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 令和３年度 ２学期学校教育アンケート集計結果と考察について  

 

 ３学期より念願の一斉登校が始まり学校全体に活気が満ちて参りました。令和 3年度もあと残

すところ３週間程となりました。今後もマレーシア教育省の指示や SOP に従いながら、教育活動

が順次通常に戻ることを願っております。 

さて、２学期末に Google フォー ムにて実施致しました学校教育アンケートの集計及び結果の

分析ができましたので、御報告いたします。  

 アンケートの全体回収率は、小学部 207/234 件 88％ 中学部 45/60 件 75％です。前回同様、

保護者の皆様には、主にオンライン学習に関する評価をしていただきました。 

 また、本年度は、全７項目について５段階評価で実施しております。質問項目 後部には各項

目の肯定的評価【④ よく出来ていた ③出来ていた】の合計％を表記しております。  

 今回の評価結果を真摯に受け止め、今後の学校経営並びに運営に生かして参ります。御協力あ

りがとうございました。 

 

 円グラフの見方  左円グラフ：小学部  左％：よく出来ている・出来ているの合計％ 

右円グラフ：中学部  右％：よく出来ている・出来ているの合計％ 

 
３ー １ 本校は、教育方針や教育活動を学校だよりや学年・学級だより、ホームページ等で伝えてい

る。 小：93.7％ 中：88.9％ 

 

         
○学校 HP及びマチコミで学校だより等からの情報発信においては、保護者様に解りやすい正しい情

報が提供できるよう。工夫して参ります。また HPのコンテンツも整理し情報が速やかに得られる工

夫致します。 

〇学校再開に向けた学校からの要望がマレーシア教育省・マレーシア保健省へ関係機関と連携しど

の様にアプローチしているのかその状況について的確に保護者様に通知し、混乱の無いよりスムー

ズな学校運営に努めてまいります。 

 

 

 

 

 



３ー２ 本校は、子どもたちの様子について連絡帳や電話、学年メールアドレス等にて気軽に連絡を取り

やすい。 

小：76.3％   中：84.5％ 

        
〇学校への欠席、早退等については欠席連絡フォームでの連絡が定着してまいりました。各担任に

ついては学年メールより対応が可能となります。なお、緊急な連絡については直接学校へ電話にて

ご連絡下さい。                                    

３ー３ 本校は、ＩＣＴ（iPad, Chromebook）を活用した教育実践が充実している。 

小：91.8％   中：88.9％ 

       
〇校内インターネット機器の環境を整備し、ICTを活用したオンライン授業をスムーズに行えるよう

改善する予定です。 

○中学部においては、Chromebook、小学部においては iPadを使用してオンライン及び対面での学習

を進めております。また各教室には大型テレビモニターを設置し、ハイブリット授業への対応も可

能としています。 

 

