第6回PTA委員会議事録
2018年3月3日
目的

平成29年（2017年）度 第6回PTA委員会

日時

2018年3月3日 午前9時00分～午前9時35分

場所

シアトル日本語補習学校 レニア広場

出席者

福島PTA会長、中野校長、
成田高等学部校長兼幼稚園部園長、PTA役員および委員

≪PTA会長挨拶≫
今年度初めてのPTA会長を務め、いろいろな事を学びました。 PTA委員の皆様、また学校運営委員会
の皆様とコミュニケーションをとりながら仕事をする中で、このシアトル補習校の存在がどれ程素晴らしく、
幸運な事であるかを強く感じました。 来年度は、今年出来なかった事を皆様と一緒にPTA活動を通し、シ
アトル日本語補習校を子供たちにより良くしたいと思います。この一年間ありがとうございました。現PTA
委員からの来年度PTA委員への立候補が、多くいらっしゃると伺いました。来年度もよろしくお願いしま
す。

≪中野校長挨拶≫
● PTAより寄付を頂きました。
現在使われています、ロールアップ形式のプロジェクタースクリー
ンに代わり、75インチの大型モニターを2台、更にビデオカメラを1台発注いたしました。 ご寄付を頂きあ
りがとうございました。
● 来年度は図書に力を入れる方針です。 現在それに伴い、8千ドル程の費用をかけてコンピューターの入
れ替えをしています。 できるだけ多くの新しい本を購入する為に、図書の予算を約2倍にしました。 是
非、お子様を中心に図書室を積極的に活用してほしいです。
● 来年度から、朝の職員会議を全職員で行うことに決定いたしました。 それに伴い小学部を対象に、保護
者のみなさんに当番制で朝の15分から20分間ほど、クラスの監督をしていただく方向で職員会議で確認
しました。 お子さんが日直の日に保護者の 方が朝の当番になるという形をとりたいと思います。 保護
者の方々にはお世話になりますが、よろしくお願いします。 ５，６年生で監督が必要ないのではないかと
いう意見に対しましては、後に考慮いたしますが、現時点では全ての小学部にてお願いします。
本年度は大変お世話になりました。 来年度もよろしくお願いします。
＜質問＞
今年度の5年生が3年生の時に、事情によりかまぼこ工場の見学が行われませんでした。 かまぼこ工場の見
学をすることは可能でしょうか。
＜回答＞
かまぼこ工場の見学は、3年生の社会科の授業の一環として行われています。現時点での工場見学の有無
はお答えしかねます。 また、かまぼこ工場の見学は学習内容に伴わない為、社会科見学をするならば授業
内容に合わせて、違う社会科見学をすることになると思います。 3年生の時に工場見学の代わりとして、どの
様に対処されたのかなどを調べまして、また検討いたします。
＜質問＞
来年度から、朝の始業時間が早まると伺いました。

＜回答＞
３：３０までに校舎を出てほしいというサマミッシュ高校からの要望に伴い、始業時刻を15分早めることになりま
した。現在は昼食と休み時間を削っています。 子供たちからもその時間を削らないでほしいという意見も出
ています。 このような理由で、15分早めることとなりました。 始業時刻は8時30分となり、この変更は全学
年に当てはまります。
＜質問＞
始業時刻が早まることにより、朝のドロップオフスケジュールも早まるのでしょうか。
＜回答＞
現在でも、いろいろな形で登校しておられ、小学部でも早く来て校舎内で待っておられる親子もみかけます。
朝のドロップオフがスムーズに流れているため、時間を定めない方向で考えております。

≪古本市委員会≫
皆様に大変お世話になりました。 ありがとうございました。
活動報告
1. 倉庫の整理の完了
2. 引き継ぎ書の更新完了

連絡事項
特に無し

≪図書委員会≫
活動報告
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
の 管理
1.15 tosho@seajschoolpta.org に対する問い合わせへの回答

会よりのお知らせのページ

2. 一般業務以外の主な活動内容
4月以降に新図書委員の方々と一緒に行う引継ぎのスケジュールを暫定的に決めて、各係が順次引
継書の準備に取り掛かる予定です。

連絡事項
1. 今学年度でご卒業、または退校されるご予定の方は、借りている本と保護者用の図書カードを3月
10日までに図書室に返却してください。
2.
現在図書室の開室時間は、午前8時〜午後3時30分です。（なお、午前9時15分〜午前10時30分
は一旦閉室し諸作業を行いますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。）
図書委員の皆様には大変頑張っていただきました。 図書委員の活動は来年度への引き継ぎもあり、4
月、5月まで続きますが、よろしくお願いします。 来年度も多くの方に図書室に足を運んでいただけたらと
思います。

≪事務局≫
活動報告
1. PTA委員選出届出書の配布および問い合わせ対応
2. PTA委員についてお問い合わせ
3. PTA委員会開催準備

連絡事項
1. 来年度PTA委員選出に関わる作業と今後の予定について
541名の保護者の方々から届出書の提出を頂きました。今回、立候補してくださる方がたくさん見られ、大変
うれしく思います。 今後の予定としましては、学校の来年度クラス編成を受けまして、PTA会長、副会長、事
務局長の3名でPTA委員の選出を行います。 3月の中旬から下旬に、新しい委員にお知らせしたいと思い
ます。 来年度4月21日に第一回PTA委員会が行われます。その際には今年度の委員長、部長の方々には
引き継ぎの為に出席していただくことになると思います。 幼稚園のPTA委員は学校側で選出いたします。

