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早いもので今年も残すところ僅かとなりました。
皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます
日頃より PTA 活動にご協力いただき、まことにありがとうございます。
今号では、各委員会からのお知らせを中心にお届けいたします。
来年も、みなさまにとって素晴らしい年になりますように。
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岩瀬校長先生からのご挨拶

日本への想い
シアトル日本語補習学校
校長 岩瀬 好宏
随分と冷え込んできました。冬の到来を感じます。この時期になると
25 年前に勤務していたモスクワ日本人学校のことを思い出します。すで
に 11 月には日中でも氷点下、12 月にはスウェーデン、アメリカ人学校と
共有して使用していた校庭に水をまき、スケートリンクを造っていました。
当時はソ連、正確にはソビエト連邦、その中の一つがロシアでした。
不安定な政情の中で、みな日本人としてのアイデンティティを確かめな
がら、生きていました。このシアトル日本語補習学校も日本というアイデンティティを確かめる大きな場であることは
間違いありません。週 1 回でありながら日本語での学習が行われ、日本の文化に触れる貴重な機会です。
毎週土曜日校舎を周りますと、日本語の故事やことわざが白板に書いてあったり、歴史上の英雄やお勧め図書
が掲示してあったりと、日本の文化に触れることができるようさまざまな工夫がなされています。
心の中ですくすくと育っている日本への想い、これからも大切にしていきたいと切に感じています。

石原 PTA 会長からのご挨拶
9 月にサマミッシュ校の新校舎で授業がスタートしてから、あっという間
に 2 学期が終わろうとする時期になってしまいました。
今年は、校舎移転にともない、2 学期の開始日が遅れたことや、駐車場
を十分に確保できないなどの理由より、毎年参加していた ENMA 主催の
秋祭りに参加することができませんでした。また、恒例の秋の古本市も開
催を見送ることとなり、楽しみにしてくださっている地域の皆様にもご迷惑
をお掛けいたしました。
大幅に活動内容に変更が必要な委員会も出てまいりました。新しい図
書室ではインターネットが使用できない環境のため、新しい図書管理ソフ
トを導入し、夏休み前に貸し出された大量の本の返却作業を行ってくださ
っています。校舎が変わったことで、見回り委員会は学校と協力のもと、
新しい見回り配置や朝のドロップオフがスムーズに行えるように検証、改善作業を行ってくださいました。そして、そ
の間、保護者の皆様のご理解とご協力により、徐々に渋滞緩和につながっていけたことを感謝いたします。
さて、1 月に入り、今後の PTA 委員会活動は、今年度の経験をもとに、来年度委員への引継書の作成、そして来
年度 PTA 学級委員選出作業へと移行して参ります。「私はちょっと・・・」と敬遠されがちですが、校舎工事のため、
保護者間での情報交換の機会が減っている今こそ、来年度の委員会に参加していただくことをお勧めします。現在
の状況に合わせて、来年度はさらに活動内容を見直し、縮小させる予定でおります。お仕事でお忙しい方にも、最
低限の負担で参加していただけるような PTA 活動を目指します。引き続き、皆様のご協力をよろしくお願いします。

各 委 員 会 か ら の ご 連 絡

見回り・運動会委員会 大竹 正委員長
日々寒さが増す中、早朝からドロップオフレーンでの誘導や、見回りにご協力をいただきありがとうございます。
校舎の移転に伴い、見回り体制について関係者と抜本的に見直しを行い、12 月から見回り当番の方には朝のド
ロップオフレーンの誘導のみ担当していただくことになりました。また、これから小学校一年生の保護者の方の見回
り当番が始まります。見回り未経験の方の参加が多く見込まれるため、委員全員でサポートしていきたいと思いま
す。保護者の方々には、引き続き、ドロップオフレーンでの渋滞緩和のためご協力をお願いいたします。
一方、幼小運動会は、6 月 21 日、抜けるような青空の下、サマミッシュ高校で開催されました。PTA 主催競技は、
運動会担当委員が中心となってその準備を進めてきました。運動会当日も、うれしいことに多くの参加者の方に集
まっていただき、暑さを吹き飛ばすほどの盛り上がりを 見せました。参加者の皆さん、取りまとめいただいた学級
担当委員の皆さん、ありがとうございました。
改めて、日頃から当委員会の活動に対しご支援いただき感謝申し上げます。

秋祭り・中高部委員会 水野サンディー委員長

毎年恒例の中高部生徒会主催のベークセールを下記の日程で開催いたします。
目的は中高部卒業生のお祝いの贈り物を購入するための資金集めです。ご協力どうぞよろしくお願いいたします。

