
2022年度PTA執行部役員および専門部部長・副部長
立候補・推薦の受付開始！

　 　　　

【募集内容】
　執行部
 　● 副会長　 　
  　（副会長2および副会長3）

 　● 会計　　  　
　 ● 広報　　  　
 　● 書記 　　
 　● IT 　　

【応募期間・選出方法】

2021年11月28日 (日) 9:00 ～2022年1月10日 (月) 23:00までの先着順
応募方法・選出方法、職務内容等に関する詳細は、補習校 PTAホームページ上の   
こちらをご確認いただき、留意点をよくお読みになった上 で、下記応募フォームよりご
応募ください。

上記期間中に立候補がない場合、本年度の学級代表および交通部員の中から抽選で選出いたします。日
時、抽選方法は別途ご連絡いたします。

■立候補・推薦  応募フォームは　こちら

【お問い合わせ先】

　PTA役員選出担当

（ptaregistration@futabahoshupta.org）

    ※代表：副会長３花塚

PTA だより 
第3号

2021年11月27日発行
シカゴ双葉会補習校 PTA

www.futabahoshupta.org

専門部
● 図書部 部長 

副部長
● 文化部 部長

副部長
● 交通部 部長

副部長

子どもたちの補習校生活を支える PTA活動に向けて、保護者の皆さ
まから立候補・ご推薦頂ける方をお待ちしております。
ぜひともご参加ください！
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〈 2021年度 PTA活動スローガン 〉
　

子供たちと明るい未来を！

Passion for Team 
Achievement!

http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/2022HPGakkyuudaihyoubosyuu.pdf.pdf
https://sites.google.com/futabahoshupta.org/pta-election/
mailto:ptaregistration@futabahoshupta.org
http://www.futabahoshupta.org


補習校に編入時、または、在籍中に  PTAに登録している連絡先が変更になった
場合は、速やかに  PTAホームページより、連絡先の登録・変更を行ってください。
登録・変更フォームは こちら。または以下の通り PTAホームページよりPTA本部⇒
保護者連絡先登録・変更フォームへ進み、登録や変更を行ってください。 補習校
事務局への登録先変更届だけでは、 PTAの登録先は変更できませんので、①補
習校事務局への届け　② PTAの変更登録フォームの記入  の２点を済ませてくださ
い。特に、補習校の一斉メール配信とは別に、学級別、学年別のメール配信もあ
りますので、メールアドレスの変更 の場合は忘れずに両方の届けを済ませてくださ
い。

PTA　保護者連絡先
編入時、変更時のお願い

『補習校ホームページ』とは別に『PTAホームページ』があります。
PTAホームページは『シカゴ　PTA』のキーワードで検索できます。
　　

http://www.futabahoshupta.org/
保護者連絡先
登録・変更用

QRコードPTAホームページ

PTA本部

保護者連絡先登録・変
更フォーム

よろしくお願いしま
す！！！

https://docs.google.com/a/futabahoshupta.org/forms/d/e/1FAIpQLSc3RCQc_SLYkKD3YLkRH_4_OYvcGeQ3K_m1ENS8WQrOoa5S1w/viewform
http://www.futabahoshupta.org/


