2022 年 3 月 14 日

1 年間ありがとう！これからもパンダ会をよろしく！

パンダ会だより

NO.7 最終号

(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
先の冬休み…北京冬季オリンピックに熱狂していただけでなく、パンダ会のさまざまな活動も進められて
ました。冬休み後のわずか 3 週間で…各クラスでクラス世話役を中心に準備してきた先生方へのメッセー
ジアルバムの贈呈、一足先に新体制で始動した通安チームの通学ルール改訂版の配布、広報チームの
運動会写真データ共有、年間広報誌印刷版の手配、文体チームが準備してきた卒業記念品の贈呈、
執行部は離任教員記念品の贈呈、サポーター記念品の配布、これまでコツコツ準備を進めてきた学用品
情報の提供…今年度の集大成！と言わんばかりの年度末の活発な活動の数々をご紹介します。
今年度は多くの保護者の方々にご支援、ご協力、ご参加いただきました。ありがとうございました！来年
度以降も多くの保護者が、パンダ会の活動を通じ、北京日本人学校を盛り立てていけたらと思います。

◎卒業記念品・離任教師記念品を贈呈しました
2021 年度は、小学部 21 名、中学部 13 名が北京日本人学校を卒業しました。卒業記念品とし
て、キッチュチャイナのオリジナルトートバッグを贈呈しました。北京日本人学校での経験と学びを糧に、4
月からは中学生、高校生として、ますますの成長を期待しています。
また、今年度をもって 10 名の先生方が離任されます。保護者からのこれまでの感謝の気持ちを込め
て、パンダ会が保護者の代表として、記念品（キッチュチャイナのオリジナルトートバッグ+故宮文化のペア
マグカップ）を贈呈しました。ありがとうございました！帰国後もお元気で！益々のご活躍を！

◎担任教師などへのメッセージアルバムをお渡ししました！
3/1 に、子どもたちから先生へのメッセージアルバムをお渡ししました（クラス世話役さん、お疲れ様でし
た！）。どのクラスも心のこもった素敵なアルバムに仕上がったようで（下の写真はごく一部…）、先生は
とても喜んでいたと聞いています！低学年では先生が「何かお母さんから頼まれていることないかなー？」
「なんかもらえるって聞いているんだけど…」と子どもに声かけをし、大人が子どもにプレゼントをせがむような
微笑ましい光景も見られたとか。

先生方
ありがとうございました！

◎サポーター記念品「パンダ丸マグカップ」配布しました
今年度、「できる時に、できる人が、できることを」と新たに導入したサポーター制度。子どもたちのため、
学校のためにと応募してくださり、パンダ会の活動をサポートしてくれた皆さんは、正に「サポーター名人
（略してサポ名人）！」感謝の気持ちを込めて、記念品として「パンダ丸マグカップ（執行部オリジナル
デザイン）」を作成・配布しました。今年度参加された方、今後とも引き続きよろしくお願いします。周
囲の方も誘ってみていただけると嬉しいです。今年度参加できなかった方、次年度は参加できそうな活
動を見つけて、
是非参加して
みてください。

◎運動会写真共有・広報誌印刷冊子販売をしました
今年度広報チームの年間撮影枚数は、なんと 18,800 枚！昨年度に比べて学校行事が多かった
こと、運動会で強力な撮影サポーター参加したことなどで、たくさんの写真が集まりました。２学期以降
は課外活動が制限されたり、保護者の入校が制限されたりする中で、工夫して実施された校内活動
の様子や子どもの生活の様子を、広報誌の写真を通じて垣間見ることができたのではないでしょうか？

●運動会写真データ共有を行いました
保護者グループチャットを通じて運動会の広報撮影写真データ共有に対する総意確認をした上で、
希望者を対象に USB コピーによる写真データ共有を行いました。共有したのは、「天天開心」運動会
号未掲載データを含む運動会撮影サポーター撮影運動会画像データ 合計 2,072 枚（17.17GB）
です。運動会のハイクオリティで膨大な写真データを、必要な方の手元に届けることができました。素敵
な写真がたくさん見られたのではないでしょうか？ご協力いただいた方、ありがとうございました。
改めて、以下の注意事項の順守をお願いします。
1. 個人情報保護のため、SNS 等への投稿や公開は固く禁じます。
2. 二次コピーは、JSB 保護者個人範囲内のコピー、JSB 保護者間のコピーのみ可能とします。
（それ以外のコピーは固く禁じます）
3. データコピー後のデータ媒体の管理は、各人が責任もって行い、盗難・紛失などに十分に注意
すること。

