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2018 年度 行事予定、クラス委員業務内容一覧表 

※ 日程は、諸般の都合により変更される可能性があります。尚、下線の部分はクラス委員のご協力を賜ります 。 

幼稚部・小学部  中高部 

行事 クラス委員関連事項 前期日程 行事 クラス委員関連事項 

入学式 

始業式 
クラス委員選出発表 4 月 7 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 

説明会参加後 

保護者会システム情報の更

新 

4 月 14 日 
 

 クラス委員説明会参加 

説明会参加後 

保護者会システム情報

の更新 

  係の割当開始 
4 月中旬 

  係の割当開始 

避難訓練 

中学入試 

説明会 

 4 月 21 日 避難訓練 
 

 

授業参観 

学級懇談会 

 

 係の調整 

 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。 

 リレー選手選出（5 年） 

5 月 5 日  

メールにて、 

 係の調整開始 

 夏期集中学習期間の出

欠確認 

（役員が出欠確認後、当番表を

配布。当番変更の際は役員へ

連絡） 

2018 年度保護者会役員スローガン 

大切な人の未来（あした）のために。今、できること。 

- 応援しよう、世界の架け橋になる子ども達のために 

- 助け合おう、明るく楽しい補習校のために 

- 成長しよう、未来に羽ばたく子ども達と共に 
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  オリジナル Tシャツ販売 
4 月中旬 

～5月 
 

 オリジナル Tシャツ販

売 

標準学力 

テスト 

 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 

 リレー選手選出 

（3，4，6年） 

5 月 12 日 

標準学力 

テスト(中二) 

 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 

 

 第 1 回秋祭り準備係キック

オフミーティング 

 有志祝賀会・卒業文集キッ

クオフミーティング 

5 月 19 日 

授業参観 

学級懇談会 

高等部 

進学説明会 

 フードセールキックオ

フミーティング 

 

 

 運動会景品袋詰め 

各クラスの幼児・児童分を

詰める。参加できない場合

は代理 (学年関係無し) を

頼む。 

6 月 2 日 
前期中間 

テスト 

 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。 

 有志祝賀会キックオフ

ミーティング 

運動会 

 

 景品の持ち込み 

 幼小部の引率、クラス幼

児・児童の世話 

6 月 9 日   

休校  6 月 16 日 休校  

集中学習  
6 月 19 日- 

30 日 
集中学習  

避難訓練  6 月 20 日   

  6 月 23 日 
球技大会  景品の持ち込み 
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授業再開 

夏休み 

作品展 

 9 月 1 日 
授業再開  

 秋祭り準備係 2 回目 (任意) 9 月 8 日 

前期期末 

テスト 
 

  9 月 15 日 
イヤーブック 

撮影 
 

イヤーブック

撮影 1 
 9 月 22 日   

秋祭り  9 月 29 日 前期終業  

イヤーブック

撮影 2 
 10 月 6日 

後期授業開始 

フードセール 
 

特別授業 

（3～6年） 
 10 月 13 日 

授業参観 

個別懇談 

高等部進学 

説明会 

古本市 

 ホリデーカード作成 

  10 月 20 日 個別懇談  

授業参観 

個別懇談 
 ホリデーカード作成 10 月 27 日 個別懇談  

古本市 

個別懇談 
 11 月 3 日  

 

個別懇談  11 月 10 日 
後期中間 

テスト 
 

感謝祭休暇  11 月 24 日 感謝祭休暇  

幼小部 

学校説明会 

引き取り訓

練 

 ホリデーカード提出〆切 

＠役員室 
12 月 1 日 

高等部入学願書 

・試験範囲配布 

引き取り訓練 

 ホリデーカード提出〆

切 

＠役員室 
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中学進学 

説明会 
 12 月 15 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 

 次期保護者会役員 

クラス委員・図書委員選出 

新年授業 

開始 

カルタ大会 

(1～3 年生)  

 1 月 5 日 
新年授業 

開始 
 

新一年生面

接試験 

 

 図書委員抽選会  

(1～5 年生) 
1 月 12 日 

高等部入学願書

締切 

漢字コンクール 

 

幼稚部面接  1 月 19 日 
  

幼稚部発表会  2 月 2 日 

中学部・高等部

入試 
 

  クラス委員慰労会 2 月 9 日 
  クラス委員慰労会 

  2 月 16 日 

後期期末 

テスト 
 

  SJ/SF 合同保護者会総会 3 月 2 日 
  SJ/SF 合同保護者会総会 

  3 月 9 日 文化祭  

卒業式 

修了式 
 3 月 16 日 

卒業式 

修了式 
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補習校データベースと保護者会システム 

 

