第 5 回 PTA 委員会議事録
2016 年 1 月 16 日
目的

平成 27 年（2015 年）度 第 5 回 PTA 委員会

日時

2016 年 1 月 16 日 午前 9 時 30 分～午前 10 時 29 分
シアトル日本語補習学校 新校舎１階 中央広場

場所
出席者

石原会長、岩瀬校長、杉本事務総長兼高等学部校長、PTA 役員および委員

≪PTA 会長挨拶≫
あけましておめでとうございます。今年もあと３ヶ月ですが、みなさんよろしくお願いいたしま
す。これから１ヶ月位は、委員選出に関してみなさまにいろいろご迷惑をおかけすることがあ
ると思いますが、よろしくお願いいたします。後で、事務局長から細かい説明がありますので、
もし質問等あれば、この場でどんどんお聞きください。
メールでお知らせがあったと思いますが、事務局長をしてくださっていた寺垣さんが急に日
本にご帰国されるということで、副事務局長の伊藤さんが事務局長とこれから大変な委員選
出担当の副事務局長を兼任してくださっています。

≪岩瀬校長挨拶≫
新しい年になり、残り３ヶ月ほどになりました。今、新しい委員選出に向けてみなさんいろい
ろご準備されていることと思います。よろしくお願いいたします。１２月にかるた大会がありま
した。中高生が読み手をするなどして、結構な盛り上がり見せました。保護者の方にもいろ
いろご協力をいただきました。大事にしていきたい行事だと思っています。もうしばらくしまし
たら、卒園式、卒業式ということで、その準備のためにこれから練習を重ねていきますが、カ
フェテリアの借用手続きがサマミッシュ高校のスポーツの行事で、例年と違ってとても厳しい
状況になっています。そのわずかな時間の中で、いかに練習を密にしてやっていくかという
ことになります。ここ数か月だけでなく、サマミッシュ高校の生徒のスポーツ参加人数が増え
ており、今までのように簡単に行事が行えないということを理解していただきたいと思ってい
ます。残りしばらくですが、よろしくお願いいたします。

≪古本市委員会≫
活動報告
1.

2.

3.

	
  

来年度への引継ぎ書作成
来年度の古本市委員の皆様への引継ぎ書の作成を予定しています。本年度春に開催し
た古本市を通し、改善点・反省点などを踏まえた上での引き継ぎ書作成に努めたいと思
います。
英語書籍売却代
春の古本市後にパブリックストレージに保管されていた英語書籍を、倉庫整理の際に仕
分けをして売却いたしました。売却代は$58.25 となりました。
来年度春の古本市
PTA のボランティア活動軽減のため、年 2 回の古本市を年 1 回の開催にすることに決定
しました。

1

毎年春の古本市が、新しい年度が始まってすぐの開催ということもあり、十分な引き継ぎ
や準備の時間をとることが難しい状況でした。サマミッシュ高校が工事中の間、外部の施
設を借りて開催するので委員の負担も多く、秋の古本市のみを開催してはどうかと検討
した次第です。
パブリックストレージの使用料
古本市の開催を年一回に減らすことに併せ整理を行い、本が少なくなったため経費節減
のためパブリックストレージのサイズダウンをし、毎月の使用料を見直すことを検討中で
す。

4.

≪見回り・運動会委員会≫
＜見回り担当＞
活動報告
12/5 から、見回り当番の方には、朝のドロップオフのサポートのみをお願いしています。
昼の見回りは学校の協力を得て先生方で対応していただいています。
1.

2.

備品の見直し
新たにハンガーラックを購入し、雨に濡れたセーフティーベストを掛けておき、翌週
も清潔に使用できるように工夫しました。ラック下部には、誘導灯と日誌も収納して
います。 （長年使用してきた見回りカートは手放し、ウォーキートーキー一式はコピ
ー室に別途保管しています。）
見回り担当員としての活動
ドロップオフレーンの降車サポートをしています。

連絡事項
1.
2.