●広報誌『天天開心』印刷冊子（2021 年度合冊版）を販売しました
広報誌は昨年度より電子版での発行に切り替えました。以前
実施したアンケートでは、「広報誌は電子版でよいと思う」に対して
「はい・どちらかといえばはい」の回答は約 90％と多数でした。電子
版のメリットも多々ありますが、一方で「やはり印刷冊子もあった方
がよい、欲しい」「印刷版は子どもたちが好きなタイミングで見返せ
る」などのもあったことから、広報チームは 2021 年度の広報誌をま
とめて印刷手配し、実費販売することにしました。
最終的には、児童生徒世帯 75 人、先生 11 人の合わせて
86 人から、計 93 冊の注文がありました。他校配布分、学校使
用分も合わせて合計 110 冊を印刷しました。
●運動会写真共有・広報誌印刷冊子販売に関する
アンケートにご協力を！（https://jinshuju.net/f/sLj7NR）
締切：3 月 18 日（金）別途リンクから回答ください。
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◎新学期に向けて…学用品情報を提供しました
3 月 11 日にパンダ会が独自でまとめた「学用品情報」を提供しました。
日本への一時帰国が難しい状況（日本から荷物を送るのもなかなか大変な状況）にある中で、新
年度に向けた学用品の準備・購入にお困りの家庭の一助となれば…と、学校にも情報提供をいただき、
「中国でどんなものを買ったらよいのか？」「どこで買えるか？」などの情報を一挙にまとめました。
一例として音楽
「鍵盤ハーモニカ」
だと…右の通り。
京東や淘宝で検
索する時に役立つ
キーワード（中国
語）や、購入のポ
イントなども盛り込
んでいます。
※京東・淘宝それぞれのアプリを開いて QR コードをスキャンすると、商品が表示されます。
改めて、以下の注意事項をご確認ください。
1. 「学用品情報」は、学校からの情報・意見を参考に、パンダ会で独自調査したものであり、あくま
でも参考です。最終的な判断は各ご家庭で行って下さい。購入に関するトラブル等は、パンダ
会で責任は負いかねます。
2. 掲載した商品・メーカー・販売店の情報は参考としての一例です（回し者ではありません）。
3. 購入を強制するものでも、推薦するものでもありません。これら以外の購入も可能です。
4. 情報は発行時のものであり、リンク先や内容が変更される場合もありますので、ご注意下さい。

◎「日本大使館桜ウィーク」で書き初め優秀作品を展示予定です
3 月 24 日（木）に、日本大使館特別イベント「桜ウィーク」にて、北京日本人学校の書き初め優秀
作品が展示される予定です。
「桜ウィーク」の申込〆切は 3/18（金）まで。参加人数は 120 名程度（申込受付順）と制限があ
ります。この機会に大使公邸を訪問し、桜を鑑賞したり、映画を見たり、恐竜博士のお話を生で聴いたり
するのも楽しそうですね。
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◎引き続き…防疫対応の徹底に協力を！
3 月に入り、北京市内での感染者確認が相次いだこともあり、朝陽区教育委員会からの指導管理が
厳しくなっています。春休み期間中も、引き続き移動情報を逐次学校へ報告してください。
要求や管理は緩くなったり厳しくなったりなかなか分かりづらいですが、ポイントは下の二点です。
①児童生徒及び同居家族の北京市外の移動は、確実に事前に専用フォームで報告すること
専用フォーム「北京市外への移動報告フォーム（R4.1 月～）」は、こちら→
移動日や移動手段の変更があったときなど、再入力は何度でも OK です。
②どのような対応を取ればよいか分からない時には、逐次学校と相談すること
対策が徹底されないと、最悪の場合、学校が管理不徹底との指摘を受け、
子どもたちが登校できなくなるリスクもあります。「面倒くさい」「報告しなくても大丈夫
そう」などと慢心することなく、子どもたちの登校に影響を及ぼすことのないよう、保護者として防疫対応の
徹底に協力しましょう！

◎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。いまは「すずらんパンダ丸バージョン」。4 月には
入学式・新学期バージョンに変わるハズ？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。

↑初春すずらんバージョン

↑入学式・新学期バージョン

◎執行部活動報告
任期 1 年は長いようで短い…どうにか「学用品情報」をまとめ上げました！年度末の記念品手配や
決算などに加え、次年度に向けて、顔合わせ・引継ぎ対応を逐次行っていきます。3 月末までちょこちょこ
活動は続けて、次期執行部体制に移行します。
執行部 〈最近の活動〉

