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PTA総会　開催報告

2019年以来3年ぶりとなる対面でのPTA総会が大体育館にて開催されました。

Zoomでの参加も可能なハイブリッド形式で、多くの学級代表、交通部員の方々にご参加

いただきました。

PTA総会に引き続き、第1回学級代表、交通部合同会議が開催されました。

皆様、1年間どうぞ宜しくお願いいたします。

　〈 2022年度 PTA活動スローガン 〉

    　 Power of Taking Action
          　　明るく、楽しく、元気よく！

コロナ制約も回復に向かう現在、負けない力強い気持ちで、子供達と元気に

明るい環境を作っていければと思い、スローガンに決めました。

今年度も学校、各御家庭、双葉会と連携して実行していきます。

http://www.futabahoshupta.org


　

【校長挨拶】

校長　岡本　哲哉  
おかもと　てつや

ＰＴＡの皆様には、平素より補習校の教育活動に対しましてご理解とご支援をいただき、ありがとうございます。校
長の岡本です。この4月に新しく髙井教頭先生が着任されました。髙井教頭先生はクイズが大好きと言うことで、毎
週発行される補習校だよりにクイズを出題され、子どもたちもそれを楽しみにしているようです。そこで、私もＰＴＡの
皆様にクイズをだします。家族で話し合いながら解いていくと答えが分かったときに「なるほど」と唸ることができる問
題です。
数年前、知人が見てほしい動画があると送ってきました。その動画には、ある仕事の求人面接に何人かの若者

が仕事を求めてやってくる場面から始まっていました。さて、何の仕事か分かりますか？

今回の仕事はプロジェクトリーダーをやっていただきます。あなたには、責任感、または忍耐力が求
められます。現場を仕切る統率力も大切です。
責任重大な仕事なんですね。人のためになったりするようなことですか？
はい、ものすごく人のためになります。やりがいのある仕事です。コミュニケーション能力も必要です
し、医学的な知識も必要です。経理、お金を扱う知識も必要です。栄養学、栄養を管理するという知
識も必要です。
その専門的な知識は、グループ内のだれか１人がもっているだけではいけないんですか？
だめです。あなた自身それをもっていなくてはいけません。とにかく動きっぱなしです。
この仕事は基本的にどういった現場、場所でするのですか？
毎日、現場も内容も変わります。予期せぬことが起きれば思わぬところで仕事をすることにもなります
ので、臨機応変に対応する能力も必要になってきます。
それは毎日ですか？
はい、毎日です。２４時間。睡眠時間は基本的にはあると思うんですけど、時には徹夜をして夜通し
仕事をして、そして朝から引き続きまた仕事をするようなときもあります。
寝る時間はほしいです。休みはどのくらいもらえるんですか？それから期間は？
休みはありません。一年中ずっと働き通しです。期間は決まっていません。続く限りです。
給料は決まっていますか？
０円です。あなたはこんな０円の仕事ができますか？
できません。こんな大変でキツい、それも0円なんて。こんな仕事受ける人はいませんよ。
でも実際にこの仕事をしている人が、世界に１０億人ぐらいいるんです。
え！　国境なき医師団みたいな人たちですか？
いいえ違います。それは、・・・・・
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さて、みなさん、この仕事は何か分かりましたか。
実は、以前勤務していた学校のＰＴＡの集まりの時に、この動画を参加された方々にも見てもらいました。初めて

私がこの動画を見たときには、はずかしながら何の仕事か分かりませんでした。しかし、参加された皆さんのほとん
どが、動画の途中から気付かれたようでした。それは自分が毎日している「お母さん」の仕事だったからです。よく、
ＰＴＡ活動を語るときに「家庭と学校は両輪である」と言われます。これは、家庭と学校が共通の目標をもち、情報を
共有しながら子どもの未来を創っていくと言うことです。この家庭での「お母さん」の仕事の偉大さには本当に頭が
さがります。これからも子どもたちが健全な学校生活を送れるよう、お母様方には、子どもたちはもちろんのこと家族
の健康を守っていただけることをお願いします。また、お父様方には奥様のサポートを忘れないでください。



教頭　高井　和宏
 たかい　かずひろ

 

【教頭挨拶】

 はじめまして。この春から着任しました髙井と申します。子どもたちが「登校して良かった」と言ってく
れる学校づくりに努めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
　
　さて、 保護者の皆様は、髙木貞治博士をご存知でしょうか？数学を学んだ方は『解析概論』を目
にされたことがあると思いますが、その著者です。私の地元が産んだ世紀の偉人ですので、この機
会にご紹介させていただきます。