現在、当番の方には降車サポートと日誌記入をお願いしています。見回り用備品は、
セーフティーベスト・誘導灯・日誌の 3 点となり、すっきりと整理することができました。
予定していた 2 月のオリエンテーションは行わないことで決定し、当日朝、当番が集ま
った時に説明する方向となりました。

＜事務局長よりコメント＞
見回り委員は大変そうだというイメージがありましたが、ドロップオフの支援だけになり大変
簡略化されています。それに従って、見回り委員が提供していたオリエンテーションも少なく
なるので、見回り運動会委員の仕事自体もすごく減ります。ぜひ来年度検討していただきた
いと思います。実は、見回り委員という名前自体がどうかという部分がありますので、いい名
前があれば募集中です。備品に関しても、大竹委員長によく整理していただいて、前はたくさ
んあって管理も大変だったのですが、それも楽になりました。ぜひ、見回りのイメージを変え
ていただきたいと思います。

＜運動会担当＞
活動報告
見回り担当員としての活動
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≪図書委員会≫
活動報告
図書委員総勢 20 名で、毎週土曜日、図書室運営のための業務に携わっています。
1.

図書室運営のための一般業務
1.1 図書の貸し出し・返却
1.2 図書室内の掲示と装飾
1.3 書棚の整理・整頓
1.4 生徒用図書カードの管理
1.5 学級文庫の管理
1.6 「ひみつの本箱」さんによる読み聞かせへの貸し出し・返却
1.7 購入希望図書申し込みの受付と処理（電子メール連絡）
1.8 献本の受付とコンピュータ登録、およびカバー掛け作業
1.9 新規購入本のコンピュータ登録、およびカバー掛け作業
1.10 廃棄処分本の処理
1.11 傷んだ本の修理
1.12 図書当番スケジュール作成と管理
1.13 各係の作業書の管理
1.14 PTA サイト（http://www.seajschoolpta.org/tosho.html）の図書委員会よりのお知ら
のページの管理
1.15 tosho@seajschoolpta.org に対する問い合わせへの回答
2. 一 般 業 務 以 外 の 主 な 活 動 内 容
12 月 12 日に、新図書室オープン記念読書促進イベント（1 図書カードにつき 10 冊まで）
を行い、大盛況でした。来年への課題として、混雑の緩和などの対策を考え引き継ぎた
いと思います。

連絡事項
1. 図書管理システムの変更により、以前のシステムで使用していた QuickID（4 桁の番号）
は使えなくなりました。ご不便をお掛けしますが、これからは貸し出しの際には図書カ
ードを必ず準備して下さるようお願いします。
2. 図書室の利用方法については、「学校要覧」P27-28 をご参照ください。

≪秋祭り・中高部委員会≫
活動報告
＜中高部関連＞
ベークセール開催へ向けて打ち合わせを本日 16 日に予定、当日のお手伝いの役割分
担について話し合う予定です。

連絡事項
＜中高部関連＞
	
  

3

1. ベークセール 2 月 20 日（土）に開催決定となりました。
日時： 2 月 20 日（土） 12：00PM 頃～3：30PM 頃まで
セール会場： サマミッシュ校 201 教室(PTA 控室)で開催予定
2. ベーク品の持ち寄り、場所等の詳細につきましては、生徒会の方からご連絡予定
です。ご協力よろしくお願いいたします。

＜総務部＞
活動報告
1. 総務部備品の整理、不要なポット等を GOODWILL へ寄付
2. サマミッシュ校へのお礼のラテカート手配、準備
3. 来年度の「PTA 委員選出アンケート」の印刷、全校生徒への配布準備

連絡事項
昨年同様 サマミッシュ校へのお礼として、コーヒーソーシャル（ラテカートサービス）を 1
月 20 日に行う予定で、準備をすすめております。

＜広報部＞
活動報告
1.
2.
3.
4.

第 4 回 PTA 委員会議事録の作成
PTA だより 272 号の発行
第 5 回 PTA 委員会議案書の作成
PTA ホームページ、各委員会のページ内容更新

連絡事項
ホームページ内の活動内容等の変更のご依頼、または画像追加のご希望などござい
ましたら、随時広報部までご連絡ください。

＜会計部＞
活動報告
1.
2.
3.
4.

借用校へのお礼のラテカートの精算
補習学校 HP の提供社へのお礼ギフトの精算
寄付金集金・集計・入金
第 4 回会計ブース

連絡事項
1. 前回 PTA 委員会にて承認をいただきました図書ラベル代は、差額分の承認と申しまし
たが、全額分 95,487 円分となりますので訂正させていただきます。
2. 次回３月に行われます PTA 委員会日が最後の会計ブースとなります。各委員会の精
算を完了していただけますようお願いいたします。なお、会計より支払われた小切手の
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3.

