
以下、学校およびPTAからの重要な連絡を一部掲載します。
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PTA総会および第1回学級代表・交通部合同会議　開催報告

5月4日(土)に、PTA総会および第１回学級代表・交通部合同会

議を開催いたしました。お忙しい中、保護者の皆様には多数ご

出席いただき、ありがとうございました。

総会では年度末の決算・活動方針報告等を行いました。

質疑応答で頂戴したご意見は、課題として協議していきたいと

思います。第１回合同会議では予算案や学級代表の仕事の説

明が行われました。

＜緊急時の一斉通話システムについて＞

緊急連絡先の登録電話番号に変更があった場合は速やかに事務所までご連絡下さい。また、留守
番電話の設定をしていただきますようお願いいたします。
＜駐車場ルールについて＞
学校、公園南側のWaverly Roadは補習校保護者の方は駐車禁止です。近隣住宅のドライブウェイ
を利用しUターンするのはおやめください。

今後ともPTA活動にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。総会・合同会議の終了時間が予定

より大幅に超過しましたこと、心よりお詫び申し上げます。今後、円滑な運営が出来るよう心がけて参

りたいと思います。

また、昨年度一年間補習校のためにご尽力いただきました2018年度のPTA役員の皆様、一年間本

当にお疲れさまでした！

PTA主催講演会「子どものピンチ　親と学校にできること」が開催されました

４月２７日（土）に開催された　スクールサイコロジスト（学校心理

士）のピアッツァなつき先生の講演会では、多くの保護者が参

加され熱心に耳を傾けていました。多くの方より講演会に参加

してよかったと言う感想をいただきました。ピアッツア先生が発

信するウェブサイト「海外教育相談室」はこちら。

＊都合がつかず出席できなかった方のため、また開催して欲しい。

＊渡米前に知りたかった。

＊アメリカの学校の教育方針、学校側の対応方法、支援の体制、日米の違いなど多くのことを知る

ことができ良かった。

＊もっと質問の時間が欲しかった。

＊多くの実例を聞くことができ、参考になることが多くあった。

【出席された方からのご意見、ご感想】

http://www.futabahoshupta.org
http://www.angelfire.com/sc3/schoolil/


大化の改新（たいかのかいしん）

【校長挨拶】

校長　島袋　克
 

しまぶくろ　かつ

 

　五月も中旬を迎え、毎日が慌ただしく過ぎていく中で、季節は確実に春に向
かっていっているのを感じます。日本の最南端沖縄から赴任して一年。長く厳し
いシカゴの冬を乗り切ったからこそ、生命の輝き溢れる、暖かい春の喜びがあ
ることを身をもって知った一年でした。人生に通じるものがあります。

　さて日本では5月1日より新しい年号である令和が始まりましが、日本で初め
ての年号は、あの大化の改新で有名な大化です。西暦 645年に起こったこの改
革を、高校入試が近づくと中学生たちが「蘇我氏を蒸し殺す」（ 645＝ムシコろ
す）と物騒な語呂合わせで暗記していたのを思い出します。大化の改新は皇子
による蘇我氏暗殺というセンセーショナルな面だけが強調されがちですが、律
令制のもとになる公地公民の制定、その後の天皇中心の中央集権国家の成立
に繋がることを理解する必要があります。「木を見て森を見ず」と言いますが、
物事はその一点に目を奪われると本質が見えなくなる危険性があります。新し
い時代の始まりにあたり、子どもたちには物事を複眼で見る力を養ってほしいと
思います。日々の学びを通して、物事を広く俯瞰し、深く洞察する力をつけて下
さい。
　
　平成３０年度ＰＴＡ役員の皆様、一年間本当にお疲れさまでした。そしてありが
とうございました。これからも本校教育への変わらぬご支援とご協力をよろしく
お願いします。
　この度ＰＴＡ役員になられた皆様方、 PTA活動は大変な面もありますが、得ら
れるものはそれ以上に多いと拝察します。今年度も PとTとの連携により子ども
たちに、よりよい教育環境が提供できることを祈念し、簡単ですが、校長あいさ
つとします。一年間よろしくお願いします。



教頭　小嶋　秀治
 

こじま　ひではる

 

