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  サンフランシスコ日本語補習校 
   理事会通信 
令和元年度 第 4 号 2019 年 9 月 4日 

        
 
 

     令和元年度第３回理事会報告                          

 

 第 3回理事会が令和元年 8月 28日、San Mateo Japanese American Community Center にて開催されまし

た。第 2回理事会議事録の承認に続き、生徒数推移などの学事報告、保護者会より SF/SJ 両校においての活動報

告がありました。その後、事務総長より、人事異動、借用校舎の状況、および 2018年度会計報告についての報告

がありました。 

 

   サンフランシスコ日本語補習校 50 周年記念行事について    

 

 本校は、皆様のお陰をもちまして今年で 50 周年を迎えることができました。そこで、これまで本校の教育を支

えてくださった方々に感謝すると共に、創立理念の再確認から在校生一人一人が母校となる学校に誇りをもち、生

き生きと学習していくことを目指した 50周年記念行事を開催いたします。 

 この行事は 50 周年記念実行委員会の方々のご協力を頂きながら、教育課程に位置づけ、授業の一環として実施

していきます。詳細につきましては現在検討中ですが、アウトラインとして当日の行事内容やタイムテーブルを作

成してみた結果、保護者の方々のお手伝いをお願いする必要を感じています。50周年を祝う上でも子どもたちと共

に活動することで、感謝する心を子どもへ伝える大きな力にもなると思います。 

 現在ボランティアとして活動していただきたい内容は、全校幼児・児童・生徒へのお弁当の仕分けと配付の作業

等で、各学級 3名程度の方を想定しています。募集につきましては、９月初旬に行う予定です。 

 

  日時 令和元年 10月 5日（土）9:00～14:30 

  場所 サンマテオ・イベントセンター 

  行事のアウトラインとボランティアについて 

 

    活 動 内 容   

9:00        小学校５年生～高校２年生 集合・整列 

9:30～10:30 記念講演（参加：小学校５年生～高校２年生 + 希望する保護者） 

10:40       幼児・小１～小４  集合・整列 

11:00       記念式典 参加：11時以降、全員参加   お弁当の仕分け 

11:30       全校記念校歌発表  ゲネプロ（練習）と披露 

12:00～     昼食      お弁当配付 

13:00       レクリエーション 全校幼児・児童・生徒による大玉転がし 
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13:40      人文字づくりと写真撮影 

14:10      学級指導 

14:30      解散 

 

全校記念校歌発表（11:30～11:50予定）について 

 補習校の校歌は、本校の生徒の詩に、「上を向いて歩こう（SUKIYAKI Song）」「明日があるさ」などで日本でも有

名な作曲家中村八大さんが作曲された曲です。世界に一つしかないこの曲を大切に歌い継ぎ、世界の架け橋となる

子どもたちの心に刻まれ続けることを願っています。 

 その願いから、50周年という節目に言葉の意味、メロディの美しさを改めて心に留めてほしいと、校歌指導を取

りあげました。 

 また、今回は 50 周年を記念して、楽器と歌によるメロディを重ね、より深みのある音色豊かな校歌演奏となる

ことを期待しています。 

 

〇 全校幼児・児童・生徒＋保護者、教職員で斉唱します。 

〇 楽器を演奏できる幼児・児童・生徒・保護者は、楽器で旋律演奏をします。（ピアノ以外） 

〇 それぞれの楽器に合わせた楽譜は本校 HP > 創立 50周年関連ニュース からダウンロードし 

自宅練習をして臨んでください。 

〇 当日までに譜読みをし、各自で自主練習をしておいてください。 

〇 当日は、譜読みやパート練習のような時間はとらずに、本番発表に臨むことができるようにして 

おいてください。 

〇 楽器の管理は保護者にお願いします。保護者に預けられない場合は、歌唱で参加してください。 

 

 

  財務委員会よりお知らせ 

 

● Amazon.com と eScrip ファンドレイジングについて 

 いつもたくさんの皆様にファンドレイジングのご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。補習校で

は種々のファンドレイジングを継続して実施しておりますので、ここに改めてご紹介致します。 

Amazon.com でのお買い物は、https://smile.amazon.com/ch/94-1717040 をご利用ください。 

eScrip や、その他のファンドレイジングについては、補習校ウェブサイト、ファンドレイジングのページ

http://www.sfjs.org/students/fundraising をご覧ください。 

本ページには過去の実績も掲載しています。 

 

