

 

②教材準備などで苦労することなどありますか？ 

日本ではホームセンター等に行けば簡単に手に入るような授業で

使うものも、こちらではなかなか手に入らない場合があります。

そのような時は、代用品を探したり、手作りしたりして補います。

また、文房具や工作用紙、問題集などはフィリピンでは手に入ら

ないので、日本に一時帰国する際に購入しています。 

 

③子供には多くの本に触れてほしいと思っています。MJS の図室 

室規模、利用状況などを教えて下さい。 

MJS の図書室の蔵書数は約 6000 冊、小学生 

向け 3500 冊、中学生向け 2200 冊、その他 

300 冊の本を揃えています。小学部では、 
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原則週 1 回の図書の授業があります。（国語の授業に含まれま

す。） 

その他、毎日昼休みに図書室を開放しています。 

 

④日本語の参考書等が購入できないフィリピンでは、学校の授業、 

宿題が主な勉強手段となります。子供の学習の様子や、家庭で 

の学習アドバイスをお願いいたします。 

どの学年の子ども達も、積極的に真面目に学習に取り組んでいま

す。学習のアドバイスとして、以下に記します。 

 

  ※小学部の先生方からのアドバイスです。 

1. 漢字の学習は丁寧に根気強く行う。 

2. 間違った問題は見直しをして確実に身に付ける。 

3. その日の学習は宿題等を通してその日のうちに復習をする。 

4. 「時間を決めて取り組む」「帰宅したらまず宿題」等のルー

ルを決める。 

5. 授業のノートはきれいに書く。これが参考書の代わりとなる。 

6. 宿題はやったか否かではなく、正しいかどうかを家庭でチェッ

クする事も大切。 

7. 学習の時間は「学年×10 分＋～30 分」程度が目安。宿題が

早く終わったら宿題以外の課題にも取り組むと良い。 

8. 長期休業などを使って、いろいろな

体験・経験をする機会を与える。 
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⑤MJS の先生は、授業の取り組みとしてどのような事をしていま

すか？ 

電子黒板を使って、視覚的に分かる授業を心がけています。 

また、学年の実態によって電子黒板による教材を使い分け、より

効果的な授業の展開を心がけています。生活科や総合的な学習で

は、フィリピンの生活や文化に目を向け、日本よりも一層深まっ

た国際理解教育に努めています。 

 今年度の MJS の教育研究として「コミュニケーション能力の向

上」を掲げて全職員で取り組んでいます。ここでのコミュニケー

ション能力とは、ただ単に「話し合う」だけではなく、「自分の意

見を発信する」「自分の意見を深める」「友だちの意見に共感す

る」等、様々な視点からコミュニケーション能力の向上を目指し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜電子黒板を使った授業の様子＞ 
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MJSの魅力⑪ 3人の方にお話を伺いました。 

 MJS の現状、今後の展望等ついて、早川 PTA会長、尾形学校長、

清水日本人会理事長にそれぞれお話を伺いました。 

 

★早川 PTA 会長編 

 

編集部：まずは、簡単な自己紹介をお願いいたします。 

会 長：今年、縁あって PTA 会長を務めています早川真史と申し

ます。家族は妻と 10 歳になった娘の 3 人で、妻の仕事に

随伴しマニラに来て早 4 年が経ちました。マニラでは専

業主夫をしておりまして、日々育児、家事に奔走してい

ます。それ以前は長年コンピュータ関連の仕事をしてい

ました。若いころ青年海外協力隊というプログラムに参

加しハンガリー共和国で生活したことがあり、それ以来、

海外生活や多文化理解などに興味を持っています。 

 

