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【PTA総会内容報告】

COVID-19の影響によりイリノイ州もStay at homeが出され、補習校もリモート

ラーニングを開始しました。

このような状況の中でリモートラーニング期間に学級代表を選出する必要がな

いことを踏まえ、学級代表の立候補募集 並びにくじによる選出を一時保留とさ

せていただきます。

立候補再応募並びに新たな学級代表選出のタイミングは、現段階では 8月頃

を想定しておりますが（２学期開始の時点）、状況を見ながら判断する予定で

す。決まり次第ご案内させていただきます。

PTAに関するご質問がございましたら、 PTAホームページ内お問い合わせ（きく

ぞうくんオンライン）まで。

補習校に関するご質問は、 hoshuko@chicagojs.comまで、または補習校ホー

ムページをご覧ください。

本年度はCOVID-19の影響で集合でのPTA総会がキャンセルとなりましたので

メールベースでのご報告とさせていただきました。詳細は 5月12日配信のメー

ルをご覧ください。

2020年度の学級代表の選出、学級代表・交通部会合同会議などは学校再開

の目途が立ちましたら改めてご連絡させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。

【2020年度学級代表立候補募集並びに選出の一時保留のご案内】

http://www.futabahoshupta.org
http://www.futabahoshupta.org/?page_id=16
https://docs.google.com/forms/d/1d6stn-0gbrhzLSYNrPztL4zAIi21gn__gGJWlbvHQMs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1d6stn-0gbrhzLSYNrPztL4zAIi21gn__gGJWlbvHQMs/viewform?edit_requested=true
http://www.chicagohoshuko.com/
http://www.chicagohoshuko.com/


よろしくお願いします

　

【校長挨拶】

校長　岡本　哲哉  
おかもと　てつや

 PTA会員の皆様には、日頃よりシカゴ補習校の教育活動にご理解とご協力をいただき、
誠にありがとうございます。本年度、新校長として赴任いたします岡本哲哉と申します。本
来は、保護者の皆様に直接お目にかかり、ごあいさつを申し上げるところですが、新型コ
ロナウイルス感染症の世界的な拡大により、まだ、渡米できない状況です。紙面でのあい
さつとなりましたことをお許しください。

さて、すでにご承知の通り、新型コロナウイルス感染症の影響で子どもたちは補習校に
通学できない状況になりました。当初、補習校にはＩＴ環境が整っておらず、リモートによる
授業は難しいと思われていました。しかし先生方はもちろん、 PTAの役員の方をはじめ保
護者の皆様の協力により、リモート授業が実施できたことを大変うれしく思っております。
PTAのＰ（親＝家庭教育）とＴ（先生＝学校教育）はよく車の両輪にたとえられます。どちら
が欠けても子どもたちに十分な教育はできません。常に、「子どもたちのために私たちは
何ができるか」を問いながら歩き続けるＰとＴでありたいと思います。

私は山登りをします。よく「登山は楽しいですか？」と訊かれます。正直、山を登っている
ときは苦しくて辛くてきついことの連続です。まるで修行僧になった気分です。でも、目指
す頂上が私を待ってくれていると思うと頑張れます。人は目指すもの（目標や目的）がある
と元気が出てくるものです。私のシカゴ補習校での仕事の一つとして、日本と世界をつな
ぐ架け橋となる人材を育てることです。シカゴ補習校だからできる、シカゴ補習校しかでき
ない、シカゴ補習校ならではの学校経営にあたっていきます。 PTA会員の皆様の応援よ
ろしくお願いします。

写真は、北アルプスの奥穂高岳に
アタックしているときのものです。



教頭　小島　秀治
 

こじま　ひではる

 

