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2023 年 1月 30日 

北京日本人学校保護者委員会（愛称：パンダ会）執行部 

 

前回の「パンダ会だより」はいつだったっけ？と振り返ってみると…11 月末。この二か月、防疫体制の急

な緩和から、感染拡大、三学期からの登校再開と色々ありましたが…コロナの影響で滞っていたパンダ会

活動も活発になっています。2022年度ラストスパート！引き続きよろしくお願いします。 

 

 ◎2023 年度役員を選出しました 
例年 12月頃に行っている次年

度役員選出…コロナの影響を受け

て 1月にずれ込み、慌ただしい選

出となりましたが、皆さんのご協力の

もと、無事終了しました。 

今回は、役員全員が立候補で

決定！さらに男性も増えました！

（多分前代未聞）一部役職は

定員以上の立候補があり、相談・

調整を行いました。 

今後適宜に個別に連絡の上、

引継ぎ等の対応を進めていく予定

です。2023 年度に向けて、よろし

くお願いします。 

パンダ会の活動は、役員だけの

ものではなく、保護者全体のもの

です。サポーター活動、学年単位

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。 

組織 役職 氏名（敬称略） 長子学年 

執行部 

会長 板谷 美帆 中３ 

副会長 生原 力 小２ 

副会長 白石 大介 小４ 

書記 日賀野 陽子 小４ 

書記 川合 秀幸 中１ 

会計 藤村 奈美 小２ 

会計 松本 直美 小３ 

広報 
チーム 

リーダー 海津 華英 小４ 

副リーダー 森下 祐子 小１ 

副リーダー 中村 菜々子 小２ 

文化体育 
チーム 

リーダー 川手 めぐみ 小５ 

副リーダー 額田 香織 小２ 

副リーダー 西山 亜希 小４ 

通学安全 
チーム 

リーダー 佐久間 司郎 中１ 

副リーダー 山口 美恵子 小４ 

副リーダー 李 麻由 小５ 

宅配弁当 
チーム 

リーダー 森田 さくら 中１ 

副リーダー 小田 似奈 小４ 

副リーダー 曹 敏子 中１ 

パンダ会だより No.10 
 （保護者委員会だより） 

 

    新年快乐！ 
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◎執行部からいろいろ… 

⚫ 執行部副会長交代のお知らせ 

12 月末にパンダ会執行部副会長に欠員が発生していました。。昨年度の役員選出にて補欠名簿は

抽選により作成されていますが、コロナ感染拡大の中であったこと、次期役員選出を控えていたことから、

欠員のままとしていました。この度、次期役員選出が完了したことから、相談の上2023年度副会長に前

倒しして就任いただくことにいたしましたので、お知らせいたします。よろしくお願いします。 

（旧）木下（徐）泱一（長子：小4）（任期：2022年4月1日～2022年12月31日） 

（新）生原 力（長子：小 2）（任期：2023 年 2月 1日～2024 年 3月 31日） 

 

⚫ 「パンダ会役員活動紹介～」 是非ご覧ください♪ 

 次期役員選出に先立ち、「パンダ会役員活動紹介～」をまとめました。2022 年度役員への以下質問

項目について、5点満点評価結果（平均値）でのアンケート結果は以下の通りです。 

 
2022 年度役員の生の声も多く掲載しています。詳しくは、1 月 11 日学年グループチャット配信資料

か…学校 HPパンダ会コーナーをご覧ください♪こちら⇒ https://jsb-cn.com/archives/11117 

 

 

⚫ 運動会動画配信を行いました 

9 月の運動会では、メディアの方々がオンライン配信の撮影協力をしてくださいました。さらにその後、そ

の時に撮影した動画を特別編集してくださいました！保護者からの反対意見がないことを確認の上、12

月～1月約一か月間、この運動会の動画のデータ配信しました。 

今回の運動会動画の共有…北京日本人学校だからできたことのように思います。動画共有に反対す

る保護者は 1 人もおらず、動画共有のチャレンジを認めてくれる校長先生、新しい取り組みを実現しよう

と色々調べたり考えたりしてくれるパンダ会の役員の皆さん…パンダ会の無形の価値を感じました。 
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メディアの方々がボランティアで編集してくださった素晴

らしい動画がお蔵入りすることなく、多くの方に届けられ

て、本当によかったです。 

最後に、しつこいようですが…SNS 等への投稿や公

開は固く禁じます。ダウンロード後のデータ管理は、各

自が責任をもって行ってください 

 

保護者からのコメント（一部） 

「カメラワーク、編集、まるでテレビで陸上競技でも見て

いるかのようでした。子供たちが動画を見て“自分が参加

してた運動会が、めちゃ感動的に見える！”と驚いてまし

た。」 

「沢山のアングルから見ることが出来て、見応えがありま

した。特にダンス等の演技はしっかりカメラ撮影してもらえ

たからこそ、肉眼より子どもの動きを見られました。実際に

学校で見られなかった残念な気持ちが昇華されました。」 

「さすがプロの作品と改めて感じました。かけっこもこれ

で解説が入ったら世界陸上じゃないかと思うほどでした。」 

「綺麗で躍動感のある動画に感動しました。個人では

とてもこのような動画は撮れないので、一生の宝物になり

ます」 

 

