2022 年 4 月 13 日

ご入学・ご進級おめでとう！今年度もよろしく～

パンダ会だより

No.1

（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
ご入学、ご進級おめでとうございます。
春休みにまたまた厳しくなった新型コロナウィルスの影響による防疫対策…新学期無事登校できて、子
どもたちは喜び、大人たちは胸をなでおろしていることと思います（まだ登校がかなわない子どもたちも早く
登校できますように！）。学校には制約がある中でも最大限の努力をしていただいていると感じています。
保護者委員会（愛称：パンダ会）は、保護者の立場から、学校と子どもたちの学校生活をサポートす
る活動に取り組んでいきます。「できる人が、できるときに、できることを」をモットーに、気軽に参加しやす
く、「楽に、楽しく」できる活動を模索していきます。新年度、心機一転、どうぞよろしくお願いします。

◎2022 年度の執行部＆役員紹介
2022 年度の執行部＆役員は以下の通りです。よろしくお願いします。
組織
役職
氏名（敬称略）
長子学年
会長
板谷 美帆
中３
副会長
劉 夏子
小４
副会長
徐（木下）泱一
小２
執行部
書記
姜 郁美
中３
書記
羽田野 直美
小６
会計
森田 峻亮
小２
会計
一条（陳）みれ
小４
リーダー
岡田 郁子
小６
広報チーム
副リーダー 町田 スス
小６
副リーダー 海津 華英
小４
リーダー
安藤 めぐみ
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文化体育チーム
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リーダー
八重 有希
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宅配弁当チーム
副リーダー 吉山 淳子
小３
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中２
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パンダ会執行部＆役
員は、「様々な活動
のまとめ役」であり、
活動の主体は保護
者一人ひとりです。
皆さんの積極的な参
加をお願いします。
なお、2022 年度の
途中で転出による役
員交代があった場合
には、立候補の有無
確認や更に選出基
準に則った補欠繰上
げを行います。

◎チーム活動内容の紹介
広 報 チーム


広報誌「天天開心」を作成・発行し、HP へ掲載します（年４回を予定）。



広報誌の作成・発行に伴う、各学校行事の撮影及び編集作業を行います。
現在、新たに写真データのやり取りのクラウド活用などのデジタルツール整備を検

討中です。また、必要に応じて、撮影サポーター、編集サポーターなどの募集を行っ
ていきます。よろしくお願いします！
＜広報チームリーダー 岡田郁子＞

文化体育チーム


JSB T シャツ関連業務（新＆転入生販売、全校生徒販売、業者への発注や調整の交渉）



JSB トレーナー関連業務（受注販売、業者への発注や調整の交渉）



卒業記念品関連業務（記念品選定、手配など）
6 月の運動会に向けて、4 月中旬以降に、第 1 回 JSB T シャツ販売

を実施予定です。後日、これに関連して「T シャツ仕分け＆配布作業のサ
ポーター」を募集予定です。作業は 4 月後半～5 月の予定です。詳細
は、別途お知らせしますので、皆さまのご応募・ご協力をお待ちしておりま
す！
＜文化体育チームリーダー 安藤めぐみ＞

通学安全チーム
通学安全チームは、児童生徒の通学は家庭の責任のもとで行われるという原則のもと、保護者が互い
に協力して通学の安全を図ることを目的に発足した組織です。先生方や保護者を始めとする多くの方々
のご協力のもとで活動しています。新年度開始にあたり、「通学ルール」改定版をいま一度ご確認ください。
★「通学ルール」改定版は、ホームページからも確認できます。
https://jsb-cn.com/archives/10338
後日学校から案内される「家庭環境調査フォーム」を通じて、各自の通学方法を登録してください。
なお、引越などで通学方法が変わったときは、速やかに学校に連絡し、変更登録をしてください。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
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
＜通学安全チーム―リーダー 永森三知代＞
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宅配弁当チーム
●昼食に「ほっともっと」を利用できます

北京日本人学校では「昼食はお弁当持参が基本」ですが、「お弁当持参できない場合」の一助として
「ほっともっと」による宅配弁当の仕組みを運用しています。
●「弁サポ」に参加しませんか？
「お弁当の配布」は、保護者による「お弁当サポーター(弁サポ)」に拠っています。「弁サポ」として配布活
動に参加してくださる方を随時募集しています。
★「宅配弁当」に関する詳細はホームページからご確認ください。
https://jsb-cn.com/archives/10309
●当面、校門で宅配弁当を渡すことになります
これまでは校内でお弁当を渡していましたが、4 月に入り防疫要求が強化されたことに伴い、保護者が
学校内に入校するのが難しくなりました。学校と相談の結果、宅配弁当を維持すべく、当面のあいだ（期
間未定）「校門で宅配弁当を渡す」こととなりました。
弁サポの方も校門での対応は校内より大変かと思いますが、よろしくお願いします。
＜宅配弁当チームリーダー 八重有希＞