4.

5.

6.
7.

換金も３月中に完了していただきますと助かります。会計ブース以外での精算はできま
せんのでご了承ください。決算報告書作成のため皆様のご協力をお願いします。
シアトル日本語補習学校 PTA への寄付
3.1 The Benevity Community Impact Fund より＄1,024.50 のご寄付をいただきました。
3.2 E-スクリプトにて寄付金$1.88 をいただきました。
PTA よりシアトル日本語補習学校への寄付
4.1 卒業証明カバー$1,500 の支払い完了
4.2 図書ラベル$950.63 の支払い完了
寄付証明領収書
PTA に対して寄付をしてくださった方に、寄付証明領収書をお渡ししております。寄付
証明領収書が 2015 年度の確定申告（法人または個人）の申請のために必要な方は、
会計部までご連絡ください。
精算
本日委員会終了後、会計ブースを開きます。会計ブースまでレシートをお持ちください。
シアトル日本語補習学校 PTA は Escrip プログラムに参加しています。Safeway のメン
バーズカードをお持ちの方、お買い物のたびに一定額が PTA 活動に寄付されます。
お申し込みはオンラインにて。
(https://secure.escrip.com/jsp/supporter/registration/step1.jsp) 学校の Zip Code
98007 もしくはグループ ID Seattle Japanese School PTA group ID: 500005106 にて検
索してください。

≪おはなし会 ひみつの本箱≫
活動報告
1. 12 月 19 日（土）かるた大会
今回で 15 回目となりました恒例のかるた大会は、20 名の中高生ボランティアと、30 名
の保護者ボランティアのご協力で、白熱した戦いが行われました。児童の参加人数は、
低学年の部 84 名、高学年の部 42 名でした。学年ごとの小グループに分かれ、各グル
ープに中高生と保護者ボランティアが入りました。どのグループも緊張感がある中にも
笑顔があり、充実した大会となりました。ボランティアの皆様には、子ども達がルールを
守って楽しく行えるように見守ってくださり、ありがとうございました。先生方にも会場の
手配やクラスでの参加の呼びかけにご協力いただきました。ありがとうございました。
2. 読み語り 児童の皆さんが、毎回目を輝かせて聞きに来てくれています。
12 月 21 日（月）1・2 年生対象 １階中央広場にて
「ぼくたち また なかよしさ！」 ハンス・ウィルヘルム
「あかい み みつけた」 山下恵子
「サンタさんから きたてがみ」 たんのゆきこ
1 月 9 日（土）3 年生対象 ３年１組前廊下にて
「にほんざる」 松岡史朗
「かあさんねずみが おかゆをつくった」 チェコのわらべうた
「おでん おんせん」 山田ゆみ子
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連絡事項
今後の予定
1. 昼の読み語り（1/23、2/27）
2. メンバーの勉強会（2/27）
3. 読み語りボランティア募集
読み語りに興味のある方、子どもと触れ合うのが大好きな方、活動を覗いてみてくださ
い。 絵本でこそ味わえる世界を、子どもたちと共に楽しんでいます。 おはなし会ひみ
つの本箱に興味のある方は専用メールアドレス(himitsu@seajschoolpta.org) にご連絡く
ださい。

