
 

 

 

 

 

 

  プリンストン日本語学校 

     平成３０年度 No.1 

 №平成３０年 ４月８日 

文責 三井知之 mitsui@pcjls.org 

 
入園・入学・進級 

 

明るい光の春の訪れと共に、児童・生徒が校舎に戻

って参りました。今年も… 

 

「笑顔のあふれる学校」 

日本語学校での学習活動を通して一人一人が達成感

をもち、分かった、できた喜びが感じられ、それが笑

顔に現れるようにします。そして、だれとでも笑顔で

あいさつができるようにします。さらに、一人一人の

居場所がきちんと保証され、安心して過ごせる学級づ

くりを行って参ります。 

 

「夢と創造性を伸ばす学校」 

基礎的・基本的な学力を確実に身に付けられるように

指導します。                                          

 

 

                                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます！ 
 

 

さらに、学習活動の中で子供たちが問題を見つけ、

自ら解決していく過程を重視した授業を通して問題解

決能力の育成を図り、主体的に学ぶ機会を増やしてい

きます。             

 現地校での学び方も生かしながら、日本語学校での

生活全般において、子供たちが主体的に取り組む活動

を設定し、自ら考え、自力で解決できるように支援し、

創造力を育み、自分の夢に向かうことができるように

します。 

今年も、児童･生徒が「期待の登校、満足の帰宅」が

できるよう教職員全員で子供たちの成長のため尽力し

て参ります。どうぞよろしくお願いします。 

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教  職  員  一  覧   

教育第一部長 三井友之 教育第二部長 小野 桂子 

小学 1年 担任 〇矢崎 さゆり 幼稚部 さくら組 ハラモト 千恵子 

小学 1年 副担任 バリンジャ 恵 さくら 副担任 チェン 佳寿子 

小学 2年 担任 栗田 高子 幼稚部 ゆり組 イェイ 由紀子 

小学 2年 副担任 ウィルキンス 邦加 ゆり 副担任 コジリアン 直子 

小学  3年 担任 北出 豊子 幼稚部 ばら組 ◎和田 幸子 

小学 4年 担任 〇菅野 弘子 ばら 副担任 松山 豊美 

小学 5年 担任 ファム 亜依   伊勢 富 

小学 6年 担任 稲垣 美喜  クードレー 枝里子 

中学 1年 担任 〇笠原 朋子  ☆スチュワード 斉藤 香 

中学  2年 担任  宮林 晴美   中島 弘美 

中学 2年 数学 中島 弘美 プリンストンコース 小学部 プート 真智子 

中学  3年 担任  前田 須美子 担任・副担任  フランシス 啓子 

中学 3年 数学  前田 文夫   リングラー そのこ 

日本文化時事 モイヤー 康子   ロッカインド 千明 

    若林 晴子 

事 務 所 関 係 プリンストンコース中高低学年  鷲尾 幸子 

事務所長 ヌーデル 真由美 プリンストンコース 中高高学  ◎モイヤー 康子 

日曜運営事務 須藤 知美 高等部  ○前田 文夫 

事務員 草川 華子 高等部 数学  アクトン 由美子 

事務員 藤本 由佳 APコース 池上 直子 

事務員／日曜運営事務 スー 牧子 JASL １ ブロック 由利子 

◎ディレクタ ☆アシスタントディレクタ 〇主任 

 

 事務所住所  14 Moore Street, Princeton NJ08542 

事務所番号   609-683-5080    ( 通常事務所 ) 

日曜日学校電話番号 609-895-5628 ( 授業日だけ) 

 

JASL ２ 木下 ルイーザ 

JASL ３ レイ 麻紀 

JASL ４  パレルモ マイケル  

JASL ５ ◎加藤 真紀子 

成人 102A  林 真理 

成人 102B  ブロック 由利子 

成人 202 ハル 良江 

成人 302 ○パレルモ マイケル 
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「どうぞ、よろしくお願いいたします」 