　世界的数学者・髙木貞治博士は、 1875年（明治8年）岐阜県大野郡数屋村（現・本巣市数屋）に生
まれました。髙木博士は約 10年もの孤独な研究を経て、 1922年（大正11年）「髙木類体論」を完成さ
せました。この研究によって、多くの数学者が頭を悩ませ続けてきた難問を解決に導くことができまし
た。「髙木類体論」は世界の数学界で高く評価され、日本の数学界を一挙に世界的レベルに押し上
げることになりました。髙木博士は文化勲章や勲一等旭日大綬章等も受賞されており、生誕の地で
ある本巣市では、偉人としてたたえられています。
　博士の数ある逸話の中で、私のお気に入りは、「自分で考えなさい」のくだり。どんなエピソードな
のかは、「自分で調べて」みてください。

　ここで、私が問題作成委員をしていた本巣市「算数・数学甲子園」からの問題 ! 
（小学生5年生以上なら解けるはず。お子さまに挑戦させてください。）

　下の図のように、白石と黒石があるきまりにしたがって、左からならんでいます。今年は髙木貞治博
士が生まれて142年です。そこで、問題。黒石の中で 142番目の石は左から何番目ですか。（ 2017年
の問題）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 …
● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● …

答え　283 番目
わけ　●●○○●○で１セットである。６この石の中に３この黒石があるの
で 142÷３＝47 あまり１。47 セット＋１番目の黒石が 142 番目の石に
なる。47×６＝282 282＋1＝283



【PTA会長挨拶】

この度、2022年度シカゴ双葉会日本語学校補習校 PTA会長を
務めさせていただきます、河野 英之と申します。
まずは新型コロナウィルス感染拡大の中でも、子どもたちに
継続的な教育の場を提供しようと奮闘いただいた先生方、
学校関係者の皆様、双葉会、保護者の皆様に心より尊敬の念と感謝の意を表したいと思
います。

お子様方が沢山のことを学び、楽しみに思ってくれるような、また保護者の皆様から通わ
せて良かったと思っていただけるような補習校であり続けるよう、先生方や学校関係者の
皆様、双葉会と協力しながらPTAとしても出来ることを積極的に行って参ります。
子供たちの生き生きとした笑顔を支えてきた 2021年度PTA執行部役員、専門部の方々か
らのバトンをしっかりと引き継ぎ、2022年度役員一同一丸となって、お子様方の補習校で
の学びが充実したものとなるよう、運営して参ります。

皆様方のPTA活動へのご理解と学校活動への積極的なご参加をいただけますと幸いで
す。どうぞ一年間よろしくお願いいたします。

【PTA副会長1挨拶】

皆様方、PTA活動にご協力頂きまして誠にありがとうございます。
本年度より副会長をさせて頂きます中野です。
日本、米国含め初めてのPTA経験で当初はとてもナーバスな
思いでした。しかしながら、我が子達を見てますととても
楽しんでいます。ここは子供から学んだことですが、
自分もジャンプインして楽しもうという気持ちになりました。
皆様方と一緒になって楽しく過ごせる環境づくりのお手伝いが出来たらと思います。
これからどうぞよろしくお願いいたします。

2022年度会長：河野英之（こうのひでゆき）

2022年度副会長1：中野幸生（なかのゆきお）



2021年度のPTA役員の皆様、

一年間お疲れ様でした！！

2022年度のPTA役員です。

一年間、どうぞ宜しくお願い致します！



　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。

1.駐車場について
お子様の送迎を自家用車で行っている補習校保護者はwaverly Rd 及び N Evergreen Ave を
含む学校周辺道路は駐車禁止となっていますのでご注意ください。
ピックアップのための数分でも駐車禁止となります。
また学校周辺道路は法定速度の時速25マイルを順守頂きますようお願いいたします。
補習校の運営のため学校周辺地域へのご配慮をお願いいたします。

2.バス乗車時の体温チェックは事前に各ご家庭で実施、バス停でそのチェック漏れを確認して
おりますが、当日ご家庭でのチェック漏れが散見されております。改めて徹底頂きますよう宜し
くお願いします。

　

 

交通部

★★★★★★★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

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


 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 　　　　図書部

☆< 予告>「夏休み読書奨励月間」のお知らせ ☆ 
　図書部では、今年も夏休み期間に幼稚部を除く小学生以上の児童生徒を対
象とする読書推進運動の実施に向けてただいま準備中です。詳細は決まり次
第PTAのホームページなどでご連絡いたします。 