日時 2月20日 正午から3時半ごろまで
会場 サマミッシュ校

中高スポーツ大会が 9 月 26 日に開催されました。
各チームは、それぞれにお揃いのＴシャツを揃え、限ら
れた時間内の勝負で、日頃のチームワークと練習の成
果を発揮し、各試合ともに熱戦が繰り広げられました。

高校の部 優勝 高 3-B

準優勝 高 3-A

中学の部 優勝 中 3-2-B 準優勝 中 3-1-A

古本市委員会 石田恭代委員長

昨年に引き続きベルビュー・ハイスクールで行われた5月30日の春の古本市は、天候にも恵まれ事故もなく無事
に開催することができました。
売上金は寄付金を合わせ$4,502.70となり、約500人の方々に来場していただいて盛況のうちに終えることができ
ましたのも、保護者の皆さま、教職員の皆さま、ご協賛していただいた各社、地域の皆さまのご支援のおかげです。
ありがとうございます。
来場者の方々が熱心に本を見て回る姿や小さなお子さんがおもちゃなどをあれこれと選んでいる様子を見て、改
めて地域の皆さまと触れ合うこの機会の貴重さを実感し、また喜びを感じることができました。
例年は、春の古本市での経験を基に秋の古本市を開催するのですが、今年は春の古本市の一回のみということ
もあり未熟・不足な点が多々あったとは思いますが、委員一同限られた時間で古本市の準備に精一杯取り組みま
した。
ただいま委員会では、来年度に向けての事後処理・改善点の検討をしているところです。皆さまに喜んでもらえる
古本市の開催をめざし、委員同士で意見を交換しながら来年度への引継ぎ資料を作成していく予定です。

図書委員会 ウェスローさやか委員長

サマミッシュ高校の校舎建て替え工事が進む中、5月23・24・30日に旧図書室閉室前の増冊貸出を行いました。
またその後夏休みまでの間の3週間の閉室期間を設けて引越し梱包作業を行いましたが、多くの方の協力・ご支
援のお陰で、9月の新学期に間に合う形で新しい図書室への引越しも無事に終わりました。
現在は、貸出・返却共に再開しています。まだ夏休み前に借りた本がお手元にありましたら、毎週少しずつで構い
ませんので図書室の方に返却をお願い致します。
さて、この春に購入した179冊に続き、新刊本が約200冊も図書室に届く予定です。
図書データーベースへの登録、及びカバー掛けの処理を終えましたら、皆さんの手に取っていただけることと思い
ますので、どうぞお楽しみに！

ボランティアグループ

おはなし会 ひみつの本箱

より

新校舎での授業が始まり、読み語りは、小学 1
年 1 組・2 組の教室前広場で行っています。児童
の皆さんは、以前と変わらぬ熱心な眼差しで聞
きにきてくれています。 子ども達にとって、そこ
に行けば物語の世界が待っている一つの居場
所として、今後も読み語りの空間を提供していき
たいと思います。

12 月 19 日（土）低学年・高学年両方の昼休み
低学年の部：幼稚園 3・4 組教室前の広場
高学年の部：4 年 2 組教室前の広場
学年ごとの小さなグループに分かれ、一番多く札を取った人が優勝です。 「ぐりとぐら」、ことわざかる
た、昨年度作成の補習学校オリジナルの都道府県かるたもあります。 低学年の部では、力強い 18
名の中高生ボランティアの生徒さんが札読みに参加して、会を盛り上げてくれます。

小学部保護者の方からは、お子様への参加の呼び掛けをお願いします！

おはなし会ひみつの本箱 メンバー募集
ご自身のお子様に本を読むのが好きな方、絵本が好きな方、活動をとおしてお友達と繋がりたい方、どのよう
な形でも活動に参加できます。 子ども達の生き生きした表情に出会い、感動し、私達自身も楽しい時間を過
ごしています。 ご興味のある方は、 himitsu@seajschoolpta.org にご連絡ください。

事務局各部からのお知らせ

事務局長・副事務局長より

次年度委員選出までの流れ
● 選出までの大まかなスケジュール
日付

事項

1 月 16 日

委員選出アンケート/立候補届け用紙を全家庭に配布

2月 6日

委員選出立候補と除外申請届け合意書の締切日

3 月 10 日頃

決定後、 現委員を通して新委員へ連絡

今年度は、PTA 委員活動説明会については場所の確保が難しいことなどから開催いたしませんが、
PTA 委員の活動内容については、シアトル日本語補習学校 PTA ホームページ内の「ようこそ PTA
→「PTA の活動」 http://www.seajschoolpta.org/katsudo.html をご覧ください。また、PTA 委員活動
内容や、委員の選出に関するご質問などありましたら、お気軽に事務局までお寄せください。
● 免除申請対象となる主な理由


