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　先日補習校に隣接するランドパークをお借りして、学年別ミニ運動会が行われ
ました。8月28日（中 2、中3、高等部） 9月4日（小5、小6、中1）9月18日（ 小1、小
2） 9月25日（ 小3、小4）10月9日 （幼稚部）と５回に分けて実施され、子どもたち
の笑顔がたくさん見られた素晴らしい運動会となりました。
　
　学級代表の皆様、並びに、運営のお手伝いをしてくださった方々には感謝申し
上げます。

学級代表・交通部員さんへお知らせ

第2回10月16日の学級代表・交通部合同会議は行われません。

http://www.futabahoshupta.org


　夏休み期間中にシカゴ双葉会日本語学校  (全日校)にてサマースクールが開

催され、補習校の子どもたちが参加しました。抽選に当選した小学部の子ども
たちが、補習校では体験することのない様々な活動を楽しんできました。特に
今年の1学期まで補習校はバーチャルでの登校だったため、久しぶりに校舎で
全日校のお友達と遊んだり勉強したりできたことは貴重な体験となったことと思
います。
　
　お忙しい中、補習校の子どもたちを温かく迎えてくださった全日校教職員の皆
様、児童生徒・保護者の皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。
 

全日校サマースクール開催

書道

授業風景

※サマースクールの写真につきましては、全日校の承諾を得て掲載させていただいております。



【バス乗車前の健康チェックカードの確認について】

 　学校側からのご提案により、 10月2日の登校日より、従来の登校日の朝にメール送信を行う方法で

はなく、健康チェックカードによる体調報告を行う事になりました。それに伴いまして、バス利用のある園

児児童生徒は、 10月9日より各バス停で乗車前にバス当番員へ健康チェックカードを見せるようにお願

い致します。バス当番員が内容を確認致します。

　従来のメール送信で健康状態を確認していた際には、 100名ほどが当日のメール送信を行っていない

日もあり、学校側で検温作業の対応に追われておりました。健康チェックカードを利用することで、報告

漏れによる検温作業を極力無くせるようにしたいと考えております。また、バス乗車前に確認すること

で、健康状態の確認作業の分散、及びコロナ感染を防ぐ観点からも有効であると考えております。

　バス運行を円滑に行うため、健康チェックカードの記入漏れなど無きようお願い致します。何卒、ご理

解ご協力下さいますよう宜しくお願い致します。

＜バス乗車前の確認作業フロー＞

①バス乗車口前で当番員が健康チェックカードの日付、体温、保護者サインを確認。

※児童生徒は、できるだけ当番員が健康チェックカードを確認し易いように、カードの記入がある側を当

番員に見せるなどして頂きますと確認作業がスムーズです。

②健康チェックカードの内容が問題無ければ、児童生徒をバス乗車させる。体温異常などあれば、バス

に乗車させず、学校を休んでもらう。

③体温チェック、保護者サインなどが無い、カード自体が無い場合には、その場で症状確認、検温、保

護者にサインを頂く（カードが無い場合は、「健康チェック忘れ確認シート」に当番員が記入する）。

※　 摂氏(° C)の場合は  37.5°C以上、華氏 (°F)の場合は  99.5°F以上の発熱のある場合は登校できま

せん。

※　児童生徒に何か症状がないか、検温の結果、異常はないかを確認して、バスに乗車させる。

※　異常がある場合は、保護者へ連絡して児童生徒を引き取りに来て頂く。

※　当番員が「健康チェック忘れ確認シート」に記入し、連絡封筒に入れて班長に渡す。（記入事項が無

い場合も「特記事項なし」で班長に持たせてください。）バスが学校に到着し、降りる際に、班長は学校

の係員に連絡封筒を渡す。

＜バス下校時の確認作業フロー＞ 

①班長が、学校の係員から「健康チェック忘れ確認シート」が入った連絡封筒を受け取る。  
②当番員は、班長の降車時に連絡封筒を受け取り、次の当番員へ引き継ぐ。

　

交 通 部



　　　　　

2021年度　夏休み読書推進運動結果報告

9/6/2021

　 夏休み中に行われた「読書推進運動」は 92名の児童生徒が目標を達成することができました。達成賞

の賞品（または景品）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。

　本年度も図書の貸し出しができない、達成表用紙の配布ができない等から、昨年  (86名)と比較すると多

少達成者が増えたものの、低い達成率となりました。来年度は沢山の児童生徒に参加、達成していただけ

たらと思います。

☆達成賞　シャーペン 2本、蛍光ペン 2本、消しゴム 1個

☆達成者（小中学生、高校生）　92名／522名（17.6％）

                                                                                  ※5/15/2021時点の児童生徒数を使用

学年別達成者（達成率）　　

小学部  80人／367人中（21.7％）

中学部  12人／112人中（10.7％）

高等部    0人／43人中  （0％）

小１　 13人／60人中（21.6％）

小２　 13人／60人中（21.6％）

小３ 　23人／68人中（33.8％）

小４　 14人／65人中 （21.5％）

小５ 　10人／54人中（18.5％）

小６  　7人／60人中（11.6%)  

