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のお力添えとご意見が運営上いかに大切なものかと言う
事に気づいている方が多い様です。
今後も引き続き、皆様の貴重なご意見に期待し、それを
学校向上につなげて行きたいと考えております。今後と
も「補習校」への参加、協力をお願い申し上げます。ま
た、今後運営にご興味のある方は、毎年４学期に役員を
募集致しておりますので、現保護者会役員、運営委員へ
の直接申し出、ならびに保護者会メールアドレス
jlssqgc@yahoo.co.jp までご連絡下さい。

平成２６年６月２７日号
こち＊＊＊外部閲覧用に編集を加えてあります＊＊＊

保護者会総会
２）新旧役員の交代と今後の保護者会の役割、方向
性

去る５月１７日（土）クィーンズランド日本語補習校ゴ
ールドコースト（以下、補習校）にて新学期初めての保
護者会総会が行われました。ご参加ありがとうございま
した。

本総会にて、新旧役員交代の挨拶、顔合わせが行われま
した。なお、新役員の役職、氏名は以下の通りです。

主な内容は以下の通りです。
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皆様のご協力によりつつがなく総会を行うことができま
した。皆様のご助言を頂戴しながら、出来る限り向上に
取り組んで行きますので、ご鞭撻の方、よろしくお願い
申し上げます。
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今期は前期に引き続き、業務を簡素化し、生徒の教育環
境を整え、先生方と保護者間の潤滑油になるべく努めて
まいります。

１）本校の運営

昨年度から電子メールにて必要書類を送信しています。
重要な事柄が記載されていますので、必ず各ご家庭で確
認をお願い致します。

補習校は、日本人会を母体とし、運営委員により運営さ
れています。運営委員とは、皆様の代表として日本人会
役員から３名、保護者会役員から３名、文科省派遣教員
の校長からなる７名で構成されています。

保護者の皆様の声を幅広くお伺いできるように、保護者
会窓口がございます。この保護者会窓口のシステムです
が、図書室横、当番待機室の当番役員がまずお話を伺い、
それをもとに担当部署に伝えます。（例えば実務、経理
関係は事務担当へ、学校当番、補習校まつり、図書関連
など保護者会管轄内は保護者会役員会、また運営上、教
務上の案件は運営委員会など）それを担当部署で話し合
い、学校一体となって、出来るだけ事案にあった対応を
して行きたいと考えております。

運営委員会は、児童並びに生徒のみなさんがより良い環
境で勉強できる場のあり方 、日々学校で起きる様々な出
来事に対処しながら学校運営における予算、効率化、運
営のあり方を話し合い、決定して行く場です。
本校は、保護者の皆様全員のお力添えで成り立っており、
皆様のご意見と学校運営への参加が本校の運営の鍵とな
っております。「ちょっと入って行きにくいわ。」「何
だか、面倒だわ。」と思われる事も多いと思いますが、
現在役員をしているメンバーもそれぞれも始める前は何
となくそんな気持ちを感じている保護者の一人でした。

日本人会総会にて
先日６月１４日（土）、ゴールドコースト市立ロビーナ
図書館にて第２６期日本人会年次総会が行われました。
ブリスベン総領事館長 栁沢 陽子様にもご出席いただき
ました。

しかし、いざ入ってみると、なかなかやりがいのある内
容で、やってみて良かったと言う声を良く耳にします。
また、運営に加わった後、教育への新しいヒントをつか
まれた方もいらっしゃいました。そして、 保護者の方々
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それぞれの保護者が学校行事等を協力して行うための橋
渡し的役割がクラス委員です。クラス委員は、運動会お
よび補習校祭などのイベントのお手伝い、連絡網をまわ
していただく事が主な仕事です。

日本人会では会員数減少により収入減となりました、今
期は支出の縮小とイベントの企画による収入増を目指し
ています。

今期クラス委員をお引き受けくださった方、運動会、補
習校祭などのイベントを一緒に盛り上げてまいりましょ
う。一年間どうぞよろしくお願いします。

前年度補習校決算と今年度予算の内訳は以下の通りです。

第２５期（平成２５年度）決算：
以下省略

授業参観・学級懇談会

第２６期（平成２６年度）予算案：

去る５月３１日に授業参観と学級懇談会が行われました。

以下省略
本校は日本人会が母体となる機関ですので、 運営委員会
で決定された予算が日本人会総会にて承認され、初めて
書面での予算発行が可能となります。

普段と少し違う雰囲気に子供たちはちょっとおとなしく
授業を受けていた様子でした。

お弁当広場

学級懇談会の間、児童の自習監督をしてくださった保護
者の皆様、おかげさまで滞りなく懇談会が行うことがで
きました。

６月１４日（土）、午後１２時２０分より補習校 GC 校に
て 恒 例 の お 弁 当 広 場 が 行 わ れ ま し た 。

この場をお借りしお礼申し上げます。

第 26 期保護者会会長就任あいさつ
先日は皆様お忙しい中保護者会総会に足をお運び下さり
ありがとうございました。
本年度 保護者会会長に就任致しました 長部 瞳と申しま
す。
未熟ではございますが これから 1 年間の任期を精一杯務
めてまいりますので よろしくお願い致します。
保護者会の役割のひとつとして 保護者の方々と先生方と
協力して子供達のより良い成長の場を作り上げて行くと
いう目的があります。
役員一同協力してこのような環境をより良く整えていけ
る様運営してまいりたいと思っております。
また、保護者の皆様の御協力のもと 子供達が通って良か
ったと思える補習校を作っていきたいと考えております。
これから運動会、補習校祭りと大きなイベントが控えて
おります。
色々とお手伝いをお願いすることもございますが、皆様
と一緒に成功させたいという思いでございますので、ご
理解御協力の程よろしくお願い申し上げます。
何かございましたら いつでもご相談下さい。
皆で良い補習校作りをしていきましょう。

