Hello! My name is Tammy Anderson and I am
Principal of Hinoki International School—servicing
grades K-5th! I was born and raised in Detroit
and currently live in Oakland County with my
three children (elementary ages). I have
travelled to many places within the United States
and across the world, including the beautiful
country of Japan!
はじめまして！ タミー・アンダーソンと申しま
す。この度、ひのきインターナショナルスクール
の校長に就任することになりました。私はデトロ
イトで生まれ育ち、現在はオークランド・カウン
ティで小学生の3人の子どもたちと一緒に暮らし
ています。これまでに国内外のあらゆるところへ
旅行に行きました。もちろん美しい日本にも訪れ
たことがあります！
As an at-risk student coming from a single parent home, I’m proud to say that I
completed my doctorate at California Coast University graduating with top
honors—Magna Cum Laude. As a self-made professional, I believe in hard work
and results.
私はひとり親家庭で育ちましたが、カリフォルニア・コースト大学にて博士号を
取得し、最優秀卒業生の称号をいただきました。ここまで自力で道を切り開いて
きた経験から、努力すれば結果につながると信じています。
I've enjoyed many dimensions to my career thus far! I was a Police Officer for
eight years in the City of Detroit, and then I moved into education hoping to be
more proactive in helping individuals realize their potential. As an educator, I’ve
taught high school, been an Assistant Principal, a Principal, and worked in Central
Office. Additionally, I’ve taught at the college level and have a clear
understanding of the challenges and preparation required for post-secondary
success. I’ve been the administrator in Alternative High Schools, English as a
Second Language Schools and Adult Education. As a public servant, I’ve been
active in state organizations serving education and civil rights/legal redress
practices, and a union representative. Because of my experiences, I know that I
will do a great job working to prepare your child for a post-secondary education
and/or career which begins in elementary school and by partnering with our
parents.

これまで私は様々な職業を経験してきました。デトロイト市で警察官として8年間
働いた後、子どもたちが自分の可能性に気づくようにもっと支援したいという思
い募らせ、教育業界に転身しました。教育者としては、高校で副校長と校長を経
験し、教育委員会に勤めました。大学でも教鞭をとり、その経験から、子どもた
ちが高校卒業後に成功を収めるためには、その前の段階から努力を積み重ねて十
分な準備を行うことが不可欠だということをはっきり認識しています。オルタナ
ティブ高校やESL、社会人教育プログラムの管理者をしていたこともあります。
また、私は公務員として州の教育と人権/法的救済を実施する機関に登録されてお
り、組合の代表でもあります。これらの経験に基づき、そして保護者の皆様と協
力することで、お子様の高校卒業後の教育や将来のキャリアへの準備を初等教育
のうちからお手伝いできると自負しています。
Outside of school, I enjoy church, exercising, bicycling, roller skating, swimming,
skiing, motivational/learning books on tape, and of course, hanging out with my
family and my little munchkins!
プライベートでは、教会に行ったり、エクササイズ、サイクリング、ローラース
ケート、水泳、スキーを楽しんだり、自己啓発書や学術書をテープで聞いたりす
ることが好きです。もちろん家族や子どもたちと過ごすのも大好きです！
I'm excited to be a part of the Hinoki International School family and am looking
forward to helping parents and students engage in learning at the highest possible
levels. I am data-driven as it relates to teaching and learning and use the
assessment processes to inform our teaching and learning strategies with each
child.
ひのきファミリーの一員となれることを、とても楽しみにしています。保護者の
皆様や子どもたちが一丸となって限りなく高い水準で学習できるように努めたい
と思います。私は教育に関してはあらゆるデータを駆使します。児童一人ひとり
に合った学習方法を提案するために、彼らの評価過程に関する情報を参考にした
いと思っています。
We have a lot of activities for parents to get involved in (School Improvement
Team, Parent Teacher Organization, volunteering, attending field trips, etc.) so
please join us in helping your children succeed.
保護者の皆様にもご参加いただける機会がたくさんあります（学校改善委員会、
PTO、ボランティア活動、遠足への付き添い等）。子どもたちが素晴らしい学校
生活を送れるよう、ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。
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