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少しずつ春の暖かさが感じられる今日この頃、もう一年が経つのか、と思うと時の
流れの早さを改めて実感します。この一年間の補習校生活が、お子様と保護者の皆様
にとって有意義な時間であったことを切に願います。
今年の理事会では、昨年度に決定された議案が施行され、先生方や保護者の皆様に
は色々とご迷惑をおかけいたしました。しかし、施行された議案は全てにおいて時間
をかけて何度も話し合い、将来の補習校を考えた上での結果です。最初は戸惑われる
かと思いますが、今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
今年度一年間、皆様のご協力のお陰で大きな事故もなく、幼児、児童、生徒たちは
無事に勉学に励むことができました。また保護者の皆様には「保護者参加型の学校」という理念のもと、当
番や係などにご理解とご協力をいただき、本当にありがとうございました。
教職員の皆様におかれましても、子供たちの成長のために日々ご尽力いただきましたこと、心から感謝い
たします。特に、この 3 月で帰任される、上里太一校長先生、西田菊佳教頭先生には補習校のためにご貢献
いただき感謝の念に堪えません。3 年間、本当にありがとうございました。
また、文部科学省および外務省を通して多大なるご援助を賜りました日本国政府、在サンフランシスコ日
本国総領事館の皆様、及び北加日本商工会議所(JCCNC)に心より感謝申し上げます。
来年度はこの日本語補習校は 50 周年を迎えます。次の 50 年に向けて今後も補習校が子供たちの楽しい学
びの場となることを期待しております。
一年間、本当にありがとうございました。

上里校長帰任の挨拶

教頭

上里多一

この度、3 年間の任期を終え離任することになりました。保護者の皆様にはこれま
で多大なご協力をいただき改めて感謝申し上げます。
実は、平成 28 年の 4 月に赴任した当初は、期待とともに週 1 回の授業で果たし
て、どれだけの教育が期待できるか、若干の不安がありました。しかし、それはすぐ
に、払拭されました。本校での教育が密度の濃い素晴らしい教育であることを知った
からです。
確かに週当たりの授業日数は 1 回という日本の学校教育とのハンデはあるものの、
教育の質的な面では、日本の教育に比べ負けず劣らず良質な教育が行われており、子ども達は今ある環境に
しっかりと適応し、着実に心身ともに健やかに成長している様子がうかがえ納得しました。本校教育のこの
ような良質な教育を担保するのは、先生方の与えられた仕事に対する情熱と目の前にいる子供たちへの愛情
とともに保護者の皆さんのご協力のお陰だと考えます。
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本校は今年、創立 50 周年を迎えます。紆余曲折を経ながらも世界最大規模の補習校になりました。本校
が、今後とも益々発展するとともに保護者の皆様のご健勝を祈願し離任の挨拶とします。

西田教頭帰任の挨拶

教頭

西田菊佳

この度、任期 3 年を終え、帰国いたします。本補習校では多くを学び、いろいろな
ことを窺い知ることができました。そのうちの大きな三つをお伝えいたします。
一つは、幼児・児童・生徒の皆さんの学ぶ意欲の高さです。平日は、現地校に通い、
英語で学習し、宿題も多いことと思います。さらに、土曜日に日本語で日本と同じ学習
内容を学んでいます。それを全うされている皆さんに心より敬意を表します。
二つ目は、保護者の皆さまの補習校に対する支援の高さです。現地校を借りての授
業や行事は保護者の皆さまの協力なしには成り立ちません。忙しい日々の中で支援を
惜しまない気持ちに心より感謝申し上げます。
三つ目は、補習校の先生方の子供たちを思う熱意の高さです。授業のために綿密に準備され、よりよい授業
を目指して研究され、一人一人の子供たちをしっかり見守ってくださる姿に心を打たれました。この先生方の
熱意がなければ、補習校は機能しません。その熱意に感銘いたしました。
本補習校に赴任できたことは私にとりまして大きな宝です。本当にありがとうございました。
サンフランシスコ日本語補習校は来年度、五十周年を迎えます。益々の発展を祈念いたしますとともに、子
供たち、保護者の皆さま、先生方のご多幸をお祈り申し上げます。

寄付の報告
北加日本商工会議所 (JCCNC) 様より、＄5,000 のご寄付をいただきました。幼児・児童・生徒に還元して
参ります。ありがとうございました。

通常総会報告
2 月 23 日 (土) に通常総会が幼小部サンフランシスコ校にて開催されました。学事報告、理事会活動報
告、会計報告、質疑応答、新年度理事発表がありました。参加してくださった保護者の皆様及び委任状を出
してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。
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事務局よりお知らせ
中高部サンフランシスコ校借用校変更のお知らせ（3 月 9 日・16 日）
中高部サンフランシスコ校の借用校は、3 月 9 日は Presidio Middle School、3 月 16 日は Giannini Middle
School となりますので、登校に際してはお間違えのないようご注意ください。
Presidio Middle School
450 30th Ave., San Francisco, CA 94121
Giannini Middle School
3151 Ortega Street, San Francisco, CA 94122
3 月 16 日：12 時 45 分登校

平成 30 年度幼稚部・小学部・中学部・高等部卒業証書授与式について
平成 30 年度サンフランシスコ日本語補習校幼稚部・小学部・中学部・高等部卒業証書授与式を下記の通
り挙行いたします。対象の保護者の皆様には、何かとご多用のことと存じますが、万障お繰り合わせの
上、ご出席くださいますようご案内いたします。
日時：各校とも

平成 31 年 3 月 16 日（土）

サンフランシスコ校

幼稚部

小学部

中高部

時間：午前 11 時 30～午後 12 時
場所：A.P. Giannini Middle School
（オーディトリアム）
下校：午後 12 時 30 分
時間：午前 10 時～午前 11 時
場所：A.P. Giannini Middle School
（オーディトリアム）
下校：午後 12 時
時間：午後 2 時～午後 3 時 15 分
場所：A.P. Giannini Middle School
（オーディトリアム）
下校：午後 4 時

サンノゼ校

時間：午後 1 時～午後 1 時 45 分
場所：The Harker School Blackford
Campus（シアター）
下校：午後 2 時 15 分
時間：午前 10 時 45 分～午後 12 時 15 分
場所：The Harker School Blackford
Campus（シアター）
下校：午後 12 時 30 分
時間：午前 8 時 55 分～午前 10 時
場所：J.F. Kennedy Middle School
（体育館）
下校：午後 12 時 15 分

幼小部は開式時刻の 15 分前までに、中高部は 10 分前までにご入場ください。
当日は下校時間が通常と異なります。また、昼食時間はありません。お間違えのないようにお願い致
します。
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3 月～4 月の行事

日付

サンフランシスコ校

サンノゼ校

3/2（土）

借用校 Presidio（中高部）

3/9（土）

文化祭（中高部）(Presidio)

3/16（土）

卒業式・修了式

卒業式・修了式

4/6 (土)

入学式・始業式

入学式・始業式

避難訓練

避難訓練

学芸祭（中高部）

4/13 (土)
4/20 (土)

中学入試説明会（小学部）
4/27 (土)

中学入試説明会（小学部）

「やまなみ」はサンフランシスコ日本語補習校理事会により月 1 回発行されます。 発行人：松田暁博
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