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奧田修也先生の後任として着任いたしました，栗本和明です。どうぞよろしくお願い致します。 

 １２日（木）の始業式，１３日（金）の入学式で，子どもたちと出会いました。奧田先生から事

前に教えていただいていた通り，大変落ち着いた様子でした。「今年度も頑張るぞ」という意欲に

満ちた眼差しを，しっかりとこちらに向ける子どもたち。３０年以上教師をしていますが，予想以

上の子どもたちの真剣さに，思わずドキドキしてしまいました。 

（正直に告白すると，先生になりたての，２０代のころ以来のドキドキでした） 

 今年度一緒に着任した先生たちも，同じように感じたようです。この新鮮な気持ちを，わたした

ち教師も持ち続け，「子どもたちと共に教師も学んでいく」，そんな１年にしたいと思います。 

 そこで，子どもたちの期待に応えるには，どうしたらよいのかを，改めて考えてみました。自

分なりの考えを以下，記してみます。 

 

〇 学校は授業がいのち 

    「楽しい授業」「分かる授業」を，丁寧に１時間１時間積み重ねる。 

 〇 学級は「安心できる場所」 

     安心して過ごせる自分の居場所があり，よさを存分に発揮できる学級をつくる。 

 〇 小中一貫のよさを生かす 

    ９年間を見通した計画性，継続性のある教育活動を行う。 

    縦割り活動を推進する。 

 

上記３点とも，「言うは易く行うは難し」です。わたしたちにキラキラした眼差しを注いでくれ

る子どもたちに，精一杯応え，少しでも理想に近づきたい。そこで，どうすれば理想の学校に近づ

けるのかを，あわせて考えてみました。 

 

    教師は，力の限り教材研究に取り組む。 

    先輩は後輩に授業技術を伝え，後輩は先輩に新しい風を送る。 

    担任は，子どもと真剣に向かい合う。子どもに寄り添う。共に笑い共に悩む。 

    教師集団が思いを共有する。少し先を見通した教育活動を創造する。 

 

 職員室のチームワークを，存分に発揮できるようにするのがわたしの役割と，身が引き締まる思

いです。 

 保護者の皆様，そして北京日本人社会の皆様と共に手を携え，子どもたちにとってかけがえない

小学校，中学校の日々を，充実したものにしていきたいと思います。 
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栗本 和明 （くりもと かずあき）校長先生 
 奥田修也校長先生の後任として赴任しました。先日，奥田校長先生と話をする機会がありました。わたしが

「子どもたちの様子はいかがですか」とたずねると，奥田校長先生は，「素直な小学生と，さわやかな中学生で

す」とおっしゃいました。みなさんとの出会いが楽しみになりました。職員一同力を合わせ，心をひとつにし

て，子どもたちが充実した日々を過ごせる学校づくりを目指します。 

 
千田 愛 （ちだ あい）先生 

 はじめまして。まだ雪が残る岩手県から来ました。私は音楽に合わせて体を動かすことが好きです。ダンスを

通してたくさんの人と関わることで見えてきた世界がこれまでにたくさんありました。今度は北京という新しい

土地でみなさんから多くを学び，共に歩んでいきたいと思います。子ども達一人ひとりが輝くことができるよう

に，笑顔と元気で精一杯頑張ります。よろしくお願い致します。 

 
佐々木 望美 （ささき のぞみ）先生 

みなさん，初めまして。私は，北京と同じ北緯 40度の岩手県出身，そして今まで赴任していた東京都では，朝

陽区の子どもたちと作品の交流するなど，北京との御縁を感じています。この出会いを大切に，一日も早く新し

い環境に慣れ，北京日本人学校の一員として，子どもたちが充実した学校生活が送れるよう精一杯努めます。ど

うぞよろしくお願い致します。 

 
鈴木 利勇摩 （すずき りゅうま）先生 

はじめまして。日本海と立山連峰に囲まれた富山県から来ました。北京日本人学校に来られる日を楽しみにし

てきました。私は野球にサッカーなど，体を動かすことが大好きです！でも，食べることも大好きです！みんな

で楽しく勉強し，様々なことに挑戦していきましょう。北京日本人学校の皆さんと一緒に成長できるように頑張

りたいと思います。よろしくお願い致します。 

 
山本 典良 （やまもと のりよし）先生 

 初めまして。静岡県から来ました，山本典良と申します。北京日本人学校に赴任することが決まってから，新

しい生活に期待を大きく膨らませていました。歴史ある街で，みなさんと共に学びながら人間として大きく成長

していきたいと思います。生まれも育ちも静岡県です。土地柄か，のんびりしている性格なので，みなさんに置

いていかれないように頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。 

 
池西 雄輔 （いけにし ゆうすけ） 先生 

大阪府から参りました。日本では他にも横浜や名古屋，東京にも住んでいたことがあります。学生時代はサッ

カーをやっていました。ドライブが趣味なので目下，新しい趣味を模索中です。楽しく，達成感のある授業を心

がけています。１日１日を大切にし，この学校でよかったと思ってもらえるような教育活動を行っていきたいと

思っております。怖くはありませんので気軽に声をかけてください。よろしくお願い致します。 

  
尾鼻 祐也 （おばな ゆうや）先生 

 兵庫県から赴任しました。海外勤務は初めての経験で，長年の夢がようやく叶いました。４月から北京日本人

学校で勤務できることを，とても楽しみにしていました。スポーツなど，体を動かすことが大好きなので，でき

るかぎり子どもたちと一緒に遊んで交流をしたいと思っています。よろしくお願い致します。 

 
入川 琢仁 （いりかわ たくみ）先生 

はじめまして。人口５８万人という日本一人の少ない鳥取県の砂丘の近くから参りました。とても大都市にあ

る日本人学校ということで，今はドキドキしています。理科を担当していますので授業の中で，実験や観察など

を通して理科の楽しさをたくさん共有したいと思います。専門は天文学ですが，理科の事ならなんでも（ただし

昆虫は苦手です…）質問してください！これからよろしくお願い致します。 

 