〈今後の予定〉



防疫対応、健康観察対応の周知徹底



会計資料（決算報告書）作成



サポーター（図書ボランティア含む）記念品配布



会計監査実施



離任教師記念品贈呈（「故宮文化」マグカップ）



HP コンテンツ整理



学用品情報提供（3/11）



大使館「桜ウィーク」書き初め展示対応



引継ぎ資料作成・次年度役員との引継ぎ対応等



次年度役員との引継ぎ



代表委員会開催（2/24）



「パンダ会だより」発行



宅配弁当関連 など
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◎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）
今年度宅配弁当を軌道に乗せることができました。これは、お弁当運営改善サポーターのみなさんの
協力、お弁当サポーターのみなさんの参加、そして利用者の注文なくしては成し得なかったことです。
１年間、たくさんの協力を本当にありがとうございました！
次年度は新たに発足する「宅配弁当チーム」での活動となります。次年度もほっともっとさん、執行部・
宅配弁当チーム・お弁当サポーターなどで、引き続き宅配弁当の運営とその改善活動を進めていくことに
なります。今後も引き続き、ご支援、ご協力をよろしくお願いします！
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



―

レンダー作成）＋入校制限対応


新メニュー3 種改良・決定対応



お箸持参の呼びかけ（SDGｓ活動）継続



引継ぎ資料作成・次年度役員との引継ぎ

●数字で振り返る「2021 年度宅配弁当」
2021 年度の注文総数は…なんと 6,080 食でした！
👑お弁当注文年間ランキング👑
1 位☆12/24(金) ☆97 食（とり飯）※クリスマススペシャル★プチデザート！
2 位☆ 1/15(土) ☆88 食（とりつくねハンバーグ弁当）※6 連続登校最終日＆新メニュー登場
3 位☆12/31(金) ☆78 食（カツカレー）※大みそか登校日、人気投票 No.1 メニュー
4 位☆ 3/ 9(水) ☆60 食（とりつくねハンバーグ弁当）※3 学期最後のお弁当日
5 位☆12/11(土) ☆53 食（赤飯天ぷら弁当）※6 連続登校最終日
6 位☆ 7/23(金) ☆51 食（唐揚げ弁当）※1 学期終業式

12 月からのお箸持参活動効果は…2,202 セット節約しました！
『新年度もお弁当サポーター募集します！』
約 30 分の簡単な作業です！
お弁当配布で子どもたちの学校生活をサポートしましょう！
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広 報 チーム
「天天開心」3 学期号を発行しました。先生のメッセージや今まで載せきれなかった写真を掲載し、また
また盛りだくさんです！一年間広報活動にご協力ご支援いただきありがとうございました。
広報チーム 〈最近の活動〉

〈今後の予定〉



帰任教職員、行事の撮影



他校への広報誌配布



「3 学期号」作成・編集・発行・HP 掲載



会計資料（決算報告）作成



運動会写真データの共有



広報棚整理

(各公寓への USB 配布、リド特設対応)


広報誌冊子販売
（表紙裏表紙制作、発注、集金および配布）



保護者会用 3 学期行事資料の制作



引継ぎ資料作成・次年度役員との引継ぎ

＜2021 年度 広報チーム チームリーダー 田川典子＞

文 化 体 育 チーム
Ｔシャツ/トレーナーを多くの場面で活用くださり、ありがとうございます。次年度もご支援お願いします。
文化体育チーム 〈最近の活動〉


引継ぎ資料作成



会計資料（決算報告）作成

〈今後の予定〉


次年度役員との引継ぎ

＜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
通学安全チームは、他の役員に先立ち、２月１日より新メンバーに交代しました。
また、２月１８日付にて通学ルールを全面リニューアルしています。
この機会に、再度内容をご確認ください。（http://jsb.official.jp/archives/6962）
通学安全チーム 〈最近の活動〉

〈今後の予定〉



通学ルールの見直し（全面リニューアル）



新年度に向けた必要資料の確認



バスのプラカード交換



決算報告



運転手・添乗員向け金数据フォーム変更

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

＜2022 年度 通学安全チームリーダー 永森三知代＞
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◎2021 年度執行部＆役員より一言！
立候補してみたものの「一体何からどうはじめるの？」という状態から始まったこの 1 年、振り返っ
てみると「為せば成る」「どうにかなるものだ」。思ったことをとりあえず言ってみると、周囲から意見やアイ
デア、協力の手がどんどん出てきて形になっていく魔法のようなパンダ会。皆が寛容で協力的なパンダ
会…だからこそ「どうにかなった」のですね。こんな素敵なパンダ会で活動できてよかったです。
改めて、一緒に立候補してくれた皆さんに感謝、関わってくださったすべての方に感謝！
執行部委員長 板谷 美帆
宅配弁当をメインで担当していたので、