【教頭挨拶】

　私は、５月９日のリモート授業初日に、画面に映し出された子どもたちの生き生きとし

た表情が忘れられません。やはり、人と人とがつながるって本当に大切なことなんだなと

再確認しました。子どもも大人も、この数か月間は大変に不自由で困難な日々を過ごし

てきましたが、そんな中で画面上ではあってもクラスメートに会えること、日本語で学べ

る環境があるということは、幸せなことだと実感しています。その意味でも、今年度の

ＰＴＡ活動スローガン『 Passion for Team Achievement!　今こそ団結の時！』は素晴ら

しいものだと思います。

　ご承知のように、日本ではリモート学習がほとんど行われていません。理由は簡単で

す。リモート授業を行うための物理的な環境が学校にも家庭にも整っていないからで

す。自治体はそこに十分な予算をかけない（かけられない）からです。また、ＩＴ機器を使

うことへの抵抗感（苦手意識）がある教員も少なからずいます。私は東京都の区部も市

部も経験していますので、少しは実態をわかっているつもりです。ですから、シカゴ補習

校は保護者の皆様の全面的なご協力と、教員の努力と奉仕の姿に感謝するばかりで

す。

人とのつながり

　



魔女のいじわるラムネ

草野あきこ作

いつもいじわるをされている男の子が、魔女にすすめられ「いじわるラ

ムネ」を作ります。学校生活の中で誰もが経験したことがあるようなこと

をテーマに、自分と重ねながら読むことが出来ます。見えていることだ

けが真実なのか、様々な視点から考えることの大切さを教えてくれる一

冊です。

りんごかもしれない

ヨシタケシンスケ作

何の変哲もないりんごを「りんごじゃないのかも…」と疑うことで、次から

次へと広がっていくユニークな発想。見方を変えるだけで、これほどま

でに面白がることができるのかと驚かされます。子どもと一緒に笑える

楽しい絵本でありながら、それでいて哲学的な要素も含む、奥深い一

冊です。

THE WILD ROBOT
PETER BROWN 作
無人島に流れ着いたロボット、ロズが、まわりの野生動物たちと触れ合

いながら成長していき、動物たちもまた、心を開き始めます。次は何が

起きるのか、いつのまにか集中して、どんどん読み進めます。日本語版

も発売されており、英語版では続編も出ています。

MATILDA
ROALD DAHL作

子供達ならきっと一度は読んだことがあるロアルド・ダールの本から。

生まれながらにして天才なマチルダ。さらには、超能力も身につけて

…。理不尽な振る舞いを繰り返す大人たちと対決しながら、唯一マチル

ダを理解してくれる担任の先生との関わり合いを通して成長していくマ

チルダの姿が見てとれます。※日本語版「マチルダは小さな大天才」も

あります。

図書部

図書部からのおすすめ本です！

今回のPTAだよりでは、子ども向けの本（日本語と英語版それぞれ２冊ずつ）と、大人

向けの本（日本語と英語版それぞれ２冊ずつ）をご紹介いたします。



車夫

いとうみく作

家庭の事情により、やむなく学校を中退した17歳の少年。浅草の 「力

車屋」で車夫として働くことになり、いろいろな過去を持つ車夫の仲間の

優しさに助けられながら、懸命に生きていくお話です。読み終えたら…
浅草に行きたくなる、そして、人力車にのってみたくなる本です！中高

生向けの本ですが、大人の方も楽しめる本だと思います。学校の図書

室にもあります。

君の膵臓をたべたい

住野よる作

2015年発行、本屋大賞・年間ベストセラー・2017年映画化された話題

作。高校の同級生がひそかにつづる闘病日記を偶然見つけた「僕」は、

彼女が膵臓の病気で余命わずかなことを知り、「死ぬ前にやりたいこ

と」に付き合うことになる…

Flowers for Algernon
DANIEL KEYES作

日本では山下智久主演でドラマ化された「アルジャーノンに花束を」でご

存知の親御さんも多くいらっしゃると思いますが、その英語版です。大

人になっても幼児の知能しか持たない青年が、IQ向上手術を受け変化

していくお話です。青年の書く日記の表現が、日本語版と違って興味深

く感じると思います。

And Then There Were None
Agatha Christie作

アガサクリスティーのベストセラー本「そして誰もいなくなった」です。イ

ギリスのインディアン島に10人の男女が招かれ一人、また一人と殺さ

れていくお話です。息子は、現地校の授業で8年生時に読みました。日

本語版を読んだ方も読んでいない方も、是非挑戦してみてください。

☆「夏休み読書奨励月間」のお知らせ ☆
図書部では、今年も夏休み期間を利用して、 幼稚部を除く小学生以上の児童生徒（一時

退学者を含む）を対象に、読書推進運動を実施いたします。詳細はシカゴ双葉会補習校

