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2019年度交通部員募集！

　各バス停の来年度交通部員立候補者を募集いたします。
　交通部員は、各バス停に基本  2名配置され、通学バスの安全・円滑な運行のお
手伝いをする仕事です。突然、 PTA役員をするにはかなりの勇気を要すると思わ
れますが、普段使い慣れているバス停から PTA参加を始めてはいかがでしょうか。  
バス停利用者の方ともより親しくなれるという機会も多いと思います。通学バスご
利用の皆様、ぜひご検討ください！  

　立候補時期等詳細は、 1月下旬〜2月初旬に各バス停交通部員より届きますメー  
ルをご覧ください。交通部員の仕事、部員選出方法につきましては、 PTAホーム
ページにあります以下リンクからご確認いただけます。

　・「交通部員の仕事」は  こちら
　・「バス停交通部員選出方法」は  こちら

　交通部員の選出についてご質問がございましたら、各バス停交通部員にお尋ね
ください。

バス会社・ドライバーへ年末ギフトを贈呈

　今年度も補習校保護者を代表し、交通部よりバス会社へ
年末ギフトをお贈りしました。
　神戸風月堂とヨックモックのお菓子のセット（ 90ドル相当）を
選び、 例年通りPTAより割り当てられております交通部予算
より購入いたしました。
　皆様のご理解とご協力に御礼申し上げます。

交通部

いくちゃん、「交通部員の仕事」が今年の 4月に更新
されてた。
リンク先はホームページ上のこちらです
↓
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/upload
s/1KotsuBuin-no-Shigoto2018-04.pdf

選出方法は去年と同じだね。

了解！直しましたー

（3行目）PTA役員…となっているけどいいかな？昨年は「役員」
と書かれていた。PTAとしての役を担うという意味ではそのまま
でいいのかな。

「下記リンク」→「以下のリンク」にすべき？

（最下行）「御礼」→「お礼」？
昨年は「お礼」としてあるけど、これはどちら
でもいいんだっけ？

プレビューで見ると「90ドル」の前に変なス
ペースができてしまうんだけど、うまく直せな
いのでこのままでいこうと思います。

去年役員と明記なら、役員で良いと思います。PTA役員って言い方
ちょっと重いよね？

いくちゃんのいう通り、以下リンクでいいと思います。

役員だけだとPTA役員のことって分かりづらいから変
えたのかなぁ。
交通部さんの意向を確認してみる？

うん、下記→以下でいいと思います。

どちらでもいいみたい。
ビジネス文書だと御礼使うね。
違和感あったらお礼にする？

「以下リンク」にしました。
「PTA役員」の文言、少し引っかかったけど交通部さんも敢えて
PTAと追記されていると思うので、広報的に問題なければこの
ままにする？

「御礼」でいきます♪

http://www.futabahoshupta.org
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/1KotsuBuin-no-Shigoto2018-04.pdf
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/2KotsuBuinSenshutu-PTA-HP2017-12.pdf
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/1KotsuBuin-no-Shigoto2018-04.pdf
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/1KotsuBuin-no-Shigoto2018-04.pdf


　　　学級代表の仕事って、大変？

　　　　数年前に比べると、だいぶ楽になりましたよ！

　　　何が楽になったの？

　　卒業学年は大変なんでしょ？

　　翌年役員になるのはちょっと…

　　　　・会費の管理がシンプルに。
　　　　・ギフトカードの購入も無くなりました！
　　　　・保護者の名簿集めや行事に関する一斉メールは
　　　　　PTAが行います。

　　
　　 　　卒業学年は専門部に所属しなくていいんですよ♪

　もう、謝恩会の寄付金集めや紅白饅頭の購入も不要です！

　　
　　 　　
　　　　必ず当たるわけではないですよ。約10％未満の確率です。
　　　　もし当たっても、PTAの役員をすると子供の学年を超えて仲間が
　　　　増えるので補習校が楽しくなりますよ♪　お子さんも喜ぶかも！

日頃、子ども達のために頑張っている 学級代表さん。とても大変なお仕事だという話
を聞くけれど、大変なことばかりなのかな？そんなよくある質問にお答えしました！

次のページでは、「学級代表さんの声」をご紹介しています！

　　
　　　　毎年そういう方がいらっしゃるのですが、出来なかった方は一人もい
　　　　ませんよ♪
　　　　もし分からないことがあっても、私たちITにいつでも聞くことができる
　　　　ので安心してください！