３－４ 本校は、（臨時休校中のオンライン学習支援を含めて）児童生徒に基礎基本となる学力が定着す

るよう努めていた。小：90.1％   中：66.7％ 

      
〇3学期より対面での授業が無事再開することができました。日本との二重学籍、コロナ禍によるオ

ンライン授業と登校児童生徒との対面授業を並行して行うハイブリット学習スキルを向上させ、児

童生徒の学力向上を目指します。 

〇中学部においては学力テストにより個々の学力を正確に把握致しました。個の学習習熟度分析結

果に基づいて授業改善に努め参ります。小学部については結果が届き次第分析し授業改善に努めて

まります。 

○中学部においては学習支援ソフト「すらら」を継続導入し、学校及び在宅での学習をサポートし

て参ります。 



３ －５ 本校は、（臨時休校中には、オンライン朝の会を含めて）教師と児童生徒間、児童生徒同士の

コミュニケーションの場を設けることができていた。 小：85.5％  中：80.0％ 

       
○児童生徒は気の合う限られた集団の中でのみコミュニケーションをとる傾向が見られます。より

多くの友達と積極的に関わりを持とうとするコミュニケーション能力はとても重要なことです。対

面授業が再開し、共同で行事に取り組む場等を計画的に設けて参ります。                               

３－６ 本校は、（臨時休校中のオンライン保健室・教育相談等を含めて）子どもの思いや悩みを受け止

め、適切に対応するよう努めていた。 小：62.3％   中：73.3％ 

      
○学習及び生活について精神的な悩みを持つ児童生徒が増加傾向にあります。①『Dr.バラト敬美

（よしみ）先生子育て相談室』②『心と身体の健康相談室（旧オンライン保健室）』③『教育相談

室』④『特別支援教育相談室』等の４相談室を運用し効果的な児童生徒の教育相談に対応して参り

ます。 

３－７ 本校は、コロナ禍に対応した学校独自のＳＯＰのもと、安全や衛生に留意した環境が整備され、

子どもたちが安心して学校生活が送れるよう努めている。 小：90.8％   中：97.8％ 

       
〇毎週金曜日に児童生徒在籍 10％を対象にコロナ簡易検査を実施し、校内でのクラスター発生を

未然に防いでいます。 

〇マレーシア教育省、保健省等の SOP変更に伴い、コロナ対策マニュアル改訂を実施して参りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【自由記述】 

