2021 年 10 月 29 日

いつも読んでくれてありがとう！

パンダ会だより

NO.4

(保護者委員会だより)
北京日本人学校 保護者委員会（愛称「パンダ会」） 執行部
今年度も半分が過ぎました。これから北京は寒い季節を迎えますが、子どもたち、保護
者ともに健康に気を付けて過ごしましょう！
今年度は、サポーター制度など新たな取組みを試みたり、これまでの活動に一部改善を
加えたりしてきましたが、残りの期間、保護者の意見を踏まえつつ、今後どうするかを検
討していきたいと思っています。今後の活動の参考にすべく「パンダ会活動に関するアン
ケート」を実施しました。全体の三分の二にあたる 101 世帯より回答が寄せられました。
ご協力、ありがとうございました。アンケート結果は、少しずつ公表していきます。

◎「パンダ会活動アンケート」結果-パンダ会だより編
「パンダ会活動アンケート結果報告」は、まず「パンダ会だより編」から…
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「パンダ会だより」は毎回読んでいる
「パンダ会だより」はわかりやすいと思う
おたよりやお知らせに
誤字脱字などのミスがあったら気になる
はい

どちらかと言えば、はい

どちらかと言えば、いいえ

いいえ

多くの方が「パンダ会だより」を読んでくれているとわかり、発行者としてはうれしいで
す。これからも、シンプルで分かりやすいおたより作りをしていきます。
誤字脱字などのミスがないように…とは気を付けていますが、プロではないので若干のミ
スはつきもの。約 8 割の保護者は「ミスは気にならない」ほう…全般的に寛容ということも
分かって、気が楽になりました。
（会長より感想）実は役員内では「ミスは気になる…」という声は多め。JSB は自分に
厳しく周りに優しい保護者が多い学校なのかなと思いました。
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◎執行部活動報告
チーム活動の報告はこれまでのおたよりにも書いてありましたが…「そういえば執行部の
ことは書いていなかった！」と思い、今更ながら最近の活動・今後の活動を簡単に報告。代
表委員会では、「健康観察報告」の Forms 移行に関する事前意見交換なども行いました。
執行部の活動は、基本的に保護者組織として必要な規則・規定、総会、会費、記録などを
管理すること、学校や活動チーム、保護者とコミュニケーションすることを基本に、「何を
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？」を考えて取り組んで
います。
〈最近の活動〉
 代表委員会開催（10/18）
 中間監査実施（10/19）
 通学安全委員会に関する学則・保護者委
員会規則改定案作成（理事会承認済）
 保護者アンケート企画・実施
 次期役員選出に関する検討開始
 学用品情報アンケート
（クラス世話役対象）
 「パンダ会だより」発行」
 宅配弁当関連

〈今後の予定〉
 臨時総会開催準備
 次期役員選出に関する検討・選出
 学用品情報提供の検討
 年度末の担任の先生へのメッセー
ジカード等の検討
 「パンダ会だより」発行（継続）
 宅配弁当関連（継続）

◎会計中間監査を行いました
10 月 19 日、中間決算監査を行いました。執行部会計が「中間決算報告書」をまとめ、
監査役 2 名の監査を受け、無事「適正であると認める」との監査意見をもらいました。
詳細は学校 HP の「2021 年度保護者委員会 中間決算報告書」で確認できます。
http://jsb.official.jp/archives/6522

