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PTA委員会広報班

ご入学・ご進級おめでとうございます

可愛らしい小学部1年生

優しさでつながろう
未来を育むJSJ

思いやりあふれる環境づくり

令和3年度PTAスローガンPTA会長挨拶

令和３年度、PTA会長を務めさせていた
だきます です。
コロナウィルスの影響で私たちの生活は
一変してしまいました。そのような中でご
活躍いただいた昨年度委員の皆様誠に
ありがとうございました。
今年度も入学式を終えてまもなくしたとこ
ろで、また長期のオンライン授業となって
しまいました。登校再開後もＳＯＰに従っ
ての活動となりますので例年通りとはい
かないかもしれませんが、子供たちのた
めに精一杯の活動をして参りますのでど
うぞよろしくお願いいたします。

凛々しい中学部1年生

ホームページ上の本誌掲載について

ジョホール日本人学校PTAについて多くの方に知っていただくため、学校
ホームページに本誌を掲載しております。

なお、個人情報保護のため、ホームページ上では児童・生徒・保護者の
個人名や写真は削除していますのでご了承ください。



先生方、お忙しいなか
ご協力いただきありがとうございました。

川口浩校長
技術科

澤栗貢教頭 美馬正史先生

①2年目
②東京都(生まれは香川県です)
③キャメロンハイランド
④ウォーキング

①3年目
②新潟県
③プルフンティアン島、レダン島
④水泳、ウォーキング、
ゴルフ(打ちっぱなし)

①3年目
②京都
③特になし
④テレビ電話

①2年目
②広島県
③ランカウイ島、クアラルンプールのモスク巡り、
きれいなビーチ

④朝一でモーニングマーケットにいって新鮮野と
果物を買うことと、お気に入りのソファーでごろご

ろして美味しいコーヒーを淹れて飲むのが至福の
楽しみです。

①3年目
②大阪府

③コタキナバルでラフレシアを見たい
です。

④運動をしたり、買い物に行ったりし
ています。

①3年目です。
②秋田県北秋田市です。
③キナバル山に登ってみたいです。

④おいしいものを食べながら映画
を見ます。

①1年目
②宮城県
③ティオマン島
④子どもと散歩にいきます

①3年目です。
②兵庫県です。
③キナバル山の山頂です。
④釣りです。

①3年目です
②三重県
③ランカウイ
④読書、バドミントン

茂木千恵先生
小1担任

中川歩美 先生
小2担任

櫻庭壮平先生
小3担任

稻垣宗次郎先生
小4担任

日下部望先生
小5担任

奥村佳斉先生
小6担任

中学部国語担当

①JSJは何年目ですか。
②出身地はどちらですか。
③マレーシアでどこに行ってみたいですか。
④お休みの日は何をしてリラックスしていますか。

質問内容今年度は2名の先生が赴任されました。
JSJ教職員の皆様に

毎年恒例のアンケートにお答えいただきました。

ジョホール日本人学校
教職員のご紹介



①2年目です。
②東京です。
③ペナンに行ってみたいです。

④美味しいお店を探して行くこと
が好きです。

①This is the first year. 
②Fukuoka, Japan.
③I'd like to visit KL.
④I sometimes go shopping,climb a 
mountain, take a hot spring and so on.

①2年目です。
②九州の熊本です。

③マレーシアならではの生き物のいるところ
です。

④朝ゆっくり起きたり、子どもと一緒にテレビ
を観たりしてすごすことです。

①2年目
②川崎市
③海・島・山どこでも
④ちょっと街をぶらぶら

①3年目
②東京
③マラッカ
④散歩

①教員時代は2年間、事務長で出戻ってからは
7年目です。
②東京都世田谷区

③スレンバンやタイピンなど、観光地ではないけ
れども歴史がある街。
④本を読んだり、録りためた映画を見ています。

①24年目です。
②マレーシアのイポーです。

③マレーシアのコタキナバル山を
登りたいです。

④マッサージ、またお友達との
ティータイム。

①20年目
②ジョホールバル
③レダン島
④マッサージチェアでリラックス

①I have been working in JSJ for 19 
years
②I'm from Kedah, Malaysia.
③I would like to visit Sibu Island
④I like to read books and listen to 
music.

①I've been working at JSJ for the last 
eight years.
②I'm from Ipoh, Perak, Malaysia.
③I would love to visit the elephant 
sanctuary in Pahang.
④I usually read spiritual books and do 
yoga on my off days.

①I have been working in JSJ for 4 
years.
②I'm from Johor, Malaysia.
③I would like to visit Pulau Langkawi.
④I enjoy gardening and play board 
games with my son.

①3年目
②Cambodia
③Penang
④Yoga 本を読む

①2年目です。
②群馬県藤岡市です。

③ペナン島、イポー、東マレーシア
です。

④ベランダ菜園の土いじりをしてリ
ラックスしています。

志関菜穂子先生
中1担任
音楽科

重広靖恵先生
中2担任
英語

古庄亮裕先生
中3担任

笹田美知子先生
小学部所属

武井忠男先生
図工・美術

油井美穂子さん
事務長

エンジ― さん
事務員

アズィマさん
事務員

ジャミルさん
用務員

ラトゥナマラー先生
英会話

ショマナ先生
英会話

アムタ先生
英会話

馬渡素町さん
養護

北原瑛加さん
養護

①11 years
②Johor Bahru
③Sabah
④Take care of chicken and fishing



PTA総会報告

令和3年度PTA総会は現在の状況を
鑑み、書面審議を実施いたしました。

多くの会員の皆様にご回答いただ
き心よりお礼申し上げます。すべて
の議題において承認が可決された
ことを改めて報告いたします。

会長 副会長
中２ （カレー曜日） 中 １ （文化）
小６ （文化） 小５ （書記）
小４ （広報） 小３ （会計）
小２ （カレー曜日） 小１ （広報）

令和3年度PTA役員紹介

体操服販売について

11月10日、11日に販売を行い
ました。

今年度の定期販売は終了い
たしました。ただし、転入され
た方には随時対応いたします。

※今年度のPTA活動は現在の状況を考慮し、一部自粛しております。

PTA会費集金のお知らせ

納入日 １２月７日（火）・８日（水）

納入金額 児童生徒 1人の場合 ＲＭ ３０
2人の場合 ＲＭ ４０
3人の場合 ＲＭ ５０

コロナウイルスの影響により、例年通りのＰＴＡ活動ができないため
２学期転入と同額の会費金額となります。


