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  サンフランシスコ日本語補習校 
   理事会通信 
平成 29 年度第 1 号 2017年 4月 15 日 

 
 
        
   理事長あいさつ     松山和美 理事長                           
  

 爛漫に咲き誇る花々が、多彩なあ

でやかさで私たちを楽しませてくれ

る季節になりました。暖かい風に乗

ってかぐわしい香りが運ばれて来る

と、心も晴れやかになりますね。 

 新入生の皆さま、ご入学おめでと

うございます。日本語補習校という

まったく新しい環境での学習がこれ

から始まります。大きな期待と希望を持って、これから

始まる補習校生活を謳歌してください。 

 在校生の皆さま、ご進級おめでとうございます。気心

の知れたお友達と一緒に新しい先生方の元、今年も有意

義で楽しい学校生活をお送りください。 

 保護者の皆さまにおかれましては、平素より本校の運

営業務に関して多大なご理解、ご協力をいただき誠にあ

りがとうございます。本校は保護者参加型の学校であり、

保護者の皆さまのご協力なしでは成り立ちません。本年

も引き続きご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げま

す。 

 日本国政府文部科学省および外務省、在サンフランシ

スコ日本国総領事館の皆様、そして北加日本商工会議所

(JCCNC)には、多岐に渡って変わらぬご支援をいただ

き誠にありがとうございます。 

 今年、サンフランシスコ日本語補習校は創立 48 周年

を迎えます。多数の保護者の皆さまがまだ生まれていな

い時に、本校は僅か 5名の講師と 101名の生徒でスター

トしました。それが今では、約 120 名の教職員と約 1700

名の生徒数という大所帯に成長いたしました。理事会で

は、大きく成熟した学校としての課題に真摯に取り組み、

生徒たちが安全で楽しい学校生活を送れるよう安定し

た経営を目指して参ります。また、昨年発足した 50 周

年実行委員会と共に、2 年後に行われる創立 50 周年記

念行事に向けて今年は計画を推し進めてまいります。 

本年も変わらぬご支援を賜りますよう何卒よろしくお

願い申し上げます。                                           

 

 新理事所感 (役員・五十音順)  
 
  姥谷幸一      （副理事長・財務委員長） 

 
 
姥谷（うばたに）と申します。双

子の息子達がサンノゼ校小学部に

５年生として通っています。昨年度

に引き続き、理事 3年目となります。

本年度も昨年度と同じく財務委員

長、それに加えて副理事長という重

要な役割を担当させて頂くことに

なりました。これまでの知識と経験

を元に、中長期的な視点を持って、学校運営に更なる貢

献をしたいと思っています。一年間どうぞよろしくお願

い致します。 

 

  水谷圭佐             （監査役・法規委員長） 
 
 

 昨年度に続き理事会に参加させ

ていただきます。4 年生になる息子

がサンフランシスコ校に通ってい

ます。子どもたちが安全で健やかに

学べる環境が維持できるよう、微力

ではありますが補習校のために尽

力していく所存です。一年間どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 

  松田暁博                （総務委員長） 
 
 

 2年生と1年生の息子たちがサンフ

ランシスコ校でお世話になっており

ます。昨年に引き続き理事会に参加

させていただくことになりました。

昨今の揺れ動く国際情勢の中で、い

ろいろな文化を学び、理解し、体験

することは子供たちの心をとても優

しくしてくれると信じています。そ

してこのアメリカで、日本の文化を

学べる日本語補習校の存在はとても貴重だと感じてい

ます。1年間どうぞよろしくお願いいたします。 
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上田のりこ 
 

 今年度よりサンノゼ校保護者会

会長として理事会に参加させてい

ただくことになりました。5 年生の

息子が補習校にお世話になってい

ます。日本で育った自分の経験とは

全く違う、アメリカ在住での日本語

学習に一生懸命取り組んでいる子

供たちの頑張りを微力ながらも支

えられるよう尽力する所存です。1年間どうぞよろしく

お願いいたします。  
 

 大沢省一 
 

 昨年に引き続き理事会をお手

伝いさせていただきます大沢で

す。 娘が小学 5年生としてサン

ノゼ校に通っております。理事

会の仕事を通じて、昨年度は学

校経営や保護者会の活動を色々

と学ばせていただきました。こ

の経験を活かして、理事として

子供達が楽しく学べる補習校の実現に向けて尽力して

参ります。これから 一 年間よろしくお願いします。 

 

奥山博子 
 

 昨年度から引き続き理事に参加さ

せていただくことになりました。サ

ンノゼ校小学部に 5 年生の息子と 4

年生の娘が在籍させていただいてい

ます。 

 理事 2 年目として、昨年度よりの

経験を基に微力ながらも補習校の運

営に貢献できるよう努力していきた

いと思います。今年一年どうぞよろ

しくお願いいたします。                

小泉拓永 

  

 昨年に引き続き、理事を仰せ

つかりました。 

 目まぐるしく変わる社会環

境の中で、個々のアイデンティ

ティを確立し、お互いの良さを

認めあいながら個性を伸ばし

ていくことの重要さを日々痛

感致します。より良い補習校を

目指して、努めて参りますので、一年間宜しくお願い致

します。 

 

 

 谷朋紀 

 

