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9月28日(土)、第44回シカゴ補習校運動会が Niles North High Schoolにて開催さ
れました。天候には恵まれませんでしたが、普段とはまた違った生き生きとした子ど
もたちの笑顔と、応援団を中心に一生懸命応援する姿が見られました。今年は競
技、応援ともに赤組の勝利で幕を閉じました。

また、恒例となりました PTA競技には400名近いたくさんの方に参加いただきまし
た。賞品を提供していただいた味の素様、キッコーマン様、 KUMON様、JFC様、　　
テンスケ様、HELLO TOKYO様、ミツカン様、ミツワ様、山正様  (50音順) には厚く御
礼申し上げます。
　 最後になりましたが、限られた時間の中でご指導と諸準備、当日も早朝から最後
まで奔走してくださった先生方、一日中子どもたちに付き添ってくださった学級代表
の皆さん、朝早くから駐車場対応してくださった交通部員の皆さん、ボランティアとし
てお手伝いをしてくださった保護者の皆さんに心より御礼申し上げます。今年も素晴
らしい運動会をありがとうございました！

令和元年　歴史に刻め　炎の戦い！

PTA競技（玉入れ） PTA競技（綱引き）

応援合戦Ⅱ

運動会へのご協力、ありがとうございました！

大玉送り

＊高校側からの事前連絡がなかったこともあり、駐車場に関して大変ご迷惑をおかけいたしま
した。謹んでお詫び申し上げます。

http://www.futabahoshupta.org


文化部

　保護者向けイベント「ズンバ！」のお知らせと募集  

　11月2日の土曜日に保護者向けイベントが開催されます。

このイベントは2年に一度、補習校の保護者の為に行われます。

今回は「ズンバ！」です。

　「"Zumba"って何？」と思われる方もいらっしゃいますよね。ズンバは陽気なラテン

の音楽に合わせたダンスステップを基本としたエクササイズです。

　今回はシャンバーグエリアのジムでグループフィットネスのインストラクターとして　 　　　　　

ご活躍されている井口由美さんにお越しいただき、心身共に元気になれる時間を　 　　　　　　　　　

皆さんと一緒に過ごします。初心者の方や男性の方でも気軽に参加できる

イベントなので、奮ってお申込みください。　 　　　　　　　　　

土曜の朝をラテンのステップで軽やかに始めましょう！

●開催日と時間：11月2日（土）午前10時から11時15分まで 
（11月2日の補習校の行事：小５以上の授業参観が11時35分～、個人面談が授業終了～）

●開催場所：補習校の大体育館

●必要な物：運動しやすい着衣、スニーカー、タオル、水分補給できるもの

●申込み方法と手順：  bunka4event@gmail.com にメールでお申込み下さい　 　　　

⇒メールの件名欄（Subject欄）に「長子の学年と氏名」をご記入下さい 　　　　　　　　

⇒メールの本文には①参加される人数 (ご夫婦で参加される場合は 2名と記入）　　　

②参加者氏名 (フリガナ）③ズンバ経験の有無、をご記入下さい

●定員：先着順50名（お申込みから一週間経っても文化部より受領報告メールが　 　　

届かない場合は再度お申込み下さい）

mailto:bunka4event@gmail.com


文化部

日本文化資料　貸出しについて 

　文化部では、アメリカではなかなか手に入れることの難しい日本の文化品や資料

などを管理し、双葉会  PTA会員の皆様に貸出しを行っております。

現地校の文化紹介のイベントや、個人的に日本文化に触れたいなどの

多様な機会に是非ご活用ください。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までご連絡ください。お申込み手順など詳しい情報は

『補習校PTAホームページ⇒PTA本部⇒文化部より』

またはこちらをご覧ください。

 
＊＊＊ご利用例を一部ご紹介＊＊＊

●ランドセル－1年生になられたお子さんの記念撮影をして、日本のおじい様、         
おばあ様に写真をプレゼント。  

●そろばん－3年生の算数で習う前にご自宅で練習。  
●玩具－けん玉、だるま落とし、お手玉、こま、トントン相撲ゲームなどを

現地校の日本文化紹介のイベントで。

●茶道具－自分でお茶を点ててみたいけれど、一式揃えるのは難しい。

●節句飾り－アメリカでも日本の節句を華やかに祝いたい。

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


図書部

2019年度　夏休み読書推進運動結果報告

夏休み中に行われた「読書推進運動」は、305名の生徒が目標を達成するこ
とができました。 達成賞の賞品につきましては、本年度もぺんてる様から文房
具をご寄付いただきました。 