小学部 意見 

担任の先生は、オンラインの子供達にも最大限の配慮をしていただき、常にオンラインにして少しで

も学校にいる気分になれるよう工夫してくださいました。面談でもしっかり成績について評価をしつ

つ、子供の努力白を伸ばす励みの言葉もいただきました。 

それでも、分散による聞こえにくさや電波の問題などがあり、子供達は常にストレスを抱えてオンラ

インを続けています。先生方の負担も、尋常なものではないと思います。 

本当にありがたい気持ちでいっぱいです。 

学校全体に対しては、不信感の募る学期でした。 

子供たちにとっては 1 日たりとも無駄にできない貴重な学校生活であるとの認識のもと、マレーシア

政府に伺うのではなく、一斉登校でも十分に少人数制のクラスで安全に登校できるかと言うことを示

し、大使館や日本政府と共に強く要望していただけないかと切に願います。 

分散登校が始まり、先生方には対面、オンライン授業に対応されながらご尽力頂いていることに感謝

申し上げます。学校、家庭共に前を向いて子供達の明るい未来に向け一つ一つできることをしていけ

ることを願っております。 

ハイブリッド授業が始まった最初の 2、3日は先生やお友達の声が聞こえない、黒板を映す画面が見に

くいなど、オンラインで受ける側は授業に集中できる状態ではなかった。何日かで改善はされたもの

の、初日から環境を整えてほしかった。 

オンライン授業に参加するか、課題配信か選択肢があってもいいとおもう。必ずしも全ての授業にオ

ンラインででる必要があるのか疑問に思う時がある。 

ハイブリッド授業で先生方の並々ならぬご苦労は想像以上だとお察しいたします。昨年に作成した授

業動画の再利用、NHK動画等活用しつつ、先生方にはアウトプットの強化、理解度の低い生徒のフォロ

ー等にご尽力くださればと思います。よろしくお願いします。 

以下、誠に恐縮ですが、意見を述べさせて頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。 

オンラインでの授業 

①Classroom での授業の予定に記載されている必要な資料が Classroomで新たに添付されたものなの

か、学校から既に配布されたものなのかが分かり難い。 

②Classroom での授業の予定で限定コメントを入力することができるようにして欲しい。 

学校での授業 

①宿題などをどの時間帯に教室のどこに提出すれば良いのかが子供に良く伝わっていない気がする。

学校に持って行ったものを自宅に持ち帰って来ることが多々あるため、先生の方から一日のどこかし

らのタイミングで、子供達に実際に声を掛けて宿題などを提出するように促して欲しい。 

②その日の授業に従い、必要な教科書やノートなどを学校に持って行っているが、実際には使用しな

いものが多々あるため、子供の（持ち物が重いという）不満に繋がっている。 

③学校に置いていっても良いものが何であるのかが子供に良く伝わっていない気がする。そのため、

先生の方から一日のどこかしらのタイミングで、子供達に実際に声を掛けて学校にものを保管しても

良いように促して欲しい。 

一年生なので、お友達や先生と関わる時間を大切にしてあげてほしいです。分散登校でのオンライン

授業では全クラス合同なので、発言もしにくく騒がしくて先生も生徒全体を見ることが出来ないよう

で、これがずっと続くとなると、学力の定着や成績の評価が心配です。一日でも早い一斉登校を強く

求めます。 

一年生の大事な初期にオンライン学習、分散登校といった状況で十分な指導を受けられなかったこと

に大変憂慮しております。鉛筆の使い方、ノートの取り方、授業を受ける上での正しい姿勢や態度な

ど、勉強の中身というより今後の学習の基本となっていく姿勢を今後の対面授業でしっかりと定着さ

せていただくとともに、次学年に進級した際もそのような基本的な部分をしっかりと指導していただ

くように引き継いでいただきたいと思います。 

隔週登校、オンラインとなり、先生方も大変だったと思います。 

教室の子、オンラインの子それぞれ、楽しめるように配慮して下さり感謝しています。 

コロナ禍で突然の休校になるのは仕方がないと思いますが、終業式が早まるのなら、冬休みを短くし

てもいいのではないかと思います。 

年間の授業日数が足りていないのではないかと気になります。 

隔週登校がはじまってから、課題を取り組む時間が多く、そこをなんとかしてほしいと思っていま

す。連続して三コマとも課題のみだとさすがに子供もモチベーション保てないです。一年生のように

クラス合同での zoom授業は難しいのでしょうか。オンラインの子と登校している子を両方見るのは先

生に負担かかるだけで無理だと思う。 



学校に登校出来る事をとても喜び、登校できる日には一日一日を大切に過ごしています。やっと担任

の先生に会えた！ととても喜んで登校しています。しかしながら、オンラインの週では以前よりもさ

らにやる気が出ない様子で、親としてどのように声掛けをしていいものか 

