
 

 

 

 

 

2018 年度スタート！ 

今年もチーム GJSは「SMILE が

あふれ,HAPPY を感じられる学

校」づくりを進めます！ 
  

いよいよニューヨーク日本人学校の 2018年度が

始まりました。文部科学省から新たに 5名の教員が

派遣され、教職員は新体制となっています。児童

生徒との新しい出会いを楽しみに新年度の準備を

進めてきました。チーム GJS で、昨年度よりもさらに

一歩進んだ「SMILEがあふれ、HAPPYを感じられる学

校」を目指してまいります。児童生徒の SMILE や

HAPPY はもちろんのこと、学校に関わる大人（保護

者の皆さん、教職員、教育活動に協力してくださる

方等）にも SMILE や HAPPY がたくさん生まれるような

一年にしていきたいと考えています。保護者の皆様

にも、学校のサポーターというよりは、ぜひチーム

GJS の一員の意識で児童生徒の成長を見守り、

学校の教育活動にご参加、ご協力いただけるとあり

がたいです。これから始まる一年間、どうぞよろしくお

願いいたします。 

さて、昨年度一年間、児童生徒には SMILE と

HAPPY をキーワードとして伝え、定着してきたと感じて

います。年度途中からは SMILE や HAPPYにつなが

る行為を、キラキラという言葉でイメージさせました。

一人一人の児童生徒のキラキラと輝く行為が、

学校全体の SMILE や HAPPY につながります。GJS

には、たくさんの児童生徒のキラキラがあります。そ

のキラキラに私たち大人が気付き、価値付けてあ

げられるようにしたいと思います。「がんばったね」「い

いことをしたね」「よく我慢したね」「とてもいい考えだよ」

「優しくしてあげて、かっこいい」…そして次の段階は、

児童生徒もお互いに認め合えることを期待します。 

があふれ， を感じられる学校
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４月行事予定 
10日(火) 始業式 13:30下校 

11日(水) 入学式 身体測定(3～9年) 

バス班会議Ⅰ 

12 日(木) 身体測定(1～2年) バス班会議Ⅱ 

新任式 

13 日(金) 避難訓練Ⅰ 中等部学力テストⅠ 

17 日(火) 避難訓練Ⅱ 

18 日(水) 応援団結団式 クラス写真撮影 

23 日(月) ｽｸｰﾙﾋﾟｸﾆｯｸ 1年生を迎える会 

25 日(水) スクールピクニック予備日 

26 日(木) Open School進路説明会 PTA総会 
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岡山県から派遣 

【趣味】 

旅行 
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出逢いを大切に 

新派遣教員の紹介 
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守･破･離 我以外皆我師
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学校代表 e-mail アドレスにつきましては、既に

公開していますが、英語科にも e-mail アドレスを

設定しましたので、次のとおりお知らせします。 

gwjseng@gwjs.org 

英語科に直接ご質問やご意見がありました

ら、英語でこちらのアドレスに送信をお願いし

ます。なお、念のため、学校代表アドレスにも

C.C.を送信してください。gwjs@gwja.org 

英語科メールアドレス 

 

 

昨年度より、学校の教育活動を効果的に発信

するため、学校案内パンフレットの改訂や、学

校ウェブサイトの充実に努めてまいりました。

しかしながら、長期間の運用により、不具合へ

の対処が困難になってきていたため、この度、

学校ウェブサイトをリニューアルすることとし

ました。リニューアルをして終わりではなく、

本年度一年間をかけて少しずつ改善を図りたい

と考えています。保護者の視点からお気づきに

なられたことがございましたら、ぜひお知らせ

ください。なお、今回は在校生向けパスワード

設定ページを設けました。パスワードは次のと

おりです。 ｓｈ２０１８ 

学校ウェブサイト  リニューアル 


