
PTA だより 
第6号

2019年3月2日発行
シカゴ双葉会補習校 PTA

www.futabahoshupta.org

　2019年度学級代表募集！
　

　執行部役員、専門部部長・副部長選出、交通部員選出も終わり、いよいよ
残すところ学級代表の選出のみとなりました。 PTAの活動を通じて、子どもた
ちの学校生活を近くから応援してみませんか？ 2018年度の学級代表の皆様
からは、学校の様子を知ることができた、知人が増えたなど多くの「やって良
かった」という感想をいただきました。 PTAへの積極的な参加をお待ちしてお
ります！

【募集内容】
2019年度学級代表　各学級  2名

【応募期間・選出方法】
3月9日(土) 午後10時 ～ 4月7日(日) 午後10時までの先着順

　立候補の際は、E-mailのタイトルに「〇〇学級代表立候補」（〇〇には「小４Ａ」のよう

に2019年度の新クラスを入力）を記載いただき、本文に①立候補する保護者のお名

前、②子女のお名前および  2019年度の新クラス、③電話番号、④  E-mail アドレスを

記載の上、E-mailにて下記のお問い合わせ先までご連絡ください。受信後 3日以内に

執行部より確定メールをお送りします。

【お問い合わせ先】
PTA執行部副会長2　徳田（ptaregistration@futabahoshupta.org）

【公開抽選】
　立候補者が定員に満たない場合、 2019年4月13日（土）入学(園)式・始業式当日午
前中に小体育館にて抽選を行います。当選者にはメールにてご連絡いたします。メー
ルを受け取られた方は、すぐにご返信ください。ご返信いただけなかった方には役員よ
りお電話を差し上げます。幼稚部の学級代表は入園式後に発表いたします。
【専門部の選択】
　2019年度の新学級代表の皆様（幼稚部および卒業学年（小 6、中3、高3）の学級代
表を除く）は、それぞれ図書部、文化部のいずれかの専門部に所属していただくことに
なります。後日、学級代表登録フォームより所属を希望される専門部をお伺いします
が、定員を超えた場合は抽選となり、 希望の専門部に必ず所属できるわけではないこ
とをご承知おきください。

1行目の最後、「残」
がPDFで見ると飛び
出てる気がするけど、
印刷したら大丈夫な
のかな。

3行目の「？」だけど詰
まってるように見えない
かな？

ありがとう！直しました
♪

このアドレスは有効
なんだよね。
念のため役員会の
時に確認しようか。

大里さんにメールで
聞いていたけど、返
事なさそうだよね。役
員会で聞いてみよう ♪

応募開始時間：役員会で確
認する

その他、学級代表の選出に関する情報はＰＴＡホームページの こちら をご確認ください。

「こちら」のリンク先は後日変更
あり

確認修正済

す。

http://www.futabahoshupta.org/?p=2747
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Aさん (男性) Bさん (女性) Cさん (女性) Dさん (女性) Eさん (女性)

学級代表の皆さんPTA役員

【学級代表さんへの質問内容】

 
①幼稚部

②１回目

③２年

 副会長2 

①高２

②３回目

③12年

①中３

②１回目

③３年

①幼稚部

②１回目

③２年

　座談会メンバーの紹介

　座談会スタート！

　1月26日(土)補習校応接室にて、5名の学級代表
さんにご協力いただき座談会を開催しました。「学級
代表」という仕事を実際に経験して良かったことや
大変だったことなど、和やかな雰囲気の中で率直な
意見を聞くことができました。