困っています。まだ低学年なので、登校している子供たちと同じ活動を一人で家でするのはとても難

しく感じます。先生も教室の子を見ながらオンラインのこともたちの様子に気を配って授業を進める

ことはとても難しいことだと思います。まだ隔週登校が続くようですので、学年の先生方で相談をし

ていただいて登校する子とオンラインの子を分けて授業をすることを考えてもらえないでしょうか？

もちろん〇〇先生がお休みの中、担任の先生がとても苦労されて授業をして下さっていることは理解

しています。先生方の負担の少なくなるように検討していただけると幸いです。 

オンラインなのでコミュニケｰション不足はしょうがないです。それでも、できる限りのことをして頂

けたと思います。 

11/28 の『臨時休校』の表現は紛らわしかったので、適切な表現を審議してください。『臨時休校(全

生徒オンライン)』など。 

コロナウイルス対策が不十分と考える。（マレーシア国全体の問題かもしれませんが） 

学校が SOPから再開した初日は半日のみでした。問い合わせいたしましたら、子どもの負担を減らす

という内容でした。幼稚園生ならまだ分かりますが、小学生には不要だと思います。さらに 1週目は

低学年のみ。国からようやく登校できる許可が下りたにもかかわらず、2 週間登校できないという不思

議。SOP下での登校が初めてなら分かりますが、何度か経験済みであるのにも関わらずです。 

また、濃厚接触者が出たときに先生方が慌てる気持ちは分かりますが、誤メールが多すぎです。Wチェ

ックしたらいいのではないでしょうか。 

分散登校で難しい環境の中、先生方には色々と工夫して授業を行って頂き感謝しております。 

子供達もとても楽しそうに登校しています。 

一方マチコミなどでの案内が分かりにくい事が多々あります。 

特に濃厚接触者の方が出た際の第一回目のフローが分かりにくく、メールにて問い合わせをするも回

答がありませんでした。 

対応など大変かとは存じますが、個人宛のメールでなくてもかまいませんので、今後は何かしらの回

答をお願いいたします。 

いつも先生方には、大変な環境の中でもご尽力くださり大変感謝しております。 

毎日 6時に classroom にて翌日の時間割の発表がありますが、可能であれば 4時、遅くても 5時まで

に配信があると助かります。習い事もオンラインから対面に変わってきており、6 時の配信だと習い事

から帰宅後の確認となり就寝までの間にバタつくことがあります。特に日曜日の配信や急なテスト案

内、変更があった際は早めの案内があると助かります。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 

学級便りはじめ紙媒体（PDF)の内容・通知は分かりやすく良いですが、ホームページの構成が分かり

にくいと感じます。実際、入学案内以外では利用がありません。 

予定変更になってからも年間行事予定がメンテナンスされず困ることがよくあります。 

委員会活動日、英検など年間行事で確認していたものが実は変更されているなど、直前にわかって予

定していたことが狂うことがあります。変更がわかった時点でその都度年間行事も変更していただき

たいです。 

また、マチコミで流すもの(学校 HP にリンク)、ただ学校 HPに掲載するものとありますがその差がな

い方がわかりやすく思います。現場の先生方におかれましては大変な労力と努力をされ、対面、オン

ラインを両立されていると思います。保護者として大変感謝しております。いつもありがとうござい

ます。 

オンラインでは算数力が遅れている。 

オンライン授業がだんだんと定着し、先生方が尽力して下さり大変ありがたく感じております。分散

登校が始まり、対面授業がとても大事だと改めて感じました。10歳の子どもにとって集団生活は何よ

りも大事な勉強になります。1日も早く一斉登校が出来るよう期待しております。 

オンライン授業でどの程度内容を理解しているのか少し不安に思っています。 

お忙しい中、オンラインランチ会を定期的に開催してくれてありがとうございます。 

転入初日からずっとオンラインの毎日でしたが、先生やクラスのみんなと授業以外にも顔を合わせて

おしゃべりできる時間は子供にとってとても大事な時間だったと思います。 

お陰様でクラスにもすぐとけこむことができ、登校開始初日からワクワクしながらバスに乗り込んで

学校へとでかけて行きました。 



今後ともどうぞよろしくお願いします。 

お忙しい中、定期的にオンラインランチ会を開催してくださり、ありがとうございます。 

登校初日からオンライン続きの毎日でしたが、ランチ会のお陰で先生やクラスメイトと授業以外でも

おしゃべりをすることができて、娘は毎日とても楽しそうに過ごしていました。 

登校できる日が分かった時も、とても喜んでいて、ウキウキと学校へと出掛けていきました。 

また、オンラインでの提出物なども日々確認して頂き、コメントなどもありがとうございます。 

