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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 3年度第 1号 2021 年 4 月 15 日 

          
   理事⻑あいさつ      松浦克次 理事⻑                           
 本校の⼤きな特徴はアメリカに
ありながら⽇本語で⽇本の⽂化を
学べるところにあると私は思って
います。⽇本語で授業を受けると
いう⾔語の部分ももちろん⼤切で
すが、⽇本⽂化を学ぶことも近年
では更に重要度が増しているよう
に感じます。 
 ここ補習校にはそういった複数の⽂化を理解している
バイカルチャー、マルチカルチャー⼈材が育ちやすい
環境があります。将来、本校で学ぶ⼦供たちが国際舞
台で必要とされる⽇が来ることを想像すると、理事と
して補習校に携われることを誇りに思います。 
 今年はオンラインでスタートを切ることになります。 
「“点”と“点”の繋がりは過去を振り返った時にしかわ
からない。だから今やっていることが将来の“点”とし
て実を結ぶと信じて進むしかない。」というスタンフ
ォード⼤学での故スティーブジョブズ⽒による卒業式
スピーチの⼀節が好きで、よく思い出します。 
 コロナ禍の今、社会は良い状況とは⾔えません。補習
校も同様です。しかし今、⼦供たちに何をしてあげら
れるのかに注⼒し、将来に繋がる“点”を打ち続けるこ
とが必要だと思います。そして将来、今⽇という⽇を
振り返った時にその“点”が実を結ぶことがあると信
じ、学校、保護者が⼿を取り合って⼀歩ずつ進んで⾏
ければと思います。 
 今年⼀年、どうぞ宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 

 
 校⻑あいさつ                ⼟屋和也 校⻑ 
  アリゾナ州・グランドキャニオンの脅威の景観は、
主にコロラド川の浸⾷により６００
万年の時間をかけて形成されたと考
えられています。平均の⾕の深さは１
２００m あり、東にロッキー⼭脈、⻄
にシエラネバダ⼭脈の激しい地殻変
動に挟まれながらも、コロラド⾼原が
穏やかに隆起してきたことで、⽔平に
堆積された美しい地層が奇跡の絶景を⽣み出しました。 
現在、⽇本の学校教育は穏やかには⾒えますが、⼤き

な変⾰の時期を向かえています。社会の変化に対応し⽣
き抜くために必要な資質・能⼒を備えた⼦どもたちを育
むことを⽬指し、学習指導要領の改訂が⾏われました。
その中で学⼒の３要素「知識・技能」「思考・判断・表
現」「主体的に学習に取り組む態度」に着⽬して授業改
善が⾏われています。私たち補習校の学習でも、この３
つの観点で授業をすすめ、将来役に⽴ち、⽇本⼈のアイ
デンティティを理解し「いつか世界の懸け橋に」なるこ
とを願っています。しかし、昨年から⻑く続いたコロナ
禍での⽣活は、「将来役に⽴つから、しっかり勉強しよ
うね」では、⼼の折り合いがつかなくなっているのでは
ないでしょうか。標⾼２０００ｍのグランドキャニオン
を⽬の前にした時の、その奥⾏きの深さや広⼤な横の広
がり、⾕の深さというダイナミックな３Dの視覚的な⾯
⽩さや、⾵の⾳や冷たさ、匂いはオンラインでは感じる
ことができないものだと思います。今年度の授業のスタ
ートはオンラインにて実施しますが、⼦どもたちにとっ
て、⼀つでも多く学びの実感がもてる授業をつくってい
きたいと考えています。 

本校の今年度の重点⽬標は「⽇本語で学ぶ楽しさを感
じる授業」です。 

今を⽣きる⼦どもたちが、ワクワク・ドキドキする瞬
間や経験を味わい、輝いて⽣きていることを実感する補
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習校を⽬指したいと思います。 
 

 

 新理事所感 (役員・五十音順)  
 

 ⾦⼦さと恵     （副理事⻑・法務委員⻑） 
 昨年度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。 
 オンライン授業、授業の録画
など学校に通えない状況が⼀年
と続く中、どの様な状況であっ
ても⼦供達に⽇本語教育を尽⼒
されている先⽣⽅をはじめ多く
の保護者の⽅々と供に、少しでも補習校の運営や発展
にお役に⽴てるよう微⼒ながら精⼀杯努めて参りま
す。 
 

