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日増しに暖かくなり、早春の息吹を感じるこの頃です。
早いもので本年度も残すところ僅かとなり、PTA 便り最終号となりました。
今年一年、PTA 活動にご協力いただき、まことにありがとうございました。
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先生方からのご挨拶

「校風に思う」

シアトル日本語補習学校
校 長
中 野 龍 文

PTA 活動も終盤を迎えております。今年度、ご尽力をいただきました PTA 会長の福島様をはじめ委員の皆
さま方には、大変お世話になりました。PTA 活動ならびに学校教育へのご協力に感謝申し上げます。ありが
とうございました。
さて、どの学校にも学校の風と書く校風というものがあります。これはその学校の歴史や伝統からつくら
れるのもです。確かにいろいろな学校に行きましたが、玄関を入った瞬間に感じるものがあります。温かさ
を感じたり、パワーを感じたり、時には殺伐としたものを感じたりします。
さて、本校の今の校風はどんなものでしょうか。私はとても温かい風を感じます。毎朝、玄関付近では児
童生徒や保護者の皆さんと気持ちの良い挨拶を交わしたり、図書室を訪れると図書委員さんが必ず挨拶して
くれます。しかも、目を見て、笑顔で。とても幸せな気持ちになります。これは、本校を訪れた方、皆さん
が同じ温かい風を感じていると思います。子どもも保護者も先生方もみんなが前向きな姿勢で頑張っている
学校の雰囲気が力強いパワーを生み学校全体に温かい風を起こしていると思います。本当に嬉しいですね。
では、そんな校風を誰がつくってきたのでしょうか。それは児童生徒の皆さんであることは間違いありま
せんが、本校は補習授業校の特性から PTA 委員の皆さんや保護者の皆様と子どもたちが一体となり、運動
会・スポーツ大会・お餅つき大会等、様々な学校行事を行っているため、この校風づくりに保護者の皆様が
大きく関わっていると思います。また、PTA 活動では、図書委員会活動・ひみつの本箱の読み語り等で直接
子どもたちの手助けや学校教育の援助を行っていただいています。
本校の温かい校風は、現地校と補習校の両立に頑張る子どもたちとそれを支える保護者の熱い思いが混じ
り合い、アメリカの日本語補習学校独特の温かい校風をつくり出しているように思います。
校風をつくるのはその学校の歴史や伝統ですが、学校の歴史や伝統の主役はもちろん子どもたちですが保
護者の皆様や運営に携わっていただいている商工会や運営委員会の皆様の貢献も大きな要素となっていま
す。そして、この温かい校風がいつまでも続くことを期待しています。
今年度も活発な PTA 活動が行われ、子どもたちの健やかな成長につながっていると強く感じております。
PTA 委員の皆様に感謝いたします。今後ともよろしくお願いいたします。
敬具
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「１年間の締めくくり、そして感謝」
高等学部校長・幼稚園長・教務主任
成田 智子

木々の芽が大きく膨らみ始め、春が足早にやってきていることを感じます。PTA 保護者の皆様方には、平
素より本校の教育活動に多大なるご協力とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。
暖かな春の日差しに包まれながらスタートした４月が、昨日のことのように思えます。月日の経つのは早
いもので、いよいよ１年間を締めくくる時期となりました。入園・入学式を始めとする学校行事を滞りなく
行うことができましたこと、大きな事故や怪我もなく無事に１年を終えることができますこと、皆様方のご
協力のお陰であると、改めてお礼を申し上げます。また、サマミッシュ高校シアターの公開に伴って、放課
後の行事をベルビューカレッジで実施し、中高部においては日程を変更する等、年度途中で突然の変更があ
りました。皆様にはご不便をおかけしましたことをこの場を借りてお詫び申し上げます。
新しい先生、友達との出会いに、それぞれが緊張した面持ちで臨んだ始業式と入学式。学習参観では、保
護者の皆様に見守られ、張り切って手を挙げる児童の姿、下を向いて少し恥ずかしそうにしていた生徒の表
情が思い出されます。運動会ではゴールへ向かって一生懸命に走る子供たち、また、スポーツ大会で真剣な
眼差しでボールを追う中高生の姿は、観ていて胸が熱くなりました。秋からはサマミッシュ校の駐車場の完
成に伴って、保護者の皆様にも校内まで来ていただくことができるようになりました。お父様やお母様と一
緒に廊下を歩く子供たちの嬉しそうな笑顔が印象に残っています。楽しいことばかりではなかったことでし
ょう。子どもたちが土曜日の準備のために費やす時間と努力は計り知れません。そして、そんな子どもたち
を支える保護者の皆様方のご苦労にも、感謝申し上げたいと思います。
この１年間、春夏秋冬を彩った子どもたちは、時には楽しそうで辛そうで、また、時には嬉しそうで寂し
そうで、といった様々な表情を見せてくれました。いろいろな体験や経験を通して、子どもたちは一歩一歩
自分をつくり、自己を成長させてきたように思えてなりません。
学校は、今年度の総括と新年度へ向けて準備をする最後の月を迎えています。学習や生活のまとめに力を
入れ、それぞれの学年にふさわしい学力や生活力が身に付くように、全職員で最後まで努力していく所存で
す。シアトル日本語補習学校を巣立っていく子たちの更なる活躍を祈り、そして、みんなが元気に新学期を
迎えられますことを願い、次年度も学校経営方針や学校経営目標の達成に努力して参ります。
今後ともご支援の程、どうかよろしくお願い致します。
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PTA 会長/副会長からのご挨拶

