
かささぎ 
 

新年度を迎えるにあたって 
１０人の新しい先生方を迎え，新年度が始まりました。年度初めにあたり，わたしが目指す学校について述べ

たいと思います。 
 

 

 

言うは易く行うは難し。一人ひとりが違う学習特性をもち，育った家庭が違う子どもたちが集う学校です。全

ての子どもが毎日上記のようになることは難しいかもしれません。そこで（昨年度の「かささぎ」でもふれまし

たが），子どもたちの期待に応えるにはどうしたらよいのか，わたしの考えを以下に記します。 

 

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。  

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。  

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。たてわり班活動を充実させる。 

 

 これらを具現化するために，教師は自己研鑽を続けなければなりません。「チーム北京日本人学校」として，

よりよい教育活動を子どもに提供する，という職員室の一体感が大切です。本校の職員室で，特に大切にしてい

ることがあります。 

教師は，力の限り教材研究に取り組もう。  

先輩教師は後輩に授業技術を伝えよう。そして後輩教師は先輩に新しい風を送ろう。  

子どもと真剣に向かい合おう。子どもに寄り添い，共に笑い共に悩もう。  

教師は思いを共有しよう。少し先を見通した北京でしかできない教育活動を創造しよう。 

職員室が「チーム」としてまとまり，教師が存分に力を発揮できるようにするのが，わたしや小川教頭の役割

です。心して取り組みたいと思います。 また，本年度はスクールバス導入に向けた準備を進める年となります。

北京市の法令等に合致していない現行の公寓バス等が，万が一止められるという事態も見据え，全児童生徒の下

校時刻をそろえます。時程（チャイムの鳴らし方）を工夫し，以下を具現化します。 

① 中学部 ５０分授業の実施。 

② 小学部 授業と授業の間にゆとりをもたせる。  

あわせて以下に重点を置きます。  

③ 英会話学習の充実。  

④ 中国語会話学習の充実。 

 ①については，学習指導要領の通り。中学生にギュッと内容の充実した授業を行います。  

②については，小学生の発達段階に応じ，ゆったりと次時の準備に向かうことで，４５分の授業内容が，より

身に付くと考えました。  

③については，北京外交人員語言文化中心より新たに英会話の先生に来ていただきます。 小学部では基本的に

担任がＴ１を担います。本年度着任する先生方に，「中学校高等学校英語科教員免許」保有者が４人います。本

年度，本校で「中学校高等学校英語科教員免許」保有者は合わせて何と６人になりました。北京外交人員語言文

化中心の先生と力を合わせて，充実した英会話授業を進めます。 

④については，「話せる中国語」の習得に重点を移します。週１コマ（外国語を身に付けるにはどうしても時

数が少ない）ですので，家庭学習の課題を出すことも考えています。例えば「習った中国語で公寓の警備員さん

に話してみましょう」など。ご家庭でのご支援をお願いします。  

小川教頭は特別支援教育のスペシャリストです。特別支援教育の視点（子どもの個性に応じたきめ細やかな支

援）で，本校教育活動を見直すことも進めます。「⑤一人ひとりを大切にする学校運営」ですね。  

新年度を迎える新鮮な気持ちを，子どもたちと共にわたしたち教師ももち続け，「子どもと共に 教師も学んで

いく」，そんな１年にしたいと思います。保護者の皆様，学校運営理事の皆様，そして北京日本人社会の皆様と

手を携え，子ども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。本

年度もよろしくお願いします。                               

校長 栗本 和明 

子どもが，「期待感」をもって登校し，「満足感」をもって下校する学校 

言い換えると「わくわく登校」し，「にこにこ下校」する学校 
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小川 裕子（おがわ ゆうこ）教頭先生 

はじめまして。山中正明教頭先生の後任として参りました。「明るく，楽しく，元気に！」がモ

ットーです。北京日本人学校の児童生徒の皆さんに会える日を心待ちにしていました。学校生活

の様々な場面で，皆さんがどんな表情，どんな姿を見せてくれるか楽しみにしています。皆さん

の学校生活が楽しく，充実したものとなるよう，栗本校長先生のもと，他の教職員と力を合わせ

て頑張ります。よろしくお願いします。 

 

江畠 亮 （えばた りょう）先生 

 みなさん，はじめまして。この度，歴史ある北京日本人学校に赴任することができて，とても

嬉しく思っています。日本国外の学校に勤務するのは初めてのことですが，これまでの経験を生

かし，さらに深めて，精一杯力を尽くしたいと考えています。広い広い中国で，楽しさが無限に

広がる学校を目指して頑張ります。よろしくお願いします。 

 

伊藤 崇憲 （いとう たかのり）先生 

はじめまして。愛知県から参りました。小さいころからずっとサッカーに関わってきました。趣

味はいろいろありますが，特にサッカー（フットサル）とゴルフをすることです♪北京日本人学校

の皆さんに出会えたことに感謝しながら，一緒に多くのことを経験し，学んでいきたいと思ってい

ます。ともに笑い，感動し，素敵な学校生活を送れるよう頑張りたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