❖ 達成賞 
【小学部 １、２年】　消しゴム２個・シャープペン１本・ペン２本 
【小学部３年】　消しゴム２個・シャープペン２本・ペン１本 
【小学部４、５年】　消しゴム１個・シャープペン２本・ペン２本 
【小学部６年～中学部、高等部】　消しゴム1個・シャープペン２本・ペン１本・

ハイライター１本

学
年

達
成
者
数

全
児
童
数

達
成
率

(％)

小１ 43 76 57

小２ 39 76 51

小３ 46 80 58

小４ 43 81 53

小５ 45 80 56

小６ 31 74 42

計 247 467 53

学
年

達
成
者
数

全
児
童
数

達
成
率

(％)

中１ 37 65 57

中２ 9 27 33

中３ 5 35 14

計 51 127 40

学
年

達
成
者
数

全
児
童
数

達
成
率

(％)

高１ 4 32 13

高２ 0 21 0

高３ 3 12 25

計 7 65 11

❖ 学年別達成者

小学部 中学部 高等部

全校達成者数

305名 / 659名

（46％）



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

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


HAPTA代表
ジョージ

最近のHAPTA活動

＊運動会準備のお手伝い

（PTA競技看板作成等）

＊運動会当日のお手伝い

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。

引き続きメンバーを募集していますので、皆さんもぜひ HAPTAへ参加してくだ

さい。

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。

力仕事ボランティアに
参加してくださった
皆さん！ありがとう！

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


コール双葉 

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

　活動報告　 
 
10/4　全日校双葉フェス 
　　　（曲名：栄光の架橋） 

入部のご希望・活動内容の詳細等、ご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  

↑ 

　　活動内容をこちらでご覧いただけます  

メンバー & ピアニスト 

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  

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


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。

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

８月２４日　
ヨーヨー釣り
新学期はヨーヨー釣りでス
タート！３００個以上の色
とりどりのヨーヨー、夏祭り
気分でテンション上がりま
す。ヨーヨー作りも大盛況
でした。

９月７日　
紙飛行機
青空の下、紙飛行機を飛
ばしました。自分で折った
オリジナル紙飛行機、風
に乗ってどこまで飛んだか
な？

１０月１２日　竹とんぼ
１０月２６日　ハロウィンクラフト
１１月　９日　あっち向いてホイ
１１月２３日　くじ引き
１２月　７日　マジックショー

今後の活動予定

保護者の皆さまへお願い
くじ引き(11/23)用に景品を集めています。
ご家庭に眠っている不要な文房具、小さな
おもちゃ等、くじ引きの景品で当たって嬉し
そうなものがございましたら是非ご寄付頂
ければ幸いです。１０月１９日、２６日、１１
月２日の授業参観日に事務室前に箱を設
置いたします。どうぞよろしくお願い致しま
す！！

mailto:LunchTimeClub@futabahoshupta.org


PTA活動報告
第4回役員会

2019年8月17日(土) 午前9時～12時

応接室にて

執行部、専門部活動報告
1.　合同会議（8/24）、運動会（9/28）を学校と協力して取り
組む
2.　第二回合同会議式次第案
　‣来年度役員選出について
3.　広報
　‣号外・特別号発行について
4.　会計
　‣8月編入者分の収支計上
5.　文化部
　‣第二回書道教室の日程変更（10/12）
　‣保護者向けイベントについて（11/2）
6.　図書部
　‣ブックリサイクル案内について
　‣読書推進運動　景品「ぺんてる」さんから寄付
　‣昼休み児童監督人数について
7.　交通部
　‣バス乗車マナーの確認、徹底および配信
　‣班長名簿更新
　‣運動会　駐車場確認、駐車場誘導について
8.　運動会について
　‣ＰＴＡの役割確認
　‣保護者競技の統括
　‣運動会を支える保護者の統括
　‣当日の流れ、役員役割分担、プラカード作成

第2回学級代表・交通部員合同会議

2019年8月24日(土) 午前9時～10時30分

大体育館にて

1.　PTA吉川会長挨拶
2.　島袋校長挨拶
3.　小島教頭挨拶
　‣運動会日程変更に伴う、予定変更のお知らせ
　‣緊急連絡訓練について
4.　小菅事務局長挨拶
　‣学校セキュリティ問題について
5.　運動会PTA競技について
6.　運動会の駐車場について
7.　HAPTA活動について
8.　来年度PTA役員・専門副部長選出について
9.　PTA執行部・専門部活動報告
10.　質疑応答　

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11月中旬発行予定です。

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
受け付けております。
オンラインで投稿していただくことができます。　
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