　　 グーグルドライブが使いこなせるか心配

★会長の吹き出し …少し変えてみました。
あと、「楽」より「軽減されていますよ！」とかの方がいいかな？と思ったけど、
「楽」の方がシンプルで魅力的なのかな。

会長

副会長1

副会長2

副会長3

I T

★役員写真の代わりにイラストに変えたけど、ちょっとこのページ登場人物が多
すぎてゴチャゴチャするかな？２ページと同様に一人の女性のイラストだけに統
一した方がいいかなぁー。
★ゴチャゴチャ間を軽減？するために保護者の吹き出しの色を参考までに一色
に統一してみたけど・・・。もちろん吹き出しは違う色に変えれるよ！

★ギフトカードの部分と寄付金集めの部分を緑色で強調するんだっ
け？ちょっと記憶があいまい・・・
★メールアドレス収集業務と保護者への連絡は PTAがするようになった
ことも書いたけど、あまり昔のことは書かなくていいんだっけ？

★ITさんの文章を変更しました（説明会の部分を広部さんからの文章に変更）

※いろいろ「試し」で変えています。もちろん元の文章でもいいので、みんなも
ジャンジャン思いついたことを言ってね！（変更箇所は下に書いています。

★一番下の「近」さん吹き出しを削除したので、二つ目の吹き出しをの「副会長 1」
にしてみました。 …が、そうすると会長吹き出しが寂しすぎる？

★確立→確率に訂正

ギフトカードと饅頭のところは緑だと思うから、いくちゃんので大丈夫だと思いま
す。
昔学級代表さんのお仕事だった名簿集めや行事に関する一斉メールも、今は
PTAが行います。の方がいいかな？先生から頼まれたりした各クラス単位のお知
らせは未だ一斉メールしてるよね。

いいね！

子ども達のために頑張ってくださっている →子ども達のために頑張っている …シ
ンプルにした方が読みやすいかな。

いいと思います！

うん、いくちゃんのでいいと思うよ。 3つ
目の項目は、ゆかちゃんのように「保護
者の名簿集めや行事に関する一斉メー
ルはPTAが行います。」とかの方が分か
りやすいかな。

ありがとう！

軽減だとビジネスっぽいかなと。「楽」でいいんじゃないかな。

大丈夫だと思う！

うん、いいね！

了解♪

OK♪

OK♪

当たる確率ちょっと計算してみた。
幼稚部　3×2＝6
小1　3×2＝6
小2　4×2＝8
小3　4×2＝8
小4　4×2＝8
小5　4×2＝8
小6　3×2＝6
中1　2×2＝4
中2　2×2＝4
中3　2×2＝4
高校　2（高校は3学年合わせて2人だったか
な？）
合計　64名

執行部　
副　2
書記　3
会計　2
広報　3
IT　2

専門部
文　3
図書　4
交　3

合計　22

立候補（11月28日現在）7名

22－7＝15名

65÷15×100＝23%　で合ってる？

必ず当たるというわけではありません。
今年度は65名中15名（〇〇現在立候補7名）選
出予定
確率23％です。

高校は2×3学年＝6名だった！

合計68名だね。

学級代表68名
交通部員35名

・文化部＆図書部にあたる確率
5(7名中2名立候補)／68＝7.4％

・執行部にあたる確率
7(12名中3名立候補,IT除外)／
(68-5＋35-1)＝7.2％

かなー。

http://www.futabahoshupta.org/?page_id=1002#gakkyudaihyo
http://www.futabahoshupta.org/?question=%E5%B0%82%E9%96%80%E9%83%A8%E3%81%A8%E3%81%AF
http://www.futabahoshupta.org/?question=%E5%AD%A6%E7%B4%9A%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E3%81%A8%E3%81%AF


　　
　　 　・知人が増えたし、担任の先生と話す機会も増えた。
　　 　・子供の学校での様子をよく知ることができる。

・子供が喜んでくれた。
・パソコンのスキルが身に付いた。
・補習校や子供たちに貢献している実感がわいて嬉しい。

　学級代表さんの声

学級代表の皆さんにアンケートを実施しました。学級代表をする前とその後の気持ちは？
…など、一部ですが紹介いたします。

・運動会の付き添いが学級代表だけでは対応できず大変だった。
・学級代表の仕事と学校イベントで、学校へ行くことが続いたときは大変だった。
・幼い兄弟がいるので時間のやりくりが難しかった。
・保護者への連絡が意外に多く、返信をもらえないことがあったこと。

・先生へのギフトをPTAが一括購入することで、ギフトについて悩むことがなくなり
　負担がかなり軽減された。
・学校のことや子どものクラスメイトの名前を知ることができ、補習校への理解が深
　まった。
・過去のやり方などを参考にしたいので、引継ぎ体制がきちんとあるとやりやすい。
・運動会＆児童監督のボランティアがいたらいい。