6、7月に全日校で行われるサマースクールの抽
選会が5月4日に行われました。
以下の日程でそれぞれ10日間づつ行われま
す。

　小3～小6　6/17～6/28
　中1、中2　7/1～7/12 

参加された方の感想等の詳細は、8月下旬の
PTAだよりで改めて報告いたします。

得ません。激しい運動のために芝生がすぐに剥げてしまい、芝の養生がで
きないからです。広い空、豊かな自然、どれをとっても子どもたちは恵まれ
た教育環境にいると思います。
　話は変わりますが、私には３人の子どもがいて、香港日本人学校赴任時
代には中学部に２人、小学部に１人在籍していました。親の仕事で海外生
活をすることになった子どもたちですが、今ではそれぞれ社会で活躍するこ
とができています。ましてや、シカゴで生活する補習校の子どもたちは、もっ
と多くの困難や労苦を抱えながら努力しているのですから、必ずや世界的
な視野をもち、世界の平和と発展に貢献できる社会人へと成長していくと確
信しています。
　この子どもたちのために、海外での様々なご苦労をされている保護者の
皆さまとともに、教職員一同努力してまいりますので、何とぞよろしくお願い
いたします。

【サマースクール抽選会】

【教頭挨拶】

　私はずいぶんと贅沢な席で仕事をしています。それは、
教頭室のドアを開けていれば、そこには緑豊かな校庭が
いつも見えているからです。また、昼休みには芝生の上
で遊ぶ子どもたちの姿があります。私のいた都内では、
温暖化防止のために校庭の芝生化が進められています
が、運動部のある中学校では、全面芝生化などまずあり



文化部

補習校に来校される際は、 補習校駐車ルールを

お守りくださいますようお願いいたします。  

このルールは、補習校通学者や保護者のみなさ

まの安全・円滑な駐車場の利用だけでなく、近

隣住民の方、駐車場をお借りしているセントエド

ナ教会の利用者の方々に迷惑をかけないよう配

慮して作られております。各駐車場の走行方

向、制限速度をお守りください。また、近隣住宅

のドライブウェイに頭を突っ込んで Uターンする、

路地（alley）を通り抜けるなどマナー違反のない

ようお願いいたします。

駐車場ルールにあります「特別対応時」は、来校

者が多く見込まれる時のみに有効となります。

事前に学校、またはPTAより連絡が入りますの

で、それ以外の日は、通常時の駐車場所をご利

用ください。

補習校駐車ルールは PTAホームページにも掲

載しております。詳細な説明も掲載しております

ので併せてご確認ください。

補習校駐車ルールの詳細な説明は こちら

 

交通部

PTA文化部から、こんにちは
文化部の主な活動は、行事の開催と日本文化
資料の管理・貸出しです。
行事の開催につきましては、
【一学期】●懇談会時の生徒さん向けイベント
（けん玉／コール双葉・らんちたいむくらぶ／ア
ニメソング）●第一回書道教室
【二学期】●第二回書道教室●保護者向けイベン
ト
【三学期】●書初め展●第三回書道教室、を予定
しております。
行事に関する開催のお知らせ、書道教室の応
募方法（小学3年生以上）、書初め展の書道道
具の借り方など、詳しい情報は、この PTAだより
や補習校便りでご案内いたしますので、ぜひご
応募ください。
日本文化資料の管理・貸出しにつきましては、
双葉会PTA会員の皆様に、着物・民芸品・茶道
道具・学校関係用品・文化資料などを貸出して
おります。現地校のイベントなどでぜひご利用
下さい。また、文化資料の受入れも行っており
ます。貸出しや受入れのお申込みには、規定
がありますので、PTAホームページからPTA本
部⇒文化部のサイトをご覧ください。サイト内に
お申込み用のメールアドレスがありますので、
そちらからお申込み下さい。
皆様のご参加、ご利用、そしてご理解とご協力
を、よろしくお願いいたします。

http://www.futabahoshupta.org/?page_id=94
http://www.futabahoshupta.org/?page_id=98


