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子どもは、信じて、疑え 

令和５年がすでにスタートしています。昨年も、世界的に大きな災害が多く発生した年でした。アメリカの巨

大な川であるミシシッピー川では、至る所で水が干上がり、それまで沈んでいた船が姿を

表したといいます。また、パキスタンでは大洪水が発生し、国土の３分の１が水につかっ

たそうです。地球温暖化の影響によるものだと言われますが、どこかの国には温暖化防止

のための環境対策を否定する指導者もいるようです。しかし、今取り組まなければ、手遅

れになる。地球環境を改善しようとする取り組みは正当なものだと私は思います。やれる

ことをまずやることが大事であり、そのとき原因であると考えたことが、あとで、直接、

地球温暖化の原因ではなかったと分かってもいいじゃないかと私は思いますが、いかがでしょうか。 

 さて、内向き思考が世界中に広がりつつあるのは憂慮すべきことです。自分の国さえ良ければ、自分たちさえ

良ければそれで良いという考えは、大変危険だと感じます。「自分たち」というくくり

は、やがて「自分だけ」となっていく可能性が高い。つまり、自分が良ければ、隣の人は

どうでもいいとなりがちだからです。私たち教職員は、日本にいるときから今日まで、

日々、多くの子どもたちと生活を共にしてきましたが、昔に比べて子どもたちが、次第

に、利己主義的な面、守りに入っている面が強くなっているように感じます。 

 しかし、そのことは子どもに限らず、大人自身がどうも先んじてやっていることではな

いかなと感じるところです。物の豊かさ、情報の氾濫は、どうやら人と人との心の距離を

広げているように感じます。勿論、自分を守ろうとするのは人間の本能ですから、一概に否定することはできませ

んが、その誘惑や不安に負けまいとするのは人間の理性であり、人間らしさというものでしょう。子どものいじめ

問題も同様だと思います。ここ、グアム日本人学校では顕著な事案は見られませんが、本来人間がもつ弱い一面で

あり、つい不安だから先に手や口を出してしまい、その結果、今度は自分に返ってくるのが不安になって、さらに

相手を攻撃してしまう。あとはその連鎖と広がりです。周りが気づいたときには、すでに取り返しがつかないほど

大きな問題となっている事が多いと感じます。 

 そこに必要なものは、いじめに隠された真実、つまり自分の弱さを意識することとそれをやめる勇気だと思い

ます。まさに国と国との戦争も同じ構造です。ロシアとウクライナの戦争も、もはや停戦に向けた落とし所が見え

ない状況になってしまいました。このような事になる前に、私たち大人は、冷静に子どもの真実をつかみ、正しく

指導することが何より大切です。親の勝手な思い込みは何より禁物。過去の戦争と同

じく、取り返しのつかない状況になってからふと我に返り、それらの誤りに気づくこ

とになります。「子どもは、信じて、疑え」、これが原則です。教員と保護者の皆様

が協力し合って、真実を知り、同じベクトルで指導することを目指しましょう。 
どうぞ本年もよろしくお願いいたします。 

 
 

※ グアム日本人学校の行事等の様子は、本校ホームページ https://japaneseschoolguam.com/ でご覧になれます。 
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　 ２月　学校行事予定
令和４年(2022)２月

グアム日本人学校（全日制）

1 水 学習参観　学級懇談会　入学説明会 15:05

2 木 全校集会（朝）　入園説明会（幼稚部） 15:05

3 金 裁量  保育参観・懇談会・節分（幼稚部） 16:00

4 土

5 日

6 月 委員会 16:00

7 火 BS委員会 15:05

8 水 15:05

9 木 児童生徒集会　FD学校訪問（来校）学校理事会 15:05

10 金 裁量　お誕生日会（幼稚部） 16:00

11 土

12 日

13 月 クラブ　身体測定（幼稚部） 16:00

14 火 15:05

15 水 学年末テスト① 15:05

16 木 学年末テスト②　学校説明会（体育館） 15:05

17 金

裁量　三重県オンライン交流会（中学部）

学年末テスト③ 校内漢字再チャレンジ

園外保育・お別れ遠足（幼稚部）

16:00

18 土

19 日

20 月 Presidents Day

21 火 プノンペン日本人学校オンライン交流会（小１、２） 15:05

22 水 15:05

23 木 音読集会（朝：中３） 15:05

24 金 裁量（今年度最終） 16:00

25 土

26 日

27 月
委員会（後期最終）

プノンペン日本人学校オンライン交流会（小１、２）
16:00

28 火 BS委員会 15:05

日 曜  　　 行　　事　 下校時間
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Children, trust and doubt. 