福島 PTA 会長

我孫子 PTA 副会長

PTA会長 福島 学
4 月に新メンバーでスタートした PTA 委員会活動も、お蔭様で無事に終了することが出来ました。PTA 委員
の方々はもちろん、本年度の活動にご参加頂いた学校関係者と保護者の皆様、本当にありがとうございまし
た。
あっという間の一年間でしたが、PTA 活動を通し、皆様の「子どもたちへの愛情」を垣間見る機会を、数多
く頂きました。そして、その思いに応えようと、全力で取り組んでおられる先生方と運営委員会の皆様の姿
も、目の辺りにしました。そこには、全員で子どもたちを育む、特別なコミュニティの存在がありました。
改めて、我々が住む街に、シアトル日本語補習学校があることを幸せに思います。
これからも私たちの補習校が、子どもたちの特別な場所であり続ける為に活発な PTA 活動を目指します。
引き続き、皆様のご協力とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

PTA 副会長 我孫子

泰祐

時が経つのは早いもので、もうすぐ今期も終わろうとしています。
PTA 会長福島さんや中野校長先生をはじめとした学校関係者・保護者の皆さまには大変お世話になりまし
た。
お蔭様で運動会と古本市、それにかるた大会はどれも大成功を収めることができました。図書室は休み時間
になるといつもにぎわっています。運営を円滑に進めるためにご尽力いただいた事務局のみなさんにも感謝
の気持ちでいっぱいです。
これからも日本語補習学校および PTA のさらなる発展のため、引き続き皆さまからのご理解と支援を頂けれ
ば幸いです。
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各委員会と事務局からの連絡・今年度を終えてのご挨拶
運動会委員委員長

西田 昭代

運動会委員会の主な仕事内容は、幼少運動会での保護者参加競技である綱引
きとパン食い競争の準備と実施、参加などの準備でした。7
運動会委員委員長 月の運動会当日は、
松田 いずみ
お天気にも恵まれ、学校関係者の皆さま、委員の皆さんのおかげで保護者参加
昨年度までは見回り・運動会委員会だったのですが、今年度から
競技は大変盛り上がりました。どうもありがとうございました。また参加してくださ
見回りがなくなり、新たに運動会委員会として８名で活動を始めまし
った保護者の皆さま、応援をしてくださった皆さまにも改めてましてお礼申し上げ
た。例年通り、今年の運動会でも、綱引きとパン食い競走には多く
ます。来年の運動会の保護者競技も多くの皆さまの参加をお願いいたします。
の保護者の方にご参加いただき、子供たちの思い出に残る運動会

を多いに盛り上げていただきたいと願っています。皆様のご協力を
古本市委員委員長

小林 明雄
よろし くお願いいたします。

学校関係者、保護者の皆さま、地域の皆さまのご協力のおかげで、古本市を無事開
催させていただく事ができました。サマミッシュ校工事のため本年度も外部施設を
レンタルすることになりましたが、ウェストミンスター教会さまの広く快適な会場
で開催することができました。

図書委員会委員長 榊原 一矢
図書委員会は、総勢 24 名で図書室の運営等に携わっています。全
様に喜んでいただくことができました。古本市の売り上げは全額、今後のシアトル
校生徒が日本の本に親しめ、利用しやすい環境を目指し、読書促
日本語補習学校の活動・発展に役立てさせていただきます。また、子育てやお仕事
進の場を提供できるように、図書司書の元頑張っていこうと考えて
でお忙しい中、ともに活動してくださった委員の皆さま、ボランティアに参加して
います。まだ図書室においでになる機会のない保護者の方々、
是
保護者の皆さまからは沢山の書籍をご寄付をいただき、当日おいでいただいたお客