貸し出し状況 
 

幼稚部・小学部1年生 → 毎週 
小学部2年生〜5年生 → 隔週 

6年生以上→ 毎週昼休み 
　　

2022年度 図書当番・児童監督当番表へのメールアドレス掲載の経緯につきまして

日頃より図書当番・児童監督当番にご協力頂きありがとうございます。
補習校 PTA では、保護 者の皆さまに「図書当番・児童監督当番」という形で、図書貸出・返却業務
および昼休憩中の 児童監督をお願いしています。
具体的な当番の日程を送る際、図書部より年数回に分けて対象の皆様に「当番表」を一斉配信 し
ています。退学者、編入者などで入れ替わりの多い補習校という特殊な環境の中で図書業務をス
ムーズに 進めていくためにも、この当番表は大変重要なものとなります。
ご存知の方も多いかと思いますが、当番表を受信した方には、記載されている情報を元に、当番
日の図書リーダーとの連絡や、交代が必要な際のご自身での調整をお願いしています。
以前は皆様の電話番号を掲載した当番表を配信しておりましたが、メールアドレスの方が連絡 を
取りやすいというご意見を多く受け、2019 年度期中から皆様のメールアドレスを記載した当番表を
配信することになりました。
2022 年度は「状況にあったよりよい方法で」を常に念頭に、コロナ前のオペレーションにできるだ
け戻すことから、図書部で登録されてい る皆様のメールアドレスを、「図書・児童監督当番表」に記
載させて頂く他、 PTA 図書部より皆様にお知らせがある際に利用させて頂きたく存じます。

皆様のボランティア精神なしには図書貸し出し・返却業務、及び昼休みの子供達の安全確保は成
り 立つものではありません。
何卒ご理解とご協力の程、引き続き宜しくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補習校 PTA 図書部役員一同



主な活動は、行事の企画開催と日本文化資料の管理貸し出しです。

行事の開催につきましては、本年度は書道教室、芸術祭、書き初め大会開催などを予定し

ておりますが、コロナの感染拡大防止のため、夏休み前までは見送ることに決定いたしまし

た。休み明けから始動できるように企画準備を考えております。

文化資料の管理・貸し出しにつきましては、双葉PTA会員の皆様に、着物や民芸品、学校

関係用品、文化資料などを貸し出しております。現地校のイベントなどで是非ご利用くださ

い。貸し出し方法などは、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。サイト内に申し込み用メールアドレスがありますのでそちらからご利用ください。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

文化部

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


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 
 

日本の歌を子供達に届けてみませんか？  

毎週火曜日 1:00〜3:00pm  

現地校夏休みのためお休み中。
8月末から練習を再開予定です 

4月から校庭の一部をお借りして練習を再開致しました。
【練習曲】紅蓮華、Best Friends
＊今後の練習曲：にじいろ、童神

ご興味のある方、お気軽にお問い合わせください。
今年度もどうぞ宜しくお願い致します。

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


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
**室内の活動は学校と相談の上再開します。

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。

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。

２年ぶりにお昼休みのらんちたいむくらぶが帰ってきました！！

ボランティアメンバー募集中

久しぶりの大縄跳び。跳ぶ子供も
回す大人も楽しかったです！

次回の活動は
7/9, 8/27の予定
です。

mailto:LunchTimeClub@futabahoshupta.org


PTA活動報告

新旧合同PTA会議

（ハイブリット会議）

2022年4月30日（土）

午前9時～午後11時

場所：体育館・ビデオ会議

議題

全般

１．Tax Exemption配布方法について

２.  全日校のサマースクールについて

３.  図書部からのお知らせ

４. PTA総会についての確認

５.  学級代表、交通部員、図書部員選出に        
      ついて

６.  その他確認事項

2022年度　PTA総会　

（新旧合同　ハイブリット会議）

2022年5月7日（土）

午前9時30分～午前10時30分

場所：体育館・ビデオ会議

議題

全般

１．2021年度旧役員挨拶

２．2022年度新役員紹介・承認

３．2023年度新役員挨拶・来賓挨拶・

      学校長挨拶・教頭挨拶

４．2021年度決算報告 /2022年度予算案 /
      会計監査報告

５.  2022年活動方針

６.  その他

2022年度　第１回PTA役員会議

　　　　　　　　　（対面会議）　 　

2022年5月14日（土）

午前9時～午前10時

場所：体育館

議題

全般

１．学校からの連絡事項

２．PTAクラス費集金、新交通部員の名簿配

布等について

３．WEB会議について、学級代表の決定・通

知時期について、図書部・文化部の人員配置

について

４．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8月発行予定です。

2022年度

学級代表・交通部合同会議

（新旧合同　ハイブリット会議）

2021年5月7日（土）

午前10時40分～午前11時40分

場所：体育館・ビデオ会議

議題

全般

１．年間行事のおさらい

２.  学級代表の役割について

３   アルバム作成について

４.   PTA会費、クラス費について

５.   ギフト・紅白饅頭について

６.   Tax Exemptionについて

７．その他