2021 年度 2 学期から副会長を担当しま

「あぁー！お弁当の！」と覚えてくださった方もい

した。最初は、慣れないこともあり戸惑うことも

るでしょう。宅配弁当を前年度から引き継いだ

多々ありましたが、普段接する機会がなかなか

当初は果たして自分に担当が務まるのかと、不

無い保護者の方々と知り合ったり、学校のため

安でしたが、ほっともっとさん、執行部の仲間た

に、子どもたちのためにできることを考え、力を合

ち、運営サポーター、お弁当サポーターなど多く

わせて実行していくことは思った以上に勉強に

の方のおかげで、自分自身が一番宅配弁当の

なりました。会長をはじめとし、多くの方のご支

恩恵を受けることとなったと思います。人気投票

援ご協力を得て、ここまで活動してきました。皆

やクリスマスプレゼント大作戦などの挑戦も、楽

様には感謝の気持ちでいっぱいです。

しかったです。この学校での最後の一年を有意

来年度も続投します。今年度の経験を生か

義に過ごすことができ、僅かながら恩返しできた

して、来年度も頑張りたいと思います。どうぞ

かなと思います。大変お世話になりました！

よろしくお願いいたします。

有難うございました。

執行部副委員長 劉 夏子

執行部副委員長 神前 麻起子
子どもが日本人学校へ編入してまもなくコロ

前年度クラス委員をしていたので、これで私

ナ禍になってしまったので、保護者委員会がどの

の仕事はおしまいと思っていたところ、今年度会

ような活動をしているのかもわからないまま役員

長からのお声がけもあり、会計を引き受けること

になったのですが、役員をやったおかげで学校の

になりました。はじめはどれだけ大変なんだろう、

ことを深く理解することができ、この学校へ編入

私にできるのだろうかという不安が大きかったの

して良かったと改めて感じました。

ですが、いざ始まってみると、皆さんの協力のも

仕事をしながらできるのか不安はありました

と問題なく一年を終えることができました。

が、役員、クラス世話役、保護者の方々がとて

執行部の活動を通じて、今まで一保護者と

も協力的で、また､電子決済などの前年度から

してしかわからなかった学校のことをより深く知れ

の業務簡素化を継続したことで、自分のペース

たこと、先生方と交流が持てたこと、たくさんの

でやることができました。とても良い経験となりま

保護者の方と知り合うことができたこと、とても

した｡ありがとうございました。

良い経験になりました。ありがとうございました。

執行部会計 本保 瑞穂
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執行部会計 関口 美樹

パンダ丸とスローガンがまさかたった 1 年で保

（日本人学校の保護者は）やるとできる人

護者にこんなに浸透するなんて！伝統があって

ばっかり…‼と、とにかく驚くしかない１年でし

敷居が高いと敬遠してきた執行部。でも、コロ

た。そして、やってみてはじめて、保護者委員会

ナで家庭数の減った JSB で「今在籍する人た

のしくみややり甲斐を理解した１年でもありまし

ちでできることをするしかない！できないことはご

た。フルタイムで仕事をしている身でもあり、執

めんなさい！」と割り切り、微力ながらできること

行部や役員グルチャの既読無視も度々やらか

に尽力しました。前年度役員の方々が切り開

しましたが、まさに 『できる人が、できるときに、

いてくれたオンラインの方法を、今年度はより多

できることを』でうまく回していただきました。今年

岐に展開。会長の明快な指示とサポート、役

度のパンダ会メンバーの有能さ！クラス世話役

員間の温かい連携で、一つずつ軌跡が増えて

やサポーターなどいろいろな形で関わってくださる

いき、学ぶことや達成感の多い一年となりまし

保護者の皆さんの存在の心強さ！学校とパン

た。有職者もできる活動が提示されたのは大き

ダ会の橋渡しとなる小川教頭先生をはじめとす

いと感じます。至らないことも多々あったかと思

る教職員の方々の安心対応！全てに感謝の

いますが、皆様の寛大なご理解とたくさんのご

気持ちをもって、これからも子供たちの学校生

協力のおかげでここまで来ることができました。

活をサポートしていきたいです。

ありがとうございました。親も子も北京での学校

執行部書記 高橋トマーシュンさより

生活が財産になりますように！
執行部書記

姜郁美

防疫による制限下、先生方には沢山のイベ

『踏襲し、粛々と業務を励行し、繋ぐ』。

ントを開いていただきました。子供達は恵まれた

年度当初、自ら掲げた目標は概ね達成でき

教育環境の中で勉強ができ、本当に贅沢だな

たと、今まさにランナーズハイ。失敗を恐れるか

と感じました。子供達の生き生きとした学校生

ら、プレッシャーを感じるのです。大丈夫！

活をできるだけ皆さんにお伝えしたいと副リーダ