本日の予定やら用意するものなども細かく記載してあり、二年生でもとてもわかりやすいようになっ

ていたと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

学力の定着率が上がるよう各教科宿題をもっと出したら暇な時間を持て余さないのかと感じました。 

宿題提出などのチェックがよく徹底されていると思う 

いつもありがとうございます。 

いつもお世話になっております。楽しく通学させて頂き感謝しております。早く一斉登校になり、お

友達に会える日を楽しみにしています。 

コロナ禍の難しい中、たくさんの工夫やご配慮をいただき、先生がたには感謝しております。 

いつもありがとうございます。 

ご担任の〇〇先生は、〇年生時も担任して頂いており、息子の成長過程ふまえて、良い面、悪い点も

的確に見て頂いていると感じております。〇年時と〇年時とでは、指導の方針も異なり、引き締める

べき時には毅然とした指導をされ、小学部最高学年としての姿勢をしっかり身につけられる指導をさ

れておられると思います。また、一方で、生徒一人一人のタイプや思春期最中の子供達の心も踏まえ

た、傷つけないような柔軟なコミュニケーションも意識されていると感じます。個人的には、今年は

息子の受験もあり、かなりご依頼事などもありましたが、いつも快く受けてくださり、お忙しい中に

も関わらず、迅速スマートにご対応下さり、大変感謝しております。とても信頼のおける先生です。 

ご担任の〇〇先生は、子供の側でオンライン授業を聞いていても、子供達皆のことをよく見て声かけ

されていたり、息子に対しても、息子の良い点悪い点などの本人の特性を踏まえて、よく対応してく

ださっております。また、親側が何かお伺いすると、クイックレスポンスできめ細かく丁寧にご対応

頂いており、本当に感謝しております。直近ご入院されたりもあり、実際はかなり心身ともに大変だ

ったろうと思いますが、そのようなそぶりもみせず、いつも明るく、生徒達をうまくリードし、皆か

ら慕われている姿をみて、有難いなと感じております。 

ロックダウンなど大変な中、子供達のために懸命に対応していただき、ありがとうございます。先生

方には感謝しかありません。 

特にありません。先生方いつもありがとうございます。 

陽性感染者出る時、マチコミからの濃厚接触者の情報や休校などの連絡内容ははっきりしない為、混

乱しやすいです。 

室内換気が重要。扇風機を活用した方が良い。 

置いて帰っていい物(体育館シューズ、絵の具セット等特に大きいもの)は、みんなで今ロッカーに入

れようなど声を掛けて頂けたら助かります。 

1 週間(登校週)に 2 回以上ある教科で、家で使わない教科書も置いて帰れたらたら、子どもの負担がだ

いぶ減ります。 

月曜日は荷物が多いので、できる範囲でなるべく荷物が少なくなる時間割を組んで頂きたいです。 

担任の先生は個人一人一人の内容をきちんと把握していません。もっと把握して接してほしいです。 

まだまだコロナが落ち着かない状況で、リスクも伴いますが少しでも全員の生徒が一斉に登校出来、

元気な声と笑顔が戻る事を祈っています。 

また、大変な中子供たちの為に一生懸命動いてくださる先生方に感謝しております。 

11/26 の『臨時休校』の表現は紛らわしかったので、分かり易い表現を審議してください。『臨時全生

徒オンライン』など。 

保護者への印刷物の依頼に頼りすぎに感じました。ノートの書き方を工夫するなどしてもう少し印刷

頻度を減らして頂きたかったです。 

1 日も早く、分散登校が一斉登校になるよう、マレーシア大使館附属ということですし、JSKLとして

岡大使やさらには外務大臣まで働きかけていただけているでしょうか。今のままではあまりにも子供

達だけでなく先生方の負担は大きく、保護者も疲弊するだけで皆にとって良いことはありません。先

生方の努力は認めますが、塾など行っていない子は基礎学力低下は避けられていない状態だと強く思



います。日本に本帰国した時が本当に心配でなりません。 

1 日も早く一斉登校に切り替わりますことを待っております。 

JSKLより人数の多いインター校が、全生徒毎日登校できているのに、JSKLがまだ通常登校に目処が立

たないのが不思議です。あと少しの小学校生活なので、早く毎日登校できる事を願います。 

いつから一斉登校になるのでしょう。 

分散登校が長引いて、登校組とオンライン組で差が出て来ていると感じています。子供にもストレス

になっているようです。 

一日でも早い一斉登校を強く求めます。 

インターがフルで登校…の回答がでた後も次々とインターがフルで登校になっていき、今は知る限り

日本人学校だけが分散登校に取り残されている。納得できない。また、バスの SOP が厳しすぎるよう

に感じる。大きなバスで全員すぐに医療機関の検査がいるほどの濃厚接触者になってしまい 10日でら

れない可能性があるのでは、安心して登校バスにのせられない。 