 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

図書部

10月より図書の貸し出しを再開致しました。

幼稚部・小学部1年生　→　毎週

小学部2年生〜5年生　→　隔週

小学部6年生以上　→　毎週昼休み

＜　お知らせ　＞　

例年ですと、補習校に在籍されているご家族の中から図書当番のご協力を頂

いておりましたが、今年度は校舎への保護者の出入りに制約がある為ボラン

ティア制度は見送ることになりました。今年度は卒業年次を除く学級代表の

方々にご協力頂き図書部の活動を進めてまいります。ご協力頂く皆様、どうぞ

宜しくお願い致します。 　

＜　お願い　＞　

コロナ前に貸出しした本で未返却のものが多くあります。未返却のデータが残って

いるお子さんには新たに本をお貸しできない為、お心当たりのあるご家庭は未返却

の本がお手元にないか確認をお願い致します。未返却の本がお手元にある場合

は、登校時にオフィス周辺で返却作業をしている担当者へお渡し下さい。また、本を

紛失した場合は担任の先生や司書の白上先生へご相談下さい。ご協力のほど宜し

くお願い致します。

2021年11月

補習校図書部



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

交通部

10月9日より運用開始しました健康チェックカードのバス乗車前の作業につ

いて、ご連絡致します。現在のところ、健康チェックをカード記入して提示す

るという方法に切り替たこと、そのカードをバス乗車前に確認することによ

り、園児・児童生徒の入校もスムーズになりました。

日頃のPTA活動をサポート頂いている保護者の皆様には感謝申し上げま

す。本当にありがとうございます。引き続き、健康チェックカードの運用につ

いてご理解、ご協力の程、宜しくお願い致します。

なお、健康チェックカードの確認作業フローにつきましては、 PTAだより第二

号に掲載されておりますので、ご確認ください。

書き初め展について

新年に書き初め作品展を開催いたします。応募方法と書道道具の貸出しに

ついては、11月20日発行の補習校だより 29号をご確認ください。  

芸術祭について

書き初め作品展と同時に開催予定です。応募方法につきましては、次ペー

ジをご覧くださいませ。  

皆さんのご応募を楽しみにしております。  またシカゴ双葉会補習校  PTA 
ホームページ  でもご案内いたします。

文化部



芸術祭

芸術を爆発させよう！ 
冬休みに、すてきな作品を
つくってみよう。 
たくさんのご参加をお待ちし
ています。

げいじゅつさい

作品募集

● 作品テーマ：自分が好きなもの、興味があるもの、想像をしたものを自由に表現してみよう。 
● 作品の種類：絵画、版画、粘土工芸、切り絵、貼り絵、手芸、身近なものを使用した工作な
ど。 
● サイズ：最大 11”x17”x8”まで。（ウェブサイトに掲載のみ希望の場合はサイズは自由） 

 
● 応募期間：2021年12月1日～2022年1月15日 。 
● 参加方法: 作品を撮影したものを、 bunkabucho1@futabahoshupta.org までお送りくださ
い。絵画などの作品は、正面からのみ撮影したものを、立体的な作品などは正面、及び
他の角度から撮影したものを数枚お送りください。  
作品のタイトル、氏名、クラス名 も忘れずに明記ください。  
●解像度: 450kb-850kbの大きさでお願いいたします。  
●注意点：明るい部屋で、背景は無地の場所で撮影したものをお送りください。  

 

 
● PTAのウェブサイトにて展示。詳細は2022年1月にお知らせいたします。  
● 校内での展示は調整中です。可能になった際は、学校にご持参いただくことになりま
すので、改めて1月のPTAだよりでお知らせいたします。  

展示 

mailto:bunkabucho1@futabahoshupta.org


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 

 
室内での練習が難しい為現在休部中。

活動再開の際はご一緒にいかがですか？

〜　活動報告　〜 
 

10月22日（金）双葉フェス、ビデオ参加 
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 
発表の様子はこちら→双葉フェスビデオ参加 

 

その他のコール双葉の発表動画へはこちらをクリック

https://youtu.be/vTcqZ8FK8O4
https://www.youtube.com/user/choirfutaba/videos
https://www.youtube.com/user/choirfutaba/videos


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



第４回PTA役員会議（ハイブリット会議）

2021年10月30日（土）　午前 9:30時～午後11時

場所：ハイブリット会議　(小体育館・オンライン)

議題

● PTA WiFi の費用について

● 図書室へのWiFi 接続について

● 代表子から長子への変更時期について

● PTA会費集金状況についての報告

● 教職員へのギフトについて

● 学校からの連絡事項

● 活動報告、連絡事項　（交通部、図書部、文化部からの連絡）

学校側からの連絡

● 中等部と高等部の数学の教員、及び看護職員を募集中

● 高等部説明会を来月実施予定

● 雪の季節に向けて、除雪機・除雪車が必要になるため、寄付または譲渡を募っている

決定事項

● PTA WiFiに要する費用を毎年積み立てていく。アクセスポイント  3台は現状維持する

● 芸術祭の募集を12月1日より開始

● 教職員全員に一律同額のギフトカードを支給し、ギフト費の不足分は   PTA会費から補填する

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1月発行予定です。

★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

【PTA活動報告】

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


補習校では
教員を募集しています

《幼稚部を含めてすべての学部で教員を募集します》

※　教える教科は学部によって違います。
　　幼  稚  部　　幼児教育

　　小１～小５　国語と算数を教えます

　　小６～中３　国語
　　（教科別）　算数（数学）・社会

　　高  等  部　　国語・小論文
　　（教科別）　数学・エッセイ

〇　来年度は、学級数が増えることが予想されます。

〇　先生方が休みを取る時の、代替教員が常時必要で
す。

〇　高等部または中学部の数学を教えていただける方
はいませんか。

☆看護師、養護教員の経験をお持ちの方も募集していま
す。

◇元気に、笑顔で子どもた
ちに教えられる方

◇就労可能な方

◇毎週土曜日のみ年間約
 ４２日前後出勤できる方

◇幼稚部・小学部・中学部・
高等部の教員として
働く意欲のある方

◇チームワークを重んじる
方

教員免許の有無は問いま
せん。子どもたちのために
頑張ろうという情熱と教育愛
のある方を募集します。

　Ｅメールまたはお電話で下
記までお問い合わせくださ
い。

こんな方を求めてい
ます

   シカゴ補習授業校 

   電話　847-590-5700 
  hoshuko@chicagojs.com 