編集部：MJS は保護者の活動が活発で負担に感じるという話も聞 

かれます。改善している事などあれば教えて下さい。 

会 長：はい。MJS は海外にある日本人学校ということで、PTA

に参加される保護者は配偶者に随伴し専業主婦・主夫と

して子育てを行っている方が多くいらっしゃいます。 

またお手伝いさんを雇っている方も多いので比較的時

間が作りやすく活発に活動が行われている訳ですが、昨

今は両親とも仕事を持っていて活動に参加できないご家

庭や、年々ひどくなる渋滞のため学校に頻繁に出かける

ことが困難な方もいらっしゃいます。そこで今年度は、

対応できる人が対応できる範囲で行うという方針のもと
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一部の活動内容を見直しています。 

最初に行ったのが組織の見直しです。新たに「PTAグッ

ズボランティア」と「在宅ボランティア」の二つの組織を

追加しました。これは役員や代表委員に集中している仕事

を分散しようという試みです。これらは作業の分散も意図

していますが、日頃、お仕事などで PTA活動に参加できな

い方も協力していただける機会となるように設置いたし

ました。 

     もう一つの取り組みは IT技術を活用した作業の効率化

です。そう言うと何かものすごい事のように聞こえます

が、PTAで使える予算は限られていますので、今年は無償

で出来る事から着手しています。最近のソフトやサービ

スは無料といえ品質が高く、PTA予算や個人の金銭負担、

拘束時間を軽減するため積極的に利用しています。 

 

編集部：MJS は日本人会を代表する方々で構成される学校運営理

事会が運営しています。このような方々から子供たちが

受ける影響は、子供の進路、将来に大きな影響を与える

のではないかと思います。その貴重な環境を生かした

PTA の企画などはありますか？ 

会 長：はい、あります。今年、新たに PTA、学校、理事会の三

者で協調してすすめているのが、「ようこそスペシャリス

ト」という企画です。これは、実社会で国際的に活躍し

ている日本人を、身近なロールモデルとして学校に招き、

子供達に対して仕事の説明をしてもらうというものです。

実際に国際的に活躍している方から話を聞くことによっ

て、国際人としての生き方やその大切さを学んだり、日
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本人として、考えるべきこと、大切なこととは何かを考

える機会とする事をねらっています。日本国内の学校で

は、このように身近に国際的な仕事を行っている方が少

ないので、MJS だから実現できる企画と言えるでしょう。 

編集部：その企画は MJS の在籍児童生徒が対象でしょうか？年齢

制限などはありますか？ 

会 長：MJS の在籍児童生徒が対象です。今年は初の試みという 

ことで、対象を小学部４年生から６年生に絞って実施す 

る予定です。 

 

編集部：保護者が、学校や学校運営理事会に望むことは何でしょ

うか？  

会 長：保護者のニーズも多様であり十把一絡げに答えることは

できないのですが、これまで接してきた保護者の方々の

意見を参考に、保護者の 1 人として私なりに望むことを

述べたいと思います。 

 MJS はその教育目標として「自ら学び、優しく、賢く、

逞しく、国際性豊かな子どもを育成する」を掲げ、日本

の学校にない特色あるカリキュラムを設定しています。

小学部から年間を通じて行われる特色のある授業では水

泳と英会話があます。その他にも、現地校との交流会や

近隣校との水泳大会など、学校の垣根を超えた相互交流

を行っています。そして中学部 3 年生においては、職業

体験として現地の日系企業を中心に、その業務を体験で

きる行事があります。若いうちに海外展開している企業

に訪問して仕事について学ぶことができるというのは、

その道を目指す児童にとって大きな魅力でしょう。 
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     このように素晴らしい特色のある MJS ですが、残念な

がら少なからず転出する子供がいることも事実です。多

くは保護者の仕事の都合によるものですが、その他には

主に２種類の理由があるようです。一つは「受験のため

に帰国する」、もう一つは「国際適応力をより身につける

ためインターナショナルスクールに転校する」です。学

校や運営理事会への望みとしては、この事実を受けとめ、

具体的な対策を実行し、より魅力ある MJS の運営に尽力

いただきたいと思います。 

 