1. PTA図書の利用について

利用時間･場所

❖ 月曜から金曜の間に PTA図書の貸出しをご希望の場合は、 PTA図書室の鍵を事務室で借りていただき、利用後
は速やかに鍵を返却してください（持ち歩き厳禁）。

❖ 土曜は通常 PTA図書室は開いていますので、鍵を借りに行く必要はありません。開いていない場合は同様に事務
室で鍵を借りてください。

 
利用方法
❖ 旧刊本

➢ 貸出時: 補習校用貸出しノートに必要事項を記入してください。
➢ 返却時: 貸出しノートに返却日を記入し、本を所定の書架へ戻してください。

❖ 新刊本
➢ 新刊本は、灰色スチール戸棚（新刊本と書いてあります）の中にある本です。
➢ 新刊本用の貸し出しノートに必要事項を記入してください。

❖ 利用可能な冊数、貸出し期間は下表の通りです。

注意事項
PTA図書室での図書の貸出し・返却は、保護者の皆様の自己管理にお任せしております。皆様が気持ちよくご利用でき
るよう、整理整頓を心がけてくださいますようお願いいたします。

2. 児童図書の利用について
 
利用時間･場所

利用方法
＊貸出時: カウンターにある貸出しノートに利用者氏名・長子学年・本のタイトル及びバーコード番号を記入する。
＊返却時: 貸出しノートに返却日を記入し、本を所定の書架へ戻す。
＊利用可能数は 1回1冊、貸出し期間は 1週間です。
 
注意事項
児童生徒への貸出しを優先しますので、 “ 子どもたちにまず読ませたい新しい本　” などはご遠慮願います。
保護者の方が借りた場合、各自責任をもって返却くださいますようお願いいたします。

☆図書部では、常時古本のご寄付を受け付けております。
　帰国・引越し等で本の処分をお考えの方は、ぜひ図書室にご寄付くださいますようお願いいたします。

図書部
ＰＴＡ図書ならびに児童図書のご案内

保護者の方々も PTA図書および児童図書を借りることができます。
利用方法をご案内いたしますので、ぜひご利用ください。

曜日 時間 場所

月曜～金曜 9:00 ～ 15:30
PTA図書室

毎週土曜 8:30～9:55および14:30～15:00

種類 利用可能な冊数 貸出し期間

新刊本 1回1冊まで 2週間

旧刊本 1回3冊まで 4週間

曜日 時間 場所

毎週金曜 13:45～14:15
学校図書室

毎週土曜 9:00～9:55および14:30～15:00



2019年度PTA役員紹介

PTA役員会は、会長1名、副会長3名、会計2名、書記3名、広報3名、IT2名、専門部 (文化、図
書、交通) 部長6名の総勢20名で構成されています。また、専門部では副部長 4名にも業務を
補助してもらっています。子どもたちが快適な補習校生活を送るために微力ながら精一杯努め
てまいりたいと思います。保護者の皆様にはご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、役員24名の紹介です。

【役職名】
1)　名前(ふりがな)
2)　子どもの学年
3)　在シカゴ年数
4)　趣味または
       最近はまっていること
5)　おすすめスポット
　　(観光地、レストランなど)

写真
もしくは
イラスト

役員一人ひとりが5つの質問に
答えました。
「5)　おすすめスポット」は
ぜひ参考にしてみて
くださいね！！

会長

【会長】

1) 吉川　雅紀（よしかわ　まさき）

2) 高2、中3、中1
3) 1年
4) 子供達のスポーツ応援（トライアスロン、アメフト、レスリング）

5) ウィスコンシンのパブリックマーケット

新鮮な海鮮レストランがあります。

https://milwaukeepublicmarket.org/


副会長

会計

 質問内容 1）名前 2）子どもの学年 3）在シカゴ年数 4）趣味または最近はまっていること 5）おすすめスポット(観光地、レストランなど)

【副会長1】
1) 廣　公輝（ひろ　こうき）

2) 小4
3) 20年
4) ローラーブレードに挑戦中

5) 近場で自転車を乗るなら Lakefront Bike Trail（シカゴ）か、Fox River沿い

のトレイルが楽しい。

【副会長2】
1) 森岡　真一（もりおか　しんいち）

2) 小6
3) 約1.5年
4) ゴルフ、YouTubeで日本のサンデーモーニングを観ること、ボクシング観

戦

5) キングしゃぶしゃぶ（コスパ高いです）、夏のラヴィニア音楽祭（色々な

アーティストが日替わり出演、かつ芝生でピクニック気分で楽しめます）、

K1 Speed (室内本格カートで気分爽快です )

