2021 年 12 月 30 日

もういくつ寝るとお正月…よいお年を！

パンダ会だより

NO.5

(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
二学期は、11 月の臨時総会開催、12 月次期役員選出と保護者の皆さんに色々協力いただき、あ
りがとうございました。それと並行して…T シャツ販売、広報誌発行、宅配弁当企画など…さまざまな活動
が展開されています。2021 年を振り返りつつ…最近の活動を是非ご覧ください。

◎2022 年度役員を選出しました
組織

執行部

役職

氏名（敬称略）

会長

〇板谷 美帆

中2

副会長

〇劉 夏子

小3

副会長

〇徐（木下）泱一

小１

書記

〇姜 郁美

中２

書記

羽田野

小５

1 月下旬より個別に連絡の上、

小１

引継ぎ等の対応を進めていく予定

会計

広報
チーム

文化体育
チーム

宅配弁当
チーム

〇森田 峻亮

皆さんのご協力のもと、無事役員
選出が終了しました。立候補の方、
ありがとうございます。抽選で決定さ
れた方、やってみると楽しいこともあ
るかも…

会計

陳

小３

です（通常 2 月より任期の通学安

リーダー

星野

小１

全チームは既に開始）。2022 年

小５

度に向けて、よろしくお願いします。
パンダ会の活動は、役員だけの

副リーダー

〇岡田 郁子

副リーダー

町田

小５

リーダー

安藤

小４

副リーダー
副リーダー

通学安全
チーム

長子学年

〇桜井 ひかり

小３

譜久原

小１

リーダー

〇永森 三知代

小２

副リーダー

〇田中 ちゃな

小３

副リーダー

〇高木 菜々

小１

リーダー

八重

です。サポーター活動、クラス単位の
活動、通学関連の当番…色々なと
ころで、それぞれ「できる時に、でき
る人が、できることを」…でお願いし
ます。

小３

注：表中の〇は立候補者です。立候補
者は保護者氏名、抽選で決定の方は児

副リーダー

〇吉山 淳子

小２

副リーダー

〇許（藤田）敏玲

中１
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ものではなく、保護者全体のもの

童生徒の姓で表記しています（保護者
代表氏名は後日確認予定）。

◎2021 年度通安チームリーダー交代
2021 年度通安チームリーダーの転出に伴い、以下のように交代いたします。
（現）見市みちる
（新）永森三知代

（2021 年 2 月 1 日～2021 年 12 月 31 日）
（2022 年 1 月 1 日～）

任期途中にリーダーが転出する場合、本来は現副リーダーからリーダーへ、補欠から副リーダーへの繰り
上げを行いますが、①残り任期 1 か月のみであること、②すでに 2022 年度リーダーが確定していることか
ら、2022 年度リーダーに 1 か月前倒しで就任していただくことにしました。ご承知おきください。
【退任のあいさつ】
新型コロナの影響を受けた 2020 年度から引継ぎを受け、2021 年は通学安全体制再構築を目標
に活動してきました。多くの方の協力のもと、この 1 年で体制を整えることができました。バス委員さん、運
転手さん、添乗員さん、公寓のバス担当者さん、保護者の皆さん、先生方…ありがとうございました！
任期残すところあと 1 か月での帰国となりましたが、次期通安リーダーが 1 か月前倒しでの交代を快く
引き受けてくださり、安心して帰国することができます。2022 年以降も通学安全チームの活動へのご協
力、よろしくお願いします！
（2021 年度通学安全委員会委員長→通学安全チームリーダー 見市みちる）

◎閑話休題！パンダ会室の入り口が進化しています
「パンダ会だより No.4」で表札刷新！をお伝えした後も…実は季節に合わせて表札が変わっています。
いまは「お正月バージョン」に、ドアのガラスにもパンダ丸親子？が出現。入校する機会がありましたら、是
非チェックしてみてください。気が付いてくれている子どもたちはどのくらいいるのでしょうか…？
<父母会室時代>