編集部：最後に、平成 28 年度 PTA スローガンをお願いします。 

会 長：本年度のスローガンは、「ダイバーシティ・チャレンジ！

（全員参加型の PTA 活動へ）」です。多様な方々に広く参  

 加いただきたいという思いからこのような言葉を選びま 

した。 

 

編集部：ありがとうございました。 

 

＜インタビューの感想＞ 

時代の変化に合わせた PTA 活動の改革に取り組んで下さってい

て、とても頼もしく感じました。今後も保護者が協力し、よりよ

い PTA 活動を行っていけたらと思いました。 

 

 

 

 

 



 －２８－ 

 

★尾形学校長編 

 

編集部：まずは、簡単な自己紹介をお願いいたします。 

校 長：東京都の教員として 35 年間勤めました。最後は東京都日

野市で校長として 9 年間、市の教育センターで 1 年間勤

めた後、今年度 4 月よ

りマニラ日本人学校に

着任しました。平成 2

年から 3 年間、ジャカ

ルタ日本人学校での勤

務経験もあります。 

     私の座右の銘は「人

間万事塞翁が馬」です。

自然の流れの中で、ベストを尽くしていけていければ素

晴らしいと思います。 

 

編集部：尾形校長先生は今年 4 月に MJS に着任されましたが、MJS

の印象、またフィリピンの教育環境は如何でしょうか？ 

校 長：MJS の子供たちが、小・中学生共とても素直で、温かい、

心優しい生徒がたくさんいる事を強く感じました。 

    「MJS マジック」（MJS に通うと誰もが明るく、素直で、

優しい子になるという意味）との言葉が、良く理解でき

ます。特に、本校は転出入が多いのですが、転入生をす

ぐに優しく受け入れて、友達となれることがとても素晴

らしいと思いました。 

     もう一つは、小学生も、中学生も誰もがしっかりと意
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思を持って、意見を堂々と言える子が多いのには驚きま

した。小学生も含め、英語力がとても高い事も素晴らし

いと思います。本校の大きな特色だと思います。 

     また、本校の教育環境は、国内に負けない素晴らしい

学習環境であると思います。ハード面では、電子黒板や

インターネットを活用した授業等が出来る事、職員の年

齢構成が若手、中堅、ベテランと国内では考えられない、

とても良いバランス構成で、活気ある職員集団です。 

 

編集部：子供たちがフィリピンでしか学べないこと、また、先生

方がご苦労されている事などはありますか？ 

校 長：日本の風土、環境とフィリピンの環境は全く違います。

使用している教科書は、日本での生活を基本に考えて作

成されていますから、自然環境を扱う「理科」「社会」、

伝統文化・言語・風習を扱う「国語」等、全ての教科で

日本を意識させながら、フィリピンの地の利を活用して、

工夫された授業をそれぞれが行う事が重要だと思います。 

     また、本校の学校環境では、小学 6 年生が最上級生で

はありません。中学生が身近にいることにより、本来育

つべき小学校 6 年生としての自立心を意図的に育てるこ

とが重要です。中学生においては、通学から帰宅まで、

家での生活でも誰かがやってくれます。依頼心が強くな

り、自立心が希薄化されます。素直で優しい生徒が多い

のは良いですが、やや幼い面が感じられます。自己判断

力を持った、逞しい生徒を育てたいと思います。 

     フィリピンだからこそ学べることは色々あります。例

えば英語はフィリピン人先生方の英会話授業、体育では
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週 1回実施する水泳授業。現地の方と直接関わる職場体験。

小・中学校の交流授業、修学旅行での現地校交流（フィリ

ピン文化との交流活動）は本校の特色です。 

 