くださった皆さま、どうもありがとうございました。皆さまの暖かいご支援、ご協
非一度お子さんと一緒に図書室まで足をのばしてみて下さい。
力に、心より感謝いたします。
ご不要になった本を新しい読者に届けることで、地域の皆さまや子ども達のより良

古本市委員会委員長 古谷 美歌
今年は、古本市は秋の開催となります。古本市は、シアトル補習
ぞよろしくお願いいたします。
学校関係者をはじめ、地域のたくさんの方々に長年楽しんでいただ
いているイベントであり、遠 方から来られる方も多いと聞きます。皆
図書委員委員長 さまのご期待に沿って、古本市を成功させ、より良い日本語環境を
村山 直美
今年度の図書委員会は総勢
24 名の委員の皆さんで図書室の運営を行って さまのご協力
提供する一助となるように努力したいと思います。皆
きました。各担当業務や図書当番などを率先して行っていただいたの
をどうぞよろしくお願い致します。

い日本語環境への貢献を続けていきますので、これからも古本市へのご協力をどう

で、年間を通してとてもスムーズに運営することができました。
9 月に駐車場が完成したことにより、以前よりも多くの保護者の方々に
来室していただけるようになりました。11 月に読書促進イベントを開催
した際には、先生方のご協力も賜りまして大盛況に終わりました。ま
事務局長 我孫子 泰祐
た、古本市委員会さんからはたくさんの献本をいただきました。この場
PTA 会員の皆様、日頃より PTA 活動にご理解・ご協力を頂きまして
をお借りして、お世話になりました皆様に厚く御礼申し上げます。
ありがとうございます。PTA 事務局は、広報活動や総務を通して保
また、いつもご指導下さった紅谷先生をはじめ、途切れることなく続い
護者・学校関係者・PTA 委員の橋渡しをする組織です。また、NPO
た様々な業務を快く引き受けて下さった委員の皆さんには、感謝の気持
として健全な会計管理を担っております。PTA 活動が円滑に行われ
ちでいっぱいです。一年間支えて下さいまして本当にありがとうござい
るよう、一年間、精一杯お手伝いさせて頂きます。PTA に関するご
ました。

質問・ご意見などありましたら、お気軽に PTA 事務局までお知らせ

来年度もたくさんの素晴らしい書籍が加わる予定です。ますます進化す
下さい。
る図書室にぜひ足をお運び下さい。
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< 事務局 >
事務局長

真田 由香

「あっ」という間に一年が終わろうとしています。
シアトル日本語補習校が、高い学力水準を保ちながら、かつ子供たちがのびのびと、安全に日本の教育そし
て文化を学べる場となっているのは、校長先生をはじめとした先生方はもちろん、シアトル日本商工会の運
営委員の方々、PTA 委員の皆さまの活動、そして保護者さまのご協力の賜物と、一年を通して感激いたしま
した。事務局長として活動に携われたことをとても嬉しく思います。
事務局にメールをくださった保護者さま、助けていただいた PTA 委員の皆さま、一年間ありがとうございま
した。皆さまのおかげで、福島会長が目指す「参加して楽しい PTA 活動」のとおり、とても楽しく活動をさ
せていただくことができました。この場をかりて心よりお礼申し上げます。

総務部長

奥田 あい子

毎年恒例のラテカート(コーヒーのケイタリング)をサマミッシュ高校で行い、教員教職の方々からも沢山
の御礼の言葉を頂戴致しました。この活動を通し、PTA からサマミッシュ高校コミュニティに感謝の気持ち
をお伝えする事ができました。
あっという間の一年でしたが、皆さまのご理解とご支援に支えられ無事に任務を終了することができそうで
す。改めまして感謝申し上げます。ありがとうございました。

会計部長 池田 明盛
この一年間、皆様には大変お世話になりました。 右も左も分からずにお預かりした会計部の お仕事でした
が、メンバーのラーセンさん、山口さん、ハイアムさんから多大なるお力添えを頂き、何とか職務をこなす
ことができました。 また、私自身 PTA の活動を通し、多くの方と交流を持てましたことは、大変貴重な体
験となりましたし、子供の学校活動に少しでも携われた事をとても嬉しく思っております。 皆様にはお忙
しい所、沢山のご協力をして頂きました事、この場を借りて心より感謝申し上げます。
＜お知らせ事項＞会計部からのチェックをお持ちの方がいらっしゃいましたら３月末までに換金していただ
けると経理上大変助かります。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 会計部へのお問い合わせは、
kaikei@seajachoolpta.org までご連絡ください。