PTAホームページの（図書部よりー保護者の皆様へ）をご覧ください。提出用紙はそこか

ら印刷し（手書きでも構いません）、 8月29日（2学期始業式の翌週） までに各クラスの担

任の先生に提出してください。提出には、 保護者のサイン が必要となります。達成賞は

「もらって嬉しい文房具」を用意しておりますので、ぜひ参加してください。オンラインで読

めるサイトも紹介していますので、コロナウィルスの影響で家に居る時間が長い今、ご家

族で読書の時間を作ってみてはいかがでしょうか。

http://www.futabahoshupta.org/?page_id=96


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

皆さん、　　
いつもお世話になります、 HAPTA代表のジョージです。ここ最近、いろんな面で変化が
おきてますね。その中でも昔から変わらないことがあります。それは、目に入れても痛く
ない、補習校生徒さんたちへの思いです。

2019年は HAPTA が活躍できるところは少なく、存在すら認識度が低下しております。
今では、ジョージ含め、メンバー数は４名ほど。しかし、今年を起点に、活動を復帰させ
たいですね。

メンバー募集！2020年7月
連絡先:　Takamatsugeorge1130@gmail.com

上の写真は、過去に行った英検
へのヘルプです。参考のため、

記載しました。



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。 

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 
 

日本の歌を子どもたち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  

学校が通常再開されるまで
コールの活動もお休み中です

　昨年度も皆様のご協力のおかげで充実した活動を
行うことがでました。ありがとうございました。
　現在コロナの影響で活動は休止中ですが、また子どもた
ちへ日本の歌を届けられる日が戻ってくることを部員一同
楽しみにしております。
　今年度も皆様のご協力ご理解の程、どうぞよろしく
お願い申し上げます。

https://www.youtube.com/user/choirfutaba


活動日は？
月に２回ほど土曜日
お昼休み
（１２時～１時くらい）
来られる日だけで大丈夫

らんちたいむくらぶ
メンバー募集

活動内容は？
外遊び：大縄跳び、シャボン玉、紙飛行機、
ヨーヨー釣り、等々
室内遊び：けん玉、折り紙、あやとり、かるた、紙芝
居、クラフト作り、等々
PTAだよりに活動予定を掲載しています。

参加すると？
子どもの学校での様子が分かる
ママ、パパがいると子どもが喜ぶ
子どもが喜んでくれるのが嬉しい
大人も遊ぶと楽しい！

LunchTimeClub@futabahoshupta.org

らんちたいむくらぶはお昼休みを利用して
子どもたち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。

私たちと一緒に楽しく活動しませんか？
まずはお気軽にお問合せください！



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/


PTA活動報告

新旧合同臨時会議（ビデオ会議）

2020年4月5日（土）午前9時30分～午前11時 
場所：ビデオ会議

議題

全般

1. 変更前（通常）の予定

2. 学級代表選出役割分担リビュー、日時

確認

3. 第一回役員会の設定方法および日程

4. 総会の設定方法および日程

5. 合同会の設定方法および日程

6. その他確認事項

2020年度第１回PTA役員会議　（新旧合同　ビデオ会議）

2020年5月10日（日）午前9時～午前11時

場所：ビデオ会議

１．2019年度会長挨拶

２．2020年度PTAスローガン・活動方針

３．2020年度専門部活動方針

４．2019年度決算報告 /2020年度予算案

５．学級代表（専門部）選出状況（今後の対応）

６．PTA総会準備・式次第案

７．その他

新旧合同臨時会議（ビデオ会議）

2020年4月26日（土）

午前9時30分～午後12時10分  場所：ビデオ会議

議題

全般

１．学級代表選出の日程延期

２．一時退学者の PTA活動履歴

３．その他

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10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 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

