
のぞいてみよう～



はじめに
• 保護者委員会（パンダ会）役員の活動の紹介です。
是非お読みください。短時間で読み終われると思います。

• 活動内容は、できるだけシンプルに分かりやすくまとめました。

• 今年度、変えたこと、工夫したこともまとめてあります。
2021年度は、「より楽に、楽しく」活動できるように、工夫してきました。
楽になれば負担じゃなくなる、楽しければ苦痛じゃなくなると思っています!

• 役員をやってみて…は、2021年度役員の生の声をまとめました。

• 2022年度役員選出に向けて…
少しでも関心、興味を持っていただけたら…
学校、子どもたち、保護者の役に立つ活動だと分かっていただけたら…
そして、楽になっているよ、意外と楽しいよと分かっていただけたら…嬉しいです。

• 今後とも、パンダ会の活動へのご理解・ご協力をお願いします。

2021年度パンダ会役員一同
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• 活動内容の検討・改善、より良い体制・参加しやすいしくみ作り
• 「どうしたらより子どもたち、学校、保護者の為になるか?」
• 「どうしたらもっと楽に、楽しくなるか?」
• 「どうしたら活動が見えやすく、参加しやすくなるか?」…

• 円滑なコミュニケーション（学校・活動チーム・保護者）維持!

2021 執行部

学校や子どもたち、
保護者の役に立てる

充実感

オンライン活動が主!
自分のペースで

時間配分しやすい

WeChat＆金数据で
かなーり

効率的・楽ちんに!

働く保護者でも
活動できています!



具体的な活動
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執行部

今年変えてよかったこと

 “できるひとが できるときに できることを!”で
より多くの保護者の参加を得られた
様々なサポーター制度にチャレンジ

 金数据で保護者の意見を積極的に収集
意見収集・集計・報告も簡単に!

 オンライン化で時間の制約・拘束から解放
業務連絡、資料提出も基本すべてオンライン!

 電子マネー活用で会計業務を軽減!
会費徴収や各種精算を完全キャッシュレスに

 より分かりやすい情報発信!
 「パンダ会だより」「総会資料」等の紙面刷新
保護者グルチャ、HP掲載の積極活用

 より身近で気軽で楽しいイメージに…
愛称「パンダ会」に!儀礼廃止

 組織運営
• 総会開催実施

• クラス世話役・次期執行部役員・監査
役の選出、サポーター対応

 既存活動の改善、新規活動の検討

 予算・決算、出入金・収支管理、監査

 活動状況の報告・記録

 各種連絡・連携・相談・支援
• 学校（代表委員会など）、各チーム、
クラス世話役 など



メンバーと役目
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執行部

会計 2名
・予算書/決算書の作成
・会費の徴収
・諸経費の精算
・監査対応 など

副会⾧ 2名
・会⾧補佐
・新たな取組みの推進
・金数据作成
・中国語担当 など

書記 2名
・お知らせ文書作成
・JSBホームページ掲載
・文書データ管理
・議事録作成、保存 など

会⾧ 1名
・執行部全体の取りまとめ
・学校との連絡窓口
・理事会出席 など

※色々な活動は各自の役割を踏まえつつ、その時々のメンバーの状況により、
執行部内で臨機応変に分担して取り組んでいます

会計は日常生活に
通じるところがあるので、
身近に感じることが
多いです。
完全キャッシュレス、
オンライン対応で、
負担は大幅軽減して
います。

全体の活動を見渡し、
意見を聞き、相談を受
けたりしながら「楽に
楽しく」なるよう、活動の
調整などを行っています。

臨機応変に会⾧や全
体のサポート対応。
2021年度は、宅配弁
当のしくみづくり・改善に
取り組みました。

各種文書の作成は、
執行部内で分担した
り、校正したりしている
ので、負担軽減されて
います。
細かい校正や学校の
事前チェックは不要に
なってます。



2021 広報チーム

• 広報誌「天天開心」を発行しています（各行事の撮影・編集など）
• 広報誌を通じて、他の在中日本人学校との交流もしています

学校行事を通じ
子どもの成⾧を間近で

感じられる

学校・先生との
距離が縮まる

PCスキルも
向上

自分たちの手で
誌面を作り上げていく

達成感



具体的な活動

 広報全般のスケジュール調整、
撮影管理・撮影、編集

 関係各方面とのコミュニケーション
• 学校、執行部、サポーター、他校

 サポーター募集・活動手配

 写真データ管理
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今年変えてよかったこと

 広報誌の編集を外部業者委託から、自力編集に!
編集代削減 (10,000元→0元)
やり取りする時間も節約

 印刷冊子から、電子版へ!
印刷代削減(10,000元→0元)
パンダ会HPでいつでも閲覧可能
良い写真を枚数制限なく掲載可能!

 撮影サポーター制度で撮影上手なパパ参加
ステキな写真がいっぱい

広報チーム



2021 文化体育チーム

アイデアや意見を
だせる!

何かと助かる
JSB Tシャツ!