やはり、他のインターが一斉登校になっているのに、本校が出来ていないことが懸念事項です。デサ

パークの ISPも突然分散から一斉登校に切り替わったそうです。2 学期は仕方がないとしても、3学期

は一斉登校にして欲しいです。 

教育省にも安定的に通学できるように強く要望して頂きたいです。 

現在隔週ですがお友達とも会うことが出来るようになり、子どもも登校週を楽しみにしております。

登校グループが違うクラスの子とも会いたいと話していますので、もし可能であれば、ランチやお昼

休みの時間帯にクラスの zoom を繋いで、ABグループ関係なく自由に会話が出来る時間も作っていただ

きたいです。 

校長先生をはじめ、教職員の皆様、学校職員の方、いつも大変お世話になっております。担任の先生

のおかげで、自宅での学習も進められています。また、いつも子どもを気にかけてくださり、大変う

れしく思います。さまざまな学級での活動や ICT を活用した創意工夫ある授業も素晴らしいです。今

後とも、どうぞよろしくお願い致します。 

最近分散登校に関連する教育省とのやりとりなど、進捗を知らせて頂けるので助かります。 

修了式が早まったことは大変残念です。せっかく少しずつ登校できるようになったにも関わらず。授

業日数は確保できるのでしょうか。 

政府から承認取るのは難しいと思いますが、分散なしの全員登校が実現するのを期待しております。 

学校に登校できない期間も授業を続けてくださり有難うございます。また、分散登校でもオンライン

と対面と子ども達を見ないといけない状況は、本当に大変だと思います。前回のハイブリッド授業の

時よりも色々な点でご配慮いただき感謝しております。 

そのような中大変心苦しいのですが、我が子のクラスでオンライン授業の週の時間割のお知らせが遅

いことがあります。 

どうか改善していただけると有り難いです。 

あと、クラスルームだけに保護者宛のお知らせを掲載せずにクラスのマチコミにも併せて配信してい

ければなと思います。お手数お掛けしますが、ご検討いただきますようお願い申し上げます。 

分散登校の厳しい状況下で、担任の先生には最大限の工夫をしていただき、子供たちが少しでもスト

レスを感じないように配慮してくださったと思います。担任の先生や副担任の先生方への負担を思う

と、本当にありがたい気持ちでいっぱいです。 

しかし、学校全体としての体制には不安に思うことが多々ありました。マチコミメールのミス、SOP の

確認やコロナ発生時の初動の遅延(学校開始より前に整えておくべきことではないでしょうか)、一斉

登校に向けて大使館や他のインター校との情報交換をどの程度やっているのか不透明な点など、疑問

点が多く、貴重な学校生活が失われていることに対し真摯に受け止めていただいているのかと不信感

が募りました。 

オンラインの子供達は課題などの時間が増え、授業数も減っているにも関わらず、振替などのない状

態で平然と事が進んでいくことにも納得はいきません。 

残り少ない期間ですが、1日でも早く子供たちが安全にかつ一斉登校できるためならば、保護者も協力

を惜しみませんので、どうかご検討のほどよろしくお願いします。 

隔週登校ながらも子供たちの生活に活気や遣り甲斐・楽しみができ、親としてうれしく感じ担任の先

生には感謝しています。しかし、学校からは修了式・離任式を変更する案内や休校の案内が届き、登

校日数が減らされることについては子供たちのことを１番に考えて頂けていないように感じます。減

った日数は土曜授業に切り替えることや冬休みを減らすなど考えて頂きたいと思います。昨年度は、

登校日数について学校から考慮していただいている案内が何度か連絡がありましたが、今年は全くな



く残念に思います。(昨年度も結局土曜授業にての補充授業はありませんでしたが…） 

日頃より大変お世話になっております。分散登校が始まり、やっぱりオンラインよりも学校の方が楽

しいと言っています。子供から聞く学校での様子で気になる点を一つだけ挙げさせて頂きます。お昼

ご飯の時間が短くてお弁当を食べきれないとよく言っています。教室の移動などでお昼休みが短縮さ

れてしまうようならばもう少しご配慮頂けたらと思います。食べ盛りの成長著しい時期です。学校で

お友達と一緒にランチ出来る機会は貴重に思います。今後とも引き続き宜しくお願いします。 

日々状況の変わる中、いつもありがとうございます。素早く情報を出そうとしてくださるのはありが

たいですが、何度も何度も修正を出されてしまうと、保護者としてもかなり混乱いたします。また、

仕方のない事かもしれませんが、深夜とも呼べる時間帯に、次の日の朝の予定変更を伝えられるの

も、対応するのが難しい場合が多々ありますので、ご配慮いただきたく思います。 

大変な状況の中、担任の先生をはじめ専科の先生方には効率良く楽しみながら学べる授業をご提供頂

き、とても満足しています。オンラインでも、何かあれば担任の先生と連絡が Mail でとりやすく、返