⚫ iPad に関するアンケートを行いました 

北京日本人学校に iPad が導入されて 2 年目になります。今後の体制、対応を検討するにあたって、

保護者の声を聞きたいとの要望が学校より寄せられ、12月末年の瀬も迫る中、iPad に関するアンケート

を実施したところ、133件の回答が寄せられました。皆さんご協力ありがとうございました。 

アンケート結果は、要点をとりまとめた上で、学校や理事会にお伝えしました。保護者の意見も踏まえた

検討につながればよいなと思っています。 

 

⚫ メッセージアルバムの準備をお願いします～ 

 例年年度末に先生方へお贈りしているメッセージアルバム…今年度は3年ぶりに保護者会で保護者代

表から直接先生にお渡ししたいと思っています。 

現在のところ、保護者会は学年毎に 2 月 20～24 日の期間に学校にて行われる予定です。各学年で

当日に間に合うように、世話役さんを中心に協力しあって作成・準備をお願いします。 
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◎各チームからのお知らせ 

宅配弁当チーム 

⚫ 「すき家」の宅配弁当、導入間近です！！ 

9月に急にストップしてしまった宅配弁当ですが… 

新たなに「すき家」さんにご協力いただけることになりました。 

登校停止によりトライアルができない状況でしたが、1月に入り、役員・学年世

話役、お弁当サポーターメンバーなど小範囲でのトライアルを実施し、課題の洗い出しやマニュアルの作成

などを行っています。本運用開始は、2月 6日（月）を予定しています。お楽しみに～ 

（最終調整の状況により若干時期がずれる可能性もあります。正式なお知らせをお待ちください。） 

 

⚫ 「すき家」で変わるところは？ 

これまでと変わるポイントを、少しお知らせしておきます。 

新体制の概要、注文方法及び注意事項などをまとめたマニュアルを準備中です。 

これら変更点に慣れるまで…まずは改めてマニュアルをよく読み確実に対応するようにしてください。 

 

 

文化体育チーム 

⚫ 卒業生(小 6・中 3)への卒業記念品の手配完了！ 

3月に卒業する小 6児童、中 3生徒へのパンダ会からの卒業記念品の選定・注文・検品をしまし

た。あとは包装して卒業式で贈呈するのを待つのみ。今年の記念品は何か…は、お楽しみに！ 

 

⚫ JSB T シャツおさがり企画の準備をしています！ 

私たちにできる SDGs…今年度の新たな試みとして、おうちにあるサイズアウトした JSB T シャツや未使

用の JSB T シャツ…これらを回収し、希望者に無料でお渡しする、おさがり企画を準備中です。 

子供たちの成長は早い！サイズアウトした JSB T シャツがありましたら取り分けておいてくださいね。 

2月中の実施を予定しています。詳細は追ってご連絡します！ 

項目 「すき家」新体制 ポイント 

注文時間 前日 13時～当日 8 時 当日朝まで注文できます！ 

思いがけない突然のトラブルなどでも安心 

メニュー 複数のメニューから選択 一人ひとり好きなもの、適当なサイズを選べます！ 

注意点 一人分ずつ注文・支払い 一人ずつ梱包を分けるためです。 

兄弟姉妹のいる家庭はご注意を！ 
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広報チーム 

⚫ 広報誌「天天開心 ２学期号」発行しました！ 

「天天開心・２学期号」では、たてわり班活動や生徒会選挙、クラブ活動

や委員会活動の様子をお届けしています。  

また、ただいま「３学期号（仮）」も作成中です。 

どうぞご期待ください！ 

 

⚫ クラス写真・運動会写真のデータ共有を行いました！ 

「クラス写真」および「運動会写真データ」の共有を行いました！ 

運動会の写真はできるだけ簡単にお子さんの写真が見つかるように工夫しましたが、それでも沢山の写

真の中から探すのは大変だったと思います。皆様のご協力、ありがとうございました！ 

 

保護者からのコメント（一部） 

「きれいな写真を沢山撮っていただきいい記念になります。」 

「撮影された写真は、どれも撮影者の優しさが伝わってきました。」 

「プログラムや学年ごとにまとめてあって、探しやすかったです。ありがとうございました！」 

「イベントが少ない中、思い出に残る写真を提供していただけて感謝致します。」 

「コロナの中、新たにクラウド活用を検討していただき、大変だったかと思いますが、 

会いにくい中でとてもよい取り組みだったと思います。」 

 

 

通学安全チーム  

⚫ 行事・イベントなどに伴う下校時刻の変更にご注意を！ 

ゼロコロナ政策の終了によって、日常が戻りつつありますね！今後、学校行事・イベントなどに伴う下校

時刻の変更もあると思います。月間予定表や学校からのお知らせにご注意ください。 

 

⚫ 下校方法の変更時は、担任の先生に報告をお願いします 

家庭環境調査のときに登録した通学方法以外の方法で下校する場合や、登録者以外が送迎する

場合には、事前にクラス担任に連絡してください。これに加えて、 

※ 公寓バスの家庭：各公寓の手続きもお忘れなく。 

※ 不動産バスの家庭：防疫の関係もあり、普段とは違うバスに乗ることもあるようです。 

この場合も事前のクラス担任への連絡が必要です。運転手とのやり取りを密に行ってご確認ください。 
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通学に関するご不明点やお問い合わせは、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  

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

☆学校ホームページ内に「保護者委員会（パンダ会）」コーナーがあります。ぜひご覧ください。 

 北京日本人学校ホームページ https://jsb-cn.com/ （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 


