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新入生保護者の皆さん、お子さんの御入園・御入学おめでとう
ございます。そして、進級されたお子さんがいらっしゃる保護者
の皆さん、新しい学年への進級おめでとうございます。
先日、本校では、１４日の始業式に続き、１５日には、日本国
大使館 特命全権大使 宮川眞喜雄様、公使 兒玉良則様、領事
部長

濱本博樹様、クアラルンプール日本人会会長

太田健司様、

マレーシア日本人商工会議所会頭 外処敏彦様、学校運営理事会
副理事長 長南陽一様をはじめ、多くの御来賓、保護者をお迎え
し、平成２８年度入園式・入学式を挙行いたしました。

【よろこびのことばをのべる新１年生】

創立５０周年を迎える今年度は、新入園児、児童、生徒２０５名が加わり、幼小中の総数８２１
名でスタートしました。教職員１２０名が一丸となり、お子さんの「夢の実現」に向けて豊かな教
育環境を整えるとともに、確かな教育活動を展開していきます。今後とも御支援、御協力をよろし
くお願いいたします。

【めざす学校像】
「入ってよかった、通わせてよかった、勤めてよかったＪＳＫＬ」は
楽しく登校でき、喜びをもって下校できる学校

をめざします。

お互いを思う心に溢れ、授業や行事では達成感や満足感を実感し、笑顔で毎日登下校できる学校
をめざします。
次に、本校の「学校教育目標」及び「本年度の学校教育の重点」をお知らせいたします。なお、
学校経営の方針等の詳細につきましては、次号の学校だより及び年度当初の保護者会にて説明させ
ていただきます。

【学校教育目標】
たくましいからだ、ゆたかな心、優れた知性と国際性を備えた児童・生徒の育成
【学校教育の重点】
①個に応じた授業を通し、基礎学力の定着を図ります。
②日常的な学習や体験活動を通し、丈夫な体とがまんと思いやりを育てます。
③時期や場所に応じた体験活動を通し、日本を感じマレーシアに親しむ態度を育てます。

平成２８年度 着任者
・幼稚部教員
・小学部教員

・中学部教員
・養護教諭
・副事務局長
・ＥＣ主任

※（ ）内は出身県

羽生百合香（埼玉県） 丹羽桃香（愛知県）
眞下 聖（群馬県） 志賀千夏（千葉県）
遠藤 萌（千葉県） 中田佳珠美（和歌山県）
川本隆靖（島根県） 三輪 敦（山口県）
栢野智裕（鹿児島県）
一戸円佳（埼玉県） 大友未歩（埼玉県）
関谷杏奈（千葉県） 西川 誠（東京都）
市原史明（鳥取県） 松﨑裕也（鹿児島県）
五十嵐彩乃（神奈川県）
岡本敏郎（岡山県）
Sharilee Manktelow（England）

中西琴海（京都府）
吉岡康裕（東京都）
中村 仁（鳥取県）
中尾 舞（福岡県）
宅間 望（埼玉県）
稲田陽子（新潟県）

平成２８年度 教職員・学級構成
○校長：宮谷真一郎
○教頭：東徹郎
○国際交流アドバイザー：Mr.Zulkifli
○校外活動コーディネーター：Mr.Danny
○特別支援教育コーディネーター：眞下聖 ○司書：佐藤由美子
○養護教諭：銭谷めぐみ 五十嵐彩乃
○保健主事：高原由紀子
幼 稚 部
○園長：北田耕一 ○教務主任：岩本聡子 ○教務主任補佐：松本一人 ○助 手：Ms.Ho
年