【副会長3】
1) 佐藤　洋子（さとう  ようこ）

2) 高2
3) 22年
4) 機械ピラティス、水素水パック

5) Summertime Jazz Cafe/Lounge カラオケもできてとても居心地のいいお

店です。色々なイベントもやっているので要チェック。

3 arts cafe    ダウンタウンのシャンデリアが素敵なお店です。

【会計2】
1) 乾　孝恵（いぬい　たかえ）

2) 高2
3) 約6年
4) トールペイント

5) GREEK ISLANDS(シカゴダウンタウンにあるギリシャ料理レストラン )
ぜひ名物料理のサガナキチーズをお試しください ‼

【会計1】
1) 鵜沢　正徳（うざわ　まさのり）

2) 中1、小4
3) 2年
4) 芝刈り

5) Wisconsinのスキー場（日帰りできます）

https://www.chicagoparkdistrict.com/parks-facilities/lakefront-trail
http://www.kaneforest.com/recreation/trails/foxRiver.aspx
http://www.kaneforest.com/recreation/trails/foxRiver.aspx
https://www.kingshabushabuil.com/
https://www.ravinia.org/
https://www.k1speed.com/
http://3artsclubcafe.com/food/
https://greekislands.net/


質問内容 1）名前 2）子どもの学年 3）在シカゴ年数 4）趣味または最近はまっていること 5）おすすめスポット(観光地、レストランなど)

書記

【書記1】
1) 荒川　美幸 (あらかわ　みゆき )
2) 高1、中1
3) 1年10ヶ月

4) 手芸(主に刺繍、カルトナージュなど )
5) "Hot Pot Delight @ Elk Grove  火鍋が食べられます。 "

【書記2】
1) 森下　晋吾 (もりした　しんご )
2) 中1、小4
3) 1年半

4) 週末に子供と一緒にテニス、水泳

5) 子供達一押しのアイスクリーム屋さん。 Daisy's Malt Shoppe. 807 N 
Quentin Rd Palatine, IL 60067

【書記3】
1) 冨山　静香 (とやま　しずか )
2) 高1、高3
3) 3年9ヶ月

4) calligraphy
5) シカゴ美術館

IT

【IT1】
1) 広部　誠（ひろべ　まこと）

2) 高2
3) 8年
4) 人生ゲーム（知り合いに頂きました）。ゲームに登場するイベントが

１９７０年代から現在までの実在のものなので、親子で一緒に楽しめま

す。子ども（次男６歳）がお金の数え方を学ぶのにも役に立ちます（笑）。

5) 「リンカーンパーク」という街がダウンタウンの少し北にあるのですが、観

光地のように街歩きができて、お酒を飲みに行くには最高の場所だと思

います。以前に取引先の方ととても楽しい時間を過ごした思い出があり

ます。

【IT2】
1) 大里　妙子（おおさと　たえこ）

2) 中3、小6
3) 28年
4) ゲーム、まんが

5) Wisconsin Dells。MACSというMacaroni & Cheese屋さんはこってりです

が美味しいです。

http://daisysmaltshoppe.com/
https://www.artic.edu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Park,_Chicago
http://macandcheeseshop.com/


広報

【広報1】
1) 橋詰　恵理子（はしづめ　えりこ）

2) 小2
3) 4年
4) お菓子作り（上手くないのですが娘が喜んでくれるので）

パン作り（これからはまる予定）

5) ヨセミテ国立公園の星空

Evanstonにある娘のお気に入りのジェラートのお店  FRÍO Gelato。最近

はシカゴ市内や  Navy Pierにもお店があります。

WilmetteにあるFrench Organic Patisserieのお店 St. Roger Abbey 。お
気に入りはApple TartとMix Fruit Tart。