学級代表を務めて良かったことは？

学級代表を務めて大変だったことは？

その他、感想や改善して欲しいことはありますか？

学級代表をする前の気持ち 学級代表をしてからの気持ち

学級代表の皆様、アンケートにご協力いただきありがとうございました！

★PTAよりひとこと★

　※歴代役員による学級代表さんのお仕事見直しにより、負担が年々軽減されています。ありがとうございました。

項目丸で囲むの見やすいね！
これで良いと思います。

前年度PTAの皆様、のところ …
旧PTA役員の皆様に寄る学級代表さんのお仕事見直しによ
り、負担が年々軽減されています。
ありがとうございました。
今回いくつか出ました「大変だったこと」につきましては、次
回座談会で話し合いたいと思います。
は長いかな…？？

アンケートにご協力いただきましてありがとうございま
した。に続けて …
貴重なご意見をくださった方々数名にお願いをして、
次回座談会を行います。
その模様も次号でお伝えいたしますので楽しみに ♪
長いかな…？

「歴代PTAによる学級
代表さんのお仕事見
直しにより、負担が
年々軽減されていま
す。ありがとうござい
ました。」
座談会は確実に開か
れるのかな。記事にで
きるか分からない？か
ら触れないでおく？？

いくちゃんありがとう！いいね！
グラフの長さ調整するの大変だったで
しょ。〇で囲んだの分かりやすいね！

★そうなの。次号の座談会の件は書きたいとこ
ろだけど「本当に行われるかどうかわからないか
ら、書かない方がよいかな？」という感じだったと
思うので今回は書かないでおこうかな。
★「大変だったこと」の吹き出しのところをどう扱
うか…で法亢さんも気にされていたよねー。とり
あえずこれで徳田さんの意見を聞いてみようか。

アンケートを実施しました。は
どう？

数字の後に％入れる？
枠のどこかに（％）と1箇所
入れるとか。

了解

・学級代表さんのお仕事は大変
なこともありますが、はどう？

・一歩踏み出して、来年度の学級
代表をしてみませんか？
...変か。シンプルに是非の方が
いいかな。

・今後も改善していきます！
って言いきっちゃうのはダメか
な？

ザクっと挙げてみた。参考程度になれば。

・運動会の付き添いが学級代表だけでは
対応できず大変だった。

・学級代表の仕事と学校イベントで、学校
へ行く事が続いたときは大変だった

・幼い兄弟がいるので時間のやりくりが難し
かった。

・保護者への連絡が意外に多く、返信をも
らえないことがあったこと。

・運動会＆児童監督のボランティアがいた
らいい。

・過去のやり方などを参考にしたいので、
引継ぎ体制がきちんとあるとやりやすい。

いづみちゃん案を採用しまーす！
あとは役員会で聞いてみよう♪

　　　　　　学級代表さんのお仕事は大変なこともありますが、最後には「やって良かった！」という声をよく聞きます。　
　　　　　一歩踏み出して、来年度の学級代表をしてみませんか？
　　　　　　このたび学級代表の皆様からいただいた貴重なご意見を参考にしながら、今後も学級代表さんのお仕事
　　　　　内容を改善していきます！



文化部

書道教室 開催

　3学期には、第3回目の書道教室が2月2日に開催されます。
　2学期は3名の講師の方をお招きして、小体育館という限られたスペースで、 46
名の児童生徒が参加してくれました。今回も定員一杯の児童生徒が参加してくれ
る予定です。参加予定の方はお忘れなく！
　今回が今年度最後の書道教室となりますが、新年度が始まりましても 1学期に1
回定期的に開催いたしますので奮ってご参加ください。

　また、補習校だよりでも募集のお知らせがありました書き初め作品を、体育館前
の廊下に2月16日まで展示していますので、ご来校の際にはぜひご覧ください。

文化部からのお願い

　先述いたしましたが、多くの児童生徒が書き初め作品を提出してくれました。毎
年参加者の皆さんには景品を、受賞者の方には賞状も差し上げています。景品
は寄付していただいた物を差し上げています。皆様のご家庭でも使用していない
文房具（鉛筆、シャープペンシル、ペン、蛍光ペン、消しゴム等）が余っていました
らぜひ寄付していただけませんか？

　ご質問がある方、または寄付してくださる方は
bunkabucho1@futabahoshupta.org （文化部長1：リブラー） までご連絡くださ
い。皆様のご協力をお待ちしています。

講師の先生でも間違いではないみたい
だけど、「講師を」とか「講師の方を」と
かどうかな？
講師の先生のままでいい？

日本文化資料の貸出し

　文化部では、現地校の行事などに活用できる日本文化資料を収集、保管し、貸
出しをしています。  貸出しご希望の方は、貸出し希望日の 2週間前までに文化部
bunka.kashidashi@gmail.com までご連絡ください。  貸出し期間は2週間です。
　手順については、補習校ホームページの  こちらをご覧ください。

