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新年度を迎えて
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2004 年度理事会の構成
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学務委員会
財務委員会
法規委員会

金井田智久

法規委員長と監査を担当させていただき
ます。透明性を高めつつ効率的な運営を行
うために、課題とされている理事選出方
法、Bylaws の改定に取り組みます。保護
者としても「新米」ですが、どうぞ宜しく
お願いします。

浅尾一郎

保護者会サンノゼ校副会長として、理事に
なりました。今年２月の総会でも、理事会
に対していろいろな質問、要望が出されま
した。ぜひ保護者の皆様の意見を的確に理
事会に反映すべく、取り組みますので、ご
支援よろしくお願いいたします。

安

総務委員長・理事会書記を担当します。喫
緊の課題は、安全管理の見直しと改善、情
報伝達の効率・透明化と認識しています。
理事会、事務局、保護者(会)、教員各位の
間を調整し風通しの良い運営を心がけま
す。

山崎啓二

今年度の理事長に就任致しました山
崎です。よろしくお願い致します。
まず初めに昨年度の補習校活動に携
わっていただいた多くの皆様に厚く御
礼申し上げます。本補習校の活動の多く
は、ボランティア活動で成り立っており、
今年も多くの方々のご協力をお願い申し上げます。
次に今年度理事会の役員体制をご紹介致します（下表）。
新年度のスタートにあたり、理事会では３月中の準備会
で検討課題の洗い出しを進めており、４月の第１回会議
から実質的な討議ができる態勢になっております。理事
会での主な課題は次の通りです。１．.高等部運営につい
て、２．セキュリティ確保等の安全対策、３．Bylaws 等
の規定の見直し、などです。また、「やまなみ」につい
て申し上げます。これまで、教頭先生方のご尽力で編集
されておりましたが、４月号より理事会で編集・発行す
ることになり、理事会通信として学校行事・理事会活動
等を分かりやすく紹介させていただきたいと思います。
最後になりますが、今年度も皆様方のご協力・ご支援
をよろしくお願申し上げます。
理事長
第 1 副理事長
第 2 副理事長
財務
監査

反田 隆

2004 年度理事及び財務委員長を務めさせ
て頂きます反田です。何をすべきかまだ手
探りの状態ですが、生徒達にとってよりよ
き学校にしていくことが、一番の役割と考
えております。１年間よろしくお願い致し
ます。

山崎啓二
長岡泰彦
千田一貴
反田 隆
金井田智久

安 俊弘（委員長）、長岡泰彦、
長谷川清○
保 、ウイレン理子○
保
藤岡孝司（委員長）、千田一貴、
安 俊弘、関矢奉也、高岡 毅○
保
反田 隆（委員長）、結城 仁
金井田智久（委員長）、早川由浩、
浅尾一郎○
保 、田附富雄○
領

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。
○

俊弘

ウィレン理子

関矢奉也

2004 年度理事の所感・抱負

長岡泰彦

「もしかしたら私の子供は将来日本語が
使えない大人になってしまう。」と考える
と、ここでの教育は中途半端にする訳には
行きません。ぜひ皆さんと共に考え共に悩
み良い学校を作って行きたいと思います。
一年間宜しくお願い致します。

千田一貴

教育は、初等からの「考え方つくり」が大
事です。保護者、派遣教員、現地教職員の
方々のご意見をしっかり受け止め、日米文
化融合の本校の「あり方」を共に考え、子
供たちの将来に有意義な補習校となるべ
く、微力を尽くしたいと存じます。

この度理事会の一員となり、学校の運営に
深く関われることを嬉しく思っています。
一般会員である保護者の素朴な何故？を
理事会に投げかけていけたらと思います。
目標は一般会員への情報開示です。
目標は帰国した子供から「お陰で日本の学
校へスムースに適応できました」と感謝さ
れるように。卒業後も米国で学生生活を送
る子供には自信と誇りをもって日本を紹
介、発信できるように。異なる生徒、保護
者の期待、ニーズに応えられる学校作りを
目指したい。

高岡 毅

保護者会サンフランシスコ校会長として、
理事になりました高岡毅です。保護者会活
動を通じて、保護者の皆様と理事会とのパ
イプ役として、精一杯取り組んでいきたい
と考えております。宜しくお願いします。