【広報2】
1) 百﨑　彰子（ももざき　あきこ）

2) 中3、小6、小2
3) 15年
4) 子ども達と同じ本を読んだり映画を観た後、感想をみんなで話すこと。

5) Wheaton French Market（Farmers market）。クレープを食べたり、修道

院のシスター達が作る St Roger Abbeyのタルトをお土産に買ったりしま

す。

【広報3】
1) 肥田 真紀 （ひだ まき）

2) 小6
3) インディアナ在住

4) カメラ（センスがないのと、シャッターチャンスは必ず逃す）

5) Indiana Dunes

質問内容 1）名前 2）子どもの学年 3）在シカゴ年数 4）趣味または最近はまっていること 5）おすすめスポット(観光地、レストランなど)

図書部

【図書部 部長1】
1) 通山　湖佐  (つうやま みさ)
2) 中3
3) 約20年
4) 犬の散歩

5) 私のおすすめスポットは、東京にある 深川江戸資料館です。個人的には

有名な東京江戸博物館より味があると思います。場所は清澄白河駅徒

歩5分、周りには清澄公園、深川めしの有名どころやサードウェーブコー

ヒーショップなどがたくさんありますよ。

https://www.friogelato.com/
http://www.strogerabbey.org/
https://www.downtownwheaton.com/all-events/wheaton-french-market-b3b8d-7fxeh-nrg4e-4awnt
http://www.strogerabbey.org/
https://www.nps.gov/indu/index.htm
https://www.kcf.or.jp/fukagawa/


 質問内容 1）名前 2）子どもの学年 3）在シカゴ年数 4）趣味または最近はまっていること 5）おすすめスポット(観光地、レストランなど)

文化部

【図書部 副部長1】
1) スタッキー　深雪（スタッキー　みゆき）

2) 小4、小6
3) 12年 (+ 他州10年）

4) スキー、バレーボール、水泳。後、数年前から始めたテニス。

5) セントルイスに行ったら絶対寄って欲しい「 City Museum」。大人から子供

まで遊べます。雨が降っても大丈夫。 10階建てのビルの中も体を動かし

て遊べる様に工夫がいっぱいされています。

【図書部 副部長2】
1) 佐藤　理恵　 (さとう　りえ )
2) 高1、小1
3) 6年
4) 水泳(クロール練習中です )
5) ラビニア音楽祭

【文化部 部長1】
1) 田草川　惠  (たくさがわ　めぐみ )
2) 小6 (と23歳)
3) 6年＋2年＝8年
4) キックボクササイズ

5) 海が綺麗なカリブ海&食べ物が美味しいニューオーリンズ

【文化部 部長2】
1) 吉田　史子（よしだ　あやこ）

2) 小6
3) 20年
4) 色々な健康食にはまっています。えごま油やプロバイオティックなど。

5) Corner Bakery Cafe ウッドフィールドモール近郊、補習校近郊にもある

おしゃれなカフェ　お勧めは PRIME RIB & CHEDDAR ON FOCACCIA
です。

【図書部 部長2】
1) 堀口 　みのり（ほりぐち　みのり）

2) 小5、年長

3) 4年
4) LAVAZZAのコーヒーにマヌカハニーを入れて飲む

5) Gyu-Kakuシカゴ、 Texas de Brazil

https://www.citymuseum.org/
https://www.ravinia.org/
https://www.cornerbakerycafe.com/
https://www.gyu-kaku.com/chicago/
https://texasdebrazil.com/


【交通部 部長2】
1) 松田　泉  (まつだ　いずみ )
2) 小5（双子）

3) 28年
4) 旅行のプランニング

5) グランドサークル (もう一度ゆっくり行ってみたい場所です )

【交通部 部長1】
1) 武貞　佑紀　（たけさだ　ゆうき）

2) 小3、小1
3) 3年
4) 料理、ゲーム、子どもの成長が楽しみ

5) シカゴにあります、Gus's World Famous Fried Chicken(847 W Fulton 
Market, Chicago, IL 60607)　のフライドチキンがとても美味しいです。少

しピリ辛でビールに最高です！

【交通部 副部長】
1) 中田　竜輝　（なかだ　たつき）

2) 中1
3) ８年

4) バスケ、ゴルフ

5) United Center。 アメリカのプロスポーツ観戦は、迫力は勿論のこと、観

客を巻き込み、会場全体で地元チームを盛り上げる雰囲気が凄くカッコ

いいです！

交通部

質問内容 1）名前 2）子どもの学年 3）在シカゴ年数 4）趣味または最近はまっていること 5）おすすめスポット(観光地、レストランなど)

