
 

 

 

 

 

2019年度新しいキーワードは… 

COLLABORATE です！ 
  

ニューヨーク日本人学校の 2019 年度が始まりま

した。SMILE と HAPPY をキーワードに，本年度も

「SMILE があふれ，HAPPY を感じられる学校」の実現

を目指し，教職員一同がそれぞれの良さを生かしな

がら，チームワーク良く，全力で教育活動を展開し

てまいります。昨年度もお願いしましたが，保護者の

皆様にも，ぜひチーム GJSの一員の意識で，学校

の教育活動にご参加，ご協力をお願いいたします。 

さて，学校づくりの次のキーワードについて，昨年

末から話題にして児童生徒や教職員にも一緒に考

えてもらってきました。これまでの 2 年間は，まず児童

生徒一人一人のキラキラと輝く姿が SMILE と

HAPPY につながると伝えてきました。そして昨年度は，

一緒に学校で生活する仲間の存在を意識し，感

謝の気持ちを伝え合えるようにさせたいと考えて

THANK YOU という 4 つ目のキーワードを提示しまし

た。5 つ目のキーワードは，個人（キラキラ）から相

手（THANK YOU），そして GJS で共に過ごす仲間に

目を向け，皆で「SMILE があふれ，HAPPY を感じられ

る学校」をつくるというイメージをもてる言葉にしたいと

考え，COLLABORATE とすることにしました。この流れを

理解してキーワードを考えてくれている人たちがたくさ

んいたことを嬉しく思います。児童生徒や教職員が

考えてくれたキーワード案を次ページで紹介します。 

これから始まる 1 年，児童生徒，保護者の皆様，

教職員を始め，この学校に関わるすべての人が，

皆で COLLABORATE して「SMILE があふれ，HAPPY を

感じられる学校」を実現させたいと考えています。 
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４月行事予定 
 

 

※ ＨＰ版では公開していません。 

新派遣教員の紹介 

2 名の教員が文部科学省より新たに派遣されま

した。よろしくお願いいたします。 

富田
と み た

 絢
あや

美
み

（2A担任） 

福岡県から派遣 

【趣味】 

音楽鑑賞 

【好きな言葉】 

一期一会 

加賀本
か が も と

 舞
まい

（9A担任） 

京都市から派遣 

【趣味】 

お笑い番組をみること 

【好きな言葉】 

継続は力なり 

 

 

 

 

 

 

 

なかよし ともだち 友情 ベストフレンド 

出会いと別れ にこにこ わくわく ドキドキ 

スマート スター サンシャイン ピカピカ 

チャレンジ 大切 リスペクト たすけ合い 

協力 一緒に 団結 やさしさ 思いやり 

ドンマイ！ あいさつ 目標 成功 健康 

元気よく 全力 ごめんなさい レインボー 

国際性 ハーモニー WAKU WAKU 

FRIENDLY  FRIEND  BFF  BEST FRIEND  ENJOY 

FUN  WELCOME(to GJS)  YOU ARE WELCOME 

SMART  STAR  SUNSHINE  SHINING  LEARN 

CHALLENGE  BELIEVE NEW RESPECT  UNION  

TEAM WORK   KINDNESS   BIG DREAMS   SAFE  

PLAY  DYNAMIC  SORRY  RAINBOW  GREAT  

HARMONY THE BEST  GOOD JOB  COMMUNITY  

COLLABORATIVE 

新現地採用教員の紹介 
英語科に Tyler Huntley 教諭，中等部英文法（7 年

及び 9 年）と初等部米国社会（1～3 年）を担当

する泉 美穂 教諭が着任しました。 

 

 

昨年度始めに学校ウェブサイトをリニューア

ルし，その後も学校や PTA からのお便りをウェブ

サイト上に掲載するなど，少しずつ改善を図っ

てまいりました。また，本年度より学年通信に

つきましても，原則として紙での配付をせず，

ウェブサイト上でご覧いただくこととしまし

た。これにより，各家庭では PDF ファイルで保存

したり，写真をカラーでご覧いただいたりする

ことが可能となります。お手数ですが，在校生

向けパスワード設定ページでのご確認をお願い

いたします。 

なお，本年度の在校生向けページパスワード

は次のとおりです。 

学年通信は 

学校ウェブサイトでご覧ください 

こんなキーワード案がありました 

たくさんの魅力的なキーワード案が集まりまし

た。新しいキーワードは COLLABORATE としました

が，どれも大切にしていきたい言葉ばかりです。

これらすべてを 6つ目のキーワードとして捉えた

いと思います。一生懸命考えてくれた皆さん，あ

りがとうございました！THANK YOU！ 
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