
校庭の木々の葉が太陽の光を浴び、マドリッドの

空の青とともに美しく輝く季節になりました。マド

リッド日本人学校は、4月 12日より令和 4年度の教

育活動をスタートさせました。 

令和４年度のスタートにあたり、今年度の学校教

育目標、目指す児童生徒像及び経営方針を以下のよ

うに設定いたしました。 

 

◇学校教育目標 

「国際性の基礎を培い、創造性や豊かな人間性

に富んだ、たくましい児童生徒を育成する。」 

 

◇目指す児童生徒像 

○自ら学ぶ児童生徒（知） 

・授業や家庭学習に自ら進んで取り組むことがで

きる。 

・他者の意見に耳を傾け、自分の考えを深め広げ

ることができる。 

○心豊かな児童生徒（徳） 

・他者に対する思いやりの心をもち、優しく接す

ることができる。 

・立場の異なる相手を理解し尊重することができ

る。 

○たくましい児童生徒（体） 

・健康な体をもち、進んで体力作りに取り組むこ

とができる。 

・強い心で困難を乗り越えることができる。 

 

◇経営方針 

新学習指導要領の趣旨に基づき、「生きる力」を

育むという理念のもと、知識・技能、思考力・判断

力・表現力に加え、学びに向かう力の育成を目指し

ます。 

また、日本人学校の特色を生かし、グローバル人

材の育成を目指した学校経営に努めます。具体的

には以下の点に力を入れていきます。 

①命と人権を大切にした、安心・安全な学校づく

り 

②「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた

授業改善 

③一人一人に寄り添い、認め、褒め、励ます生徒

指導 

④内にも外にも開かれた学校づくり 

⑤ワークライフバランスの向上 
 

3月末から校舎改修工事が本格的に始まり、これ

からしばらくは別館（中学部棟）と体育館を使って

授業を行っていきます。少し手狭ですが、感染症対

策に十分気をつけながら、知恵と工夫で乗り越えて

いきます。今年度も、皆様のご協力とご支援をお願

いいたします。 

 

 
 
 

職名 氏  名 校務分掌 

校長 村井  剛 
学校経営全般 
小 2･3･6算数 中 1 数学  
中 1～3 技術・家庭 

教頭 大畑  崇 

学校経営全般  
小 1･2 生活 小 3･4 理科 

小 5･6 技術・家庭 小 1 読書 
小 1･2、5･6図工 中 1～3 美術  

教諭 川元 克彦 
小 1･2 担任 教務主任 

小 1･2 国語  中 1～3 国語 
小 1･2 体育 

教諭 東歸 道子 
小 3･4 担任 小学部長 
小 3･4 国語 小 5･6英語 
中 1～3 英語 

教諭 林  祐太 
小 5･6 担任 生徒指導部長 
小 5･6 国語 小 3～6 社会 
中 1～3 社会 

教諭 関川 元樹 
中 1･2 担任 学習指導部長 
小 5･6 理科 中 1～3 理科 

小 3～中 3体育 小 3･4図工 

教諭 金田一奈都子 
中 3 担任 中学部長 

小 1･4･5算数 中 2～3 数学 

講師 玉木 美音 音楽、スペイン語担当 

講師 ロザリー 外国語担当 

講師 ララ 外国語担当 

講師 ロドリゴ スペイン語担当 

講師 カルメン スペイン語担当 

事務 伊藤 光子 事務全般 

用務 ロベル 用務全般 

マドリッド日本人学校 
Colegio Japonés de Madrid 

  文責 村井 剛 
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令和４年度学校経営方針 

令和４年度学校組織 



 
 
 
 

〇大畑 崇 教頭 
 
島根県から参りました、大

畑 崇（おおはた たかし）
と申します。教頭として校長
を補佐し、明るく楽しい、安
心・安全な学校を作っていき
たいと思います。小学校１年
生から中学校３年生の皆さん
と、一緒に授業ができることを楽しみにしていま
す。保護者の皆様、関係諸団体の皆様、どうぞよろ
しくお願いいたします。 
 
 
〇関川 元樹 教諭 
 

北海道から参りました、関
川元樹（せきかわ もとき）と
申します。学校が始まって 1週
間、マドリッドの温暖な気候と
児童生徒の温かな笑顔に力をも
らいながら、充実した日々を過
ごさせてもらっています。保護
者の皆様と協力しながら、子ど
もたちの健やかな成長のため、力を尽くしたいと思
っております。よろしくお願いいたします。 
 
○林 祐太 教諭 

 
愛知県から参りました、林 

祐太（はやし ゆうた）と申
します。マド日に赴任するこ
とができ嬉しく思います。新
しい出会いと新しい生活に胸
が高鳴ると同時に、在外で教
育に携わることの責任の大き
さを感じております。目の前
の子どもたちのため、「あかるく」「たのしく」「ま
えむき」に取り組んで参ります。どうぞよろしくお
願いいたします。 
 
 
○東歸 道子 教諭 
 

広島県から参りました、東帰

道子（とうき みちこ）と申し

ます。赴任間もないですが、ス

ペインの人の心の温かさに触

れ、素敵な国だと実感しまし

た。新しい出会い、環境、そし

て新しいことへの挑戦に胸を膨

らませています。皆さんと一緒に充実した学校生活を

過ごせるように努力していきます。どうぞよろしくお

願い致します。 

 

 

 

 

 4 月 12 日に、令和 4 年度の入学式が行われました。

今年度は、小学部１年に１名の新入生を迎えました。

新入生は、緊張しながらも大変しっかりした態度で参

加することができました。在校生の態度も立派でし

た。 

 また、今回は 3 年ぶりに来賓の皆様にもご参加いた

だくことができました。皆様の暖かい祝福により、素

晴らしい入学式になりました。 

日 曜 行事等 

12 火 入学式 始業式 

13 水 全校集会 

14 木 聖木曜日 

15 金 聖金曜日 

16 土  

17 日  

18 月  

19 火 新入生歓迎会 英語検定申込み締め切り 

20 水 避難訓練(不審者対応) 給食あり 

21 木 委員会 

22 金  

23 土  

24 日  

25 月  

26 火  

27 水 給食あり 

28 木  

29 金 授業参観 保護者全体会 個人面談 

30 土  

新派遣教員の紹介 

４月の予定 

４/１２ 入学式 