補習校には以下の二つのシステムが存在します。ユーザー名・パスワードは、どちらも同じ物を使用

します。お持ちでなければ、必ず補習校事務局 (電話: 415-989-4535、Ｅメール: office@sfjs.org ) 

に再発行してもらってください。 

 

❖ 補習校データベース (以下、「補習校ＤＢ」) 

主に補習校事務局用のシステムです。幼児・児童・生徒情報と、保護者が入力した住所・電話番

号・Ｅメールアドレスなどを管理します。 

❖ 保護者会システム                                      

補習校ＤＢのデータをもとに、保護者会・クラス委員用に開発された補習校保護者のみが使用で

きるシステムです。データは補習校ＤＢから 1日 1回更新されます。クラス委員は仕事の負担を

軽減するため、こちらのシステムを活用しております。 

 

クラス委員に選ばれた方に、必ず初めに行っていただきたい作業が２つあります。 

 

補習校ＤＢへのログイン 

 

1. コンピュータでブラウザを立ち上げてください。Internet Explorer（IE）をお使いになる場合、

バージョンによっては作業の途中で正しく作動しないことがあります。できるだけ Google 

Chrome, Firefox, または Safari を利用してください。 

 

2. 補習校のサイト (http://www.sfjs.org/) の中の「在校生・保護者」＞「補習校データベース」

メニュー、またはホームページ左の            のリンクから入ってください。また

は (http://soranotabi.com/db_program/sfjlc/) から直接ログインしてください。ユーザー名、

パスワードは既に学校から発行されています。パスワードをお忘れの場合、画面左側の ”パスワ

ードを忘れた場合はここをクリック” をクリックし、補習校事務局に再発行してもらってくださ

い。 
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3. ログイン後、「個人情報」タブをクリックし、保護者情報の編集画面を開きます。 

保護者 1か保護者 2、クラス委員ご本人の名前が入っている方に連絡用メールアドレスを入力して

ください。情報を編集した場合は、忘れずに”更新”ボタンを押してください。 

※保護者 2にクラス委員ご本人の名前が入っている場合は、保護者会システム

(http://www.sfjs.org/)の”オプション設定”画面にて以下二点を保護者 2 に指定してくださ

い。 

 -連絡先名簿の表示設定にて保護者 2 を指定。 

 -メーリングリストの設定にて、保護者１及び 保護者２の両方を登録を指定。 

 

保護者会システムへのログイン 

 

コンピュータでブラウザを立ち上げ、補習校のサイト (http://www.sfjs.org/) の中の「在校生・保

護者」＞「保護者会サイト」＞「サンフランシスコ日本語補習校保護者会」＞「保護者会システ

ム」、またはホームページ左の 下にある「保護者会」＞「保護者会システム」 

または、アドレスの欄に (https://sfjspa.org/app/) を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補習校 DBにログインする際に使用するユーザー名・パスワード・クラス委員ご本人の姓名 (英語また

は日本語) を入力して、必ずログインできることを確認しておいてください。 

 

パスワードを忘れてしまった場合は、画面上にある 『パスワードを忘れてしまった場合は 「ここを

クリック」してください。』 の中の「ここをクリック」を押して、ユーザー名を送信してください。

登録したアドレスに新しいパスワードが届きます。ログインできない場合は、保護者会ホームページ

「よくある質問 (http://info.sf.sfjspa.org/pasystem/faq)」 に目を通して頂き、それでも解決し

ない場合は保護者会 IT担当 村川 (murakawa.sumie@sf.sfjspa.org)までお問い合わせください。 
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クラス委員の役割 

各クラスの保護者を代表し、各クラスと担任の先生や保護者会役員を繋ぐ重要なパイプ役です。 

クラス委員の仕事概要  

1. 学校行事・保護者会行事のお手伝い 

2. 電話名簿の管理 

3. メーリングリストによるメール連絡網の管理・利用 

4. 学校行事・保護者会行事の係割当て 

5. 卒業記念行事有志募集(小 6,中 3,高 2 対象) 

6. 保護者会総会への出席 

7. クラス費管理 

8. ランチ・ヤード・図書・駐車場当番の管理 

9. 担任の先生のお手伝い 

10. ホリデーカードの作成  

11. 年度途中の転入者・転出者への対応 

12. 年度途中のクラス委員の交代に伴う連絡業務 

 