編集部：尾形校長先生は非常に熱心に子供たちの事を考えて下さっ

ているという印象があります。ここは他校に負けないとい

う MJSの魅力は何でしょうか？ 

校 長：ナンバーワンではなく、オンリーワンを目指したいと思い

ます。他との比較ではなく、自分たちが最も自信を持って、

多くの人に伝える事が出来るものが「世界一」という称号

の意味するところだと思います。 

例えば、本校の魅力は、 

    ①とても元気に挨拶ができる、優しさ、温かさ思いやり

のある生徒がたくさんいる、小学 1 年生から中学 3 年

生までとても仲が良いことです。弱者を思いやる心が

育てやすい環境で、これは本校の最大の魅力です。さ

らに一歩進めて、トラブルは起こるが、MJS ではいじ

めは絶対にないと言える学校を目指したいです。 

    ②英語能力が優れた生徒が大変多い事です。国内では考

えられません。小学校低学年でも英語通訳ができる児

童がいます。これはその子の大きな個性ですので、大

切に育てたいです。 

    ③朝読み、昼読みなど、保護者の学校での PTAボランティ

ア活動は本校の大きな魅力です。 

    ④総合学習等、様々な分野での異文化理解、フィリピン

の歴史文化を取り入れた授業を積極的に行っている事

です。他国理解を通して、日本の伝統、文化等の良さ
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の発見につながると思います。 

    ⑤本校の小学 1 年生から中学 3 年生が共同で実施する本

校最大の行事である「MJS フェスティバル」「大運動

会」は多くの方々に感動を与えており、素晴らしい行

事です。 

＜過去の MJSフェスティバルの様子＞ 

 

編集部：では、ここを改善したら MJS はもっと良くなる、という

のはありますか？そこに保護者はどのように関わればよ

ろしいでしょうか？ 

校 長：特に大きな改善は必要ないと思います。強いて言うなら

ば、それぞれの立場を再確認し、ベストを尽くし役割を

果たすことだと思います。教師は、児童生徒の基礎学力

をつけることを前提に、心の育成、自尊感情、規範意識、

社会性等、人格の育成に力を注ぐこと。保護者は子供の

育成の最高責任者として子供を見守り、どんな事が学校

と連携して出来るかを考えてほしいと思います。学校と

しても「できること、できないこと」がありますが前向

きに取り組みたいと思います。 

     海外で生活し学ぶことは、これからの日本人にとって、
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とても意義、価値があることだと思います。子供たちに

MJS での生活が 10 年後、20 年後の人生に良い影響力をも

たらすことは言うまでもありません。そのために可能な

限り、区切りとなる卒業式を終えて帰国してほしい思い

です。 

 

編集部：学校と学校運営理事会そして保護者の協力体制は、学校

運営に必要不可欠だと思いますが、学校として三者の協

力体制にどのような事を望みますか？ 

校 長：本校は私立国際学校です。市町村の教育委員会にあたる

のが経営母体となる日本人会の学校運営理事会です。し

かし、教員の母体は、各県の選抜者ですから公教育の理

念で活動しています。保護者は高額な授業料を支払って

いますので私学の感覚があるかもしれません。教育環境

とか、人的な支援等のハード面では学校運営理事会が中

心となり、ソフト面では教員が中心となって、保護者が

支えとなり三者の関係の理解が得られ、連携が取れれば、

さらに MJS も進化していくと思います。 

 

編集部：校長先生の在任期間中に達成したい目標などありました

ら教えてください。 

校 長：まずは 2 年後の MJS 創立 50 周年行事を成功させたい。過

去の MJS を振り返り、今後 50 年を見据えた教育活動の原

点となる式典を行いたいです。そして、小学 6 年生とし

て、中学 3 年生として、安心して卒業できる教育環境を

構築したいです。 
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編集部：最後に、保護者、日本人会会員の皆様にメッセージをお

願いします。 

校 長：本校は日本人会の総意によって、強い思いで創立した学

校だと思います。現在、日本国内の学校、あるいは、そ

れ以上の教育が行われている面もありますが、個々の保

護者の思いに添えきれない場合もあります。いろいろな

方の思いを理解しながら、MJS の特性、及び特色ある教

育の推進に努めていきたいと考えています。今でも、こ

れからも「誰にでも自慢できる、誇れる学校」にするた

めに努力していきたいと思います。 

 