※昨年実施した「学級代表さん向けアンケート」の回答をもと
に5名の学級代表さんに協力していただきました。

　◆ 学級代表をして良かったことはありますか？

次ページへつづきます！

学級代表さんと    座談会 　を開催しました！

A：高宮  ／  B：脇方  ／  C：土橋  ／  D：藤巻  ／  E：タイナー

率直な「意見」は
どうかな。

了解！

昨年実施した「学級代表さ
ん向けアンケート」の回答を
もとに5名の学級代表さんに
協力していただきました。
とかはどうかな。

ポジティブ意見だから緑にしたいとこ
ろだけど目立ちにくいね。赤とか目立
つ色にする？

了解！

確かに！赤にしま
す♪

①中２

②１回目

③２年

会長 会計2

①学級代表をしている
    子どもの学年
②学級代表経験回数
③補習校在籍年数

・「リラックス」
・「なごやかな」
・無しにして「大変だったこ
となど、率直な…」とする

どれがしっくりくると思
う？？

「和やかな」に
１票！

OKでー
す！

案６

Ⅾさん）普段は話さない方々ともお話しできて良かった です。また学級代表をやってみて、執行部の方たち

　　　　　が担ってくださっている様々な活動について初めて知ることができました。これは経験しないと分か

　　　　　らないことであり、また皆さんが実際活動している姿を見られて良かったと思っています。

Cさん）普段は会わないような方と出会えたことに加え、諸先輩方に会う度に子どもの 今後に繋がる様々な

　　　　 情報をいただけました。日本とは違い、自分から情報を取りに行かなければ全く情報がない中で、

　　　　 他の父兄の方から色々と教えていただけることは大変貴重なことです。今回 横の繋がりが広がっ

　　　　 たことに大変満足しています。駐在、永住に関わらず様々な情報を得られることは学級代表をや

　　　　 る上で利点となるのではないでしょうか。

Eさん）あまりお話しなかった保護者の方からも、向こうから声をかけていただけたり、 次の学年になっても

　　　　 継続してお友達でいられることが良い です。幼稚部では補習校自体初めての方がたくさんいらっ

 　　　　しゃったので、一緒に相談をしながら幼稚部生活を送ることができたことも良かったす。幼稚部の楽

 　　　　しい雰囲気が好きなので、 幼稚部で学級代表を経験できたことに満足 しています。

副会長２）幼稚部はイベントがたくさんあるため、学級代表は大変だったのでは？

Eさん）もちろん大変なこともありますが、 幼稚部のイベントは全体的に楽しいものが多い です。



　座談会つづき

　◆ 改善点も含めて、学級代表を実際に経験して大変だったことは？

いらっしゃいます。でい
いと思う。

結論になった。でいいと
思う。

このままでいいと思う。

了解！

タイナーさん）
「とても荷が重い」 →「少し大
変かな」…とかはどうだろ
う？
どこまで元の文章を変えて
いいのか…

藤巻さん）
「前回は…苦情もありまし
た」→削除していいかなー

藤巻さん）
「大多数の方は …」→これも
削除していいかなー。返金
金額にこだわる方が読んだ
ら不快に思うよね

とてもを削除して「荷が重
い」だけにするとか？
表現結構変えると座談会
の意味がない気もする。
難しいね。

削除しようか。
個人が特定されそう。

そうだね、削除しようか。

　次ページへつづきます！

（学級代表をして良かったことはありますか？）つづき

学校に大変お世話になっているので、

少しは貢献できたのではないかと感じ

ている。ただ父親相手に学級代表を務

めることは、相手のお母様にとって少々

やりにくい点があったのではないかと心

配している。そのため、我が家は妻と半

分半分で学級代表を請け負ったが、父

親の方が適した仕事もあり、ケースバイ

ケース。幼稚部は先生との距離が近い

ため、個人的には母親の方が向いてい

ると感じた。しかし高学年では、父親の

方が向いているのではないか。

　次ページへつづきます！

案６

Bさん）高学年になるほど子どもの様子を見る機会が少なくなるので、高学年でもそういったチャンスをいただ

　　　　 けることがまず嬉しいです。また学校の先生との連絡も密になることから、子供にとっても学校での風

 　　　　通しが良くなるのではないかと思います。間もなく一年間が終了しますが、 学校や子どもたちに貢献

　　　　 できたという達成感や実感を持てた ので、自分自身大変満足しています。

Aさん）日本ではよほど地域に入り込んでいない限り、我々父親が子供の学校生活に関わることは難しいが、

　　　　 補習校では可能なのでとてもいい経験ができた と思います。

Cさん）親が学校に貢献している姿を子供に見せることで、「僕のためにありがとう」

　　　　 という感謝の気持ちが芽生えて 親子の絆も深まるのではないかと思います。

会長・副会長２）お父さんの学級代表も多く見られるようになりましたが、

　　　　Aさんはお父さんとして学級代表をやってみてどうでしたか？

Aさん）我が家は妻と半分半分で学級代表を請け負いましたが、 父親の方が適した仕事もあり、ケースバイ

　　　　 ケースでした。幼稚部は先生との距離が近いため、個人的には母親の方が向いていると感じることも

　　　　 ありましたが、高学年では父親の方が向いているのではないかと思います。