各クラスにおいて、従来どおりメール担当者と行事担当者に分かれて業務を分担して頂いても構いま

せんが、メール担当者の負担が大きいと感じる場合は、厳密に業務内容を分けることなく、互いに日

程を調整し合い、臨機応変に対応してください。また、クラス向けに通常業務以外でメールを送る際

は、両クラス委員があらかじめ合意した内容にて行っていただけますようお願い致します。 

「クラス委員と保護者の皆さんとの良好な関係作り」のために、保護者の方からの疑問等でクラス委

員が判断しかねるもの、答えにくいものは、学年担当にメールにてご連絡下さい。 
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クラス委員の仕事詳細 

1. 学校行事･保護者会行事のお手伝い  

 

各種行事においてクラス委員の方々にお手伝いをお願いしております。P3 に記載の「2018 年度 

行事予定、クラス委員業務内容一覧表」の表で、下線のある行事がご協力頂く行事となります。 

 

通年業務 (電話名簿や当番の管理など) と重なる部分もあります。時間的、日程的に難しい場合

は代理の方 (クラスや学年は問わない) にお願いすることも可能です。 

 

2. 電話名簿の管理 

 

（１）  電話名簿：表示内容の確認 (保護者) 

 

電話名簿は主に次のような個人情報で構成されます。 

 

➢ 幼児 / 児童 / 生徒名 

➢ 保護者名、委員 (当番免除がある場合は (免) と表記) 

➢ 電話番号 (自宅番号は H、携帯番号は C と表記) 

➢ E メールアドレス 

 

A) 年度始めにメーリングリストを使用し、クラスの保護者へ電話名簿での表示内容の確認

をお願いしてください。確認方法は以下のとおりです。 

a)    保護者会システム (https://sfjspa.org/app/) にログインします。 

b)    お子様のクラスを選択します。 

c)     次に、「電話名簿」を選択します。 

 

B) 電話番号・Eメールアドレスともに最新でなくてはなりません。また、名簿に表示する情

報は、保護者自身で選択できます。 

a)    保護者会システム (https://sfjspa.org/app/) にログインします。 
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b)    お子様のクラスを選択します。 

c)    次に、「オプション設定」を選択します。 

d)    電話名簿に表示する保護者 (保護者１または保護者２) を選択します。 

e)    保護者情報の横にある □ をクリックし、 ✓マークを入れると、この情報が名簿

に表示されます。 

 

*   保護者が何も設定しなければ、電話名簿にはすべての保護者情報が表示されます。

表示させたくない情報がある場合は、保護者自身が補習校データベースの「オプショ

ン設定」にて設定解除する必要があります。 

C) 電話番号や Eメールアドレスを変更する必要がある場合は、保護者自身で「補習校デー

タベース」(http://worldeducationalservice.com/db_program/sfjlc/) を変更するよう

お願いしてください。 

電話番号または E メールアドレスのどちらか１つは必ず記載しなくてはなりません。ま

た、E メールで届く「転入出の情報メール」をご確認頂き、年度途中での転入者に対し

ても表示内容の確認や選択を行うよう依頼してください。 

 

（２）  電話名簿：表示内容の確認 (クラス担任) 

 

クラスの保護者への表示内容確認と同時に、クラス担任の先生に「電話番号」または「Eメー

ルアドレス」の表示についてご確認ください。担任の先生が表示を希望された場合、クラス

委員が「電話名簿」の画面にて該当情報を入力し、「先生情報の更新」を選択し保存してく

ださい。上手く操作できない場合は、保護者会役員 IT 担当 村川

(murakawa.sumie@sf.sfjspa.org) へご連絡ください。 

 

クラス担任の先生は保護者会システムを使用することができません。 

 

3. メーリングリストによるメール連絡網の管理・利用 

 

(1)  E メールアドレスによる連絡 

 

日本語補習校における保護者会活動・クラス運営を進める上で Eメールを活用することは、

効率化、省力化、迅速化、コスト削減の点において大変効果的です。このマニュアルを良く

お読みになり、上手にご活用ください。 
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なお、コンピューターや Eメールをお持ちでない場合や、E メールアドレスをご提供いただけ

ない保護者の方には、FAX または電話での連絡となります。 

 

(2)  保護者会で設定するメーリングリストの一覧 

 

メーリングリストとは、複数の人に同時にメールを送る特殊なメールアドレスです。代表メ

ールアドレスを設け、個人のアドレスがメール画面に表示されることを防ぎます。 

 

次に示すように、保護者会から各種メーリングリストが用意されています。 

 