たとえ、ミスをしても、潔く謝罪できれば、誰かの

ーの森下さんと二人三脚で尽力してきました。

手を掴んだら、必ず助けてくれます。「T シャツ/

今年度は自力編集、サポーター制度導入、

トレーナーのデザインをリニューアル」「記念品に

運動会データ共有、冊子販売と初挑戦ばか

いいものをみつけた！」なんてアイディアも、文体

り。剛毅果断な会長のもと、五里霧中でのスタ

なら実現可能！実はトレーナーの色を増やした

ートで、手探りで進むことも多々ありましたが、

のも、グレーだと脇汗が気になるから、という些

振り返ってみると正に「案ずるより産むが易

細な一言でした。たくさんの人に繋がり、そして

し！」で何とかなりました。この一年、サポーター

また次に繋ぐ。大充実の 1 年をありがとうござい

の方々をはじめとする皆さんからの温かい労いと

ました。

励ましの言葉が、心折れそうになる度に私の心
の支えとなり、頑張ることができました。
本当にありがとうございました。
広報リーダー 田川 典子
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文体リーダー 比氣美紀

◎2022 年度の執行部＆役員をよろしくお願いします
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

執行部

広報チーム

文化体育チーム

通学安全チーム

宅配弁当チーム

役職
会長
副会長
副会長
書記
書記
会計
会計
リーダー
副リーダー
副リーダー
リーダー
副リーダー
副リーダー
リーダー
副リーダー
副リーダー
リーダー
副リーダー
副リーダー

氏名（敬称略）
板谷 美帆
劉 夏子
徐（木下）泱一
姜 郁美
羽田野 直美
森田 峻亮
一条（陳）みれ
岡田 郁子
町田 スス
海津 華恵
安藤 めぐみ
桜井 ひかり
譜久原 玲子
永森 三知代
田中 ちゃな
高木 菜々
八重 有希
吉山 淳子
許（藤田）敏玲

長子学年
中2
小3
小１
中２
小５
小１
小３
小5
小５
小３
小４
小３
小１
小２
小３
小１
小３
小２
中１

次期広報チームリーダーが、選出後に退学となった為、次期広報チームメンバー、補欠上位者の方と
協議の結果、役職、補欠繰上げ順位を以下のように調整しました。ご承知おきください。
広報チームリーダー：岡田 郁子さん（広報副リーダーより変更）
広報チーム副リーダー：海津 華恵さん（補欠 3 位より繰上げ）
北京日本人学校は転入出の多い学校です。2022 年度も、年度途中での役員交代が予想されま
す。基本的には、その都度立候補の有無を確認し、更に選出基準に則り補欠繰上げを行うことになりま
す。執行部及び各チーム活動の前向きな活動を担保し、より闊達な活動に繋げたいと考えています。

◎2022 年 3 月 31 日、JSB HP アドレスが変わります！
(現) jsb.official.jp

⇒

(新)https://jsb-cn.com/

現在のアドレスからも自動的に新しい HP アドレスに行く設定にはなっているようですが、お気に入りに登
録している場合などは、各自更新をおすすめします。
また 2022 年度は、HP 内のお知らせコーナーとパンダ会コーナーのパスワードを統一して設定する予定
です。（新学期早々にお知らせします）
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◎HP「保護者委員会」コーナーのコンテンツ整理中…
HP リニューアルを機にパンダ会コンテンツを整理中！
新着記事の下に、基本情報を常時表示されるようにしま
した。基本情報は、転入学時にまず知ってもらいたい情報で
あり、全ての在籍世帯がいつでも確認できるようにしておいた
方がよいと思う情報です。
次年度も少しずつ改善していく予定です。
【基本情報】
・保護者委員会運営規定・保護者委員会規則
・【保護者委員会】これさえあれば基本は分かる！
・宅配弁当について
・2021 年度個人情報の管理について
保護者委員会コーナーには、過去の重要なお知らせや
「パンダ会だより」も掲載されています。ライブラリーとしても活
用してください。

◎HP「保護者委員会」コーナーへのアクセス方法
学校 HP の「保護者委員会」コーナー

北京日本人学校
https://jsb-cn.com/
保護者委員会コーナーパスワード jsbpanda2021
①学校 HP https://jsb-cn.com/にアクセスし、
左上のメニュータブ（横三本線）を開きます

に簡単にアクセスできます！
②「保護者委員会」を開くと保護者委員会
コーナーに飛びます

ココ！

ココ！

☆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
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以上