会 長）学級代表のお仕事で、以前と比べて良くなっていると思うことはありますか？

Cさん）クラスに送信する一斉メールの内容まで、フォーマットがあることに驚きました。 日本のPTAと比べて

　　　　 も、かなり手厚いと思います。

Bさん）今は昔と比べて随分と仕事も軽減されています が、それを知らない方は不安に思うのではないでしょ

　　　　 うか。

〈引継ぎについて…〉 
Eさん）改善すべき点が何点かあると思います。幼稚部で一番大変なことは、新学期が始まってすぐの懇談

　　　　 会で決定する ”行事ごとのボランティア決め ”。学級代表になって間もない時期に進行役を務めること

 　　　　が負担でした。私には上の子がおり、幼稚部が 2年目であったこと、またお友達の中に学級代表経験

　　　　 者が居たため、分からないことがあれば質問できましたが、それが無い方には荷が重いかもしれま

　　　　 せん。懇親会までに、引継ぎなどがあれば と感じました。

副会長２）私も執行部では手探りのスタートだったので理解できます。アルバム委員は卒業年の小６と中３に

 　　　　は引継ぎがありましたが、今後は 幼稚部も含めて引継ぎを考えるべき かもしれないですね。

会計２）Googleドライブ内に引き継ぎを書く場所があるので、負担にならない程度に 次年度の人にアドバイ

　 　　　 スを書き残していただけるとありがたいです。

〈クラス費、謝恩会費の返金について…〉 
Dさん）転出者へクラス費を返金の際、返金額を学級代表に一任されるのが辛いので、判断基準がほしいで

　　　　 す。中3の場合、謝恩会を欠席する方には謝恩会費を返金すれば良いが、それ以外の方は判断が難

　　　　 しい。かつてのギフトも、購入金額をクラス代表に一任されて困惑しました。ギフト同様、 クラス費に

　　　　 も基準を作っていただければ助かります。



　座談会つづき

　◆ ご自身の学年の次期学級代表に、アドバイスをするなら？

この運動会話
私が聞いたものだけ
ど、そんなに大した問
題ではない印象を受け
たんだよね。
掲載したほうがいいの
かな。
なんか、前後のつなが
りなく聞いてしまったか
ら不自然かなって。

もし入れるんだったら、
アドバイスの前にする
のはどう？

徳田リーダーに
お願いしよう！

ありがとうございました。か
な…。

とりあえずアドバイ
スの前にいれてみ
ます。

了解！

了解！

土橋さん）
「ネガティブな…」→「低学年
や小さなお子さんがいるな
ど、学級代表の経験が無い
ご家庭は不安に感じること
もあるかもしれませんが …」
とか？

どんな感じがいい？

お仕事内容を良く知らない、
または低学年や小さなお子さ
んがいるご家庭は後ろ向きに
なりやすいかもしれません。と
か？？
うー難しいっ。 いいと思いま

す！

（改善点も含めて、学級代表を実際に経験して大変だったことは？）つづき

【 座談会を終えて 】
　 今回の座談会では、5名の皆さんが学級代表を経験したことをとてもポジティブに語っていたのが

印象的でした。この経験を通して得ることができたこととして挙げられたのが、学校や子供に貢献で

きたという達成感、格段に広がった人間関係、そして、そこから得た多くの有益な情報、親の頑張り

を感じる子供への好影響でした。お子様が低学年での学級代表、お子様が高学年での学級代表共

にメリットがあります。

このとても魅力的な学級代表をぜひ、
　　　　　　　　　　　　より多くの方が一度経験されることをお勧めいたします！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　

（PTA副会長2 徳田）    

　座談会に参加してくださった学級代表の皆様、ご協力ありがとうございました。
　また、本年度学級代表を務めてくださった皆様、一年間ありがとうございました！

★学級代表の応募に関する情報は PTAホームページのこちらをご確認ください。

案６

副会長２）基準がある方が、転出者に伝えやすい上、心的なストレスも少ないですよね。

会 長 ）全体の取り決めとしてあると良いですね。

〈転出入について…〉

Cさん）転入生が入った際の情報が、一元化されていなかったことです。

Bさん）学級代表には直接情報が来ず、子供から転入生が入ったことを聞く場合も多いです。

Dさん）それは転出された時も同様ですね。

Bさん）先生が退職される際、学級代表にも事前の連絡はなく直前に知らされることが多いので、生徒がお手

 　　　　紙を書く余裕などを考えても、 事前にお知らせがあるとありがたい です。

Aさん）実際にやってみると誰にでもできる仕事ばかり なので、喜んで引き受けてもらいたいです。

Bさん）楽しいと言うと語弊があるかも知れないですが、 皆さんが想像しているほど大変ではない と思い

　　　　 ます。

Cさん）中学高校の学級代表は大抵が経験者なので、問題はないと思います。お仕事内容を良く知らない、

 　　　　または低学年や小さなお子さんがいるご家庭は後ろ向きになりやすいかもしれません。 ネットワー

　　　　 クづくりに活用できる上、分からないことも質問をすれば必ず解決できる環境なので安心して欲しいで

 　　　　す。大変なのは、土曜日にお仕事をしている方や車で来校できない方、妊娠中の方など物理的な制
　　　　 約がある方で、こういった方々には周りの保護者の理解とサポートが必要だと思います。

