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 JSKL 校の令和 4 年度がスタートしました。創立 56 年目を迎える本校の輝かしい歴史と伝統、取組をし

っかりと引き継ぎ、今年度の教職員、事務職員、スタッフ一丸となって発展させていきたいと考えています。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  さて、令和 4 年度がスタートしましたが、新年度派遣教員 12 名の内、3 名は着任し、残り 9 名は最終手

続きに入ってはいるものの未だ JSKL校に着任できていない状況です。そうした状況の中、私たちは JSKLと

日本国内とをオンラインでつなぎ、会議や研修会を通して着々と年度開始の準備を進めて参りました。4月の

始業式に全教職員が揃うことはできませんが、JSKL の教育活動には日本国内に待機している先生方もオ

ンラインにて授業を実施いたします。対面授業、オンライン授業を組み合わせながら、これまで以上に学ぶ喜

びや意欲を喚起し、分かる授業を展開して参ります。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度 学年学級担任について 
（★は令和 4 年度派遣者）  

○校長 城間 勝    ○教頭 ★池田 滝夫   ○園長 加悦 佳子  

○事務局長 岡本 敏郎  〇事務局シニアマネージャー 向井 敬子 ○主幹教諭 足立 悟   

○保健主事 高原 由紀子 ○養護教諭 ★岡田 明子（小・中） ○司書 佐藤 由美子 

 

幼 稚 部 

        

指導教諭兼  年長 教務主任兼 年中 年少 

さくら組  山口  真依  りす組  蒲谷  智子  そら組  海野  美由記  

 

小 学 部  

○教務主任 生田 香澄（小２体育 IS）   足立 悟（小 1 体育 IS）   

専科 町田 充正（小４，５，６年理科）  葛西 浩美 （小１２３４音楽 ２年図書） 

   安永 義朗（小５，６ 図画工作）  長島 麻紀子（小５，６ 音楽）   

佐々木 洋光（小３，４図工 小３，４書写 小３４５６外国語） 

学校教育目標と教育の重点（令和 4年度） 

 ◎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」 

 

 ○教育の重点（概要） 

    ①【確かな学力の向上】  ②【豊かな心の育成】  ③【健やかな体の育成】  ④【国際性の育成】 

輝かしい令和4年度へ しっかりと船出 



林 義久 （４，５，６年 IS）   田中 智史（小３理科） 

学 年 １ 組 2 組  3 組 副担任等 

１学年 上野 紀子 有留 百合香 低学年 

葛西 浩美 ２学年 米谷 明子 ★赤澤 加奈

（代替 葛西浩美） 

水上  弓子  

３学年 瀬名波 哲 ★土井 みどり

（代替 佐々木洋光） 

中学年 

佐々木 洋光 

４学年 ★陶山 美鈴

（代替 町田充正） 

池田 隼人 

５学年 多田 明広 小野田 美紅 高学年  

町田  充正  ６学年 門野 幸一 樋山 里子 

なかよし学級・通級学級 田口 滴 ※なかよし補助（樋山裕則）ボランティア

※4 月 13 日現在令和 4 年度派遣教員１２名のうち９名は着任しておりません。着任まで代替担任

を配置しております。着任後、担任を本来の形に戻します。

中 学 部 

○教務主任 林 義久（社会・中IS）

EC コーディネーター ★高橋 幸裕

学 年 学年主任 1 組  2 組  副担任  

１学年 長島 麻紀子（音楽） 國料 ちづる 

（保健体育 ） 

★森田  雅志

（理科､技術家庭）  

★平垣内  崇人

（国語）  

２学年 田中 真梨保（英語） ★辰野 大介

（社会・中IS） 

（代替 田中真梨保） 

★𠮷田 鈴代

（数学） 

３学年 安永 義朗（美術） ★小川 美紀

（英語） 

（代替 安永義朗） 

★田中  智史

（理科）  

※中学は１年生２クラス、２年生１クラス、３年生１クラス 編成となります。

※4 月 13 日現在令和 4 年度派遣教員１２名のうち９名は着任しておりません。着任まで代替担任

を配置しております。着任後、担任本来の形に戻します。 

英会話（ＥＣ）Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ 

★ECコーディネーター 高橋 幸裕

○ELMA JULIET ALEX ○WANIE ○ KASZAREE KASIM ○SYAFIQAH

○NURUL ○SUM ○HOORI BUDHRANI

事 務 局 

○登内 奈緒 ○岩川 亜由美 ○WAI MIN LEOW ○DANNY WONG (ICT)

○PANEERSELVAN MUNTANDY ○ANISAH OTHMAN ○PASHANTI  D/O THIAGARAJAN

〇KANAGAWAVALLI NAGAPPAN 