≪事務局≫
活動報告
1. PTA 委員を通じた一斉連絡
2. 来年度 PTA 委員選出アンケート用紙の作成及び履歴表アップデートの準備

連絡事項
1. 来年度ＰＴＡ委員選出のための各学年まとめ役の確認
2. 来年度ＰＴＡ委員選出のためアンケート用紙配布と委員選出の細部説明

＜PTA 会長より＞
来年度の変更点について
・「古本市委員会」
今まで年２回行っていた古本市を秋ごろの年１回にする。
毎年第１回目は５月に行っており、引き継ぎ完了前から古本の回収などの活動を
すぐに始めなければ間に合わず、委員のみなさんに大変な負担がかかっていた。
・「秋祭り・中高部委員会」の廃止
今まで恒例であった秋祭り参加を今年度は学校のスタート時期の理由でなくしたが、
来年度以降も PTA としては参加しない。日本語補習学校の母体である商工会が
「蚤の市」を開いているのでそちらに参加してほしい。今現在の中高部委員会として
の活動についても、最近はスポーツ大会への PTA としてのサポートもなく、ベーク
セールとバザーに関しても委員会を開いてお手伝いをしなければいけないレベル
のものでもない。
・「見回り・運動会委員会」
見回りからドロップオフのサポートに変更となっているので、全てではないができる
だけオリエンテーションをなくしていく方向
以上、できるだけ保護者の負担を減らす方針。週に一回の学校なので、それに見合う
程度のボランティアで行えるようにしていく。今まで、秋祭りなどの収入のある委員会では、
例年の収益と比べプレッシャーを感じたりすることがあったが、収益が目的ではない。今
現在 PTA は貯金があり、それほどお金を必要としていない状況。今は校舎の移動中で
委員会やイベントなど集まる場所もなく、そういった事情も踏まえできるだけ活動を縮小
する方針。
	
  

6

＜事務局長より選出について＞
本日、選出のアンケート用紙配布。２月６日にクラス委員が用紙回収
⇒クラス委員が履歴表（エクセル）にアンケートの内容をクラスごとに打ち込み
⇒各学年のとりまとめ役が学年のデータを一つにまとめ、２月１３日までに事務局長に提出
アンケート用紙についても、２月１３日、新校舎１階中央広場にて事務局長に提出
・アンケート用紙が提出されない場合は、委員会の意向で決める。
・委員会の内容については、HP にて確認。今年は委員会の説明会はなし。
・除外期間中以外の理由で選出除外を希望する場合は、「ＰＴＡ学級委員選出除外申請
届け」をダウンロードし記入、提出。
・委員長希望の場合や免除期間中に立候補する場合は、優先的に希望する委員会に配属
・複数のお子さんがいる場合、委員を希望する学年の用紙にその旨記入

質問 複数の子どもがいる場合、立候補したくない学年の用紙にはどのように記入したらよいか。
回答 １番の「ＰＴＡ選出委員会の決定に従います」に丸印。コメント・理由があれば余白に記入。
質問 退学予定の方はどうしたらよいか
回答 現時点で退学届を出して受理されている方以外は、全員提出。進学が現時点ではっきりし
ない場合や来年度日本に帰る予定がある場合は１番とか、今ははっきりしないけれど在学し
ていれば立候補したいなら４番など選択。いずれにしても記入して提出。
紙の上だけではわからない情報があると思う。最終的にいろいろな状況が出てくると思うの
で、データだけではわからない情報があれば、口頭でもメモでもよいので教えてもらえるとあ
りがたい。来年度気持ちよく委員をやってもらえるようにしたい。
質問 選出されて希望しない委員に配属された場合、拒否する権利はあるか。
回答 どうしても難しい場合は拒否する権利はある。その時は、相談。
質問 免除期間中に一つの委員会にのみ立候補したい場合は、第一希望のみの記入でもよいか。
回答 その事情を記入してもらう。履歴表にもコメント欄あり。免除期間中の方は、優先される。
質問 提出期限の頃に長期欠席されている方の場合は、用紙でなくメールで内容を送ってもらって
提出してもよいか。
回答 できるだけ用紙を提出してほしい。どうしても無理な場合は、メールでもよいが、戻ってから
でも用紙を提出してほしい。用紙は保存して翌年度も使用するため。
質問 選出については例年通りクラスに二名で変わりないか。
回答 中学３年までは今まで通り。新高校１年～３年生については、現状のクラスの在籍人数を考
えて、クラスから一人のみの選出と変更とする。また委員会が減ったり、負担軽減があるの
で、高校に関しては PTA 委員会への参加は任意とする。クラス委員の仕事のみ行う。委員
会に参加したい場合は参加は拒まない。
また高校については、年度初めのボランティア決めの負担が減る。
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この方針が決まったのがつい最近のことなので、今日配布のアンケート用紙には反映され
ていない。
質問 帰りのピックアップボランティアが廃止になったが、今年度中に復活する予定はあるか。
回答（岩瀬校長） 余程の事情がなければ、今のままで復活の予定なし。
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