「お呼びして」→「お招きして」？

「生徒さん」→「児童生徒」？

「今回は」→「今回も」？

「一回」、これは「 1回」じゃなくてこのま
まで良さそうかな。

「生徒さん」→「児童生徒」？

その他、全体的に文章が何か
しっくりこないんだけど…。このま
までいいかな(^^;

「いただけますか？」→「いただ
けませんか」？

メールアドレスの後に（文化部長
：リブラー）まで…とかって名前は
不要？

「なりましたが」 →「なりますが」？なりま
したが…でも別におかしくないかぁ

とりあえず勝手に「書道教室開催」とタ
イトルをつけてみました。

「今学年」→「今年度」？
「新学年」→「新年度」？

講師でも良いような気も
するけど、講師の方か
な。

お招きして…で良いと思
います。

今回も…で良いと思いま
す。

全部いくちゃんので良い
と思います！

参加してくださ
いました。かな

提出してくださ
いました。かな

二回目の、毎
年、そのはいら
ないかな？
そのまま
景品は寄付して
いただいた・・・
と続けてもいい
かな。

いくちゃんの直して良い
と思います。
なんか、どう直していい
か混乱するね…

うん、いくちゃんの言う通り
で！
「多くの」→「定員一杯のの」
にしてってメールがあった
ね。

「今学年の」→「今年度」
のを消そうか。

また、の段落
「来校」→「ご来校」はど
う？

しっくりこないね。
文章が丁寧過ぎるのかな。
いくちゃんの通りで！

「先述させていただきました
が」→「先述いたしましたが」

「書き初めの作品を」 →「書き
初め作品を」

「参加者の皆さんに景品と」
→「参加者の皆さんには景
品を、」とか？

「質問がおありの方」 →「ご質
問がある方」

「寄付してもいいよとう」 →「寄付してく
ださる」

いいと思い
ます！

了解！

了解！

OK！

OK！

2学期には→2学
期は…かな

には、が2回続い
て変な気がする。

小体育館という限ら
れたスペースで、 46
名の児童生徒が参
加してくれました。
…のしっくりくるか
な。

その次の行の、参
加してくださる。も参
加してくれる予定で
す。で良いような気
がする。

子どもにしてくださる
とか使うのちょっと
違和感があって。ど
う思う？

私も子どもに対
して「くださる」に
は違和感あっ
た。
ゆかちゃんに賛
成。

了解！

了解！確かに私
も違和感ありまし
た！

また4月に新年度
が始まりましても …
のところ→

新年度が始まりま
しても1学期に1回
定期的に開催いた
しますので奮って
ご参加ください。

がしっくりくる
か。。。

確かに、４月と新年
度がかぶっているも
んね。

mailto:bunkabucho1@futabahoshupta.org
mailto:bunka.kashidashi@gmail.com
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B3%87%E6%96%99%E3%80%80%E8%B2%B8%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf




HAPTAは引き続きメンバーを募集しています。

補習校の子どもたち、先生たち、 PTAへのサポートに興味がある方

は、ぜひ2016年度PTA会長George Takamatsuの個人メールまで

メールくださいませ！

Takamatsugeorge1130@gmail.com

HAPTAに関して詳しくは、こちらのフライヤーをご覧ください。 HAPTA代表
ジョージ

mailto:Takamatsugeorge1130@gmail.com
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/HAPTA-Flyer-Dec-5-2016.pdf


第 7回役員会

2018年12月1日（土）午前9時10分～12時15分
応接室にて

1) オープンハウス（11/10）の振り返りを行いました。関係各位

の多大なるご支援、ご協力のお陰で、書道、生け花、折り紙、柔

道、けん玉、図書の各ブースとも盛り上がり、大きな問題なく無

事成功に終わることができました。

2) 2019年度PTA執行部役員、専門部部長・副部長の立候補、

推薦の受付を11月17日より開始いたしました。応募開始後、す

ぐに多くの方に立候補いただきましたが、まだ空席がございまし

たため、リマインダーメールの配信により更なる立候補者の増

加を目指すことにしました。尚、立候補者が定員に満たなかった

役職の公正な選出は、第三回学級代表・交通部合同会議

（1/26開催予定）にて行うことを確認いたしました。

PTA活動報告

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
次回PTAだよりは3月上旬発行予定です。

次ページには、補習校より「教師募

集に関する大切なお知らせ」を掲載

しています。ぜひご覧ください！

※補習校の教師が不足しています。

補習校を維持していくためにも教師

募集に登録しませんか？