A) クラス別 保護者全体宛 のメーリングリスト 

 《幼稚部・小学部》 基本形：sfe 学年-組@sfjspa.org  

＜参考例＞ 

うさぎ sfk0-1@sfjspa.org ３年３組 sfe3-3@sfjspa.org 

きりん sfk0-2@sfjspa.org ３年４組 sfe3-4@sfjspa.org 

１年１組 sfe1-1@sfjspa.org ４年１組 sfe4-1@sfjspa.org 

１年２組 sfe1-2@sfjspa.org ４年２組 sfe4-2@sfjspa.org 

１年３組 sfe1-3@sfjspa.org ４年３組 sfe4-3@sfjspa.org 

１年４組 sfe1-4@sfjspa.org ４年４組 sfe4-4@sfjspa.org 

２年１組 sfe2-1@sfjspa.org ５年１組 sfe5-1@sfjspa.org 

２年２組 sfe2-2@sfjspa.org ５年２組 sfe5-2@sfjspa.org 

２年３組 sfe2-3@sfjspa.org ５年３組 sfe5-3@sfjspa.org 

２年４組 sfe2-4@sfjspa.org ６年１組 sfe6-1@sfjspa.org 

３年１組 sfe3-1@sfjspa.org ６年２組 sfe6-2@sfjspa.org 

３年２組 sfe3-2@sfjspa.org ６年３組 sfe6-3@sfjspa.org 
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《中学部》   基本形：sfm 学年-組@sfjspa.org 

＜参考例＞ 

１年１組 sfm1-1＠sfjspa.org ２年２組 sfm2-2＠sfjspa.org 

１年２組 sfm1-2＠sfjspa.org ３年１組 sfm3-1＠sfjspa.org 

２年１組 sfm2-1＠sfjspa.org ３年２組 sfm3-2＠sfjspa.org 

     

《高等部》  基本形 ：sfh 学年-組@sfjspa.org 

＜参考例＞ 

１年１組 sfh1-1＠sfjspa.org ２年１組 sfh2-1＠sfjspa.org 

 

B) クラス別・学年別・学校別 クラス委員宛 メーリングリスト 

＜参考例＞ 

《クラス別》                             《学年別》 

うさぎ cisfk0-1@sfjspa.org 幼稚部 cisfk0all@sfjspa.org 

きりん cisfk0-2@sfjspa.org   

小学部 cisfe 学年-組@sfjspa.org 小学部 cisfe 学年 all@sfjspa.org 

中学部 cisfm 学年-組@sfjspa.org 中学部 cisfm 学年 all@sfjspa.org 

高等部 cisfh 学年-組@sfjspa.org 高等部 cisfh 学年 all@sfjspa.org 

                                                                                                   

《幼・小・中高別》  

幼稚部 cisfk@sfjspa.org 小学部 cisfe@sfjspa.org 中高部 cisfmh@sfjspa.org 
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(3)   メーリングリストの管理 

 

電話名簿の確認のため、クラス向けメーリングリストを使用します。 まず始めに以下の手順

に従い、使用できる状態にしてください。 

 

A) 保護者会システムにログインします。  

ブラウザを立ち上げ、アドレス (https://sfjspa.org/app/) を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)  「メーリングリスト管理」を選択します。 

この画面でできることは、以下の 3 点です。  

イ) メーリングリストの運用停止・再開  

ロ) 個別にメール配信を停止すること  

ハ) E メールアドレスを一時的に強制変更すること  

 

C)  E メールアドレスの確認と入力  

保護者の Eメールアドレス一覧が表示されています。表示されていない保護者には電話

で連絡を取り、補習校 DB への E メールアドレスの登録をお願いしてください。 

 

a)   原則として、保護者に補習校 DB での入力・訂正を依頼してください。  

b)   各保護者が訂正するまでの経過処置として、クラス委員が保護者会システムにおいてメールアド

レスを一時的に変更することができます。メールアドレスを入力した後は、変更ボタンを押してくだ

さい。強制変更したメールアドレスは赤く表示されます。赤く表示されたアドレスは補習校 DB に存

在しないアドレスとなります。 



15 
 

 (4)  メーリングリストの使い方  

 

例) 1 年 1組のクラス委員 Ａさん abc@abc.jp が保護者に一斉メールを配信する場合  

 

From: abc@abc.jp（Aさんの E アドレス）  

To:   何も入力しない  

Cc:  何も入力しない  

Bcc: sfe1-1@sfjspa.org （1 年 1組の保護者メーリングリスト）  

Re:  運動会の景品  

メッセージ：今週の土曜日は･･･云々･･･クラス委員 ○○より  

 

 

  (5)  メーリングリストのセキュリティーについて  

 

メーリングリストを使用できるのは、そのメーリングリストに登録された E メールアドレス

および保護者会役員だけです。電話名簿に先生の E メールアドレスを入力したり、すでに表

示されている場合は先生も使用可能となります。それ以外の方はそのメーリングリストを使

用することはできません。万が一、部外者が使用を試みた場合には、保護者会システムでエ

ラーが起こり、クラス委員にエラーメッセージが送られます。 

 

