小学部主任： 内倉 律子
日本の 私学で幼稚園教諭として教壇に立つ。小学校、幼稚園教諭免許保有。 現地の私学幼稚園で７年間絵画や日本語等の指導にあた
る。ＢＣＡ土曜学校に２００８年に教員として参加。きめ細やかで丁寧な指導は保護者にも定評がある。
幼稚部/中高部主任： 河合 明子
大学卒業後、神戸の 高校に教諭として勤務。補習校教員、ワシントン大学の社会人向け日本語プログラムやボーイング社での日本語
指導の経歴をもつ。ＢＣＡ土曜学校でも、2007 年より保護者会活動に積極的に参加し、 2010 年からは、教員チームに加わる。 教
員・保護者の両面から 日本語学習指導にあたる。
年中 ことり： ノード 景子
美大卒業後、 海外各地に滞在中、子供から大人まで幅広く 日本語を指導する。２０００年よりＢＣＡで幼稚園クラスの指導にあた
る。 教員免許保有。15 年前に指導した教え子が今でもＢＣＡに遊びにきてくれる。一人一人を大切にした楽しい授業は 子供たちに
も保護者にも大人気。
年中 うさぎ： レティージオ 教子
幼児教育学科、英語英文科卒業。現地のインターナショナル幼稚園にて日本語教師として勤務経験有り。ボランティアとして現地の幼
稚園視察を数多く経験。日本では、英会話学校にて幼児から中学生までの講師として指導経験有り。子供１人１人の可能性を信じ「好
奇心を育て楽しく学ぶ」を目標に、２０１６年度より BCA 土曜日学校に勤務。
年長 さくら： ジメット 恭子
現地の保育園で日本語指導経験あり。ＢＣＡ土曜学校に２０１０年に教員として参加。温かく優しい先生で 園児のやる気を引き出
し、一人一人の子供のペースに合わせたきめ細かい指導で、子供たちからも人気の先生。
年長 ひまわり： 大村 恭代
現地小学校の外国語プログラム日本語クラスを担当、高校生への日本語チューター、プリスクールでの日本語指導中。日本で英会話学
校講師、外国人への日本語指導経験有。子供達のやる気を引き出し、自主的に興味を持って参加してもらえるような楽しい授業を心掛
けて指導したいと思っています。
年長 ゆり： スターク 幸子
音大卒業後、大手音楽教室でピアノ指導や幼稚園受験・小学校受験クラス（リトミックベース）の講師を務める。中 学、高校の教員
免許あり。趣味は音楽鑑賞。リズムや歌を取り入れた授業も子供たちに人気。授業内容にメリハリを つけることでクラス全体の集中
力を高めるよう心がけている。
１年国語： 長友 裕子
日本で幼小中高校で指導・勤務経験あり。 １７年間、子どもから大人までを対象に絵画造形教室を主宰、指導。ＢＣＡでは、水彩画
から書道・陶芸まで学べる、アートクラスともだちの講師も勤める。手話講師、教員免許保持。武蔵野美術大学卒。
１年 算数： 碇 恵美子
現地の保育園で 5 年間の日本語指導経験、図画工作の先生も務めた。BCA 土曜学校との関りは長く、以前は保護者ボランティアとし
て、また代講の先生としても活躍。幼児教育に関しては今迄の経験を活かし、学習の基礎作りを踏まえての授業内容を取り組む考えで
いる。
１年 算数： ラーク 有紀子
教育学部児童教育学科小学校専修卒業。小学校教諭一種免許状保有。アクティブラーニングを主とした、学習者が能動的に学習できる
活動を研究。"学びに向かう力"を育成できるよう、子ども達が主体となった授業・クラス作りを提供する。
１年国語： 岡 佐織
大学国際関係学部卒業。ヨガの講師としても活躍中。相手の立場になって考え、喜びや悲しみを共感できる思いやりの心を持つ子供の
育成。そして一人一人の子供の個性、成長を大切に、楽しく安心して 学べる環境を作ることを心がけて指導していきたいと思いま
す。