信も迅速に頂けるので安心です。まだこの状況が続きそうですが、ご無理のない範囲でこの質を保っ

て頂けたらと願っています。 

大変困難な状況下でも創意工夫を凝らして指導に当たってくださる先生方お一人お一人の情熱に深く

感謝いたします。 

しかしながら 2 学期も引き続き残念に思った件がいくつかあります。 

一番は情報共有という点においての不満足です。 

以前に比べて格段に共有スピードは改善されましたが、主にマチコミを通じて配信される情報の分か

りにくさ、間違いが多く訂正が頻繁である点が気になります。 

配信前にダブルチェックするなどの対応はとられているのでしょうか。 

また他校がどんどん全面開校する中、なぜＪＳＫＬだけはそれが許されないのでしょうか。 

生徒数に対してあれだけの広さを持っているＪＳＫＬと他校で何が違い、どのような理由で許可され

ないのかもっと納得のいく説明が欲しいと思います。 

刻一刻と状況が変わる世の中で、与えられた通学のチャンスはまたいつ取り上げられるか分からない

のでもっと前に攻める交渉をお願いしたいと思います。 

学校が始まる以前から印刷依頼の忘れ物は多かったのですが、登校が始まっても金曜日にプリントを

渡し忘れたからという理由で家庭でのプリントアウトをお願いされたり、月曜の準備の連絡を忘れて

日曜日の夜の 7 時前に連絡が来たこともありました。対面授業しかなかったなら全て金曜日に学校で

行っているはずのものです。GOOGLE クラスルームがあるからこのようにしているのでしょうか。 

急な連絡があるときのマチコミメールの内容が、修正や変更があまりに多く感じます。コロナ陽性や

濃厚接触者が出た時の対応があまりにもわかりにくくて混乱しました。分散登校開始にあたって、そ

うゆう自体は予想できたはずです、対応方法やメール文面を事前に用意されていなかったことに驚き

ました。 

相変わらず、先生とは親から連絡がとりづらいです。連絡をしても、返信がないこともあります。 

以前よりお伝えしたつもりでしたが、いまだにインターネットの基礎知識のないまま利用しているこ

とに違和感を感じます。例えばプレゼンシートに著作権フリー以外の画像や動画を貼ることは犯罪で

す。自宅で指導すべきだとお考えなのは、もう薄々感じておりますが、万引きを見て見ぬふりしてい

るのと変わらないことをされていることをぜひ学校、先生で自覚していただきたいです。 

担任の先生は、オンラインの子供達にも最大限の配慮をしていただき、常にオンラインにして少しで

も学校にいる気分になれるよう工夫してくださいました。面談でもしっかり成績について評価をしつ

つ、子供の努力白を伸ばす励みの言葉もいただきました。 

それでも、分散による聞こえにくさや電波の問題などがあり、子供達は常にストレスを抱えてオンラ

インを続けています。 

先生方の負担も、尋常なものではないと思います。本当にありがたい気持ちでいっぱいです。 

分散登校が始まり、先生方には対面、オンライン授業に対応されながらご尽力頂いていることに感謝

申し上げます。学校、家庭共に前を向いて子供達の明るい未来に向け一つ一つできることをしていけ

ることを願っております。 

ハイブリッド授業が始まった最初の 2、3日は先生やお友達の声が聞こえない、黒板を映す画面が見に

くいなど、オンラインで受ける側は授業に集中できる状態ではなかった。何日かで改善はされたもの

の、初日から環境を整えてほしかった。 

オンライン授業に参加するか、課題配信か選択肢があってもいいとおもう。必ずしも全ての授業にオ

ンラインででる必要があるのか疑問に思う時がある。 

ハイブリッド授業で先生方の並々ならぬご苦労は想像以上だとお察しいたします。昨年に作成した授



業動画の再利用、NHK動画等活用しつつ、先生方にはアウトプットの強化、理解度の低い生徒のフォロ

ー等にご尽力くださればと思います。よろしくお願いします。 

以下、誠に恐縮ですが、意見を述べさせて頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。 

 

オンラインでの授業 

①Classroom での授業の予定に記載されている必要な資料が Classroomで新たに添付されたものなの

か、学校から既に配布されたものなのかが分かり難い。 

 

②Classroom での授業の予定で限定コメントを入力することができるようにして欲しい。 

 

学校での授業 

①宿題などをどの時間帯に教室のどこに提出すれば良いのかが子供に良く伝わっていない気がする。

学校に持って行ったものを自宅に持ち帰って来ることが多々あるため、先生の方から一日のどこかし

らのタイミングで、子供達に実際に声を掛けて宿題などを提出するように促して欲しい。 

 

②その日の授業に従い、必要な教科書やノートなどを学校に持って行っているが、実際には使用しな

いものが多々あるため、子供の（持ち物が重いという）不満に繋がっている。 

 