下記に該当する方は、原則として委員候補免除対象となります。（ただし立候補の場合を除く）
① 過去 2 年以内に PTA 委員を経験したことのある方。但し、前期、または後期のみ PTA 委員を
経験した方は、免除期間を 1 年とします。
② 過去 3 年以内に PTA 役員（会長・副会長・事務局長・副事務局長・各委員会委員長・各部長）
を経験したことのある方。
③ 過去 1 年以内に幼稚園学級担当委員を経験したことのある方。
＊ 但し、PTA 委員・役員等の連続 2 年以上の経験による免除対象年数は、最大 5 年とします。



下記に該当する方で除外希望の方は、「PTA 学級委員選出除外申請届け」を記入、提出の上、除外対
象となります
① 2016 年 4 月 1 日時点で、2 歳未満の乳児がいる。
② 2015 年 11 月 1 日以降（後期）に編入した方。
③ 学校に退学届けを提出し、受理されている方。
④ その他、やむを得ない理由がある方。

● 立候補について


希望の学年・クラスを指定して立候補可能です。ただし、他のクラスで選出される場合もあります。この
場合、他のクラスで選出された場合でも、希望委員会情報は反映されます。



希望の委員会に優先的に配属します。ただし、人気委員会に関しては抽選の可能性があります。



委員長として立候補する場合、最優先で希望の委員会に配属します。



免除期間中に立候補する場合、最優先で希望の委員会に配属します。

委員の選出に関しては、シアトル日本語補習学校 PTA ホームページ内の「ようこそ PTA」→「委員選出プロ
セス」 http://www.seajschoolpta.org/process.html をご参照ください。

会計部より
2015 年度 PTA 会費徴収は、みなさまのご協力のもと無事終了いたしました。
春期古本市の売り上げは$4,493.10。寄付金$9.60 となりました。
今年度は秋祭りには参加はしませんでしたが、皆様のご好意によりいろいろな寄付を頂いております。
・2014 年度うさぎ組みよりのご寄付$87.38
・マイクロソフトマッチングによりご寄付$3,209.00
・The Benevity Community Impact Fund よりご寄付$525.00
・E-script よりご寄付$7.04
・紀伊国屋書店様より本の寄付
皆様の多大なご理解とご協力、ありがとうございました。
これらの売り上げ、寄付金は PTA 活動を行う上で貴重な収入源になりますので、とても感謝しております。
PTA より補習校への寄付の支払い完了
・プロジェクター、及びプロジェクターケース代$1,204.08
・運動会バスチャーター代$1,534.50
・図書インターネット代$384.93
・デジタル教科書代$13,000.00
2015 年度の半期決算報告書（9 月末締め）の発行は 11 月末を予定しております。

広報部より
PTAホームページでは、今年度発行のPTAだより、PTA委員会議事録、PTA活動の情報や行事の他、過去
のPTAだよりやPTA委員会議事録もご覧になれます。
お気づきの点がございましたら、お気軽に kouhou@seajschoolpta.org までお問い合わせ下さい。

総務部より
サマミッシュ高校の校舎をお借りしているため、感謝の気持ちとして補習校からのお礼のラテカートを例年通り
行う予定で、ただいま準備をしております。
新校舎の移転に伴いまして、駐車場の関係で懇親会などを目的としたカフェテリアの使用は現在のところ不可能
となっております。皆様には大変ご迷惑をお掛け致しておりますが、何卒ご理解の上ご了承くださいますよう、お
願い申しあげます。
シアトル日本語補習学校
Sammamish High School
職員室（土曜日のみ）
学校事務所
（火～金） 9:00～16:00
（土曜日） 9:00～15:00

http://www.seajschool.org
100 140th Ave. SE, Bellevue, WA 98005
Tel： 425-641-0739
919 124th Ave. NE, #207 Bellevue, WA 98005
Tel： 425-643-1661
Fax：425-649-0509

在シアトル日本国総領事館
Tel: (206) 682-9107
Fax: (206) 624-9097
http://www.seattle.us.emb-japan.go.jp
Email: info@se.mofa.go.jp
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