広報部長

今井 美貴子

振り返ると一年はとても早かったです。PTA 委員会の議案書作成、PTA だよりの執筆などスムーズに作業を
行えましたのも、学校関係者の皆様、PTA 役員の皆様のお陰です。お忙しい中ご協力いただき本当にありが
とうございました。広報部の活動を通して、学校関係者の皆様、PTA 委員の皆様が真剣に活動に取り組んで
いらっしゃるのを感じ取ることができました。とても貴重な機会となりました。
また、一年間広報部員としてこのメンバーで活動できたことを嬉しく思っています。皆さん、ありがとうご
ざいました。
PTA のウエブサイトには様々な情報を掲載しています。行事予定や委員会で話し合われた内容なども掲載し
ていますので今後も保護者の皆様にぜひご活用いただけたらと思います。一年間、ありがとうございました
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今年度は、昼休みの読み語りを中心に活動しました。目を輝かせて聞きに来てく
れる子ども達とともに絵本の世界を分かち合えたことは、メンバーにとっての大
きな喜びでもありました。
子どもは、誰かにおはなしを読んでもらうことによって満足したり、愛情を感じ
ます。おはなしの世界で登場人物になりきって、普段の生活では味わえない体験
をし、生きるための知恵を得て、想像を広げることもできます。
今後も、貴重な昼休みの時間をいただき、子ども達に影響を及ぼす大きな責任があることを自覚し、臨んで
参りたいと思います。 おはなし会ひみつの本箱の活動にご理解・ご協力くださった、先生方、保護者の皆
様、集まってくれた園児・児童の皆さんに感謝申し上げます。ありがとうございました。

か

る

子ども達の真剣な様子や、札を取れて喜んだり、負けて悔しい思い
をしたり、様々な表情を見ることができました。
今回は、過去最高の 33 名の中高部の生徒さんにボランティアをお
引き受け頂きました。小さな後輩たちに優しく声掛けをして場を盛
り上げ、落ち着いて進行してくれました。保護者ボランティアの皆
様には、子ども達がルールを守って楽しく行えるように見守ってい

た

ただきました。皆様のご協力により、今回も大盛況のうちに終了し
ましたことに、感謝しています。

≪おはなし会ひみつの本箱メンバーの募集 ≫
子ども達に本を読むこと、裏方としておはなし会の活動を支えること、どのような形でもご参加いた
だけます。子どもたちの生き生きした表情に出会い、感動し、元気が出ます。そして、学年を超えて
子ども達に優しい視線を向ける保護者の方々と繋がる一つの機会にもなります。ぜひご見学にいらし
てください。興味のある方は、おはなし会ひみつの本箱まとめ役：江村文子
（himitsu@seajschoolpta.org）までご連絡ください。皆様との出会いを楽しみにしています。
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2 月 10 日に行われたベークセールは大盛況でした。売上金のすべ
ては卒業生への記念品のため寄付されます。ベーク品のご寄
付をいただいたみなさま、お買い上げいただきましたみなさ
まありがとうございました。

編集後記
1 年の経過は年々早く感じるもので広報部での PTA だより担当をさせていただきましたが、今号で
今年度最終号の発行となりました。PTA 活動を通し、各委員会での素晴らしいチームワークを垣間見
ることができました。1 年間現地校との両立をしながら宿題に追われ過ごす毎日はあわただしく大変
ですが学年度末までくると、きっとみなさまもあっという間だったと感じられているのではないでし
ょうか。
一年を通して学校全体で多くの行事が執り行われ、勉学だけでなく生徒たちが貴重な経験を得るこ
とができたのも、職員のみなさまと保護者みなさまの惜しみない協力があってのことと深く感謝いた
します。一年間、ありがとうございました。
過去の PTA だよりは PTA ホームページから開くことができますので、ぜひお読みください。
（http://seajschoolpta.org/ptadayori.html）
広報部 PTA だより担当 下條

シアトル日本語補習学校

http://www.seajschool.org

Sammamish High School 100 140th Ave. SE, Bellevue, WA

98005
職員室（土曜日のみ）
学校事務所
（火～金） 9：00～16：00
（土曜日） 9：00～15：00

Tel ： 425-641-0739
919 124th Ave. NE #207 Bellevue,
WA 98005
Tel： 425-643-1661
Fax：425-649-0509

在シアトル日本国総領事館
Tel: (206) 682-9107
Fax: (206) 624-9097
http://www.seattle.us.emb-japan.go.jp
Email: info@se.mofa.go.jp
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