２年 国語： 田中 いずみ
ベルビューチルドレンズアカデミー・バイリンガル幼稚園の日本語プログラム担当講師。どのような日本語環境にいる生徒も楽しめる
よう授業を展開し、学校でしかできない経験を重ねて、長い日本語学習への基礎を築きたいと、指導にあたる。BCA 土曜学校には、
2008 年より参加。
２年 算数: 金子 良子
薬学部製薬学科を卒業後、薬剤師として勤務の経験を持つ。算数は積み重ねの教科。復習を繰り返し、確実な知識の定着を図る。ま
た、生徒が楽しく学べるよう、ゲームを取り入れるなど、工夫を凝らした授業を心がけている。
２年 国語/算数: 荻本 佳代子
アメリカの大学院で運動生理学博士号取得。日本、アメリカを合わせ１７年余にわたるフィットネス・ダンスの指導者の経験を持つか
たわら、生物医学の研究者として現在も活躍中というユニークな経歴を持つ。「教えることは教わること」をモットーに、持ち前のバ
イタリティを発揮し、ユーモアと温かみのある指導を目指している。
３年国語/算数: 濵尾 文乃
日本では子ども向け職業体験施設にて指導経験あり。現地では、学生を対象とした留学プログラムに従事する。異文化間交流・理解に
携わる機会を多く持つ。書道では、模範級を取得。教育を通して子どもたちの可能性を広めることができればと、特別に熱い想いを持
つ。
３年国語/算数: 柳島 彰子
静岡のテレビ局にディレクターとして１０年以上勤務し、番組の企画・取材・編集など制作業務に携わる。現在は日本のコミュニティ
ラジオに電話出演し、リポーターとしてアメリカの生活情報を提供している。日本のウェブサイト向けにライター業務も行う。渡米後
は大学の日本語クラスにて２年間のアシスタントを経験したのち、幼児から大人まで、非日本人への日本語指導や、小学校での日本語
クラブを主催している。2017 年度より BCA にてクラスを担任「わかりやすく面白いコンテンツ作り、インタラクティブなコミュニケ
ーション」をモットーに授業を展開する。JLPT 試験監督。着物着付け講師。
３年 国語/算数： 畦本 裕子
大学院教育学科卒。教員免許保有。現地の私学校で日本語教師を務める。硬筆毛筆とも段を取得。ＢＣＡ土曜学校には、２００４年に
教員として参加。夏休みのＢＣＡバイリンガルサマースクールの講師としても、長年にわたり指導している。
４年 国語： 砂原 みず絵
東京の公立小学校教師を経験後、カリフォルニアの補習校教員を務める。現在はバイリンガル幼稚園日本語クラスの担任で、ワシント
ン州小学校教員免許を保持。「楽しく学ぼう！」をモットーに、生涯にわたって日本と日本語に興味・関心を持ってくれるような指導
を目指している。
４年 算数： 吉岡 亜希子
教養学部卒業。現地公立校で幼稚園、小学校、中学校、高校にて指導経験あり。現在は中学に勤務し子供たちへ指導を続ける。教員と
して、誠意のある指導が好評。経験を生かし、生徒一人ひとりが小学校からの中学へのトランジションがうまくいけること、自信とや
る気を持って日本語を続けて行けるような授業を普段より心がけている。
４年 国語/算数： レイ由美子
文学部教育学科卒業。小学校教員免許、図書館司書、司書教諭免許、ワシントン州教員免許保有。シアトル日本語補習学校にて小学校
教諭、主幹、幼稚園部園長として 15 年勤務し、BCA には今年のサマースクールから参加。BCA バイリンガルクラスの講師も務める。
５年 国語： 南立 美由紀
大学薬学部卒業。病院薬剤師としての経験も豊富。ＢＣＡ土曜学校には２０１１年から参加し、算数、理科指導にも熱意を傾けてき
た。 子供の心をとらえる人間味のある指導で、考える力を養う指導を心がけている。
５年算数： 坂井 美智子
文学部英語学科卒業。日本で英会話スクール講師を務め、渡米後、シアトル日本語補習校で小学校教論として 21 年間勤務、又小学校
学部主任も経験。「心に残る授業」を目指し、音楽や、劇の要素も取り入れた指導方法を開拓しています。週日はワシントン大学の
school of music のスタッフとして勤務。中学校教員免許保有。
６年国語/算数： 金 俊次
大学で応用化学、大学院でものづくり経営学を専攻。中学数学、中学技術、養護学校の教員免許保持し、日本の公立学校で勤務してき
た。2006 年から公立中学校長、2013 年から公立小学校校長として、児童生徒が学び成長する学校経営を推進した。2002 年より教育工
学会に所属し、ICT を活用した指導法について研究を続け、2015 年パナソニック教育財団特別研究指定校としてその成果を発表してい
る。

中高 国語: スパーン 由美
文学部国文科卒、中学・高校の教員免許あり。日本人の子どもたちへの国語指導のほか、アメリカ現地校で Japanese I, II, III を担当。
日本語を通して日本文化や社会への理解を深めるよう力を注いでいる。
中高 国語: 金 隆子
大学で日本文学、大学院で教育学を専攻。中学国語、高校国語・書道の教員免許保持。
力のつく授業づくりを目指して日本の公立学校で勤務。2004 年から、ICT を活用した国語教育の指導法について実践研究を行い、限ら
れた時間を効率よく活用する授業を追求している。その実践は、ＮＨＫ教育番組「わくわく授業」や「教室のテレビ」などで取り上げ
られた。2010 年、学習指導で文部科学大臣優秀教員表彰を受けている。
中高 数学: 末吉 顕大
小学校からベルビューで現地校に通い、2016 年の 6 月にワシントン大学を化学専攻で卒業。生徒の目線を重視し、わかりやすい授
業、きめ細かな指導を心がけている。土曜学校の授業以外にも現地校の質問や相談に柔軟に対応。
中高 数学： 伊藤 禎枝
大学院建築学専攻、工学修士保持。専門は理数系だが、数学の指導だけでなく、国語の指導にも情熱を注いできた。教科書の内容にと
どまらず、日本文化や社会の話をたくさん授業に取り入れ、生徒たちの興味を引き出す工夫をしている。

English Essay: Carolyn Peterson
Carolyn Peterson is a Seattle native who graduated from the University of Hawai'i at Manoa with a B.A in Japanese linguistics. She
taught English through the JET Program in Kyoto for four years. She currently works at the Japan-America Society of the State of
Washington.
English SAT: Elizabeth Lee
Elizabeth Lee has been involved in US-Japan exchange at the Japan-America Society since returning from the Japan Exchange and
Teaching Program in 2015. Extensive student mentoring experience with ESL and Japanese students inspired her to enter the
Masters in Teaching Program at UW. She is excited to help expand students' linguistic, personal, and professional horizons as a high
school Japanese teacher.
音楽： アンダーソン 美月
現地の日本語保育園にて長年音楽講師をしている。幼少より TV 放送局の合唱団に所属し、歌の TV 番組への出演や、海外演奏旅行へ
の参加など、経験豊か。音楽を通して日本語や日本の文化のすばらしさにふれ、歌ったり身体を動かすことにより音楽が「楽しい」と
思えるような授業を目指している。