(6)  メーリングリストの使用についてのガイドライン  

 

A)   メーリングリストは今年度のみの使用に限定され、年度が変わると再度作成されま

す。  

B)   メーリングリストは、保護者会活動・クラス活動等、補習校に関する連絡に限定され

ます。他の目的 (ベビーシッターの募集、ピアノ発表会の案内等々) では一切使用しな

いでください。  

C)   メーリングリストは保護者会が運営するものであり、学校業務連絡のためにあるわけ

ではありません。但し、学校事務局から、保護者会役員に依頼があった場合には、学校

から各家庭への緊急連絡等に使用されることがあります。  

D)   クラス委員は、少なくとも週に 2～3回、できれば毎日 Eメールをチェックしてくださ

い。 クラス委員は、保護者会と保護者から得た個人 E メールアドレスを公開したり、

漏洩したりしないでください。  

E)   重要な連絡事項については、受信確認の返信メールを保護者にお願いし、返信メール

が来ない場合は保護者に再度確認してください。 件名に「要返信：」と入れると見落
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とされにくくなります。クラスへの配信網が整った後も、保護者に返信をお願いし、受

信できているかどうかを適宜確認してください。 

  F)   ①クラス委員からの Eメールの返信は必ずクラス委員専用アドレス（例えば １年１組

の場合は、cisfe1-1@sfjspa.org）に返信してもらってください。そうする事によっ

てクラス委員二人に Eメールが届きます。 

②保護者の Eメール（返信メールを含む）がクラスの保護者全員に行ってしまう場合

は、to や cc にクラス別保護者全体アドレス（例えば １年１組の場合は、sfe1-

1@sfjspa.org）が入っていないことを確認してから Eメールしてもらうよう指導して

下さい。 

③メールを出す際には、下記のような署名を常に入れることをお勧めします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

1-1 クラス両クラス委員 cisfe1-1@sfjspa.org 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜参考： 以下は、保護者会が保護者会会員一般に対して行う予定の注意事項です。＞   

 

イ)  週に 2～3回以上、最低でも金曜日にはメールチェックしてください。  

ロ)   E メールを定期的に確認しなかったことに対する不都合は、個人の責任とします。  

ハ)   受信確認は、その旨の要請がある場合、幼児・児童・生徒の氏名を入れて行ってくだ

さい。通常は必要ありません。  

ニ)   当番交替を探す場合は、電話名簿を用いて探すことができます。メーリングリストは

使用しないでください。 (クラス委員の仕事が煩雑になるなどの問題が生じるため) 

ホ)   保護者同士がお互いの Eメールアドレスを交換して行う連絡は、各保護者の責任で行

ってください。  

 

(7)  その他注意事項  

 

各自のコンピューターからの情報漏洩を防ぐため、セキュリティー強化対策と情報管理の徹

底をお願い致します。アンチウイルス、アンチスパイウェアなどを利用してください。ま

た、不用意にコンピューター内に電子メールアドレス一覧などを残さない、外部記録デバイ

スなどにセーブしておかない、などにご注意願います。  

過去に、一斉メールの配信が届かないという報告が数件寄せられたようです。 Hotmail 系 
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(@hotmail.com、@hotmail.co.jp、@msn.com)、Yahoo Mail で届きにくいことがあるようで

す。その際は、BCC 欄に直接その方のアドレスと、一斉メールのアドレスを半角コンマで区

切って入力することで問題を回避することができます。To や cc には何も入れないようにお

願いいたします。  

 

クラス委員は各クラスから 2 名ずつ選出されます。立候補された方も、抽選で選出された方

も、必ずお二人で連携をしてクラス委員活動を遂行してください。単独での行動・活動

は、お二人の連携を乱すだけではなく、クラスの保護者、幼児、児童、生徒のみなさんの補

習校生活にも影響をおよぼすこともあります。 

 

(8)  メールソフトの設定  

 

メール作成画面に BCC 欄が表示されない場合は、以下の手順に従ってください。  

 

＜Outlook の場合＞  

 

メッセージを作成し、オプションタブをクリックし、「BCC の表示」をクリックします。それ以降はメ

ール作成毎に BCC 欄が表示されます。 

 

 

 

＜Outlook Express の場合＞  

 

メッセージを作成し、表示ニューから「すべてのヘッダー」を選択してください。それ以降メール作成

毎に BCC 欄が表示されます。 
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 (9)   クラス委員の Eメールアドレスの保護について  

 