The year 2023 has already begun. Last year was another year of many 

major disasters worldwide. The Mississippi River, a huge river in the U.S., 
dried up everywhere, and ships that had previously sunk came to the 
surface. In Pakistan, one-third of the country was under water due to a 
massive flood. It is said that this is due to the effects of global warming, but 
there are leaders in some countries who reject environmental measures to 
prevent global warming. However, if we do not tackle the problem now, it will be too late. I 
believe that efforts to improve the global environment are legitimate. I think it is important to 
do what we can first, and I think it is okay if we later find out that what we thought was the 
cause at the time was not the direct cause of global warming. 

Now, it is alarming that inward thinking is spreading throughout the world. The idea that all 

that is good for one's own country, or all that is good for oneself, is very 
dangerous. It is very likely that "we" will soon become "only we". In other 
words, as long as you are satisfied with yourself, the people next door tend 
to be unimportant. From the time we were in Japan until today, we 
teachers have shared our lives with many children on a daily basis, and we 
feel that children are gradually becoming more egocentric and defensive 

than in the past.  

However, I feel that this is not limited to children, but is something that adults themselves are 

apparently doing before children. I feel that the abundance of things and the flood of 
information are apparently widening the distance between people and their hearts. Of course, it 
is human instinct to protect oneself, so we cannot deny it in general, but it is human reason and 
human nature to try not to give in to such temptations and insecurities. The same is true of 
bullying of children. Although we have not seen any significant incidents here at the Japanese 
School of Guam, it is a weak aspect of human nature, and because people are anxious, they 
tend to be the first to react, and as a result, they become anxious about what will come back to 
them and attack others even more. I feel that when people around them realize what is going 
on, it often becomes an irreversibly big problem. 

What is needed is to be aware of the truth behind bullying, namely, one's own weakness, and to 

have the courage to stop it. The very same structure applies to wars between countries. The 
war between Russia and Ukraine has reached a point where it is no longer possible to reach a 
ceasefire. Before this happens, it is of utmost importance for us adults to calmly grasp the truth 
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about our children and guide them correctly. Parents' selfish assumptions are most forbidden. 
As in past wars, it is not until the situation is irreversible that we 
suddenly come to our senses and realize the error of our ways. The 
principle is this: "Trust your children, but doubt them". Let teachers 
and parents cooperate with each other to know the truth and guide 
them on the same vector. 
 
 
You can see the events of The Japanese School of Guam on our website at 
https://japaneseschoolguam.com/ 
 

https://japaneseschoolguam.com/


　 February School Schedule
令和４年(2022)２月

グアム日本人学校（全日制）

1 Wed

Class observation

Parent-teacher conference

Enrollment Briefing

3:05p.m.

2 Thu
School assembly  PTA board meeting

Briefing session for kindergarten admission
3:05p.m.

3 Fri

MIX Lesson

Class observation/Parent-teacher

conference/Setsubun (kindergarten)

4:00p.m.

4 Sat

5 Sun

6 Mon Committee meeting 4:00p.m.

7 Tue Bluesky committee meeting 3:05p.m.

8 Wed 3:05p.m.

9 Thu

Student assembly

FD School Visits the School

School board meeting

3:05p.m.

10 Fri MIX Lesson　Birthday party (kindergarten) 4:00p.m.

11 Sat

12 Sun

13 Mon
Club Activities

Physical measurement(kindergarten)
4:00p.m.

14 Tue 3:05p.m.

15 Wed Final exam(1) 3:05p.m.

16 Thu
Final exam(2)

School Information Session (at Gymnasium)
3:05p.m.

17 Fri

MIX Lesson　Final exam(3)

Online exchange meeting with Mie

Prefecture (７th〜９th grade)

retesting of kanji test

farewell excursion (kindergarten)

4:00p.m.

18 Sat

19 Sun

20 Mon Presidents Day

21 Tue
Online exchange meeting with  Japanese School

of phnom Penh(1st,2nd grade)
3:05p.m.

22 Wed 3:05p.m.

23 Thu Read aloud assembly (9th grade) 3:05p.m.

24 Fri MIX Lesson 4:00p.m.

25 Sat

26 Sun

27 Mon

Committee meeting

Online exchange meeting with  Japanese School

of phnom Penh(1st,2nd grade)
4:00p.m.

28 Tue Bluesky committee meeting 3:05p.m.

Day Day of week Event Pick up time