今年度よりサンフランシスコ

校保護者会会長として理事に参

加させて頂くことになりました。

小学1年生の息子がお世話になっ

ております。近年世界的に家族・

地域の絆が薄まる中、保護者参加

型のコミュニティ－で支えられ

た学習環境は次世代を担うお子

様達の将来への貴重な贈り物に

なることと切に望んでおります。お子様達のより良い日

本語・日本文化の学習環境に貢献できるよう鋭意努力さ

せて頂く所存でございます。至らぬ点も多々あるかと思

いますが今後一年間宜しくお願い申し上げます。 

 

林竜也 
 

 今年度より、サンノゼ校保護者

会副会長と理事会に参加させて

いただくことになりました。小学

3年生の息子がお世話になってお

ります。経営に関して初心者です

が、子供たちがよりたくさんの日

本文化に触れあえる補習校作り

に微力ながらお役に立てればと

思っています。これから一年間よろしくお願いします。 

 

 ハーヴィ智恵 
 

 今年度よりサンフランシスコ

校保護者会副会長として理事会

に参加させていただくことにな

りました。補習校では小学 4年生

になる娘がお世話になっており

ます。役員や理事といった運営側

に立つのは初めてのことで力不

足な部分もあるかと思いますが、

理事会の方々と一緒に学校と保

護者の方々の架け橋になれるよ

う頑張っていこうと思っております。一年間よろしくお

願いいたします。 

 

 三宅孝明   

  

 2014 年度に長男が高等部サンフ

ランシスコ校を卒業、本年度、次男

が高等部 2年生、三男が中学部 2年

生となります。サンフランシスコ日

本語補習校とのお付き合いは、丸 13

年となりました。2009年度に理事兼

40 周年記念行事実行委員、2010 年

度は副理事長を拝命し、2017 年度、
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再び理事会に参加させていただきます。2年後に創立半

世紀を迎えるサンフランシスコ日本語補習校。児童、生

徒総数 101名から始まった小さな学び舎は、子供たちの

ように 1年 1年成長を続けてきました。微力ではありま

すが、さらなる成長のお手伝いを理事会を通じて精一杯

させていただく所存です。よろしくお願い申し上げます。 

 
 山本久美子 

 

 昨年度に引き続き理事 2年目とな

ります。生徒の皆さんや保護者の皆

さんがより安全に楽しく通えるよ

うに、そしてこのサンフランシスコ

日本語補習校で日本語や日本文化

を学べてよかったと思って頂ける

ように、微力ではありますが引き続

きお手伝いをさせて頂きたいと考

えています。一年間どうぞよろしくお願い致します。 

 
 
事務局よりお知らせ 
 
 

  人事異動 
 
 退職 小 SF教員  朝枝宣子     3/31付け 

 退職 小 SF教員  宇井元美     3/31付け 

 退職 小 SF教員  品川道子     3/31付け 

 退職 幼小 SF養護 荒井美恵子    3/31付け 

 退職 幼 SJ教員  和田瑞奈     3/31付け 

 退職 幼 SJ教員  長野くみ子    3/31付け 

 退職 小 SJ教員  塚本三枝子    3/31付け 

 退職 小 SJ教員  中逵麻貴子    3/31付け 

 退職 中高 SJ教員 山内祐介     3/31付け 

 退職 中高 SJ教員 室岡仁美     3/31付け 

 採用 幼 SF教員  増渕一美     4/1 付け 

  採用 幼 SJ教員  浅野理子     4/1 付け 

 採用 小 SF教員  樋口陽子     4/1 付け 

 採用 小 SF教員  寺田恵理子    4/1 付け 

 採用 小 SJ教員  笹野かおり    4/1 付け 

 採用 小 SJ教員  奥田育代     4/1 付け 

 採用 小 SJ教員  森川広太     4/1 付け 

 採用 小 SJ教員  青木真子     4/1 付け 

 採用 小 SJ教員  藤野愛      4/1 付け 

 採用 中高 SF教員 ラスムセン貴子  4/1 付け 

 採用 中高 SJ教員 東條訓子     4/1 付け 

 採用 中高 SJ教員 有富由美子     4/1付け 

 採用 中高 SJ教員 星奏子       4/1付け 

 採用 中高 SJ教員 イエン理子     4/1付け 

 採用 中高 SJ養護 林浩子       4/1 付け 

 異動 中高 SF→小 SF ローズ志乃    4/1 付け 

 異動 中高 SJ→小 SF 清水順子     4/1 付け 

 

 

 

 
 

   4月～5 月の行事 

 

日付 サンフランシスコ校 サンノゼ校 

4/8(土) 入学式・始業式 入学式・始業式 

4/15(土)   

4/22(土) 避難訓練 避難訓練 

4/29(土)   

5/6（土） 保育/授業参観・学級

懇談会（幼小部） 

授業参観・学級懇談会

（小学部） 

5/13（土）  保育参観・学級懇談会

（幼稚部） 

5/20(土) 授業参観・学級懇談会

（中高部） 

高等部進学説明会（中

高部） 

授業参観・学級懇談会

（中高部） 

高等部進学説明会（中

高部） 

5/27(土)   

 

 寄付の報告 

 平成 28 年度サンノゼ校保護者会より、幼小部サンノ

ゼ校へ、PC1台とプロジェクター3台の寄贈をいただき

ました。 

 授業で活用し、子どもたちに還元して参ります。あり

がとうございました。 
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