子どもたちや先生が
新しいJSB Tシャツを

着ているのを見ると嬉しい
活動を通して

感謝し感謝され…
気持ちがつながる

• Ｔシャツ販売（2回実施）、トレーナー販売（１回実施）しました
• 記念品選定・贈呈（卒業生）の対応もしています



具体的な活動

Ｔシャツ・トレーナー発注業者との
交渉・注文・連絡（日本語対応）

販売用文書・注文フォームの作成、
注文受付・集金・配布

在庫管理

仕分けサポーター募集・活動手配

卒業記念品の交渉・注文・連絡・調整
(中国語対応)
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今年変えてよかったこと

 Ｔシャツ・トレーナー在庫を削減
管理しやすくなりました!

 トレーナーを３色展開に!
販売数もUP

 チームリーダーが率先して
Ｔシャツ・トレーナーを着用!

 仕分けサポーター募集
多くの方の協力を得られた
仕分け作業がより早く、より楽に!

文化体育チーム



先生方との
コミュニケーションの機会

が増えた

学校の状況を
より深く知ることが

できた

子どもたちの安全を守る
大切な活動だと実感

金数据など
新しいデジタルツールが
使えるようになった!
そして、活動も改善

2021 通学安全チーム

• 学校や保護者、公寓担当者や運転手と連絡を
密に取りながら、子どもの登下校時の安全を守ります

※2022年度より「通学安全委員会」から「通学安全チーム」にかわります



具体的な活動

児童生徒および通学方法情報管理
通学関係者との連絡

• 通学方法別グループチャットの管理
(公寓・不動産/グループバス・個人通)

メールなどの問い合わせ対応
緊急時の連絡対応
イレギュラーの下校時刻のリマインド
関連書類の更新、文章チェック
（通学ルール、グルチャ案内文など）
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今年変えてよかったこと

 通学カードを廃止!
 金数据を積極的に導入し、情報収集が楽に!

バス情報収集、運転手・添乗員の変更、バス委員
会議の事前アンケートなどが格段に楽に!

 オンライン会議で打合せ効率化
具体的な話を進める時はリアルで会話が早い!

 個人通グルチャでリマインドを開始
イレギュラー時も確実な引き渡しができた

 公寓担当者グルチャを新設
通安と担当者が直接連絡可能に!
問題解決がスムーズに!

通学安全チーム



2021 宅配弁当チーム
• 「宅配弁当」で毎日のお弁当をサポートします。
• サポーターのシフト組みやほっともっとさんとやり取りをしています。

運営サポーターや
弁当サポーターの皆さんに

支えられてここまで来れました!
大きな達成感!

子どもたちに
お弁当を届ける

やりがい

新メニュー選定や
改善提案ができる

困った時、疲れた時…
あってよかった
宅配弁当!

※2022年度より正式に「宅配弁当チーム」を立上げます



具体的な活動

お弁当カレンダーの作成
• お弁当メニュー組み

サポーター募集・シフト組み
新メニュー検討

• 試食会の実施

グループチャットの管理
• お弁当連絡グルチャ・弁サポグルチャ

各種マニュアルの更新
• 注文マニュアル、サポーターマニュアル

ほっともっとさんとの連絡・相談
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今年変えてよかったこと

宅配弁当チーム

 注文と集金を一本化!
作業量激減
注文しやすくなりました

 わかりやすいしくみ作り!マニュアルを整備
注文方法・注意事項徹底で事前に問題回避
サポーターも楽に!トラブル対応もバッチリ!

 お弁当カレンダーを作成!
子どもたちと一緒に選びやすい
注文の予定が立てやすい

 試食会を実施し、レポートで情報発信
保護者の視点で、お弁当の量・味・食材の心配に
対し、イメージをつかみやすくしました



役員をやってみて…
「やってよかったと思う:4.46点」
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• 学校や子どもたち、保護者の役に立てる
• 学校とのコミュニケーションが増え、わが

子が学ぶ学校のことをより理解できる。
学校に入る機会があり、学校の様子が
よくわかる

• 新たな出会いがあります!
交友関係、人間関係の幅が広がります!
視野が広がる!世界が広がる!

校⾧・教頭先生など直接話を
する機会が増えるので、
その時々の学校の状況、
背景や考え、悩みなどを

タイムリーに知ることができ、
理解が深まりました

多少なりとも
貢献できる

充実感があります

コロナ下で
学校の中の様子を
知る機会が少ない中、
学校に出入りできる
のは役得です

パンダ会の活動に参
加しなくても済むかも
しれないけど、やった
だけ自分に返ってくる
無形のギフトもある!

優秀な保護者、
アクティブな保護者が多くて、
学ぶこと、刺激を受ける
ことが多いです!

役員をやらなかったら
出会わなかったかも?

…という出会いが
あります

いろいろな背景・経
歴・経験・考えをもつ
保護者と話ができて、
視野が広がりました

これまでの交友関係とは
違った知り合いが増えて
面白いです

※点数は5点満点評価で、2021年度役員アンケート回答の平均値です



役員をやってみて…
「活動は楽しい。やりがいを感じる:4.38点」
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• もっとよくできないか?楽にできないかと
話し合っている時間が楽しい

• 改善したり新しいことに挑戦できる

• 学校、保護者、他の関係者と良いコミュ
ニケーションがとれているなと感じる時、
やりがいを感じる

• ひとつの仕事をやりきると達成感ある!