【文化部 副部長】
1) 土橋　由紀（どばし　ゆき）

2) 高2、中3、小6
3) 学生時代も入れると計 7年
4) シカゴ近郊（湖岸！）で売り出し中の高額な家の内装をネットで見て良い

気分に浸る。

5) Elk Grove Village にある「Krispy Kreme」ドーナツのお店。作っている所

が見られ、時間によると焼き立てが食べられる！

https://grandcircle.org/
http://gusfriedchicken.com/chicago-illinois-location/
https://www.unitedcenter.com/
https://www.krispykreme.com/location/elk-grove-village


＊メンバーの変化

３年前には、２２名のAmigosがボランティアメンバーに。

年間平均４回のボランティア活動を行っている中、なんと4名が学校の先生に、2名が双葉会理

事に、そして2名が19年度PTA執行部になりました。

日本へ帰国した方々を含め、現在は22名から5名まで減ってしまいましたが、ドンマイ・ドンマイ

（古）で頑張っていきたいです。

＊活動内容

運動会、幼稚部説明会、漢字検定、図書当番の手伝いなど

＊今後の活動予定～ジョージからのお願い

HAPTA設立からの目的であった、学校行事などの人手不足を気楽にサポートし、子ども達や

先生方への貢献が引き続きできたらと思っています。

この機会にHAPTAメンバーに加わりたい！と思う方は、お気軽にジョージまでメールして下さ

い！Por Favor！

興味を持たれた方は、以下のメールアドレスへどんどん連絡してくださいませ。

 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。

皆さん、HAPTAをご存知ですか？

　2017年1月「PTAをHelping and Assistingする」ことを目的

として設立されたボランティア・チームです。

HAPTA代表
ジョージ

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


コール双葉はシカゴ双葉会日本人学校の全日校・補習校の PTAとJCCCの
会員家族のメンバーによる女性コーラスグループです。

　活動報告    
4/19 全日校PTA総会　活動報告
5/4 補習校PTA総会　活動報告
（曲名：春よ来い）
5/25 補習校1,2年生向けお楽しみ会
（曲名：ジブリメドレー、春よ来い、校歌）

今後の予定　
6/16(日) 
ジャパンフェス参加
10月
全日校双葉フェス

★メンバー募集中★
日本の歌を子供達に届けてみませんか？

毎週火曜日 1:00〜3:00pm
校舎２階 音楽室で練習中

入部のご希望・活動内容の詳細等、不明な点がございましたらお近くの
部員または以下のE-mailアドレスまでお気軽にお問い合わせください。

　　　　　　   E-mail: choirfutaba@gmail.com   コール双葉宛

　　　　　　   https://www.youtube.com/user/choirfutaba
　　　　　　      　　　　          　　   ↑
　　　　　　　　         活動内容はこちらでご覧になれます

mailto:choirfutaba@gmail.com
https://www.youtube.com/user/choirfutaba


らんちたいむくらぶ

らんちたいむくらぶでは部員を随時募集しています。

♪お気軽に見学に来てください♪
LunchTimeClub@futabahoshupta.org

活動レポート

４月２０日　長縄跳び
新年度初のらんちたいむくらぶ。
晴天に恵まれ、沢山の子供達が
長縄跳びにチャレンジしました。
気持ちを一つにジャンプ！
高校生が低学年の縄を回してくれました。

５月１１日　シャボン玉
ロープで大きなシャボン玉を作る道具や
大きく膨らませるミラクルシャボン玉液を
使い、家ではなかなか出来ないダイナ
ミックなシャボン玉を楽しみました。

今後の活動予定
６月１５日　ぴょんぴょんがえる
６月２９日　七夕クラフト
８月２４日　ヨーヨー釣り

らんちたいむくらぶは昼休みを利用して
子供達に日本の文化や遊びを紹介する

ボランティアクラブです。

mailto:LunchTimeClub@futabahoshupta.org


補習校PTAに関して気になることはありませんか？
「補習校の行事予定ってどうなっていたっけ？」
「サークル活動に参加してみたいな・・・」

シカゴ双葉会補習校PTAのホームページでは、保護者の皆様の
お役に立てますよう、さまざまな情報を常にアップデートして、  ご
提供しております。
どうぞご利用ください。　  