補習校部校長  三 井  知 之 
 
プリンストンの町が美しい春を迎え、日本語学校も

期待と共に新たな１年のスタートを切ることができま

した。お子様のご進級、ご入学おめでとうございます。 

 子供たちだけでなく、保護者の皆様方も新しい学年

への期待に胸をふくらませていらっしゃることと思い

ます。皆様のご期待に沿えますように、教職員一同一

丸となって伝統あるプリンストン日本語学校の教育活

動を展開して参ります。どうか今年度も皆様方のご協

力を賜りたいと存じます。 

 申し遅れましたが私は、荒川 雄之 前校長の後任

として着任致しました三井 知之（みつい ともゆき）

と申します。杉並区立桃井第五小学校から参りました。

教員時代にバンコック日本人学校、校長としてニュー

ヨーク日本人学校での在外教育施設の経験があります

が、今回、プリンストン日本語学校への派遣というこ

とで、重責を感じながら、本校の歴史と伝統を大切に

し、「一人一人の個性を尊重し、多様な社会の中で生き

る力を育てる」という、学校教育目標を具現化するた

めに、また本校の特性を最大限発揮できるように工夫、

努力してまいります。 

 今年度から新しい学習指導要領の移行措置が始まり

ます。基礎的基本的な内容の習得はもとより、問題解

決の力を育み、授業日が待ち遠しくなるようにしてい

きたいと思います。保護者の皆様には、様々な場面で

ご協力いただくことになると存じます。繰り返しにな

りますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 
 
 

補習校部小 2副担任 ウィルキンス邦加先生 
今年度、補習校二年生の副担任をさせていただくこと

になりました、ウィルキンス邦加（くにか）と申しま

す。 

未熟ではありますが、子供たちの声に耳を傾け、皆が

楽しく勉強できるクラスを作るお手伝いをしたいと思

います。 

保護者の皆様のお力をお借りすることもあると思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

プリンストンコース小学部 伊勢 富 先生 
今回プリンストンコースをお手伝いすることになりま

した伊勢と申します。 

日本語学校の先生は随分前に文部省コースを担当した

事がありますが、プリンストンコースは初めてなので 

何かとまごつく事もあると思いますが、生徒達がこれ

から一生日本語を好きであり続けられるような魅力的

な時間を持てたらと思っております。 

その為にも今後生徒達と共に励んでいきたいと思って

おりますので何卒よろしくお願いいたします。 

 

プリンストンコース小学部 フランシス啓子先生 
“はじめまして。フランシス啓子です。 

継承語としての日本語教育に感心があり、プリンスト

ンコースに加えて頂きました。 

子どもたちみんなの貴重な休日が、”イヤイヤの日”

ではなく”ワクワクの日”になるよう、そしてニコニ

コ笑顔で帰宅できるように、一生懸命がんばりたいと

思います。これからもどうぞ、よろしくお願いします

。 

 

プリンストンコース小学部 プート真智子先生 
この度、プリンストンコース副担任になりましたプー

ト真智子と申します。先輩先生方にご指導を受けなが

ら、担任の先生と一緒に、子供達が楽しく、しっかり

と日本語が学べるようがんばります。10 歳の息子と、

8 歳の娘が日本語学校に通っていますので、担当する

生徒さんや保護者の皆様の気持ちに少しでも寄り添い

、一緒に学ぶ時間を楽しみたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

   

高等部数学 アクトン由美子先生 
皆さん、ご入園、ご入学、ご進級おめでとうございま

す。この度、高等部の数学を担当することになりまし

たアクトン由美子と申します。私自身は今までに先生

の経験がなく手探りのような状態ですが、先輩の先生

方、保護者の皆様方にご指導いただき、解りやすく楽

しい授業をしていきたいと考えています。また、生徒

達が充実した学校生活を送るために少しでもお役に立

てるよう頑張っていきたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。     

   


