
平成28年5月7日 

 

平成28年度サンフランシスコ校 保護者会 総会 
 
 

 
日 時 ：平成28年5月7日 午前9:15～11:00 
場 所 ：補習校小学部SF 校カフェテリア （A.P. Giannini Middle School） 
 
 
司会進行役 ：松田副会長 
 
 
1．開会の挨拶 
2．保護者会 会長の挨拶 
3．来賓のご挨拶 
4．主幹のご挨拶 
5．議事 

（1） 平成28年度 保護者会 役員の紹介 
（2） クラス委員の紹介 
（3） 図書委員の挨拶 
（4） 図書委員長の紹介 
（5） 前年度の会計および監査報告 
（6） 平成28年度保護者会予算案について 
（7） 年間行事予定について 
（8） 質疑応答 

6．閉会の挨拶 
 
 
 
クラス委員の皆様へ：閉会後、保護者会 会計よりクラス費をお渡ししますので会場にお残りください。 
 
 
 
配布資料：平成28年度（2016年度） クラス委員、図書委員、Tシャツ実行委員一覧表 
                  平成27年度（2015年度） 保護者会決算書および監査報告 
                  平成28年度（2016年度） 保護者会予算案 

                            平成28年度（2016年度） 年間行事予定表 
 

 

平成28年(2016年度)度保護者会役員氏名: 
 

  

会 長 小泉 拓永 hironaga.koizumi@sf.sfjspa.org 
副会長 松田 暁博 akihiro.matsuda@sf.sfjspa.org 
書 記 木田 薫  kaoru.kida@sf.sfjspa.org 
会 計 西村 千賀子 chikako.nishimura@sf.sfjspa.org 
役 員 吉田 大輔  daisuke.yoshida@sf.sfjspa.org 
役 員 岩田 浩二 koji.iwata@sf.sfjspa.org 
役 員 荻原(北)  望 nozomi.kita@sf.sfjspa.org 
役 員 川嶋 美紀  miki.kawashima@sf.sfjspa.org 
役 員 デイビス 法子 noriko.davis@sf.sfjspa.org 
役 員 瀬尾 篤 atsushi.seo@sf.sfjspa.org 
役 員 マギュー 麗子 reiko.mague@sf.sfjspa.org 
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平成28年度（2016年度）幼小部クラス委員・図書委員一覧表 
 学年  組  クラス委員  図書委員 

幼
稚
部
・
小
学
部 

幼稚部 
うさぎ  　田中 明男 

　谷 左喜子   うさぎ　多屋 美穂子  
きりん　マーティン ジェリー   

きりん  正田 麻衣子 
清水 彩子  

1年 

1組  渡辺 和美 
伊藤 有布 

11    岩田 裕実 
12　八木 麻里 
12    村上 美幸 
13　伊藤 由希子 
14    熱田 和美 

2組  中島 広美  
ボーランド 和香子   

3組  スウィングル 充代  
エドモンズ 鏡子 

4組  山城 勇揮 
外山 由紀江   

 
 
 
 
 
 
 

2年 
 

 
 

 

1組      佐藤 美和子  
メンジバー 紀子 

21    岡村 容子 
22    矢﨑 貴子　 
23    岩本 奈緒 
23    中川原 久美子 
24    アーマン 雅枝 
25　ジミソン 由夏（委員長） 
25    ダンカ 洋子 

2組  仲尾 由美  
堅田 康祐 

3組  野中 城治   
熊谷 あゆみ   

4組  カールソン 大平 真希   
河野 正巳　 

5組  藤田 直子   
鈴木 恵美理   

3年 

1組  　山浦 妙 
　テリー 夏帆  

31     ヴァイエ 祥子 
32     名賀 淳 
32     高村 竹美（副委員長） 
34　 岩橋 晶子 

2組  　土屋 優子 
　岡 由香里   

3組  　仁 美沙恵  
　赤川 和佳   

4組  根岸 淑子   
髙瀬 純子 

4年 

1組  ハンブレン 里見 
栗田 育実   

41     グリセルフーバー 郁 
42     ベルチャー ポール 
43     野村 幸江 

2組  松浦 千津  
　原田 恵美  

3組  花岡 美保 
ペトルッチ 沙弥香  

5年 
 

 