Dさん）中3なので大変なのはこれからですが、 現時点の感想は思ったほど大変ではないです。楽しいことも

　　　　 多く、やり終えた後に自身でよくやったと思える のではないでしょうか。

Eさん）子どもの行事を見ることもできるし、クラスの保護者の方々と知り合えるいい機会 なので、先々の学

 　　　　校生活を考えても、早めに経験する方が良いと思います。

会 長）本日は貴重なお話を具体的に聞くことができ、とても感謝しています。

          どうもありがとうございました！

http://www.futabahoshupta.org/?p=2747


2018年度 修了式（最終授業日）

日時：2019年3月9日（土）半日授業（12時10分バス発車）

※修了式は保護者の出席はありません。

2018年度 第10回PTA役員会

日時：2019年3月9日（土）午前 9時～午後12時
場所：小体育館

※2018年度および2019年度の執行部役員、専門部部長・副部長の皆様はご出席ください。

2019年度 始業式・入学式・入園式

日時：2019年4月13日（土） 午前 9時15分～（始業式）　

　　　　　　　　　　　　　       　  午前10時45分～11時45分（入学式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　  午後12時45分～1時15分（入園式）

場所：大体育館

※始業式は保護者の出席はありません。

2019年度 第1回PTA役員会

日時：2019年4月20日（土） 午前 9時～午後12時
場所：小体育館

※2018年度および 2019年度の執行部役員、専門部部長の皆様はご出席ください。

2019年度 PTA総会

日時：2019年5月4日（土） 午前 9時～10時
場所：大体育館

※PTA総会には保護者の皆様ご出席ください。後日詳細を配布いたします。

2019年度 第1回学級代表・交通部合同会議

日時：2019年5月4日（土） 午前 10時10分～11時10分（合同会議）

　　　　　　　　　　　　     　　　午前 11時10分～午後12時（専門部会）

場所：大体育館　（専門部会の場所は未定）

※PTA総会後に続けて開催しますので、 2019年度の学級代表および交通部員の皆様はご

出席ください。

今後の主な予定



教頭　平井　伸

平井教頭先生

ありがとうございました！

平井教頭先生　お疲れさまでした

　平井教頭先生がこの 3月で日本へ帰任されます。 2017年度より2年間、
補習校の教頭先生として、児童生徒の指導のほか保護者や私たち  PTA役
員の補習校窓口として大変お世話になりました。最後にミニインタビュー  を
させていただきました。
　
１．教員生活は何年ですか？　
　　小学校、中学校、海外の全日校、補習校合わせて  38年です。

２．補習校の児童生徒を漢字一文字で表すと？
　　　表すというか、大事にしてほしいものは「絆」です。転入・転出が多い補習校で知り合った
　　お友達と、その後も絆をもって良い関係を続けてほしいです。

３．補習校での一番の思い出は？
　　　運動会です！児童生徒や先生、保護者や  PTAの協力で素晴らしい運動会が毎年でき
    ていると思います。練習があまりできない分、予想外のことが起こり本番が盛り上がるし、
    毎年赤組と白組の僅差の得点が面白かったです。ぶっつけ本番に強く臨機応変に対応で
    きる子どもたちの姿にとても感動しました。

４．日本のどちらに戻られますか？

　　 　千葉県香取市です。あの ”伊能忠敬” が住んでいた町で、関東の小江戸とも言われている

　　ところなんですよ。

５．シカゴでのお気に入りの場所は？

　　　ダウンタウンのシカゴ川沿い (Chicago River Walk)をゆっくりお散歩することです。車の

　　喧騒もなくカフェなどのお店もあります。夏は特に気持ちいいのでぜひ行ってみてください。

６．児童生徒、保護者に一言
　

【児童生徒へ】　”多様性”を大事にしてほしいです。アメリカという文化・人種の違う環境で生活
しながら多様な考え方を身につけ、一生懸命生きていってほしいと思います。

【保護者へ】　この先も学校へ期待してほしいです。そしてその期待に応えられるよう、教師職

員はこれからも一丸となって教職活動を頑張ってくれると思います。

平井教頭より訂正依頼個所（訂正済み）
①3月末で日本へ帰任　 →　3月で日本へ帰任
②日本の小江戸　　　 →　関東の小江戸



会計

2018年度　双葉会補習校 PTA会計　決算報告

決算報告の詳細はこちらをご覧ください。

次期期→次期
こちらでは触れない
ね。直してもらう？

どうでもいいことだけ
ど…決算日は3月末
だよね。ここから結構
数字変わるのかな。
繰越金がこの時点だ
とかなり多いから。

了解！修正してもらい
ました。

http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/2018kessanhoukokusho.pdf