◎臨時総会の開催を予定しています
11 月に臨時総会開催を予定しています。主な議案は以下の通りです。
〇保護者委員会規則・運営規定の改定（主に組織調整、役員人数関連）：
学校運営理事会の学則改定により、通学安全委員会の位置づけが変わります。次期
役員選出前に、組織・役員に関する決議を行います。
〇保護者委員会繰越金による学校寄付金の使途承認：
年初の保護者委員会定期総会にて決議された「父母会繰越金 10 万元による通学管
理シスム導入の白紙撤回」後の新たな使途について学校と話し合いを重ねた結果、
「①ICT 関連のインフラ整備等、②図書室充実に向けた取組み」とする案が出てい
ます。
☆臨時総会開催案内は、準備が整い次第、別途保護者クラスグループチャットおよび北京
日本人学校 HP パンダ会コーナーでお知らせします。
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◎ほっともっと宅配弁当
利用者のご理解ご協力、お弁当サポーター、ほっともっと担当者のサポートにより、宅
配弁当がより身近で活用しやすいしくみになっています。ほっともっと担当者には、日々
きめ細やかな対応をしていただいています。日本人学校の子どもたちのためにメニュー開
発・提案もしてくださっています。10 月以降、新たに 3 つの新メニュー（天丼、赤飯天
ぷら弁当、サバ＆唐揚げ幕の内弁当）も登場しました！
ほっともっと（北京現地法人：北京好麦道）親会社であるプラナス社から、9 月末に心
強いお手紙をいただきました。下に一部抜粋して、紹介します。
弊社プレナス（北京好麦道親会社）としまして、日本の将来を背負う日本人学校の
生徒たちを食の面で全面的に支援申し上げたいと思います。つきましては、栄養バラ
ンスの取れたお弁当を設計しご提供申し上げたいと思います。
日本企業として海外在住日本人を食の面から支援するということは至極当たり前の
ことです。（中略）我が国の将来を背負う子供達を支援するのも、これは我々日本人、
日本企業としての使命です。

お弁当連絡グループチャットへの登録者は 119 名！リピーター多数！利用は時々でも
もちろん OK、いざという時の備えに平常時に一度試してみると子どもにとっても安心で
す。
注文の際には、「パンダ会だより宅配弁当特別号－宅配弁当試食レポート－」（10 月 14
日発行）や「お弁当カレンダー」（毎月月末発行）を、ぜひご活用ください！
☆

お弁当を初めて注文するときは下の 2 つの QR コードをスキャンしてください
宅配弁当注文は
こちらから

お弁当連絡グループチャット
（有効期限 11 月 5 日）
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◎チーム活動報告
文化体育チーム
昨年度より開始したトレーナー販売…今年度は灰色に紺色、黒色を加えて三色展開としま
した！ 120 枚を超える注文を頂きました。集金作業も、皆さんのおかげで速やかに終える
ことができました。ありがとうございました。
第 2 回 T シャツ販売の購入希望アンケートへのご協力もありがとうございました。アン
ケートの結果、在庫販売のみとなりました。詳細は、準備が整い次第お知らせします。
〈最近の活動〉
 トレーナー販売に係る作業
 第 2 回 T シャツ販売アンケート

〈今後の予定〉
 第 2 回 T シャツ販売に係る作業
 卒業記念品に係る作業

＜2021 年度 文化体育チーム

チームリーダー

比氣美紀＞

広報チーム
「２学期号」作成に当たって、各学年から撮影サポーターが集まりました。編集サポータ
ーへの応募もありがとうございます！
防疫の関係でイベント開催や撮影可否など不確定のところも多いですが、可能な範囲で作
成・発行をしたいと思います。次号の広報誌をお楽しみに！
〈最近の活動〉
 イベント写真撮影
 「2 学期号」作成・編集作業
 広報サポーター募集(撮影、編集)
 他校との広報誌交流について検討
＜2021 年度

〈今後の予定〉
 「2 学期号」発行・HP 掲載
 学習発表会のポスター掲示

広報チーム

チームリーダー

田川典子＞

◎通学安全委員会活動報告
9 月より通安と公寓担当者が直接情報交換できるグルチャを新設し、連絡やりとりがスム
ーズにできるよう工夫しました。バス委員の皆さんの負担軽減に繋がれば幸いです。
また 1 学期から始めた個人通グルチャでの「イレギュラー下校時リマインド」が好評で
す。個人通の方でグルチャに参加されていない方は、通安までご連絡ください。
〈最近の活動〉
 通学ルールの一部改訂（HP 更新済）
※個人通プラカードの表記を削除
 公寓担当者グルチャ新設（メンバー：公寓担
当者・通安・学校事務員）
 公寓担当者向け金数据フォーム作成
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〈今後の予定〉
 公寓バス委員作成資料類の把
握・整理
 次期に向けて引継ぎ資料の準備