少し小雨が降りましたが、サイエンスシアター裏屋内集
会所（全校朝礼の場所）にてそれぞれの担任の先生を囲
んで和気あいあいとお弁当を食べる事が出来ました。

美味しいお弁当を食べながらのクラスメートとの楽しい
ひと時に 、先生と生徒のおしゃべりにも花が咲いている
ようでした。また、先生と保護者の方々との親睦もより
深まったようで、楽しい笑い声があちらこちらから聞こ
えてきました。
授業とは違った先生や生徒の一面が見られた上、参加者
のコミュニケーションの輪がますます広がったようで、
とても有意義なお弁当広場となった様子でした。

再入学、退学時の書類提出のお願い
クラス委員会

本補習校を途中で「引っ越し」「留学」など様々な理由
で再入学（復学）ならびに退学する場合、必ず補習校事
務所へ連絡の上、必要書類の提出を実際の再入学、退学
時の１ヶ月前までにお願い致します。

今期第一回目のクラス委員会が６月７日に行われました。
まず高見澤運営委員長より、ゴールドコースト日本語補
習校(以下補習校)の特色について説明がありました。
補習校は日本国費の補助を受け、校長を日本から派遣し
てもらっている在外教育施設である事。国費の補助がな
ければ学費は何倍にも嵩んでしまいます。保護者が協力
できること、例えば学校内での安全確保、運動会などの
行事では、率先してお手伝いをすることで、出費を抑え
ることができます。

辞められる際にご連絡が無い場合、授業料が引き続き徴
収される事がありますので、ご了承下さい。
なお、再入学（復学）、退学時の必要書類は補習校 GC ウ
ェブサイトよりダウンロード出来ますので、よろしくお
願い致します。もし詳細が分からない場合は、遠慮なく
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jlssqnishida@live.com.auもしくは 07-5531-6661（水、
金のみ）までお問い合わせ下さい。

・昆虫、天体など自然科学の本
・伝記マンガ、伝記本

ただし、実際の各種変更届けは書面でのみ受理されます
ので、お手数ですが書類の提出の方よろしくお願い致し
ます。

・おかあさんといっしょ DVD、電車 DVD、映画 DVD など
あらゆる分野の本、DVD を受け付けます。
くお願いします。

どうぞよろし

２６期関係役員より
補習校で安全に過ごすために
先日見まわり当番の方より、二十分休憩中に小学生の校
舎と幼稚部の間にある舞台で子供達が飛び降りたり押し
合ったりしている、また、遊具の周りの柵に高く登って
遊ぶ児童がおり危険だと報告がありました。

- お願い ペーパーレス化にあたり、引き続きメールでの配信物が
届かなかった場合、また連絡先等の個人情報変更の場合
は、お手数ですが、クィーンズランド日本語補習校ゴー
ルドコースト校、事務局まで書面にてお知らせ下さい。

のびのび遊ぶことはとても体にも心にも良いことです。
しかし怪我がないように、今一度安全な遊び方について
お子さんと話し合ってください。

補習校 GC メールアドレス:
jlssqnishida@live.com.au（事務）

送迎時にも気を付けていただきたいことがあります。お
子さんの送迎の際、体育館前のロータリーおよび体育館
前の停車は禁止されております。 必ず駐車場に停車し
て安全に送迎してください。

jlssq@westet.com.au（校長）

長期でお休みされる方へ
補習校をお休みする期間の連絡は、担任の先生並びにク
ラス役員へもご一報ください。

図書委員より
親と子の心をつなぐ読み聞かせ
日本語環境の乏しい環境に住んでいますと、どうしても
子供たちは日本語の活字離れが進んでしまいがちです。
そんな中でも、夜眠る前などに親子で日本語の本を読む
ことを習慣づけると、子供たちは自然に日本語で本を読
む楽しさを覚えていくものです。 そして何より、楽し
い物語、胸を打つ物語、わくわくする物語を一緒に体験
することは、日常の日本語での会話が増えていくことは
もちろん、生涯を通じて宝となる親子のかけがえのない
思い出になるのではないのでしょうか。図書室には親と
子の心をつなぐストーリーが眠っています。
ご家族の方も登録をすればその場で貸し出しできます。
あまり知られていませんが、大人向きの本もありますの
でどうぞ、気軽にお立ち寄りになって、ご家族で有効に
図書館をご活用ください。

寄贈本、DVD 随時受け付けております。
ご家庭で読み終えられました本、お子さんが成長され卒
業してしまわれた本および DVD がありましたら、ぜひ御
寄付をよろしくお願いいたします。 新しい本、古い本
問いません。
なお、場合によっては販売に回され、新しく本を購入す
る資金とさせていただくこともありますことをご了承く
ださい。
・おりがみ、クラフト、手芸の本
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