図書部

保護者の皆様へのお礼とお願い

　 日頃より図書業務にご協力をいただき、ありがとうございます。児童生徒が限られた時間
で本を返却し借りることができるのは、図書当番にご理解とご協力いただいている皆様のお
かげです。今年度も残り少なくなりましたが、引き続きよろしくお願い申し上げます。

PTA図書新刊書のお知らせ

1月に補習校ＰＴＡからお知らせをしたように、全日校・補習校ＰＴＡでは皆様のリクエストを
参考にして以下の新刊書を購入いたしました。昨年度に購入した書籍は通常の棚へ、新刊
書はＰＴＡ文庫室に入って直ぐの右側にあるグレーのスチール棚に保管しています。借りる
際は、スチール棚に貼付された ”新刊書貸出ノート“ に必ずご記入の上、お一人様 1冊と返
却期限2週間の厳守をお願いいたします。
　なお、同様にお知らせにて連絡しましたが、昨年までは図書館司書　白上さまを通して新

刊書の予約・貸出し・受取を行ってきました。しかし予約どおりに貸出しや返却されないこと

が度々あり管理が非常に困難でした。よって、今年は予約・貸出し・受取の管理をせずに他

のＰＴＡ図書と同じように貸出される本人にて貸出し・返却をお願いします。また、ＰＴＡ新刊

書購入の必要性が低いとのご意見があり、補習校ＰＴＡ役員会にて検討をして補習校では

PTA図書新刊書の購入を来年度は行わないことになりました。

PTA図書ならびに児童図書室のご利用案内

　PTA図書および児童図書のご利用時間・場所、ご利用方法などの詳細は、 PTAホーム
ページの こちらをご覧ください。

　

著者

堀江貴文

タイトル

英語の多動力                 
吉本ばなな 吹上奇譚
吉本ばなな 吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる
伊坂幸太郎 フーガはユーガ
湊かなえ 未来
畠中恵 おおあたり
畠中恵 むすびつき
畠中恵 とるとだす
桐野夏生 ロンリネス
ダン・ブラウン オリジン上

ダン・ブラウン オリジン下

尾原和啓 どこでも誰とでも働ける
枡野俊明 小さな悟り

新刊書タイトル
以下2作品の確
認と修正完了。

・英語の多動力
・とるとだす

新刊書・新刊本どちら
かに統一したい。
新刊書に統一しよう
か。

確かに！
新刊書で統一します

http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/2014/07/ToshoRiyoAnnai.pdf


書道教室 開催報告

　今年度最後になりました第三回書道教室が２月２日に開催されました。４名の書道講師

の先生方をお招きして４９名の児童生徒が参加してくれました。書道教室経験者の子ども

たちも初めての子どもたちも、皆さん真剣に取り組んでいました。書道講師の先生方   、 ３
回に渡る書道教室大変お世話になりました。

　次年度でも、書道教室に奮ってご応募ください。

お楽しみ会 開催報告

　２月９日には、新一年生入学説明会が行われました。恒例のお楽しみ会では一年生の在

校生向けに、らんちたいむくらぶさんとコール双葉さんがパフォーマンスをしてくださいまし

た。児童たちの楽しみにしているお楽しみ会を企画、運営をしていただき、らんちたいむくら

ぶさんとコール双葉さん誠にありがとうございました。

文化部

書初め作品展 開催報告

　書き初め大会へご参加いただきありがとうございました。今

年は幼稚部から高等部の生徒による８１点の応募作品が集ま

りました。今年も力作揃いで審査される書道講師の先生も長

い時間作品をみつめながら、選ぶことが難しいご様子でした。

１２名の生徒が入賞をされました。おめでとうございます。

　ご協力くださいました補習校関係者の皆様、講師の先生、保

護者の皆様、文化部員の皆様、ありがうございました。

「去年を上回り…81点の応募が
…」
昨年のPTAだよりには86点の応
募ってなっているから今年は上
回っていない？このままでいいか
な～

「生徒さん」
「生徒」にしてもいいのかなぁ。他
の部分は「生徒」「児童生徒」に直
したけど、ちょっと悩み中

ほんとだ、去年 86点。いくちゃん良く気
づいたね！
「去年を上回り」を削除しよう。

皆さん真剣に取り組ん
でいました。
はどう？

「書道教室経験者の生徒も初めての
生徒も、」
とか！？

この新1年生入学説明会の時に先生
が不在になるから現 1年生はお楽し
み会に参加するんだよね。
クラブ→くらぶ

では削除で！

了解！

採用♪

OK！



交通部

各バス停の班長さん、ありがとうございました！

　交通部では、例年、保護者を代表して、各バス停でお世話になった班長さんへお礼のプレ
ゼントをしております。今年度は、PTAより割り当てられております交通部予算より購入しまし
たポーチに、コマツさんからご寄付いただいた文房具を入れ、ほんの
気持ちとして各バス停で交通部員よりお渡しいたしました。本日卒業
なさる班長さんもいらっしゃることと思います。ご卒業おめでとうござ
います。一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。