編集部：ありがとうございました。 

 

＜編集部インタビューの感想＞ 

 和やかな雰囲気で進んだ校長先生へのインタビュー。保護者の

多様化する意見にも耳を傾けて下さり、学校・先生との距離感が

近くなったような気がしました。 

 

 

★日本人会理事長編 

 

編集部：日本人会会長の清水理事長は、学校運営理事会理事長でも

いらっしゃいます。簡単な自己紹介をお願いいたします。 

理事長：2012 年 10 月にマニラに赴任しまして、2015 年 10 月にマ

ニラ日本人会理事長、学校運営理事会会長に就任しまし

た。これまでフィリピンの他に、インドネシアジャカル

タに 2 度とシンガポールに駐在、その他様々な国への出
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張経験があります。東

南アジアが主でしたが、

それぞれ宗教も違えば、

国民性も違いまして、

仕事以外でも文化の違

いを感じながら、個人

的には楽しい会社生活

を送ってまいりました。学校との接点は、自分が卒業し

て以来となりますが、新鮮な視点で見ることができるか

なと思います。 

 

編集部：学校運営理事会という組織に馴染みがない方も多くい 

らっしゃると思います。学校運営理事会の役割、また学

校と学校運営理事会の関係性を教えてください。 

理事長：日本では、教育委員会が学校をサポートする体制が整っ

ていますが、MJS を含めて海外の日本人学校は教育委員

会のような機関がありません。我々の役割は、第三者的

な立場で客観的に見ながら、かつ学校と連携を密にとっ

て、共により良い学校作りを目指したいですね。 

 

編集部： いつも MJS 行事に来賓として出席して下さっていますが、

学校や子供たちの印象はいかがでしょうか？ 

理事長：まず、どのお子さんも元気に挨拶をされて非常に素晴ら

しいと思っております。特に MJS の場合は、小学 1 年生

から中学 3 年生までいますので、互いに刺激を受けなが

ら小・中が一つになっている事に利点があるのではない

でしょうか。先日、授業参観に出席しまして、フィリピ
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ンという地でありながら、日本と同じような環境で教育

を受けることができ、先生方もとても素晴らしいと思い

ました。理科室で驚いたことは、顕微鏡が 2人に一つが

使えるくらいに設備が整っていた事です。一方で、試薬

等がなかなか入手できないという事もあるようです。そ

のような点で、我々が出来る事があれば考えていきたい

と思っています。 

 

編集部：MJS には日本全国からや、また世界各国に駐在した経験

を持つ児童生徒達が集まっており、在籍期間も様々で、

子供たちのバックグラウンドも多種多様です。このよう

な環境の MJS の魅力というのは企業の立場としていかが

でしょうか？ 

 

理事長：MJS のような環境で育った子どもというのは、人々の多

様性に対して寛容であると思います。日本は世界からみ

ると独特で移民が少ない単一民族に近い国柄です。その

ような環境では多様性を理解する機会が少ないので、MJS

のような環境で多様性を学べる機会が多い事は素晴らし

いと思います。 

 

編集部：子供達には、この MJS でどのような事を学んで、身につ

けて欲しいと思われますか？ 

理事長： 先ほども申しましたが、多様性、個々の違いを理解して、

コミュニケーションをとれる子になって欲しいという事

と、体作りをしっかりして欲しいという事です。特に、

小学生のうちに外で遊びながら、健康な身体を作って欲
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しいです。今後、どのような道に進むかはわかりません

が、やはり健康な体が大事ではないでしょうか。 

   ＜過去の MJS大運動会の様子＞ 

 