長

年

中

年

少

さくら組
福田竜平
り す組
山元亜希子
そ ら組
羽生百合香
あやめ組
登佐友奈
うさぎ組
中西琴海
に じ組
丹羽桃香
小 学 部 ※ ○内の数字は担任学級
○教務主任：吉田大地
学年
学年主任
担
任
１年 ④ 齋藤栄子
① 福留さゆり ② 吉岡康裕
③ 中尾 舞
２年 ④ 佐鳥幸代
① 川本隆靖
② 川口彩紀
③ 馬場園佳奈
３年 ④ 長瀨和孝
① 岩﨑龍之介 ② 福士純佳
③ 遠藤 萌
４年 ④ 林 悦子
① 長谷川貴英 ② 中田佳珠美 ③ 大城亜梨沙
５年 ① 安齋 毅
② 吉澤こゆき ③ 中村 仁
６年 ① 小谷悠輔
② 志賀千夏
③ 三輪 敦
なかよし学級担任
眞下 聖
専科 ○体育：栢野智裕 ○音楽：岩切友李恵 ○図工：岩川亜由美 ○ＰＣ担当：小林知子
※ この他にも、いくつかの教科では、中学部の教員が専科指導を行います。
学 部
※ ○内の数字は担任学級

中

○教務主任：吉田敬子（家庭科） ○生徒指導主事：滝脇隆一 ○進路指導：松田さおり
学年
学年主任
学年所属職員
１年 夛田弘子（英語）
①松﨑裕也（国語）②山中康平（技術）③西川誠（数学）大友未歩（体育）
宅間望（理科）
２年 藤原みつる（音楽）
①市原史明（英語）②菊池雄平（社会）一戸円佳（国語）須賀与恵（数学）
３年 ①有働秀樹（体育）
②松田さおり（理科）滝脇隆一（社会）稲田陽子（英語）関谷杏奈（美術）
なかよし学級担任
眞下 聖
英会話（EC）Department
○EC コーディネーター：稲田陽子 ○EC 主任：Sharilee Manktelow
Primary Teachers
Ms.Kanna Ms.Jackie Ms.Hoori Ms.Mansha
Ms.Phyllis Ms.Nurul Ms.Aina
Secondary Teachers
Mr.Luke Ms.Jasmeet Ms.Helen Mr.Derrick
（IS）Immersion Swimming
Swimming Coach
Mr.Lewin Lim Mr.Ahmad Faris Mr.Lai Chun Keat
事 務 部
○事務局長：佐藤 宏 ○副事務局長：岡本敏郎
事務室
大場春恵 登内奈緒 Mr.Vijay Ms.WaiMin Ms.Anisah
メンテナンススタッフ
Mr.Rahim Mr.Shuhaimi Mr.Azhari Mr.Norhaizam
Mr.Ramasamy Mr.Segar Mr.Isa Mr.Zaini Mr.Shahrom
Mr.Hairul Mr.Sukri Mr.Rifqi Mr.Yap Mr.Andy

４月の予定
２５日（月） 学校運営理事会・PTA 代表委員会

小・身体測定

中・朝会

早稲田渋谷シンガポール校説明会
２６日（火） 小・体育朝会
２７日（水） 幼・集会

身体測定
小・身体測定

２８日（木） 小・身体測定

中・参観懇談会

２９日（金） 中・新入生歓迎会
５月の予定
２日（月） レーバーデーの振替休日
３日（火） 小・朝会

１年生を迎える会

４日（水） 小５・６年参観懇談会

オイスカ高校説明会

５日（木） 小３・４年参観懇談会

聴力検査３～６日
幼・こどもの日集会

サークル申し込み締切り

６日（金） 小１・２年参観懇談会
７日（土） 幼・親子で遊ぼう会、懇談会
１０日（火） PTA 総会・サークル保護者会

（幼稚部のみ９日(月)振替休業日）

１１日（水） 小５校外学習（１３日まで）

小・児童朝会

50 周年記念航空写真撮影

中・専門委員会

１４日（土） 第１回日本人墓地清掃
１８日（水） 中３修学旅行（２０日まで）
１９日（木） 小・にこにこ活動

委員会活動

２０日（金） 幼・誕生会
２３日（月） 学校運営理事会・PTA 代表委員会
サークルスタート
２４日（火） 避難訓練

IS 休止期間（運動会終了まで）

視力検査（２６日まで）

小・体育朝会

２５日（水） 中・進路説明会
２７日（金） 中・生徒総会
３０日（月） ダッカ日本人学校来校（小中合同の修学旅行で本校を訪れます）
＊連絡
・「学校要覧」の表紙絵、並びに「５０周年記念シンボルマーク」のデザインを募集中で
す。どちらも５月１９日が締切りです。ふるってご応募ください！！