  ⾼橋慶太            （財務役・財務委員⻑）  
  「やまなみ」もちゃんと⽬を通してないし、理事会
というものが何をする集まりなのか全
く知らない⾃分ですが、⼈が⾜りない
ということで今年から⼊ることになり
ました。おそらくこんな空気の読めな
い素⼈だからこそ出来ることもあると
思うので、⾃分なりに頑張ろうと思い
ます。 

 

  佐伯あや              （監査役・総務委員⻑） 
 今年度も、オンライン学習での
スタートとなりました。このよう
な困難な状況でも、希望を持って
⽇本語および⽇本⽂化の学習を⼀
⽣懸命続ける⼦供たち、実際の教
室と変わらない授業を⾏うために
⽂字通り昼夜を問わず⼼⾎を注いでくださる教職員の
皆様、そして背景でさまざまな変化への対応をしてく
ださる事務局や IT ボランティアの皆様を少しでもサポ
ートできるよう、理事会の⼀員として尽⼒する所存で
す。 

⼀年間よろしくお願いいたします。 
  

斎藤千尋 
昨年度に引き続き理事会に参加さ

せて頂くことになりました。サンフ
ランシスコ校に中１と⼩２の娘がお
世話になっています。私⾃⾝も昔、
NYにて⽇本語補習校に通った時期
があります。 

 まだまだコロナ禍で先の⾒えない中での今年度スタ
ートとなっておりますが、この体験も全て、世界へ⽻
ばたく⼦供たちの成⻑の糧となることを願ってやみま
せん。誠に微⼒ですが、今年度もどうぞよろしくお願
い致します。 

 
 ⽥中真左⼦ 
 本年度よりサンフランシスコ
保護者会 副会⻑として理事会に
参加させて頂くことになりまし
た。新型コロナウィルスとの戦い
も新しい局⾯に⼊り、明るい兆し
も⾒えてまいりました。⼦供達に
⼀⽇も早く安全に、安⼼して学べる環境が提供できる
よう、補習校の運営に微⼒ながらもお役に⽴てればと
思っております。⼀年間どうぞよろしくお願い致しま
す。 
 

壇洋⼀郎  
 今年度も理事会のお⼿伝いをさせ
ていただくことになりました。⼩学
校 5年⽣の⻑男と⼩学校 1年⽣の次
男がサンノゼ校でお世話になってい
ます。⼦どもたちが充実した学校⽣
活を送れるように、理事会の活動を
通して補習校の運営のお役に⽴てればと思っていま
す。⼀年間どうぞよろしくお願いします。 
 
 外⼭史晃  
 今年度、サンノゼ校保護者会会⻑
と併せて理事を務めさせていただき
ます。現在⼆度⽬のアメリカ⽣活中
で通算すると 18年、⼦供が補習校に
通い出して 6年⽬になります。 
 さて、ここで⾃⼰紹介⽂を書いて
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も今これを読んでいるのは補習校への理解や思い⼊れ
が強い⽅、もしくは"たまたま"リンクを押していただ
いた⽅のどちらかであり、⼤半の⽅は今までの私がそ
うであったように理事会のことをよく知らないし、そ
もそも理事会と保護者会の区別もつかない、という現
状だと思います。 
 せっかく理事をやらせていただく機会を得たので、
全ての保護者、及び学校関係者に理事会の活動を理解
していただき、「補習校のあるべき姿、⽬指すものは
何か？」という点において衆智を集めて取り組みたい
と思います。ご協⼒よろしくお願いします！  
 

 ⻭⿊成⼈ 
 昨年４⽉には、オンライン授業
サポートメンバーにより、Google 
Classroom、およびZoom の環境を
整えていただきました。また、10
⽉には System50協議会メンバー
により、Slackを⽤いた「補習校ポ
ータル」の基本部分が導⼊され、今年度のオンライン
授業の準備は 80%が⾃動化されました。今年はコロナ
後も⾒据え「⽇本語で学ぶ楽しさを感じる授業」を⽀
える安全で統合された補習校システムを⽬指したいと
思います。システム構築に携わるメンバーは随時募集
していますので、まずは SlackのDMでお知らせくだ
さい。引き続きご家庭でのお⼦さまの学習⽀援をよろ
しくお願いいたします。 
 