一年間お疲れさまでした！

　各バス停の交通部員の皆様、一年間お疲れ様でした。子どもたちが安全にバス通学できる
よう、バス停の運営を見守り、運動会、オープンハウス、入園説明会では、朝早くから、また
寒い中、会場駐車場案内のために待機してくださり、ありがとうございました。各バス停利用
者の皆様にも、毎週交代でバス当番として、子どもたちの安全な登下校を見守る大切な役割
を担っていただきました。また、保護者の皆様には、送り迎えや学校行事の際、補習校駐車
場ルールを守っていただき、おかげさまで事故も地域住民との問題もなく、一年を終えること
ができました。皆様のご協力に感謝申し上げます。
　新年度も引き続き、ルールやマナーを守り、子どもたちの安全な登下校のサポートをお願い
いたします。

PTA執行部よりお知らせ

きくぞう君に聞いてみませんか？

PTAでは、皆様からのご意見、ご質問等を随時
受け付けております。
ご意見は、オンラインで投稿していただくことが可
能です。
匿名も可能ですので、お気軽に投稿ください。

個別の回答が必要な内容に関しては、  Emailア
ドレスの記載をお願いします。

きくぞう君オンラインはこちら

https://docs.google.com/a/futabahoshupta.org/forms/d/1d6stn-0gbrhzLSYNrPztL4zAIi21gn__gGJWlbvHQMs/viewform?edit_requested=true