＜総務部＞
活動報告
1. 1月17日にサマミッシュ校へお礼のラテカートを実施
2. コピー用紙の集計と補充（使用枚数は昨年度より1350枚程度減少いたしました）

連絡事項
特になし

＜広報部＞
活動報告
1. 第5回PTA委員会議事録の作成
2. PTAだより277号発行 準備

3. 第6回PTA委員会議案書の作成
4. PTAホームページ更新

連絡事項
特になし
一年間大変お世話になりました。 最後のPTAだよりが発行されています。是非ご覧ください。

＜会計部＞
活動報告
1. 借用校への謝礼として1月13日ラテカート手配料金$572.01 の支払い完了
2. PTAのemail/web ホスティングサービスの更新、$16.95の支払い完了
3. Amazon Smileより$22.52 のご寄付をいただきました

連絡事項
1. 精算
本日委員会終了後、今年度最後の会計ブースを開きます。まだ精算をされていない方はレシートを
ご持参ください。 PTA ウエブサイト（http://seajschoolpta.org/documents/kaikei_shiharai.pdf）支請求
書をプリントして必要事項をご記入の上、ご持参頂ければ幸いです。
2. まだ、チェックを換金されていない方は 3 月末日までに完了していただけると年度末の決算を行う上
で大変助かります。ご協力よろしくお願いします。
● 今年度の寄付金の中で、大きい部分がマイクロソフト社から頂いております。 これは主に、我孫子PTA
副会長のボランティアと時間に対した寄付であります。 保護者の皆様の中にも、ご本人または配偶者の
職場でこの様なプログラムがありましたら、継続的なPTA寄付収入に繋がりますので、是非ご協力いただ
けますよう、よろしくお願いします。
● 来年度のPTA会費徴収にPayPalを使うことを検討中です。現在PayPalでの徴収手順をテストしています。
もしPayPalでの会費徴収が決定した場合には、来年度のPTA委員会にて連絡いたします。
福島PTA会長より：
例年、学校の希望に沿った物をPTAより寄付をしております。 もし皆様の中からお金の使い道などの意見や提
案などありましたら、是非事務局までご連絡ください。 子供たちのためになるような使い方をしたいと思っていま
す。

≪おはなし会 ひみつの本箱≫
活動報告
1. 昼の読み語り
① 1月20日 対象：幼稚園「しもばしら」(かがくのともより) 、「わたし」
② 2月3日 対象：3年生 「ずいとんさん」、「わたし」、「レストラン」（藤田浩子のおはなしの小道具セッ
トより）
③2月10日対象：幼稚園「ジオジオのかんむり」、「おばあさんとぶた」（藤田浩子のおはなしの小道具
セットより）
④2月17日 対象：1・2年生 「ええところ」、「変身泥棒」（藤田浩子のおはなしの小道具セットより）

⑤3月3日 対象1・2年生 「はるがきた」、「パンダにあった」
2. メンバーの学習会 2月24日
今年度も、大勢の子ども達が目を輝かせて読み語りに来てくれました。
読み語りは、想像力を豊かにしたり、登場人物の気持ちになることで、思いやりの心や優しい気持ちを
育む効果があると言われています。
補習学校での読み語りは、集団で楽しむという点で、友達と時と場を共有する喜びも感じられます。
ひみつの本箱は、子どもたちとおはなしを聞く空間を共に楽しみ、読み語りの場を提供させていただけ
ることを誇りに活動しています。
今年度も、おはなし会ひみつの本箱の活動をご支援いただきました、学校と保護者の皆様、PTA委員
の皆様、児童生徒の皆様に感謝しています。ありがとうございました。

連絡事項
＜メンバーを募集しています＞
いつでもどのような形でも、一緒に活動ができます。子どもたちに本を読むこと、裏方としておはなし会の
活動を支えることなど、手段は様々です。子どもたちの活き活きとした表情に私たち自身が出会い、感動
し、元気が出ます。そして、学年を超えて子どもたちに優しい視線を向ける保護者の方々と繋がる一つの
機会にもなります。ぜひ、ご見学にいらしてください。 ご興味のある方は、専用メールアドレス
（himitsu@seajschoolpta.org）にご連絡ください。

＜質問＞
来年度の古本市は、どこで開催されますか。
＜回答＞
来年度よりサマミッシュ高校での開催の予定です。
＜質問＞
来年度PTA委員選出届出書が未提出の方へのリマインダーは必要ですか。
＜回答＞
リマインダーの必要はありません。
＜質問＞
2階に教室のある３．４年生の休み時間に偶然居合わせた保護者より、子供たちの遊び方（行動）が危険な
場面が多々あったと伺いました。 その方は注意を促したそうですが、そこにいたセキュリティーの方は仕事
の範囲内ではないため、注意をすることはないそうです。 休み時間内だけでも、セキュリティの方に見回っ
てもらい注意を促してもらうということを契約に入れることは可能でしょうか。
＜回答＞
次回の学校運営委員会で、PTAから提案させていただきます。 即座に解決できる問題ではなく、２，３か月
はかかると思いますので、その間保護者の皆様も、もし学校に居合わせた際には気を配っていただきたい
と思います。
福島PTA会長より：
部長、委員長に質問です。

来年度のPTA委員会の編成に伴い、一部の部長・委員長から人数を増やしてほしいというお願いがありま
した。 増やしてほしい、現状維持もしくは減らしても構わないなどのご意見をお願いします。
古本市委員会 － 現状維持
運動会委員会 － 現状維持
総務部 － 減らしても構わない
広報部 － １名程度なら減らしても構わない