クラス委員の皆様には、個人アドレスとメーリングリストを使って、保護者への連絡をお願

いすることになりますが、クラス委員の方の Eメールアドレスが外部に洩れてしまうことも

考えられます。これを防ぐことは困難ですが、無料のメールアドレス (Yahoo Japan や 

Gmail 等々) を作り、それを使用すれば、被害にあったとしても破棄して新たに作ることが

可能です。  

また、保護者の中に、同じような理由で不安をお持ちの方、また、それが理由で電話名簿に

メールアドレスを登録したくないと考える方がおられる場合は、上記の方法をお願いしてく

ださい。それでも登録して頂けない場合は FAX または口頭での連絡となります。 

 

4. 学校行事・保護者会年間行事の係割当て 

 

各種学校行事・保護者会行事にて係が必要な行事があります。そのため各クラスにて係を割当て

る作業をお願いしています。係を割当てて いただきたい行事と必要な人数は、係表をご覧くださ

い。なお、次に該当する方は、係免除となります。 

 

❖ 全学年免除 …… 理事、教職員 (ほうかごクラブ職員を含む)、保護者会役員、図書 

         委員長・副委員長、理事会委嘱委員 (図書システム委員、 

スタジオ架け橋、50 周年記念委員など) 

❖ 担当学年免除 … T シャツ委員 

 

割当てる方法は自由ですが、保育参観・授業参観日は保護者の方が一斉に集まる機会ですので、

この日に係表にお名前を記載していただくとあまり時間がかかりません。その際は事前に、保護

者に「係表」(担当役員よりメールで配布) をメール配信し、どういった係が必要なのかをお知ら
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せしておくと当日スムーズに記入していただけるようです。 

 

転出を予定されている保護者の方（ご家庭）には、その旨をクラス委員に伝え、予め参加可能な

係を希望していただくよう伝えて下さい。転出の際に担当係が残っている場合は、代理を探す必

要があります。  

 

クラス委員は、前もって以下の係が割当てられています。 

① 「年間行事係」では運動会準備（参加賞の袋詰め、持ち帰って保管、当日会場に持込み） 

② 「運動会係」では学級の児童の世話（1. 開会式前の準備、整列 2. 応援席での児童の管理な

ど） 

もし、何らかの事情でできない場合は、必ず代理の人を見つけ、係表への書き込みと学年担当へ

の連絡をして下さい。 

 

なお、当番や係の代理の人は、必ず補習校に通う児童・生徒を持つ保護者から選んで下さい。

（親類・祖父母は保護者とみなしていません。） 

 

各クラスにて係が決定したら、「係表」の Excel ファイルに入力して頂き、各学年担当役員まで

メールでお送りください。Microsoft Excel をお持ちで無い場合は、手書きで記入された係表を

役員室 (302 号室) にお持ちいただくか、学年担当役員にお渡しください。 

 

5. 卒業記念行事有志募集(小 6,中 3,高 2 対象) 

 

卒業記念行事の位置づけ 

祝賀会、卒業文集作成は、例年保護者からの有志の協力で行われている学年単位での卒業関連行

事です。 

学校、保護者会の行事および保護者に義務としてお願いする当番、係とは異なり、あくまで有志

による行事運営となります。 

有志が集まり卒業行事を行う場合は、保護者会から援助金が一部支給されますので有効に活用く

ださい。 

 

有志の募集方法 

係の割当開始と合わせて有志の募集開始を願います。５月中旬、係決めと合わせて有志の有無を

各学年担当役員までご連絡ください。 

有志が名乗り出てくださった場合には、クラス内で多少なり負荷の考慮をした当番・係の割り振
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りを、クラス委員さんが決めてくださってかまいません。 

募集の用紙は別途配布の表をご使用ください。学年で有志が集まらなかった場合は、行事が出来

ないことがあることもご理解ください。 

 

キックオフミーティング 

有志が集まり、卒業行事を開催することが決定した場合は、キックオフミーティングを保護者会

でアレンジいたします。キックオフミーティング後は、有志の方々で自主的に計画運営をすすめ

ていただくことになります。 

行事や募集に関してご質問等がありましたら、学年担当役員に声をおかけください。 

 

6. 保護者会総会への出席 

 

5 月 12 日と 3月 2日の年 2回を予定しています。 5 月 12 日には新クラス委員の紹介がありま

す。またクラス費の受け取りがありますので、必ずご出席ください。 やむをえず欠席する場合

は、委任状を提出してください。  

 

 

7. クラス費管理 

 