佐々 和美 （ささ かずみ）先生 

 みなさま，こんにちは。日本で一番小さな県，四国の香川県からやって参りました。北京は四国とそう変わら

ない面積と知り，びっくり！これからどんな素晴らしい出会いがあるかと，胸をわくわくさせています。おいし

いものを食べることが大好きなので，心も体も元気をいっぱい，みなさんと共に成長していきたいと思っていま

す。どうぞよろしくお願い致します。 

河野 奈津子 （かわの なつこ）先生 



皆さん初めまして。宮崎県出身で山梨県から来ました河野です。私は絵を描いたり物を作ったりすることが好

きで，家でもイラストを描いたりしています。また，体を動かすことも好きで週に１度は水泳に通っています。

（ドッジボールも得意ですよ！）新しい環境や土地で新しい仲間と出会えることを楽しみにしています。これか

らどうぞよろしくお願い致します。 

 
田島 里紗 （たしま りさ）先生 

みなさん，はじめまして！この度ご縁があり，北京日本人学校へ赴任することになりました。私のモットーは，

「やってみよう！」です。どんなこともやる前から諦めない。チャレンジする気持ちを大切にしていきましょう！

北京日本人学校での出会いを大切に，子どもたちと共に元気いっぱい，笑顔あふれる学校生活を過ごしていきま

す。これからよろしくお願い致します。 

 
長尾 佳奈 （ながお かな）先生 

みなさん，初めまして。今年度から，ともに学校生活を送ることができて，とても嬉しいです。わたしは，関東

地方の神奈川県からやってきました。本を読むことが大好きで，オススメしたい本がたくさんあります！また，

体を動かすことも好きです。外でも中でもたくさんいっしょに遊びましょう！大切にしていることは「やってみ

なければ分からない！」です。一緒にチャレンジして，様々な発見をしましょう！よろしくお願い致します。 

 
伊藤 智理 （いとう さとり）先生 

愛媛県出身の伊藤 智理(さとり)です。みなさんに会えることを楽しみに北京へやってきました。おいしいもの

を食べることが大好きです。北京ではどんなおいしい食べ物に巡り会えるかわくわくしています。北京のこと，

学校のこと，たくさん教えてくださいね。出会いに感謝し，一緒によく学び，よく遊びましょう。どうぞよろし

くお願い致します。 

 
戸倉 若菜 （とくら わかな）先生 

 みなさんこんにちは。入学・進級おめでとうございます。養護教諭の戸倉若菜です。身体を動かすことがとて

も好きで，バスケットボールが得意です。北京日本人学校に通うみなさんに出会うのをとても楽しみにしていま

した！子どもたちのパワーに負けないよう，私も全力で頑張ります。どうぞ，よろしくお願い致します。 

【教職員組織】 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

校  長 栗本 和明       教  頭 山中 正明 
事務局長 駒津 雅司       教務主任 高原 清史 

小学部 
１年１組 丹野 真夢 
  ２組 森  由貴 
  ３組 多田久美子 
２年１組 鈴木利勇摩 

 ２組 吉野 美穂 
３年１組 山縣 悠華 
  ２組 佐々 和美 
４年１組 高橋 寛之 

２組 千田  愛 
５年１組 山本 典良 
  ２組 石川 雄三 
６年１組 松本 由貴 

２組 尾鼻 祐也 
通級教室 田島 里紗 
通級教室 伊藤 智理 
低副担任 河野奈津子 
中副担任 矢嶋 優樹 
高副担任 佐々木望美 
 
養護   戸倉 若菜 
図書室  谷川美由紀 

中学部 
１年１組 入川 琢仁 

２組 釜崎 孝一 
２年１組 慶徳 和彰 
  ２組 池西 雄輔 
３年１組 酒主 毅紀 
  ２組 鈴木 康弘 
副担任 鈴木 隆太 
副担任 田村 美佳 
副担任 長尾 佳奈 

 
講師 
中国語 隋 卫民 

     葉  芳 
      陳  臣 

      陈  臣 

     张  宇 

 
  英会話 Alexander Fosgrau 
     Edwin Mark Nuwagira 

          Johanna M. Rey 
      

小学部
男子 女子 合計 男子 女子 合計

１－１ 7 7 14 ４－１ 16 11 27
１－２ 7 7 14 ４－２ 16 11 27
１－３ 6 8 14 ５－１ 11 6 17
２－１ 12 10 22 ５－２ 12 6 18
２－２ 11 11 22 ６－１ 11 11 22
３－１ 11 15 26 ６－２ 11 10 21
３－２ 10 15 25 小総計 141 128 269

中学部
１－１ 5 5 10 ３－１ 5 6 11
１－２ 6 5 11 ３－２ 6 5 11
２－１ 10 6 16 中総計 42 33 75
２－２ 10 6 16 総合計 183 161 344
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