③学校に置いていっても良いものが何であるのかが子供に良く伝わっていない気がする。そのため、

先生の方から一日のどこかしらのタイミングで、子供達に実際に声を掛けて学校にものを保管しても

良いように促して欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中学部 意見 

長引くロックダウンで先生方も臨機応変の対応が必須となり、色々とご苦労があったことと思います

が、様々な工夫をされ、オンライン授業開始初期と比べ、より対面授業に近い内容となっていたと思

います。受験生を抱える保護者としては、授業進度や手続きなどで不安を感じることが多かったです

が、メールや電話などで都度早急な対応をしていただき、感謝しています。定期的に行われるこのア

ンケートについて、無記名のほうがより率直な意見が聞けるのではないかと思っています。 

生徒一人ひとりをよく見てくれていると感じています。 

沢山言いたいことを書いては消しました。 

とにかく一斉になるように許可を得てほしいです。毎日学校に通う事が望みです。 

中学生は第 2 回予防接種が終了し、2 週間も経っているから、一斉登校出来るはずです。高校生受験が

間もない状況で、オンライン学習の時間が非常に勿体ないです。折角、予防接種を終えているから、

一日も早く一斉登校が出来る様に学校側に努力して頂きたいです。 

分散登校も始まり、先生方には対面、オンライン授業に対応されながらご尽力頂いていることに感謝

申し上げます。まだまだコロナ禍での対応が不可欠になっていくかと存じますが、学校と家庭が協力

しながら同じ方向を向いて一つ一つ前に進んでいけることを願っております。 

担任の先生や教科の先生は、子供たちの要望を聞き入れて、オンラインを休み時間や給食でもつない

でくださり、勉強に関しても相談すれば真摯に対応してくださり、さらに生徒会活動への協力なども

惜しみなくしていただいていたと思います。 

ただ、課題の多い授業体制、オンラインによる定期テストなど、本来の日本の中学生との学力差がど

れほどあるのだろうかと不安が募ります。 

進路に関しては、個別のアドバイスが難しいのは理解できますが、各教科については、人数も少ない

ので、もっと個々の生徒の得意不得意を見つけ、アドバイスをしていただけないものかと(日本の先生

はしてくださっていると聞いています。)思っています。 

ほんの数分ずつでもいいので、子供との個々の学習アドバイスの機会があればと思います。 

長引くロックダウンで先生方も臨機応変の対応が必須となり、色々とご苦労があったことと思います

が、様々な工夫をされ、オンライン授業開始初期と比べ、より対面授業に近い内容となっていたと思

います。受験生を抱える保護者としては、授業進度や手続きなどで不安を感じることが多かったです

が、メールや電話などで都度早急な対応をしていただき、感謝しています。定期的に行われるこのア

ンケートについて、無記名のほうがより率直な意見が聞けるのではないかと思っています。 

コロナ禍にも関わらず、JSKL は日本と違うマレーシアでのコロナ環境の中良くやって頂いており、大

変感謝しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【御意見を受けて】 
○オンライン授業・教師の指導について 

・校内インターネット機器障害によってオンライン授業に支障が出ました。今後は ICT関連機器

整備を行いインターネット学習環境を改善して参ります。 

・オンライン授業は２年目を向かえ、学級担任による授業に加え、教科担任制を積極的に導入い

たしました。このことにより、より多くの教師の眼で共同で児童生徒の学力向上に向けた取り組

みを実施することができました。 

・児童生徒の個に応じた指導を心がけて授業つくりを進めております。 

・日本国内では通常授業が行われており、マレーシア国内との授業形態との相違に大きな不安を

持たれている保護者が数多くおられる状況です。本校では校内研修を定期的に開催し、教師の指

導力向上に努めております。また基礎学力の定着を目指し、ドリル学習、家庭学習の充実、放課

後学習指導に力を入れてまいります。 

○連絡体制・情報発信について 

・学校からの情報提供が適正に行われず保護者の皆さまに御迷惑をおかけしたことを深くお詫び

申し上げます。校内での発信文章を厳重に相互チェックし、混乱が生じないよう注意して参りま

す。 

・翌日の時間割など発信する時刻等再検討し、スムーズに授業準備ができるよう改善を図って参

ります。 

・緊急事案については、常時学校代表メールアドレスにてご連絡をお願い致します。深夜・早朝

及び週末のご連絡については、平常日に回答させて頂きます。ご理解の程宜しくお願い致しま

す。 

・欠席、遅刻、早退等の連絡は HPにリンクが貼ってある「JSKL 欠席・コロナ等 連絡フォー

ム」よりご連絡下さい。 

○児童生徒理解について 

・対面での登校も無事再開し、一人ひとりの行動を詳細に観察することが可能となりました。併

せて現在の心情も読み取る機会も大幅に増加し、児童生徒の実態に応じた指導や助言を行うこと

ができました。 

○学校の工夫改善について 

・突然の休校措置に対応するため、毎日の教材教具の持ち帰りをして頂いておりました。しかし

教材教具の量も多いことから、もしコロナによって休校となった場合は必要最低限のものを持ち

帰る方法に改善を図って参ります。 

コロナワクチン予防接種を終えた保護者様等については、お子さんの教材・教具を引き取ること

を許可することにより、・サークル活動については 2年間活動を休止しております。令和４年度

については、サークル代表者説明会を開きサークル活動の在り方について再検討し、共通理解を

図りながら活動を進めていく予定です。 

・コロナ禍における学校行事「ペスタスバン」（学校祭）開催については、本年度も動画配信に

て実施致しました。日本のご親族が動画鑑賞することもできたことは大きな成果となりました。

今後も各学校行事を実施するにあたり創意工夫を重ねて参ります。 

※保護者の皆さま、学校改善に向けて貴重な御意見をいただき感謝致します。全ての御意見に回

答はできませんでしたが、それぞれの御意見については全教職員で共有すると共に、御意見の趣

旨をしっかりと受け止め、改善策を検討し、できるところから取り組んでまいりたいと考えてお

ります。本校の学校運営には保護者の御理解、御支援が必要です。今後ともよろしくお願いいた

します。 

 

 

 