三浦 亜紀 （みうら あき）先生 

おいしい魚とおいしいお肉に出会える兵庫県から来ました。４月から北京日本人学校で，みなさ

んと一緒に，学んで，遊んで，楽しめる時間を過ごしたいと思っています。話をすることも，聞く

こともとても好きなので，たくさん話しましょう。みなさんのことや，中国のこと，たくさん教え

てください。この出会いがより良い縁となって繋がるよう，努めてまいります。よろしくお願いし

ます。 

 

西村 美優紀 （にしむら みゆき）先生 

 みなさん，初めまして。私は，みかんや梅干し，パンダが有名な和歌山県からきました。学生時

代はバスケットボールをしていて，体を動かすことが好きです。子供たちとたくさん遊び，早く仲

良くなりたいと思っています。子供たちが笑顔で安心して学校生活を送ることができるように，一

生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

土田 赳之 （つちだ たけゆき）先生 

はじめまして。この度ご縁があり，宮城県より赴任しました。赴任が決まってから，北京日本人

学校の皆さんに会える日を心待ちにしていました。体を動かすこと，おしゃべりをすることが大好

きです。どんな時でも笑顔を忘れずに，子どもたちが充実した学校生活を送ることのできるよう精

一杯頑張ります。これからどうぞよろしくお願いいたします。 

 

青木 和美 （あおき かずみ）先生 

はじめまして 神奈川県横浜市から参りました。外国には，旅行で行ったことはありますが，

生活するのは初めてで，ドキドキ，わくわくしています。好きなことは探検です。北京のいいと

ころ，学校のこと，みなさんのこと，たくさん教えてください。学校生活の一つひとつが貴重な

学びと体験になるよう力を尽くしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

  



 

小林 克啓 （こばやし よしひろ）先生 

 はじめまして。栃木県から参りました。北京日本人学校での生活を心待ちにしておりました。

体を動かすことが大好きです。趣味はサイクリングで，日本全国を旅したことがあります。みな

さんとの出会いに感謝して，色々なことを学び，感じ，そして共に感動出来ればと思います。 

 日々，子供たちと成長できるよう努力して参ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

高森 貴央 （たかもり きお）先生 

はじめまして。私は東京都で生まれ，神奈川県に住み，長野県でスキーをして育ちました。陸上，

水泳，器械体操，トランポリンなどをトレーニングとして行いながら選手としてスキーに取り組ん

でいたので今でも体を動かすことが大好きです。北京日本人学校の新たな一員として，一人一人に

寄り添った「楽しくよくわかる」学びを進めていけるように全力を尽くしてまいります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

野村 樹裕 （のむら みきひろ）先生 

 はじめまして。成田空港と羽田空港の間にある千葉市から参りました。得意なことは水泳（バタ

フライ）と料理です。北京に長期滞在するのは初めてですが，明るく，元気に頑張ります。よく学

び，よく考え，よく行動する子どもたちが大好きです。北京日本人学校でも「子どもたちのために」

をモットーに日々精進いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

  

 

【教職員組織】 
 

 

 
校  長 栗本 和明   教  頭 小川 裕子 
教務主任 高橋 寛之 

小学部 
１年１組 土田 赳之 
  ２組 田島 里紗 
  ３組 佐々 和美 
２年１組 山縣 悠華 

 ２組 鈴木 康弘 
３年１組 河野奈津子 
  ２組 青木 和美 
４年１組 尾鼻 祐也 

２組 西村美優紀 
５年１組 三浦 亜紀 
  ２組 鈴木利勇摩 
６年１組 石川 雄三 

２組 千田  愛 
通級教室 小林 克啓 
低副担任 佐々木望美 
低副担任 高森 貴央 
中副担任 野村 樹裕 
高副担任 矢嶋 優樹 
 
養護   戸倉 若菜 

中学部 
１年１組 伊藤 崇憲 

２組 山本 典良 
補担任 長尾 佳奈 

２年１組 入川 琢仁 
補担任 伊藤 智理 

３年１組 慶德 和彰 
中学部長 池西 雄輔 
副部長 江畠 亮 
 

 
講師 
中国語 隋 卫民 

     陈 臣 
     張 菜 
     李 鑫 

葉 芳 

 
  英会話 李 梦穎 
     沈 暁海 
     胡 凝 
   

小学部
男子 女子 合計 男子 女子 合計

１－１ 9 8 17 ４－１ 8 12 20
１－２ 9 9 18 ４－２ 9 11 20
１－３ 9 8 17 ５－１ 17 9 26
２－１ 12 11 23 ５－２ 16 10 26
２－２ 11 12 23 ６－１ 10 5 15
３－１ 9 10 19 ６－２ 10 6 16
３－２ 9 10 19 小総計 138 121 259

中学部
１－１ 8 8 16 ３－１ 14 8 22
１－２ 8 7 15 中総計 39 36 75
２－１ 9 13 22 総合計 177 157 334

平成31年4月15日現在

よろしくお願いします 
 