クラス費予算は 5月 12 日の保護者会総会後、各クラスのクラス委員にメールでお伝えします。在

籍幼児・児童・生徒一人当たり一定額で、始業式当日のクラスの幼児・児童・生徒数に応じて計

算されます。金額については保護者会総会にてお知らせ致しますが、年度途中での転入・転出が

あった場合でもクラス費の増減はしません。ただし、生徒数が 5人以上増加した場合は会計まで

ご相談ください。  

 

クラス費は、例年は修了・卒業記念品の購入、作成に使う場合が多かったのですが、本来はクラス

の活動を支えるための予算です。学級担任の先生と相談し、学級の活動で役立つものの購入に充て

ることになります。それに伴い年度末の修了記念品は廃止となりました。コピーなどの必要経費や、

教育環境向上のためにクラスで必要と思われるものを担任の先生とご相談の上、有意義にお使いく

ださい。 

  ＊幼稚部を除く卒業学年にはクラス費とは別に卒業支援費が支給されます。  

詳細につきましては別途卒業関連資料でご説明します。 
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＜クラス費用途の参考例＞ 

クリアブック、クラス委員の仕事に関わるコピー代や切手代、各種当番表のコピー、ティッシュペー

パー、図書購入、休み時間に使用するボール、雨の日のための折り紙、お弁当を置いている敷

物、筆ペン、図書バッグ、ボールの空気入れ、など。 

 

＜注意する点＞ 

 イ)  クラス費を先生への贈り物・修了・卒業記念品、飲食物には一切使用しないでくださ

い。 

ロ)  クラス委員の仕事に関わるコピー、切手代などもクラス費から支払います。 

    ＊コピー代は店舗で行った場合は実費、自宅の場合はモノクロ 10 セント、カラー50 セ

ントがクラス費より支払われます。 

ハ)  クラス費を使用したときは、必ずレシートをもらい保管してください。会計年度末の 1

月末にクラス費使途明細書と一緒に会計に提出していただきます。クラス費使用分は、

後日小切手を発行し、お渡し致します。 

 

8. ランチ・ヤード･図書・駐車場当番の管理 

 

当番は、子ども達が快適に学校生活を送るためのものです。幼稚部と小学部 1～2 年生の保護者は

ランチ当番、3～4年生の保護者はヤード当番と図書当番、5～6年生と中高等部の保護者は駐車場

当番の担当になります。 

 

クラス名簿から当番免除者を除いた上で、保護者会システムにて当番表が作成されます。当番免

除者とは、次のどちらかに該当する保護者および、そのご家族を指します。当番免除者のリスト

は、保護者会システムのメニューの「当番免除者一覧」で確認ができます。 

 

❖ 全学年免除 …… 理事、教職員 (ほうかごクラブ職員を含む)、保護者会役員、図書 

         委員長・副委員長、理事会委嘱委員 (図書システム委員、スタジオ架け

橋、 

             50 周年記念委員など) 

❖ 担当学年免除 … クラス委員、図書委員 
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以下、各当番の割当てと当番当日までの流れを説明します。 

 

(1)  保護者会学年担当役員が、当番システムを使って学年ごとに当番の割当てを行います。 

(2)  当番の割当てが行われると、学年担当役員から各クラス委員にその旨、メールが送られま

す。 

(3)  メールを受け取ったクラス委員は、保護者会システムにログインし、自分のクラスの当番の

割当てを確認してください。 

  ＊3～4 年生の当番は、ヤードと図書の 2 種類があります。当番システムはポイントに従い割

り振りを行いますが、当番の種類（ヤード・図書）については、関与しておりません。当番

の種類の調整はクラス委員の仕事となります。（同じ人が図書当番が 2回でヤードが 0回な

どどならない為の調整など）。各保護者のポイント数を確認し、できる限り公平に当番が割

り当てられるよう調整してください。 

   (4)  クラス内で当番に変更が生じた場合、当番入れ替え操作はクラス委員が当番システムを使って行  

         います。学年内で当番に変更が生じた場合は、担当役員が行います。当番の入れ替え操作は(5) の 

         確認手順に従ってください。ただし、中高部の当番入れ替え操作は担当役員が一括して行いますの 

         で、クラス委員はメールにて変更を担当役員へ連絡してください。 

 

当番の一覧表は約 2 ヶ月ごとに、または当番変更の度に、担当役員よりクラス委員へメールで案

内します。当たってないクラスでも、毎回全ての保護者の皆様へご案内下さい。 

 

夏期集中学習期間の当番は五月に夏期集中学習に出席する幼児・児童・生徒を確認して、調整し

てください。 
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 (5)当番の確認・変更は、以下の手順に従ってください。 

A)  保護者会システムにログインし、ログインするユーザーとして「クラス委員」を選択しま

す。 

             

 

 

 