シカゴ双葉会補習校PTAホームページはこちら

入学、編入された方
はまずはこちらをご確
認ください。

  ご意見箱
  「きくぞう君」
  はこちらへ。

バス当番って何をするの？
補習校の駐車場はどこを利用で
きるの？

 私たち保護者
 はどんな役割が
 あるの？

  よくあるご質問

どんなサークルが
あるかな？

 PTAって何をしているの？
 PTA役員ってどうやって選出するの？
 保護者も利用できる図書ってあるの？
 過去のPTAだよりが読みたいな。

PTA執行部よりお知らせ

次はどんなイベント
があるかな？

http://www.futabahoshupta.org/


◇きくぞう君にいただいた英検に関する質問について学校側に確認しました
ので、学校側の回答を掲載させていただきます。

質問：冬に開催される第３回についてもシカゴ補習校で受験できるようにして
ほしい。

回答：英検については教職員の協力をいただきながら、全日校の開催に合
わせて補習校でも受験できるよう鋭意努力しております。第３回については
全日校の事情により開催日が平日となっていること、卒業や、他の検定試験
の事務処理等が重なる時期であり、校内体制として対応できないことなどか
ら、現状、補習校として開催することができない状況となっております。今後
も開催の可能性を模索して参りたいとは思いますが、何卒ご理解賜りますよ
うお願い申し上げます。

質問：準1級、1級についてもシカゴ補習校で受験できるようにしてほしい。

回答：まず、シカゴ補習校については双葉会として、２級までは準会場として
の認定を受けています。一方、準１級・１級については英検協会が指定する
本会場のみの受験となっており、現状、海外ではニューヨーク、ロサンゼル
ス、ハワイ、ロンドンのみであるとの回答を英検協会より得ています。補習校
としても英検協会へシカゴでの受験を可能とするべく要望しましたが、上記
の通りの回答でした。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

★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
を随時オンラインで受け付けています。
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


4月・5月 PTA活動報告

第1回役員会

2019年4月20日（土）午前9時00分～11時45分
小体育館にて

1. 18年度PTA役員所感・挨拶
2. 19年度PTAスローガン・全体活動方針
3. 19年度PTA各専門部活動方針（新各専門部長）
4. 18年度決算報告/19年度予算案について
5. 学校側の連絡事項
6. 学級代表（専門部）選出状況
7. アルバム委員アンケート結果と現状報告
8. 19年度PTA総会準備・式次第
9. 第一回学級代表・交通部合同会議準備

10. 学級親睦会について
11. PTA講演会（4/27）について
12. 執行部、専門部活動報告
13. 今後の行事スケジュール

第2回役員会

2019年5月11日（土）午前9時00分～11時30分
応接室にて

 
1. 執行部、専門部活動報告
2. PTA総会・合同会議、振り返り
3. 案件
4. その他連絡事項
5. 学校側からの連絡事項

次回の第3回役員会は、7月13日(土) 9:00AMより

2018年度PTA総会

2019年5月4日（土）午前9時00分～10時00分
大体育館にて

1. 開会
2. 「コール双葉」「らんちたいむくらぶ」「HAPTA」紹介
3.  2018年度　役員挨拶
4.  2018年度　決算報告
5.  会計監査報告
6.  2019年度新役員紹介・承認/ 新会長挨拶
7.  学校長挨拶
8.  教頭挨拶
9.  事務局長挨拶

10.  来賓挨拶
  11.        議事　 
　　         –2019年度予算案/活動方針
              –役員方針
              –専門部方針（文化部・図書部・交通部） 
   12.       閉会

第1回学級代表・交通部合同会議

2019年5月4日（土）午前10時10分～11時10分
大体育館にて

1. 開会
2.  年間行事のおさらい
3.  学級代表の役割について
4.  親睦会・アルバム作成について   
5.  謝恩会ガイドラインについて   
6.  PTA会費集金のお願い　
7.  クラス費/アルバム費の取り扱いについて
8.  ギフト、紅白饅頭について 
9.  Tax Exemptionについて

10.  Google Accountについて
11.  その他　

次回の合同会議は、8月24日(土) 9:00AMより

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7月中旬発行予定です。