●補習校限定/日本行き航空券特別割引（2019年冬） 

 今年も好評を頂いております「日本行き航空券特別割引」ファンドレイジングが実施されます。これまでと同様   

 に、ご参加いただいた企業から特典、寄附をいただけます。この冬、日本への帰国をご予定の方は、是非ご活用  

 下さい。 

 詳しくはウェブサイトでご確認下さい。http://www.sfjs.org/students/fundraising/koukuuken  

 お問い合わせ先：office@sfjs.org  

https://www.sfjs.org/%e5%89%b5%e7%ab%8b50%e5%91%a8%e5%b9%b4%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9
https://smile.amazon.com/ch/94-1717040
http://www.sfjs.org/students/fundraising
http://www.sfjs.org/students/fundraising/koukuuken
mailto:office@sfjs.org
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  事務局よりお知らせ 

 

 教科書配付について 

 小学部のみ後期教科書の配付があります。海外子女教育財団等ですでに下記の教科書を受領している児童は、配

付の対象になりません。万一受け取られた場合にはご返却ください。 

 

 

 

※ 5、6年生の国語（下）、 6年生の算数(下)はありません。 

※ 上記以外及び中高部には(下)の教科書はありません。前期のものを引き続き使用します。 

   

  第 2回令和元年度高等部進学説明会開催のお知らせ 

 現中学 3年生保護者向けの令和元年度高等部進学説明会を下記の通り開催いたします。 
 

サンフランシスコ校（10月 12日） 

オープンスクール 12:15-13:00 

(授業参観時) 

高等部各教室 

(W104・W105) 

進学説明会 10:50-11:20 W106番教室 
 

 
サンノゼ校（10月 12日） 

オープンスクール 12:10-12:55 

(授業参観時) 

高等部各教室      

(34・35・36・37) 

進学説明会 10:50-11:20 C教室 

 

     

  学校図書返却のお願い 
 

 夏休みに貸し出した図書の回収を各校で行っています。夏休み用に借りた図書は、早急に返却をお願いいたし

ます。 

 

 

 
1年 2年 3年 4年 5年 6年 

国語 1年～4年用（下） ○ ○ ○ ○   

社会 3・4年用（下）   ○    

社会 5年用（下）     ○  

社会 6年用（下）      ○ 

算数 1年～5年用（下） ○ ○ ○ ○ ○ 
 

生活 1・2年用（下） ○      

図画工作 1・2年用（下） ○      

図画工作 3・4年用（下）   ○    

図画工作 5・6年用（下）     ○  

給付教科書冊数 4 2 4 2 3 1 
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  9月～10月の行事予定 

 

日付 サンフランシスコ校 サンノゼ校 

9/7(土) 夏休み作品展（幼小部） 

前期期末テスト（中高部） 

イヤーブック撮影（幼稚部、小 1年 1～3組、3

年、6年、卒業生集合写真） 

前期期末テスト（中高部） 

9/14(土) イヤーブック撮影（幼稚部、小 3～5年） 

フードセール(中高部) 

古本市（幼小部） 

9/21(土) イヤーブック撮影（中高部） 家庭教育懇談会（幼小部） 

古本市（中高部） 

9/28(土) 前期終業 

 秋祭り（幼小部） イヤーブック撮影（小 1年 4～5組、2年、4～5

年） 

10/5(土) 後期始業 

          創立 50周年記念行事（San Mateo County Event Center） 

10/12(土) イヤーブック撮影（小 1～2年、6年） 

高等部進学説明会（中高部） 

授業参観・個別懇談（中高部） 

オープンスクール（中高部） 

秋祭り（幼小部） 

高等部進学説明会（中高部） 

授業参観・個別懇談（中高部）13:05下校 

オープンスクール（中高部） 

10/19(土) 個別懇談（中高部） 

 

授業参観・個別懇談（小学部）全学年 13:40下校 

個別懇談（中高部）14:10 下校 

10/26(土) 保育/授業参観・個別懇談（幼小部） 

個別懇談（中高部） 

 

保育参観・個別懇談（幼稚部） 

個別懇談（中高部）14:10 下校 

イヤーブック撮影（中 1～2年、中 3年 1組、高

2年 1組） 

 

  人事異動 

  

退職：中高 SF教員 カードン由紀（6月 29日付） 

採用：中高 SF教員 星野和実（8月 31日付） 
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