学校と子どもたち、保護者
（自分たち）の為に…

という共通の考えの下で、
アイデアを出し合ったり、

相談している時、
やりがいを感じる

多くの人と
一緒に活動していると、
大人の部活・サークル
活動みたいで楽しい

考えやアイデアが
形になっていく
過程が楽しい

保護者の意見や指
摘を、すぐに学校に
伝えたり、改善に
つなげていける

新しい
取組みや改善が

実現したとき

クラス世話役さん、
サポーターさん、保護者の

皆さんの反応が良く、
協力してもらえていると

実感する時

•JSB Tシャツを着ている子ども
たちや先生方を見かけたとき

•広報誌がHPに掲載されたとき
•バス委員会議が終わったとき
•全世帯の会費がそろったとき

活動をねぎらって
くれたり、温かい
言葉を掛けて
もらった時は
やはり嬉しい

※点数は5点満点評価で、2021年度役員アンケート回答の平均値です



役員をやってみて…
「新たな気づき・発見がある:3.92点」
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• 学校は多くの人に支えられているんだなと
いうことが、イメージだけでなく実感できた

• 変えようと思えば、変えられるということ
• やってみると楽しいことの方が多いこと

歴代の役員、学校の先生、
一緒に役員をしている仲間、

サポートしてくれる保護者の皆さん
に感謝の気持ちでいっぱいです!

多くの保護者が
熱心に取り組んで

いるんだなということ

執行部役員が学校と
連携して陰で支えてい
てくれているお陰もあり、
子どもたちが健やかな
学校生活を送れて
いるんだということ

学校・先生方は子
供たち、保護者の
為にとても頑張って
くれているということ

実際に動けば、
意外といろいろ

できちゃうということ

実は
いろいろ変えても、
いろいろ提案しても
いいんだなということ

想像していた活動は…
ガチガチで緊張感に溢れ、
さらに拘束時間が⾧く、

保護者の目も厳しいのではなど、
今から思えば妄想に近いものが

ありました…

環境や時代の
変化に合わせて、
変えていけるもの
なんだなと実感

※点数は5点満点評価で、2021年度役員アンケート回答の平均値です



役員をやってみて…
「思ったより楽:3.77点」「時間的負担が大きい:2.54点」
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• ありがとうWeChat（微信）!
• ありがとうJinshuju（金数据）!
• その他いろいろ…

• 時間的負担感は、担当する仕事の性質
や時期などで感覚が違うので一概に言え
ない…

情報収集がjinshujuで
簡単に出来るようになった。
実施も集計は楽ちんに!
総会決議や各種募集・

アンケートなど…

色々な連絡体制が
グルチャで整えられた!

色々な打合せが
WeChatで済む!

• サポーターの協力
が得られている

• 学校に行く回数
が少ない

• 出来ない、できて
いないと言える雰
囲気がある

アナログ作業が
減った!
印刷物、現金を
扱わないなど・・・

合理的か、
気持ちよく出来るかが

ポイントかも

オンライン対応が多い
ので、自分のペースで
時間配分しやすいの
は助かっている

やる以上はある程度時間が
かかるのは当然なので、
プライベートが犠牲になると
いう受け止め方はしていない

特定の時期は忙しいが、
それ以外はそれほど
時間をとられない

（活動に波・むらがある）

噂に聞くほど
仕事は多くない

※点数は5点満点評価で、2021年度役員アンケート回答の平均値です



役員をやってみて…
「辛いこともある:1.92点」「人間関係が大変:1.38点」

色々心配して仕事増やしたり、
神経をすり減らして疲れるより、

気楽にやって大丈夫!
と思うこの頃

保護者の皆さんが
協力的で

対応が早い!

活動する側が思うより
保護者は寛容?

保護者からの連絡は
とても丁寧。

理解があって、感謝の
気持ちをもって接して
くれるので恐縮する

ことも…

• 保護者は協力的、友好的な人が多い
• クレームらしいものはゼロ
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最初は
プレッシャーや緊張感を

感じていたけれど、
周囲がとても協力的で

肩の力が抜けた

• 疑問質問、困ったことなどは、
その都度相談して解決できました

• 出来ないこと、困ったことは、素直に言うと、
周囲がアイデア出してくれたり、代わってくれたりしました

• Jinshujuの作り方・使い方は、
知っている人が丁寧に教えてくれました

• みんな生き生き活動しているので元気づけられます

サポーターが
集まらないのでは
ないか?…と心配する

中国ならでは?の
突然の変化に
対応しなければ
ならないことも

• 辛いこと、困ること、プレッシャーを感じる
ことなど、ゼロではありませんが…
特にない・あまりないという人も多いです

※点数は5点満点評価で、2021年度役員アンケート回答の平均値です



あなたも
参加してみませんか❤

✉ パンダ会メールアドレス
jsbpanda@yahoo.co.jp 

もっと詳しく知りたい方
ご意見・ご要望・ご質問は

下のアドレスまで!