  ★補習校ホームページと
　　PTAホームページは異なります。

PTAホームページを検索する場合は
『シカゴ　PTA』で検索できます。

また、補習校ホームページからのリンクも
ご利用ください。

HAPTA代表
ジョージ

★PTA掲示板をご存知でしたか？

補習校にはPTA掲示板が設置されてい
ます。事務室前に並ぶ掲示板の一番右
端です。各種お知らせを掲示しています
ので、来校される際にぜひご覧ください。

ここです







一年間を振り返って

　間もなく 3学期終業式を迎え、18年度も終わろうとしています。保護者の皆様におかれまし

ては平日は現地校、土曜日は補習校へ通う忙しい子供達への様々なサポート、お疲れ様で

した。

　一年前に、多くは未経験者の集まりで結成した我  々 PTA役員も、保護者・教職員の皆様の

ご協力や、これまでの役員の方々が残された様々なノウハウのおかげで、振り返ってみれば

緊張感を保ちながらも楽しみながら活動を進めて来られたと思います。改めて   PTA活動を

様々な面で支えてくださった皆様に感謝申し上げます。

　猛暑の中での運動会、想定を大きく上回る 150名のゲストを迎えたオープンハウス、全日

校に全面協力いただいたサマースクールと言ったイベントの運営に全員のチームワークで携

わった経験は、清々しい充実感をもたらしてくれました。

　また、子どもたちの交通安全や近隣の信頼を得るための交通ルールの周知活動、  Ｉ Ｔ化に

よる教職員/保護者間のコミュニケーション効率化などを通して、補習校の子どもたちの楽し

い土曜日は、ここでは書き尽くせない多くの保護者や教職員の皆様の知恵と情熱で成り立っ

ていることを、身をもって実感することができたのも大きな財産です。

　ここシカゴで、多様な価値観の中で日本の素晴らしさを学ぶ子どもたちの日々が更に生き

生きとしたものになるよう、引き続き  PTA活動をはじめ学校運営への皆様のご協力をいただ

ければ幸いです。

　最後になりましたが、一年間本当にありがとうございました。

2018年度 PTA会長　法亢  智光

　学校・保護者の皆様のご理解、ご協力のお陰で、副会長１の職務を一年間無事に務めることができま

した。微力ながらもこのような形で補習校の子どもたちをサポートさせていただく機会をいただけたことに

感謝すると共に、素敵なＰＴＡの皆様と出会い、楽しく充実したこの一年は、私自身にとって掛け替えのな

い時間となりました。

　補習校の運営には学校と保護者の皆様の協力、連携が欠かせません。来年度以降もＰＴＡ活動への

変わらぬご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。一年間本当にありがとうございました。

副会長１ 近 森

　右も左もわからないまま、今年度、副会長２を務めてまいりましたが、執行部およびその他たくさんの

方々からのサポートをいただき、自分でも驚くほど楽しませてもらいました。また、たくさんの学校関係

者、執行部役員、学級代表、保護者の皆様と知り合いになることができ、子どもが通っている学校がど

のように運営されているのか、その喜び、楽しさ、大変さを垣間見ることができ、とても有意義な一年とな

りました。ありがとうございました。

副会長２ 徳 田

以下、 副会長 ・ 各部（執行部  / 専門部）ごとに一年間を振り返ります。以下、副会長、各部 (執行
部/専門部)～
「副会長」入れようか。

ほんとだ！入れておきま
すっ



　不安を抱えて、おっかなびっくりで始まったＰＴＡ役員生活でしたが、こんなに楽しいところだったとは。

熱血会長の素晴らしいリーダーシップにより、ドリームチームが出来上がりました。役員会議は時に笑い

ありのリラックスした雰囲気で行われ、毎回楽しみにしておりました。補習校について１年間共に学び、よ

り良い学校作りのお手伝いをしてきた役員の皆さんとの出会いにはまさに運命的なものを感じておりま

す。運動会やオープンハウス等のお手伝いはとてもやりがいがあり、なによりも教職員の方との交流を

深められるよい機会を得ることができてとても嬉しかったです。ＰＴＡの仕事をしたからこそ見えてきたこと

もあり、双葉補習校の存在はより近く、またより偉大なものとなりました。優秀な役員の皆さんと出会え

て、伝統あるＰＴＡ執行部に参加させていただけて、本当に光栄でした。一年間ありがとうございました。

副会長３ ジョヴァノヴィッチ

法亢さんには前ページの去年広報
が作成したものを書いてもらうの
で、ここの一人一人のところには掲
載しないと思ってたんだけど…。
違ったかな？
法亢さんには個人の短めのは不要
ですって伝えちゃった。

とりあえず作っておいただけだから
大丈夫よー♪　削除しておきます！

一年間を振り返って

　「こんなに楽しそうに PTAをやっている学校、初めてみた」

というのが、シカゴ補習校に来たころの印象でした。今年度、縁あって執行部に仲間入り。最も苦手とし

ている数字いじり「会計」は、修行の日々でしたが、執行部の仲間と学級代表の皆様、そして、学校関係

者の皆様に支えられ …気づいたら、P（ぱぁっと）T（楽しく）A（遊び感覚で）活動をとても楽しんでいまし

た！一年間、ありがとうございました。

会　計 １ 角野 、 ２ ランベール 

　２年目の IT担当を務めさせていただきましたが、本当に一年間あっという間でした。 PTA執行部に所

属したお陰で多くの方々と知り合うことができましたし、子どもたちが日々補習校でどのように過ごして

いるかを目の当たりにすることができて、とても充実した楽しい時間でした。来年度も保護者の皆様に

とってPTAのシステムがより便利で使いやすくなるように、微力ながらお手伝いを続けさせていただきた

いと思います。皆様、今年一年お疲れ様でした。

Ｉ Ｔ １ 広部 、 ２ 大里 

　PTA活動に全く経験がないながら立候補した書記３名で、当初は「？」となることもありましたが、慣れ
るにつれ理解も深まり、楽しく充実した一年でした。
　補習校に通う子どもたちの生活が、先生方、歴代執行部や専門部の皆様のたゆまぬサポートで成り