1組  山澄 順子 
パターソン ステファニー優子  

 
51     宮野 美和 
51     平 暁子 
 

2組  クリンゲベル 葉子  
平間 裕子  

３組  　舩橋 暁子  
傍島 緑 

6年 

1組  井上 道子 
露崎 有為子   61    福村 陽子 

61    ハリス 智香子 
62    クラーク 真美 
62    大山 由紀 
63    ペトリロ 博美 

2組  菊池 良恵   
ザング 小美   

3組  小島 幸代 
西谷 功司   
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幼稚部・小学部 前期日程 
(予定含む) 

中高部 

❖   入学式、始業式、クラス委員選出 
発表 

4月 2日 ❖   入学式、始業式、クラス委員選出 
発表 

❖   クラス委員説明会参加 
●    委員マニュアル 
  

❖   説明会参加後 
●    保護者会システム情報の更新依頼 
●    先生と相談し、夏期集中学習中の当番が
必要かを確認しておく。 

4月9日 ❖   クラス委員説明会参加 
●    委員マニュアル 
  

❖    説明会参加後 
●    保護者会システム情報の更新依頼 
●    先生と相談し、夏期集中学習中の当番が必要
かを確認しておく。 

❖   授業参観 
  
❖   学級懇談会 
●    行事のボランティア募集 
事前にある程度決めておきたい場合や、
懇談会で決まらなかった分はメーリング
リストで募集する。 

●    夏期集中学習期間の当番確認 
出席者を確認後、当番システム上で、夏
期集中学習中の当番について、必要に応
じて変更を行う。 

4月30日   
  
  
●    行事のボランティア募集 
メーリングリストで募集する。 
 

 
●    夏期集中学習期間の当番確認 
出席者を確認後、当番システム上で、夏期集
中学習中の当番について、必要に応じて変更
を行う。 

❖   サンフランシスコ保護者会総会 
●    クラス委員出席・紹介 
●    クラス費受け取り 

5月7日 ❖   サンフランシスコ保護者会総会 
●    クラス委員出席・紹介 
●    クラス費受け取り 

  5月14日 ❖   授業参観 / 学級懇談 

❖   秋祭り実行委員会1回目 5月21日   

❖   オリジナルウエアー販売 
  

❖   運動会景品袋詰め 
各クラスの生徒分を詰める。参加できない
場合は代理 (学年関係無し) を頼む。 

5月上旬 ❖   オリジナルウエアー販売 
  

❖   球技大会景品袋詰め (＠幼小部) 
各クラスの生徒分を詰める。参加できない場合
は代理（学年関係無し）を頼む。 

❖   運動会 
●    景品の持ち込み 
●    幼小部の引率、クラス生徒の世話 

6月4日   

❖  夏季集中講座 6月14日- 
25日 

❖  夏季集中講座 

  6月18日 ❖   球技大会 
●    景品の持ち込み 

❖   夏休み作品展 8月27日 ●    教科書配布のお手伝い 
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幼稚部・小学部 後期日程 
(予定含む) 

中高部 

❖   秋祭り実行委員会2回目 (任意)   9月3日   

❖   秋祭り 10月1日   

  10月8日 ❖   授業参観・個人面談 
●    ホリデーカード作成 

  11月19日 ❖   個人面談 (特別授業時間) 
❖   古本市/フードセール 

❖   授業参観 
●    ホリデーカード作成 

10月29日   

❖   古本市 11月5日   

❖   借用校ホリデーギフト 
❖   ホリデーカード提出〆切＠役員室 
❖   幼小部入学説明会 

12月3日   
❖   ホリデーカード提出〆切＠役員室 
  

❖   幼小部学校説明会 12月10日   

  12月17日 ❖   中高部入学説明会 

❖   教職員ホリデーランチ 12月17日   

❖   次期保護者会役員・クラス委員・図書委
員選出 

12 ～1月 ❖   次期保護者会役員・クラス委員・図書委員選
出 

❖   カルタ大会 (1～3年生) 1月7日   

❖   図書委員抽選会 (1～5年生) 1月14日   

●    クラス記念品の用意 
(早めに取り掛かる) 

1月半ば ●    クラス記念品の用意 
(早めに取り掛かる) 

❖   クラス委員慰労会 
❖   SJ/SF合同保護者会総会 

2月4日 ❖   クラス委員慰労会 
❖   SJ/SF合同保護者会総会 

❖   卒業式・終了式 3月11日 ❖   卒業式・終了式 
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