林俊之 
本年度より、理事会に参加させて

頂くことになりました。中学 3年⽣
の息⼦と⼩学 6年⽣の娘がサンフラ
ンシスコ校に通っており、今年で補
習校も 9年⽬となりました。 
 皆様も御存知の通り、昨年度は⼤
変なチャレンジを強いられた補習校ですが、結果的に
新しい取り組みを成功させることができ、改めて保護
者の皆様や先⽣⽅から⽀えられている補習校のコミュ
ニティの強さを感じました。 
 今年度もまだ先が⾒えない状況はしばらく続くと思
いますが、理事会の活動を通して、補習校コミュニテ
ィのさらなる挑戦、発展に貢献できればと考えていま

す。⼀年間よろしくお願いいたします。 
 

 武藤結花 
 2021年度、理事会に参加させていた
だきます、武藤結花と申します。 
 昨年来、「新型コロナ」という難⾯
に直⾯し、異例の新しい形での学校運
営が続いております。⽇に⽇に状況が
変化する先⾏き不透明な中、⼦供たち
の安全と安⼼を最優先に、「世界の架け橋」となる⼦
供達の明るい未来を⽬標に、理事会活動に取り組んで
⾏く所存です。 
 また、⼦供達の輝く笑顔と笑い声が、⼀⽇も早く教
室に戻れる⽇が来るように、このコロナ禍を乗り越え
て⾏きたいです。皆様のご助⼒、ご⽀援を賜りますよ
う、どうぞよろしくお願い致します。 

 

⼭神翔⼦ 
 2021年度のサンノゼ保護者会副
会⻑として理事会に参加させてい
ただくこととなりました。サンノ
ゼ校の 3年⽣に息⼦が、幼稚部に
娘がお世話になっております。 
 昨年度に続きオンラインでのス
タートとなりますが、⼦供達だけではなく親⼦揃って
楽しんで補習校に通えるように尽⼒したいと思ってお
ります。この状況で臨機応変に、変更等に対応して少
しでも補習校の運営のお役に⽴てるように頑張りま
す。どうぞよろしくお願い致します。 
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  事務局よりお知らせ 
 

  ⼈事異動 
 
 退職 幼 SF教員  清⽔順⼦     3/31付け 
 退職 ⼩ SF教員  ⾺屋原法⼦    3/31付け 
 退職 ⼩ SF教員  村上良⼦     3/31付け 
 退職 ⼩ SF教員  ⽥中理恵     3/31付け 
 退職 幼 SJ教員  平野孝栄     3/31付け 
 退職 ⼩ SJ教員  メーソン公⼦   3/31付け 
 退職 幼 SJ教員  近藤眞知⼦    3/31付け 
 退職 ⼩ SJ教員  ⼭⽥和⼦     3/31付け 
 退職 ⼩ SJ教員  岡村裕⼦     3/31付け 
 退職 ⼩ SJ教員  ウォルバートミキ 3/31付け 
 退職 ⼩ SJ教員  永⼭⽂江     3/31付け 
 退職 中⾼ SJ教員 増⽯哲也     3/31付け 
 採⽤ 幼 SF教員  福本規⼦     4/1付け 
  採⽤ 幼 SF教員  曽我絵⾥     4/1付け 
 採⽤ ⼩ SJ教員  レングレット真⼸ 4/1付け 
 採⽤ ⼩ SJ教員  前⽥陽⼦     4/1付け 
 採⽤ 中⾼ SJ教員 塩⾕満優⼦    4/1付け 
 異動 幼⼩ SF→中⾼ SF 岩政久美⼦  4/1付け 
  異動 幼⼩ SJ→幼⼩ SF 菅原路代   4/1付け 
 異動 幼⼩ SJ→中⾼ SJ ⽔澤隆⼦    4/1付け 
 
 
  
   4 ⽉〜5 ⽉の⾏事予定 
 

日付 サンフランシスコ校 サンノゼ校 

4/3(土) 入学式・始業式 入学式・始業式 

学級懇談会（SJ 校：

幼稚部・小 1） 

4/10(土)  学級懇談会（SJ 校：

小 2〜4） 

4/17(土)  学級懇談会（SJ 校：

小 5〜6） 

4/24(土)  中学部入学試験説明会

（幼小部） 

5/1(土) 保育/授業参観・学級

懇談会（幼小部） 

 

5/8(土) 中学部入学試験説明

会（幼小部） 

 

5/15(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） 

5/29(土) 前期中間テスト（中

高部） 
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