立っていることを知り、その有難みをひしひしと感じています。

　書記の仕事は私たちのように未経験者でも、特別なスキルがなくてもできますので、構えることなく、ぜ

ひ参加してみて欲しいなと思います。一年間、ありがとうございました！

書　記 １ 多田 、 ２ 榛葉 、 ３ 藤井

リーダシップ…
リーダーシップにする？

ものすごく細かいこと …

枠の下の線。
副会長3、広報、文化、図書、交通
少し上に上げる？

文章の長さによって難しいよね。
もちろんこのままでもいいと思う。

OK！

OK！



　立候補・くじで当選・補欠繰り上がりの３人で始まった広報活動。結果的にはお友達が増えたり、補習

校にとって保護者のサポートが大切なことだったり、ＰＴＡのお仕事などが分かり、自分の為にもなりまし

た。何よりも補習校の役に立てたことが嬉しいです。ＰＴＡでの出会いに感謝！今年度発行したＰＴＡだよ

りは一生の宝物です。役員の方々、保護者の皆様ありがとうございました。

広　報 １ 奈良 、 ２ 河野 、 ３ 井野

一年間を振り返って

　文化部長１は抽選での選出で乗り切れるか！と弱気での始まりでしたが、前部長２と副部長は立候補

組で安定のサポート力と素早くテキパキな仕事ぶりでチーム文化！？とチームワークで忙しい５月と６月

の生徒向けイベントも大成功でした。２学期になり部長２補欠繰り上がりで大変なこともあったと思います

が、現部長２の細やかな気配りが冴え渡りました。オープンハウスも部長１欠席でしたが、文化部団結し

てオープンハウスに挑んでくださいました。文化部の良いところはメリハリ！とやりがいでしょうか。忙しく

はありましたがPTAの皆さんの助け合いの心に励まされ安心して活動をすることが出来ました。学校関

係者の皆様の絶え間ない努力を目の当たりにすることもできました。

文化部 部長１ リブラー 、 ２ 小池 、 副部長  嶋田

　図書業務はほぼ例年同じであること、図書役員４名の業務が確立していること、引き継ぎ資料がしっか

り整っていることより、思っていたよりスムーズにできる業務でした。一年間、僅かですが学校運営に携

わる貴重な経験ができました。ありがとうございました。

図書部 部長１ 角谷 、 ２ 中山 、 副部長１ 浅井 、 ２ ジョーブ

　抽選のくじ番号に仰天し、まさかの大役に不安だらけでしばらくぼんやりとしていた一年前。引き継ぎや

グーグルドライブの資料から知識を得ながら、交通部三人で力を合わせて一年間歩んで参りました。

子どもたちの登下校に関する業務や、学校のイベントでの駐車場案内などに携わり、交通部員の方々と

協力して大きなトラブルや事故も無く終えることが出来たことを何より嬉しく思います。

　また、役員活動を通して、教職員や保護者の皆様の数々の援助やご協力のおかげで、子どもたちが安

全に楽しく補習校で過ごせているのだと改めて知ることができました。仕事熱心で心優しく、優秀で楽し

い役員の皆様と助け合いながら充実したＰＴＡ活動が出来たこの一年は、本当に有意義で、思い出に残

るものとなりました。どうもありがとうございました。

交通部 部長１ サーナンスキー 、 ２ 関野 、 副部長１ 村山 

部長2さん→部長2

PDFで見ると文章が左
寄りになっちゃうね。
どうしたらいいんだろう。

改行が入ってましたっ。
気づいてくれてありが
とー♪

OK！



PTA活動報告

第9回役員会

2019年2月16日(土) 午前9時～12時
応接室にて

  1. 第3回学級代表・交通部合同会議振り返り

  2. 2019年度 PTA執行部役員、専門部部長・副部長選出

　　 の振り返り

  3. 学級代表座談会振り返り

  4. 学校側の連絡事項

   　（島袋校長、平井教頭、小菅事務局長）

  5. 2019年度サマースクールについて

  6. PTA活動調査報告レビュー

  7. 学級代表自主参加推進のための広報活動

  8. PTA執行部活動報告

   　（会計、書記、広報、IT）
  9. PTA専門部活動報告

   　（文化部、図書部、交通部）

10. その他連絡事項

第8回役員会

2019年1月12日(土) 午前9時～12時
応接室にて

 1. 2019年度PTA会長・副会長1ご紹介

 2. 2019年度PTA役員・専門部副部長・学級代表選出

     について

 3. 第3回学級代表・交通部合同会議へ向けて

 4. ギフト（年末＆年度末）の流れ

 5. 学校側の連絡事項

   　（島袋校長、平井教頭、小菅事務局長）

 6. 学級代表自主参加推進のための広報活動

 7. PTA講演会（1/19）について

 8. PTA 執行部活動報告

   　（会計、書記、広報、IT）
 9.PTA専門部活動報告

   　（文化部、図書部、交通部）

10.その他連絡事項

第3回学級代表・交通部合同会議

2019年1月26日(土) 午前9時～10時30分
大体育館にて

1. 開会

2. 法亢会長挨拶

3. 島袋校長、平井教頭、小菅事務局長挨拶

4. PTA専門部活動報告

 　 （文化部、図書部、交通部）

5. PTA執行部活動報告

　 （広報、IT、会計）

6. 学級代表ファイルの返却方法

7. 2019年度PTA執行部役員、専門部部長・副部長の選出

　 について

（１）2019年度会長・副会長１挨拶（ JCCC推薦）

（２）執行部役員、専門部部長・副部長の選出

8. 閉会（専門部会の案内）

一年間PTAだよりを読んでくださり

ありがとうございました。

来年度も引き続きPTAだよりを読

んでくださいね。