田附富雄

チェコ国から転勤して参りました。プラ
ハ、以前には台湾やマレーシアにていずれ
も全日制の日本人学校を担当しましたが、
大規模な補習授業校は初めての経験とな
ります。本校の支援に努力していく覚悟で
すのでよろしくお願いします。
（次ページに続く）

長谷川清

一般理事として孤軍奮闘していた昨年、保
護者のもっと強い声を理事会に伝えなけ
れば、と痛感しました。それを実現すべく、
保護者会代表という立場、２年目の経験を
活かし「子供たちのための学校」作りに努
めさせていただきますので、ご協力お願い
致します。

早川由浩

日立アメリカ社で日本人駐在員関係の業
務を担当しております。組織、人事等の知
識と経験を活かし、法規委員会の一員とし
て、子供達と保護者の視点に立った学校運
営に尽力して参りますので、宜しくお願い
申し上げます。

藤岡孝司

昨年度は補習校が抱えている諸問題に関
して微力ながら取り組んできました。この
経験を生かして、今年度は更なる改善に向
けて取り組んで行きたいと考えておりま
す。ご理解、ご協力頂けますようお願い申
し上げます。

結城 仁

今年も理事をさせていただくことになり
ました。よろしくお願いします。今年は初
めての選挙結果による理事会となり、その
意味でも非常に積極的な、また活発な議論
が出来るものと思います。皆様、ご期待く
ださい。

2004 年度保護者会役員会の構成
会長
副会長
書記
会計
会長補佐
会長補佐
会長補佐

サンノゼ校
長谷川清（代表会長）
浅尾 一郎
土井 千景
大橋 美浩
西郷 リベカ
独古 充子
松本 利佳

サンフランシスコ校
高岡 毅
ウイレン理子
新井 寿枝
古川 みどり
前田 多恵子
赤木 真由美
中浜 一郎

人事異動
◆文部科学省派遣教員の着任
文部科学省派遣の安栄智裕（あんえい とも
ひろ）先生が４月１日付で北海道から本校中高
部サンフランシスコ校教頭に着任されました。
◆教員の異動（2004 年 4 月 1 日付）
退職 小
SF
土屋 史実
採用 小
SF
天野 恵
採用 小
SF
リットマン 千穂里
採用 小
SJ
バジューク 順子
採用 小
SJ
手塚 かおり
採用 小
SJ
斎藤 順子
採用 小
SJ
有富 由美子
採用 中高 SJ
小西 一美

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 10 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１7 日までに提
出くださいますようお願いいたします。

なお、携帯電話をお持ちの方は携帯電話の番号もあわ
せてお書きください。
◆「誓約書」の提出について
本日（4 月１０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１7 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１０日
４月２４日
4 月２９日
５月 １日

５月 ８日

５月１５日
５月２２日
未定
未定
6 月１７日
６日１９日
６月２２日
未定
７月 ３日
８月２６日
９月１１日
９月１８日
９月２５日
１０月 ２日

始業式・入学式
避難訓練
合同職員研修会
第 1 回理事会
授業参観・学級懇談会（小学部 SJ 校）、
保護者会 SJ 校総会
理事（関谷、千田、長岡、長谷川、藤
岡）の中高部 SJ 校訪問
授業参観・学級懇談会（小学部 SF 校）
、
保護者会 SF 校総会
理事（安、ウィレン、金井田、反田、
高岡）の中高部 SF 校訪問
授業参観・学級懇談会（中高部 SJ 校）
授業参観・学級懇談会（中高部 SF 校）
運動会（小学部 SF 校）
運動会（小学部 SJ 校）
第２回理事会
中高部前期中間テスト
集中学習（7 月２日まで)
中高部球技大会
第１回評議会
第３回理事会
中高部前期期末テスト
理事（浅尾、千田、山崎、結城）の小
学部 SJ 校訪問
理事（安、金井田、田附、早川）の小
学部 SF 校訪問
前期終了

学校への連絡について
各校の電話番号は次のとおりです。
土曜日だけの使用になります。欠席
や遅刻、早退などは、必ず担任にご
連絡ください。無断欠席のないよう
にお願いします。
サンフランシスコ校
☎(415) 505-7999
小学部
サンノゼ校
☎(408) 507-1255
サンフランシスコ校
☎(415) 342-1066
中高部
サンノゼ校
☎(408) 806-4011
火曜日から金曜日までの連絡等は、下記にお願いします。
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