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新年度を迎えて

総務委員会

理事長

浅尾 一郎

昨年保護者会理事として、補習校の運
営に携わってきました浅尾です。今年は
理事長として、昨年からの継続事項を含
めて、解決しなければならない課題の山
積する中、責任重大な役目をおおせつか
りました。昨年度「開かれた理事会」を
共通の認識として、理事会運営がなされ
ましたが、今年はさらに広く皆様の意見
を取り入れた、 会員の総意が反映される理事会運営を心
がけていきたいと思います。ここ数年補習校の児童生徒
数の減少傾向に、歯止めがかかっていません。今年一年、
この傾向に歯止めがかけられるような、魅力ある補習校
にするための知恵を出し合い、実行して行きたいと思い
ますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。

学務委員会
財務委員会
法規委員会

保 は保護者会からの理事、○
領 は総領事館からの理事を示す。
○

2005 年度理事の所感・抱負

金井田智久

校長

岩﨑陽一

2005 年度理事会の構成
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浅尾 一郎
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安 俊弘
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総務委員会では、引き続き①学校の安全対
策、②IT 化を含めた事務局・理事会運営
の効率化などに取り組みます。皆様からも
是非ご意見をお寄せいただきたいと思い
ます。

俊弘

①児童・生徒が安心して楽しく勉強できる
環境整備、②教員が教育に集中できる環境
整備とその能力向上のための支援体制の
整備、③新体制に移行した高等部の円滑な
運営と将来の発展に向けた土台作りの 3
点を中心に取り組みます。

佐藤隆志

補習校に必要とされている課題は何らか
の支出が伴うものであり、これをうまく舵
取りしていくことが財務委員会の大きな
課題と考えております。より魅力ある補習
校にするべく財務の面からお役に立てる
よう頑張りますので何卒ご指導、ご鞭撻の
ほどよろしくお願い致します。

見知らぬ土地で
飛行機 の窓から見えた シャスタ山
の雪が富士山と同じように見え、少し
だけ不安が 解消されたような気に な
りました。仕事する内容は理解して日
本を離れたものの、いざ現地の到着と
なると目の 前に現れる全ての出来 事
に失敗しな いようにしなければと 緊
張が高まるばかりでした。窓から広い
大地を眺めながら空港に降り、理事会と事務局の方の親
切な対応に家族全員の緊張が吹き飛びました。事務局に
通う日が増すにつれ、当地の人の笑顔での挨拶にサンフ
ランシスコの良さを学びました。日本でもこんなになっ
たらもっと良くなるかもと思いながら、日本の良さも数
多く頭に浮かんできました。ここで学ぶ子供達は両方の
良さを体験できるいい機会を持っていることも教えられ
ました。こんな素晴らしい環境にいる子供達に指導でき
ることはどんなことなのかと考えてみました。それは、
こちらの良さを学ぶと共に、わが故郷日本の良さをもっ
ともっと教えてあげたい。世界の架け橋になれるよう補
習校の立場から子供達の支援にベストを尽くすことだと
考えました。これを当面の目標として仕事を始めること
といたしました。見知らぬ土地で言葉もままなりません
が、皆様方のご指導・ご鞭撻をいただき、より良い補習
校の経営に当たる所存です。どうかよろしくお願いいた
します。

金井田智久（委員長）、長岡泰彦、
保 、松波千春○
保
村山斉○
安 俊弘（委員長）、千田一貴、
加地匡純、喜多俊幸○
保 、鶴下康子○
保
佐藤隆志（委員長）、北野幸正
野原裕史（委員長）、宮岡久泰、
田附富雄○
領 、金井田智久（兼任）

安

野原裕史

加地匡純

法規委員会では、①教職員の雇用に関連す
る制度の整備、②評議会との関係の方向性
の２点を中心に取り組み、魅力ある補習校
運営をサポートしたいと考えます。ご協力
のほど、よろしくお願いいたします。
補習校に対するニーズが多様化する中、現
状を踏まえながら、魅力ある学校作りを目
指していきたいと思います。保護者、そし
て教職員の皆様と共に考え、取り組んでま
いりますので、よろしくお願い致します。

喜多俊幸

今年度、保護者会代表として理事会の方で
学務関係を担当させて頂く事になりまし
た。子供たちが楽しく安全に学べる補習校
の環境作りにあらゆる面から目を向け、微
力ながら協力させて頂きたいと考えてお
ります。宜しくお願い致します。

北野幸正

2005 年度から理事をさせていただくこと
になりました北野です。 会計事務所勤務
から得た知識と経験を生かし、財務委員会
の一員として 効率良い日本語補習校の
運営を目指します。よろしくお願い致しま
す。

千田一貴

昨年度の学務委員長、副理事長の経験を生
かし、SF 日本語補習校経営の更なる透明
化、保護者の声の届く学校経営を進めたい
と存じます。また、理事会、教職員、保護
者が一体の児童生徒への教育にあたる学
校づくりを目指したいと思います。