B)  次に、「当番管理」を選択します。 
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C)   当番割当ての日付、当番内容、およびクラスの幼児・児童・生徒名一覧が表示されるので確

認します。 

              

 

D)   幼児・児童・生徒名を変更する場合は、新しい名前の上で左マウスボタンを押したまま、現

在割り当てられている名前の上に移動し、左マウスボタンを離します。 

 

E)   ヤード当番および駐車場当番で、他のクラスとの調整が必要な場合は担当役員にお問い合わ

せください。 

 

F)   印刷が必要なときは「印刷用」をクリックして、日付範囲を選択してから印刷してください。 

 

(4) 「印刷用」をクリックして一覧表をコピーし、それをクラスのメーリングリストに送って当番を

確認してください (3. メーリングリストによるメール連絡網の管理、利用の項を参照)。 

 

(5)  保護者会システムより、当番日の 5 日前に自動的に当番担当者にリマインダーメールが送られま

す。以下にリマインダーメールの例を示します。 
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(6)   当番からクラス委員宛に、メールを受け取った旨の確認メールが届きます。このメールが届か

なかった場合、メールや電話にて当番に確認をとる必要があります。 

 

 

なお、当番内容の詳細については、各当番マニュアル 

(https://sites.google.com/a/sf.sfjspa.org/info/Classiin/tobanmanual) もご参照ください。 

 

 



26 
 

9. 担任の先生のお手伝い 

 

これは、学年によって対応が異なります。特に低学年の場合は、朝会中に宿題のプリントや学校

からの配付物を児童ごとの個別のフォルダに分けるお手伝いや、印刷物のホチキス止め、下校時

に椅子を机の上に上げる作業なども含まれます。 こういったお手伝いはクラス委員に限らず、ラ

ンチ当番の保護者の方が同じ日にされるクラスも多いようです。 

 

 

10. ホリデーカードの作成 

 

各クラス担任へのホリデーカードを作成していただきます。 カードは 10月後半を目安に保護者

会で用意します。参観日などを利用して、できるだけ多くの保護者の方からメッセージを集めて

いただき、保護者会担当役員に提出してください。 メッセージの集め方は、クラス委員に一任し

ます (例えば、参観日に保護者に記入してもらう、メールなどでメッセージを集めてクラス委員

が代筆する、またはコピー･ペーストでカードに飾るなど)。  

 

記入済みのカードは保護者会役員室 (302 号室) にて回収しますが、詳しい日程は追って連絡致し

ます。  

 

11. 年度途中の転入者・転出者への対応 

 

[転入者] 

転入者が連絡先を補習校事務所に提出した時点で、その情報がシステムに登録されます。 

システムの情報を確認し、メールアドレスや電話番号など抜けている情報があったら追加するよ

うにお願いをします。クラスメール等を送って、正しく連絡が取れる状態にしておいてくださ

い。 

[転出者] 

担当の当番やボランティアが残っている場合は、代理を探す必要があります。 

クラスに転出入者がいる場合、下記のようなメールが送信されます。 
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12. 年度途中のクラス委員の交代に伴う連絡業務 

 

クラス委員の任期は１年間です。しかし転出等のやむを得ない事情により、クラス委員を継続す

ることができない場合は、代わりの方をクラス内からお探しいただきます。代わりの方が見つか

らない場合は、学年担当役員にご相談ください。  
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2018 年度保護者会役員及び連絡先 

 

                                  

 

 

                                           

 

 

 

幼稚部担当 

原島 朋幸 

harashima.tomoyuki@sf.sfjspa.org 

3，4 年担当 

スィーフ 陽子 

sieff.yoko@sf.sfjspa.org 

中高部担当 

ロスマン 薫

rothman.kaoru@sf.sfjspa.org 

イベント担当 

稲葉 恵子

inaba.keiko@sf.sfjspa.org 

1，2 年担当 

リプトン 明希子 

lipton.akiko@sf.sfjspa.org 

5，6 年担当 

ジョーンズ 真紀

jones.maki@sf.sfjspa.org 
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2018 年度保護者会役員及び連絡先 

 

                                  

 

 

                                       

 

 

会計 

冨永 真菜

tominaga.mana@sf.sfjspa.org 

図書担当 

中尾 千夏 

nakao.chinatsu@sf.sfjspa.org 

会長 

御子柴 直樹 

mikoshiba.naoki@sf.sfjspa.org 

副会長 

近江 真由美 

omi.mayumi@sf.sfjspa.org 

書記 

ヒューバー真紀子

huber.makiko@sf.sfjspa.org 

IT 担当 

村川 寿美枝 

murakawa.sumie@sf.sfjspa.org 