＜パンダ会室 2021 年 12 月＞

↑クリスマスバージョン
↓お正月バージョン
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◎執行部活動報告
臨時総会で、今後の活動組織・人数などについて承認いただき、12 月 13～20 日に次期役員選出
を行いました。防疫対策が続いている中、一堂に会して対面で説明することができないので、総会も役員
選出も関連資料を「出来るだけ見やすく・分かりやすく！」することにこだわりました。
次期役員選出を前に作成した「パンダ会役員活動の紹介」では、「役員がどんなことをやっているのか、
今年度どんなことが変わったのか」を簡潔に紹介し、そして「実際にやってみてどう思っているのか？感じてい
るのか？」をアンケートで収集した生の声をまとめました。パンダ会の活動が、より透明性高く、身近に感じ
るものに出来たらと思っています。
さて、パンダ会と学校の間では 2 か月に 1 度のペースで「代表委員会」を開催しています。「代表委員
会」とは、保護者と学校のコミュニケーションをより円滑にし、そしてより効果的に相互協力するために、
様々な確認や要望事項の提示、相談などをする場です。パンダ会からは執行部+各チームリーダーが、
学校からは細野校長、小川教頭が参加しています。12 月 15 日の第 4 回代表委員会では、防疫対
応のルールや要求事項の明確化及び実施徹底に関する議論、長期休止しているサークル活動に関する
対応など、さまざまな事項について話し合いました。
これからも、子どもたちの学校生活を支えるべく、各方面のコミュニケーションを促進していきます。
執行部 〈最近の活動〉

〈今後の予定〉



臨時総会開催、4 議案審議・承認



防疫対応徹底対応



次期役員選出に関する検討・選出



運動会写真共有対応

・保護者向け活動紹介（12/6）



年度末対応（離任教師記念品等）

・事前アンケート実施（12/13）



パンダ会室 断捨離＋大掃除

・抽選（12/20）



役員引継ぎ準備



年度末の担任の先生へのメッセージカード準備



「パンダ会だより」発行（継続）



学用品（書道）情報提供



宅配弁当関連（継続）



サポーター（図書ボランティア含む）記念品準備



代表委員会開催（12/15）



「パンダ会だより」発行



宅配弁当関連 など

◎チーム活動報告
宅 配 弁 当 チーム（ 仮 ） （2021 年度は執行部内対応）
クリスマス特別企画「ほっともっとクリスマスプレゼント（ちょこっとプッチンプリン）付きお弁当」は、
注文数 97 個と最高記録を更新しました（これまでの最高記録は 54 個）。
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いつもより多めで 60 個ぐらいかな…と予測していたのですが、どんどん注
文が増えて…夕方にはプレゼントが足りないことが判明！「プレゼントを楽し
みにしている子どもたちのために何とかしないと！」と、急遽ブラックサンダーを
手配しました。（1 日限りの特別措置です。本来学校へのチョコレートなど
のお菓子類の持ち込みは禁止です…）
当日のお弁当には、ほっともっとさんからの「Merry Christmas」のカード
までついていました。運営サポーターからの「クリスマスにプチスイーツを特別に
つけませんか？」という無茶な提案を真摯に受け止めてくださり、子どもたち
のために色々考えてくださったほっともっとさんに改めて感謝です。
ほっともっとさんへの日頃の感謝の気持ちを込めて、12 月 24 日午後に子どもたちからのお礼の言葉を
集めたメッセージカードを送りました。「子どもたちからの温かいメッセージが、素敵なクリスマスプレゼントにな
りました」と、喜んでいただけて、良かったです！。
1 月には、北京日本人学校専用に開発した新メニュー3 種が登場！
☆詳細は、29 日発行の「パンダ会だより 宅配弁当版試食レポート Vol.2」をご覧ください。
☆お弁当の注文方法・注意事項などは、毎月の「お弁当カレンダー」をご覧ください。
宅配弁当チーム 〈最近の活動〉



〈今後の予定〉

通常活動（日常連絡対応、シフト組み、お弁当カ



新メニュー採用（1 月 3 メニュー採用）

レンダー作成）



ほっともっと中関村店からの配達継続見込み

宅配弁当アンケート実施

などについての確認

 ほっともっとさんへ感謝メッセージ
 大晦日お弁当人気 No.1 メニュー採用


クリスマスプチデザート対応



新メニュー検討（試食会・改良対応）



お箸持参の呼びかけ（SDGｓ活動）

広 報 チーム
撮影サポーター、編集サポーターの方々の協力のもと 2 学期号を発行しました。体育館前廊下の掲示
板に、広報誌ポスター掲示をしています。是非お子さんにお伝えください。
広報チーム 〈最近の活動〉

〈今後の予定〉



イベント写真撮影



「3 学期号」作成・編集、発行・HP 掲載



「2 学期号」作成・編集、発行・HP 掲載



他校への広報誌送付



ポスター掲示(2 学期号)