◎「クラス世話役」を募集します
パンダ会では、各クラスに 1 名「クラス世話役」をおき、各種連絡窓口や活動の取りまとめを担当しても
らっています。主な担当内容は以下の通りです。
※クラス単位の活動は、クラス世話役だけでなく保護者で分担・協力して進めましょう。
１．クラスグループチャットの維持・管理（転入者追加・退学者削除）
２．執行部とクラス保護者間の連絡伝達（クラスグループチャットへのお知らせ転送）
３．年度末の先生への記念品・メッセージのとりまとめ（アルバムは統一手配予定）
４．（各クラス任意での）クラス懇親会の実施
５．執行部役員選出・次年度クラス世話役選出の補助
６．その他執行部依頼事項など
★2022 年度クラス世話役に、立候補しませんか？
新年度開始当初は、2021 年度の旧クラス世話役が上記１．２．を担当します（新小 1 は、執
行部メンバーが当面の連絡窓口を担当します）。「クラス世話役」募集の準備が整い次第、新年度クラ
ス世話役の立候補等を行います。2021 年度のクラス世話役からは「何かやってみたいなら、まずはクラス
世話役がおすすめです」「想像しているよりも楽です」などの声が寄せられています。ご興味のある方、立候
補を是非ご検討ください。詳細は、別途お知らせします。
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◎今年度より新たに「学年広報世話役」を募集します！
広報誌は、学校での行事や子どもたちの様子を知ることができるツールとして大きな役割を担っています。
これまで広報チームの役員がまとめ役となり、撮影・編集サポーターと共に作成を行ってきましたが、今年
度はより気軽に、より多くの方に自分の子どもの学年の撮影や写真選別などに参加していただけるように
すべく、広報チームと各学年との連絡やサポーター募集の橋渡し役となる「学年広報世話役」を新たに募
集したいと思います。
現在想定している主な担当内容は、以下の通りです。
１．学年行事・活動のスケジュール等の担任への確認、広報チームとの連絡・共有
２．学年行事・活動及び運動会の撮影者アレンジ
（「世話役が撮影する」のではなく、「世話役が“クラス内で撮影当日に都合のつく方の呼びかけ・
調整”する」アレンジ役を担っていただきたいと思っています。）
３．広報誌掲載写真の選定、誌面作成の支援
人数は、小学部各学年 1 名、中学部 1 名です。（小 6、中学部は、卒業アルバム代表者の兼務を
想定しています。）次期役員選出時には「クラス世話役」同様の活動実績とする考えです。詳細は、別
途お知らせします。

◎今年度も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
パンダ会では昨年度、多くの保護者（父親、母親、その他問わず）に、負担のない範囲で、気軽に楽
しく参加していただけるよう、必要に応じ特定の活動毎にサポーターを募集する「サポーター制度」を導入し
ました。2022 年度も様々なサポーターを募集します。例えば…
・

広報チームの写真撮影・編集サポーター

・

文化体育チームの JSB T シャツ・トレーナー仕分けサポーター

・

宅配弁当チームのお弁当配布サポーター

・

中国語サポーター（おたより、おしらせ、各種活動などでの中国語サポート）

・

図書支援サポーター（図書読み聞かせ、紙芝居、ストーリー低リング、ペープサートなど）

☆別途各種サポーター活動の紹介もしたいと思います！
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。大人のサークル活動の感覚で、気軽にお試しで参加してみてください。やってみると…学校と子ども達
のためになるやりがいもあり、交友関係も視野も広がり楽しいという声は多いです。
少しの参加でも大歓迎です。男性も参加も大歓迎～
☆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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◎定期総会を開催します！
毎年年度初めに開催する定期総会では、主に以下の審議を行います。
・

2021 年度決算承認

・

2022 年度活動計画・予算承認（これにより本年度の会費も決定します）

残念ながら、防疫対策により学校体育館に集合しての総会開催は困難な状況であることから、今年度
の定期総会は書面による定期総会招集、電磁的方法による決議実施を行う予定です。
時期は 4 月下旬~5 月中旬の予定です。（開催準備が整い次第、できるだけ早く開催します）
☆総会開催の詳細は、別途お知らせします。
★総会に関する規定を含む「保護者委員会規則・保護者委員会運営規定（2021 年 12 月 1 日
～）」は、ホームページで確認できます。https://jsb-cn.com/archives/6609

◎閑話休題！今のパンダ会室の表札は…
季節に合わせてこそっと変化しているパンダ会室の表札。
4 月は入学・進級おめでとうバージョン！子どもたちは気が付いてくれるでしょ
うか…？なかなか校内に入る機会がない昨今ですが、校内に入ったときには、
是非チェックしてみてください。
ちなみに…パンダ会室は、正面昇
降口を入ってすぐ左側です！

☆学校ホームページ内に「保護者委員会（パンダ会）」の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。（只今、ちょこちょこ整理整頓中…）
☆新年度の保護者委員会コーナーのパスワードが変わります。学校 HP と同じです。
北京日本人学校ホームページ https://jsb-cn.com/
保護者委員会（パンダ会コーナー）パスワード jc50
☆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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