中１ 　7人／32人中（21.8％）

中２　 3人／49人中 （6.1％）

中３　 2人／31人中 （6.4％）

高１　 0人／17人中 （0％）

高２　 0人／14人中 （0％）

高３　 0人／12人中 （0％）

☆　お知らせ　☆

10月2日より図書の貸し出しを再開しました。
本の取り扱い等に関して、各ご家庭でのご協力をよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　

図 書 部



★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

芸術を爆発させよう 
 
秋といえば、食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、そして芸術の秋と言
われていますね。文化部ではお子さんのアート作品を募集します。 
 
詳細は11月号のPTA便りにてお知らせします。 

文 化 部

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


皆さん、　　
 　いつもお世話になります、 HAPTA代表のジョージです。徐々に Covid-19前の生活
に戻る雰囲気ですね。引き続き、ご家族の安全を第一に、健康な毎日をお過ごしくだ
さるよう祈ります。

メンバー募集！
２０２１年９月

　既にご存知と思いますが、  COVID-19の悪化を防ぐ為、学校職員や PTAメン
バーさん達で安全に本の貸し出しでが出来るように工夫。生徒や保護者のスペー
スや、図書館への出入りに人数制限、それに学校内へ入る時には、体調状態や
体温を記入。いろいろと工夫しながら、生徒達の為に楽しみにしている本の貸し出
しなどへＨＡＰＴＡは貢献出来ました。今年の一月から本日まで、計４回ボランティ
ア活動が出来、今後も今まで以上に頑張りたいと思います。

たくさんのメンバーを募集中です。 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



活動日は？
月に２回ほど土曜日のお昼休み
（１２時～１時位）
参加出来る時だけで大丈夫です。

らんちたいむくらぶ

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
活動再開の見通しが立ちましたら PTAだよりに活動予定を掲
載します。

参加すると？
● 子供の学校での様子が分かる
● ママ、パパがいると子供が喜ぶ
● 子供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。

安全に活動が再開出来る日が来たら
ぜひ一緒に楽しく活動しましょう。

お気軽にお問合せください。

ボランティアメンバー募集中



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

　

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  

双葉会グラウンドにて活動中
雨天の場合はお休みです

9月より双葉会グラウンドにて活動を再開しました。 
青い空の下、一緒に歌いませんか？ご興味のある方はお気軽にお問い
合わせください。 
 

〜今後の予定〜 
10月22日（金）双葉フェス参加予定 

曲目：Tomorrow（ミュージカル「アニー」より） 
スタジオジブリメドレー 

 
 

コール双葉 YouTubeへはこちらをクリック

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


【PTA活動報告】

第１回役員会

2021年7月17日（土）午後1時～午後2時　場所：ビデオ会議

議題

1. 補習校保護者の役割:執行部役員選出ルール(IT部)について

2. 補習校保護者の役割:3番くじの期間について

3. その他　（運動会について、図書部の活動について）

＜学校側からの連絡・決定事項＞
● 選出方法(3番くじのルール)は累積するという考え方を今まで通り引き継ぎ、あくまで

も3番くじであって免除ではないことをホームページに追記する

第２回役員会

2021年8月28日（土）午前9時～午前11時　ハイブリット会議(補習校図書室、又はオンライ

ン)

議題

1) PTA 会長からの挨拶

2) 学校からの連絡事項

3) 案件

     -9月の合同会議について

　　-児童監督の対応について

　　-運動会に向けて(交通部)
　　-PTA役職変更時の対応について(IT部)

4) その他（PTA会費の集金について)

＜学校側からの連絡＞
● 保護者はセルフチェックリストを提出する際、きちんと検温するようにお願いしたい
● 10月以降に図書の貸出を行う

＜決定事項＞
● 10月16日の合同会議は実施しない
● 図書部の活動が再開する9月25日までの児童監督をPTA役員が行う
● 6月1日の時点での在籍者からPTA会費・クラス費を回収する
● 現時点で休学者は復学した際に、クラス費を回収する

次のページに続きます。



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。

【PTA活動報告】

第３回役員会

2021年9月25日（土）午前9時～午前11時　ハイブリット会議(補習校図書室、又はオンライ

ン)

議題

1. PTA会長からの挨拶

2. PTA役職変更時の対応について

3. 長子（代表子）について

4. 次期PTA執行部役員及び専門部立候補について

5. 各部への予算支給と経費処理方法、それに伴う年度末会計審査について

6. PTA Saving口座の手数料発生について

7. 学校からの連絡事項

8. 活動報告、連絡事項　（交通部からの報告・ 図書部からの報告・文化部からの相談）

＜学校側からの連絡＞
● 図書部の活動を10月2日より再開する
● 夏休みの読書推進達成者へのプレゼントの配布は完了済み
● 校内への保護者の立ち入りは原則15分以内と限定する（District25からの連絡）
● 健康チェックカードの持参を10月2日より開始する
● 健康チェックカードを各バス停にてチェックすることを今後検討する

＜決定事項＞
● 代表子を「長子」と変更し、今後はPTA会費は長子から徴収する
● 次年度PTA役員の立候補を11月のPTAだよりにて募集開始する