次期役員へ引継ぎ資料の準備



「3 学期号」編集開始

＜2021 年度 広報チーム チームリーダー 田川典子＞
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文 化 体 育 チーム
第 2 回 T シャツ販売は、在庫のみ注文を受けつけました。多少ご不便をおかけしましたが、無事販売
を終えました。ありがとうございました。
また、小 6、中 3 の卒業生への卒業記念品を準備しました。卒業式で贈呈されます。
（卒業式を待たずに北京を離れる卒業生には、担任より順次贈呈されます。）
文化体育チーム 〈最近の活動〉

〈今後の予定〉



第 2 回 T シャツ販売に係る作業



引き継ぎ資料の作成



卒業記念品に係る作業



会計資料の作成



パンダ会室棚の整理

＜2021 年度 文化体育チーム チームリーダー 比氣美紀＞

通 学 安 全 チーム
11 月に北京日本人学校に不審電話が続いたことを受け、通安チームでは下校方法の見直し・改善、
特に個人通学の引き渡しルールの改善を行いました。あれから一か月以上過ぎ、新しい方法も随分定
着したようです。先日の断水による緊急下校でも、速やかに下校完了できました。ご協力、ありがとうござ
いました！引き続きご協力よろしくお願いします！
通学安全チーム 〈最近の活動〉


〈今後の予定〉

日本人学校への不審電話を受け、下校体制強化



後任との顔合わせ・引継ぎ

（特に個人通の引き渡しルールを強化）



家庭環境調査（通学カード対応部分）



断水による緊急下校対応

の文言変更提案



個人通グルチャ参加者の照合、未加入者補完



引継ぎ対応

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 通学安全チームリーダー 見市みちる＞

◎サポーターレポート（略して「サポレポ」）！
●広報サポーター（撮影サポーター、編集サポーター）
日々の学習の様子に加えて、何かとイベントの多い２学期…学習発表会、宿泊学習、修学旅行…
子どもたちの様子を伝える広報誌作成へのご協力、広報サポーターの皆さん、ありがとうございます！
３学期号もよろしくお願いします！
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●中国語サポーター（略称“中サポ”）始動！
11 月上旬に始動し始めたばかりのサポーターチーム。現在 8 人が参加しています。
複数の中国語ネイティブが意見を出し合うことで、総会資料、役員選出関連の資料…中国語版の
出来は過去最高！です。このほかにも、学校からの緊急連絡（下校方法の変更、断水による緊急下
校など）の中国語対応でも大活躍！学校からも周知徹底に役立っている大感謝されています。
すべて WeChat のやり取りで完結（その為、写真などはなくて残念…）、その時にやれる人が手を挙
げて対応しています。興味ある方、いつでもご連絡ください！

●お弁当運営・改善サポーター
普段は、お弁当サポーターのシフト管理やお弁当カレンダーの作
成、日常的な連絡対応などを行っています。また、試食レポートに
もあるように、新メニューの試食なども行っています。
12 月からは、お箸持参・使い捨ての割りばし節約の呼びかけ
も行いました。（これらの活動は、2022 年度「宅配弁当チーム」
に移管予定です）

●お弁当サポーター（略称“弁サポ”）
毎日、1-2 人の当番が、お弁当配布を担当しています。
12 月 24 日 97 食は、お弁当サポーター4 人体制で配付し
ました。保護者の皆さんがしっかり子どもたちに受け取りの案内を伝
えてくれていたのか、みんなきちんと並んでくれて、いつもと同じ時間
内に配布を終えることができました（かなり達成感あり）。
低学年がブラックサンダーかプリンか…真剣に悩むかわいい姿
や、大きな中学部の生徒でも嬉しそうに喜ぶ姿に、配付する側もうれしくなりました。

◎サポーター記念品…作成中？
今年度のパンダ会は「できる人が、できるときに、できることを」をモットーに、
サポーター制度を立ち上げて取り組んでいます。子どもたち、学校のために、サ
ポーターとして活動に参加してくれている皆さんに…現在執行部ではサポータ
ー記念品を作成中。さて、ここでクイズです。
クイズ① サポーター記念品は、一体何でしょう？（左写真がヒント？）
クイズ② 2021 年度、これまでに各種サポーター活動・図書ボランティア
に参加した保護者は、のべ何人でしょう？（只今集計中…）
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●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、必要に応じてサポーターを募集
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。☆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。
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、途中でやめても大丈夫です。
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。

☆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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