 塾への利用者移動の安全対策強化申し入れ
通学に関するご不明点・お問い合わせは、下記メールアドレスまでご連絡ください。

✉

通学安全チーム専用メールアドレス
jsbtsuan@yahoo.co.jp
＜2021 年度 通学安全委員長

見市みちる＞

◎サポーターレポート（略して「サポレポ」）！
●「JSB トレーナー仕分けサポーター」
三色合計 120 枚を超える商品の仕分けを、10 名のサポーターとチームメンバー2 名で
行いました。
今回のサポーターさんは、転入間もない方、初参加の方、2 回目の方…と様々。皆さん
の協力もあり、予定していた作業時間を大幅に短縮することができ、かつ配布間違いなど
もなく、終始和やかに作業できました。ありがとうございました。
作業の流れ
○事前準備作業（文体チームで）
1．納入品の数を確認。
2．トレーナーを色・サイズ別に並べ、それぞれ購
入者名簿を置く。
3．購入者ラベルを準備
(長子クラス・氏名・購入商品・金額を記載)
○仕分け作業（サポーターさんと）
1. 1 人 1 枚ラベルを持ち、各色の注文サイズを
揃えて、クラス毎に分別(7 名)
→各色にチェッカーを配置(3 名)
2. パンダ会室に各クラス毎にまとめ、
担任の先生に引渡し。

作業完了！！

サポーターの感想
「作業工程も予め説明されていたので、スムーズに作業することができました。」
※“事前準備作業からサポーターが参加した方が、文体チームメンバーの負担をもっ
と減らせるのではないか”というアドバイスがありました。次回検討します。
「結果的に短時間作業だったので、余裕を持って作業ができました。」

5 / 7

●「宅配弁当運営改善サポーター」日々の運営＆試食会
「宅配弁当運営改善サポーター」は現在 7 人。お弁当メニューの検討、お弁当サポータ
ーシフトの管理、ほっともっとさんとの連絡など運営サポートを行っています。
二学期から、お弁当カレンダーの作成
も始めました。
9 月末には、宅配弁当運営改善サポー
ター+執行部役員の有志 10 人で、初の
試みとなる「試食会」をしました。主な
メニューと新規提案メニューを試食し、
保護者の率直な感想を「試食レポート」
にまとめました。
よりスムーズでより充実したしくみづ
くりに取り組んでいます。

●「弁サポ（お弁当サポーター）」宅配弁当配布
毎日お弁当サポーター1～2 名が交代で、学校で宅配弁当の配
布を行っています。現在サポーター登録 43 人！学校での子ども
たちの様子が垣間見れます♪
『お弁当サポーターは随時募集です！』
（クラス世話役やお近くのパンダ会役員、弁
サポ登録者にお問合わせください。）
約 30 分の簡単な作業です！初めての方は
経験者とペアでシフトを組むので安心で
す。
弁サポグルチャ加入はこちら→
（有効期限 11 月 5 日）

●サポーター随時募集！「皆さんもやってみませんか？」
できる人が、できるときに、できることを
今年度はより多くの保護者の方々に、気軽に参加していただけるよう、必要に応じ単発
のサポーターを募集しています。興味がある、やってもいいという方のご参加をお待ちし
ています！執行部では、これからも色々なサポーター活動を検討していきます。
サポーター参加は強制ではありません。参加されなくても大丈夫です。
とはいえ…何か興味のある活動、時間や方法が合う活動を見つけて、1 つくらい、1 回く
らいは参加してもらえると嬉しいです。
☆各活動で募集の詳細が決まりましたら、その都度お知らせします。
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◎保護者委員会室（「パンダ会室」）の表札を刷新！
長きに渡り父母会活動の拠点となってきた父母会室…名称が「保護者委員会」に変更さ
れ、愛称が「パンダ会」に決まったことに伴い、表札を新しくしました！新しい表札は、
子どもたち、保護者にも親しんでもらいたい、入りやすい雰囲気にしたいという思いを込
めて作りました。
「パンダ会室」は昇降口を入ってすぐ左側にあります。新型コロナウィルスによる防疫
対策の影響で、保護者が学校内に入る機会が少なくなっていますが、入校の機会がありま
したら是非チェックしてみてくださいね！

Before

After

新しい表札は、２つ作ってみました
時々交換するかも…

☆学校ホームページ内に保護者委員会コーナーがあります。会則、保護者による学校生活
をサポートする活動が掲載されています。ぜひご覧ください。
北京日本人学校

http://jsb.official.jp/

保護者委員会コーナーパスワード

jsbpanda2021

☆パンダ会の運営に関するご意見・ご要望などは、下記アドレスまでお知らせください。

✉

パンダ会メールアドレス

jsbpanda@yahoo.co.jp
以上
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