編集部：学校運営理事会と、MJS 保護者はなかなか接点を持つこ

とがないのですが、その点はいかがお考えでしょうか？ 

理事長：PTA 会長や、バス代表の方とは学校運営理事会でもご一

緒しますが、保護者の方からは学校運営理事会は顔が見

えないと言われることもあります。ここ数年、保護者の

皆様からのニーズを吸い上げて、MJS が今後あるべき姿

についてタスクフォースを立ち上げていますが、今まで

以上に、学校、学校運営理事会、PTA が定期的にお話す

る機会を積極的に持ちたいと理事会でも話しをしていま

す。 

 

編集部：保護者の方々は、子供の海外での学校教育に不安を抱え

ることもあるかと思います。今の MJS に足りない点、改

善できる点など、学校運営理事会の立場からみていかが 

でしょうか？ 

理事長：小学部高学年から中学部にかけて帰国されるお子さんも
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多いと聞きます。MJS を卒業できれば最善でしょうが、

塾が少ない等で保護者の方が不安を感じることもあるか

と思います。学力の底上げを図ることも重要ですし、も

う少し学力を上げたい方もいらっしゃいます。それらを

カバーできるよう改善するように学校と相談しながら進

めていきたいと思っています。全ての皆さんにご満足い

ただける事は難しいと思いますが、多くの方に満足頂け

るように協力体制を作っていけたらと思います。 

 

編集部：2 年後に MJS は創立 50 周年を迎えます。今後の学校運営

理事会の動きや目標、また日本人会会員の皆さまにメッ

セージをお願いいたします。 

理事長：MJS は戦前からあり、再開して今年 48 周年の長い歴史を

持ち、卒業生も多方面で活躍している学校です。MJS の

卒業生は今でも同窓生や、先生方と交流があるようで、

OB、OG、先生方を含め、素晴らしい歴史の上に成り立っ

ています。今、在籍している児童生徒、保護者、先生方、

我々も含め、みんなが誇りにしていいと思います。 

理事会に教育のプロはいませんが、それぞれが社会経

験を積んで、いろいろな立場にいます。我々も出来る限

り、透明性を持って、且つ、色々な方と相談して物事を

決めて、伝わるようにしていきたいです。皆様も思われ

ることがあれば、どんどんと言って頂けたらと思います。

一番大事な事は、思っている事を伝えたり、理解したり

とのコミュニケーションだと思います。 

 

編集部：ありがとうございました。 
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＜インタビューの感想＞ 

 学校運営理事会と保護者がお話をする機会はあまりないので、

とても貴重な経験でした。今回、清水理事長にお話を伺い、今後

ますます学校運営理事会と学校の協力体制が強固となり、保護者

の学校教育への安心感が深まるのではないかと感じました。 

 

 

平成 29年度 MJS入学までの流れ 

・平成 28 年 11 月 21 日（月） 新入生学校説明会 

・平成 29 年 1月 27 日（金） 就学時検査 

・平成 29 年  2月 24 日（金） 小中入学説明会 

 

 

 

 

就学時検査は、知能検査及び簡単な日本語能力の検査をします。また、

編入時には「国語」と「算数（数学）」の簡単な筆記テストを行います。

詳しくは、MJS事務室（TEL:840-1424）までお問い合わせください。 

編集後記 By MJS-PTA 広報部まぶはい特派員 

今号の特集では、「We❤MJS」と題して MJS の魅力を紹介いたしま

した。MJS はフィリピンにある唯一の全日制日本人学校です。開

校後、約半世紀に渡りご支援下さいますマニラ日本人会会員の皆

様、学校運営理事会、学校関係者、保護者など、多くの皆様のお

蔭で、MJS の児童生徒達はここフィリピンでも、日本と同程度の

教育を受ける事が出来ます。皆様のご協力に深く感謝申し上げま

す。皆様にもっともっと紹介したい MJS の魅力。MJS 特集第二弾

があるかも!? 個人的なお薦めは、MJS 校歌と校友歌です。子供

たちの元気な歌声にいつも胸がいっぱいになります。  

最後に、今後の子供たちの健やかな成長と、愛してやまない

MJS の更なる発展を心より祈念＆期待しています！ 

 