田附富雄

昨年度に引き続いて総領事館を代表して
理事会に参加させていただきます。日本政
府は海外に住む日本人子女に対し教科書
を無償供与し、補習校の校舎賃借料の援助
等を行っています。理事会をささえ、積極
的に協力していきたいと思います。

鶴下康子

１７年度のサンノゼ保護者会の代表とし
て理事会に出席することになりました。日
本国内と補習校での教職の経験を生かし
て、理事会と保護者会の仕事をしていきた
いと思っております。

長岡泰彦

昨年度から引き続き IT 化の整備を担当さ
せて頂きます。効率化による経費節減と保
護者へのサービスの向上を目指し総務委
員会の一員として取り組んでまいります。
皆さんのご協力を宜しくお願い致します。

松波千春

サンノゼ保護者会からの参加です。「やま
なみ」などにより随分身近に感じられるよ
うになった理事会ですが、もっと身近に感
じていただけるよう保護者会と理事会の
橋渡しとして、一年間活動できたらと思っ
ています。よろしくお願い致します。

村山

斉

保護者会代表として理事になりました。補
習校運営上の大きな決断がされる様子と、
他の理事の方々の責任感あふれる態度を
見て驚いています。一般保護者と理事会の
間のコミュニケーションに役立ちたいと
思います。

宮岡久泰

このたび理事に就任いたしました。昨年度
までの各理事の方々の献身的なご活動を
知り、身の引き締まる思いです。学校運営
の裏方として児童、生徒、教員の皆様が充
実した学校生活を送れますよう、お手伝い
してまいりたいと思います。

2005 年度保護者会役員会の構成
会長
副会長
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会計
会長補佐
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サンフランシスコ校
村山 斉（代表会長）
喜多 俊幸
山本 美和子
シェルスキ 明子
バルク 路子
岡井 雅子
深見 優子
-----

サンノゼ校
鶴下 優子
比嘉 隆
桝本 千恵美
原 優輝子
久保 ゆみ
新庄 正巳
マクダニエルかおり
松波 千春
吉田 かがり

人事異動
◆文部科学省派遣教員の着任
文部科学省派遣の西村元一（にしむら もと
いち）先生が４月６日付で東京から本校中学部
サンノゼ校教頭に着任されました。

◆教員の異動（2005 年 3 月 31 日／4 月 1 日付）
退職：小 SF
退職：小 SJ
退職：小 SJ
退職：小 SJ
退職：小 SJ
退職：小 SJ
採用：小 SJ
採用：小 SJ

川野桂子 3/31 付
グリノ孝子 3/31 付
八木悦子 3/31 付
斎藤順子 3/31 付
船谷孝子 3/31 付
小川恵美子 3/31 付
池田香織 4/1 付
加藤郁子 4/1 付

退職：中 SF ローズ志乃 3/31 付
退職：中 SJ 西山明子 3/31 付
採用：中 SJ ﾆｭｰﾍﾞﾘｰ圭美 4/1 付
採用：高 SJ 村上良子 4/1 付
採用：高 SJ 矢島八千代 4/1 付
小 SF→ 中 SJ 加藤幸恵
中高 SJ→ 高 SF 杉田徹

保護者の方へのお願い
◆「緊急インフォメーションカード」の提出について
本日（4 月９日)、「緊急インフォメーションカード」
３枚（英文１枚、和文２枚）を配布しました。これは、
校内で緊急に事故や病気等があった場合に保護者の方々
に迅速に連絡をし適切に対応したり、事務局において在
籍等の事務処理を行ったりするために使用します。
厳重かつ慎重に保管・取り扱いを行いますので、必要
性をご理解いただき、ご記入の上、４月１６日までに提
出くださいますようお願いいたします。
◆「誓約書」の提出について
本日（4 月９日)、「学校生活のきまり」
「学習の約束」
「児童生徒の義務及び違反行為について」と一緒に、
「誓
約書」を配布いたしました。子どもたちが楽しく仲良く
日本語補習校の学校生活を続けていくためのものです。
保護者の皆様とお子さまとでよくお読みいただき、
「誓約
書」に必要事項をご記入の上、４月１６日までに提出く
ださいますようお願いいたします。

主な前期日程
４月 7 日
４月 9 日
４月２３日
４月３０日
５月 ７日
５月１４日
５月２１日
５月２８日
６月 ４日
6 月１１日
6 月１６日
６日１８日
６月２１日
6 月２５日
８月２５日
９月１０日
９月１７日
９月２４日

第 1 回理事会
始業式・入学式
避難訓練／合同職員研修会
SF 保護者会総会
授業参観(小 SF)／理事訪問(中 SF)
SJ 保護者会総会
授業参観(小 SJ)／理事訪問(中 SJ)
授業参観（中高 SF）
授業参観（中高 SJ）
運動会（小 SJ）
運動会（小 SF）
第２回理事会
中・高前期中間テスト
集中学習（7 月２日まで)
中・高球技大会
第１回評議会／第３回理事会
中・高前期期末テスト
理事訪問(小 SJ)
理事訪問(小 SF)
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