Event Schedule/主要スケジュールのご紹介
Schedules and contents will differ depending on the year, campus and grade.
※年度・キャンパス・学年により、開催の有無や内容は異なります。

August/8月
Orientation/オリエンテーション
New FC members are announced and approved (born!). At the same time, we begin recruiting "class
parents" who work closely with the teacher and parents in the individual classes. The role of "class
parent" is to provide support at class events and to help organize class participation at the spring
carnival.
* Class parents apply through their homeroom teachers, so please contact your teacher.
本年度のFC役員をご紹介し、皆様に承認のご同意をいただきます。新FC役員の誕生です！同時に、各
クラスを取りまとめていただく”クラスペアレント”の選出をお願いしています。”クラスペアレント”の役割は、
クラスイベントでのサポート、ならびにスプリングカーニバルに於いてのクラス出店のまとめ役としてご活躍
いただきます。
※クラスペアレントの応募は、各ホームルームティーチャー経由でお伺いしますので、ご希望の方はまず
は先生までお尋ねください。

September/9月
Planning for the annual activities/年間活動の計画
Each year, we make plans on how to utilize the family community expenses.
毎年、皆さまからいただくファミリーコミュニティ費用をどのように活用していくか、一年間のおおよその計画
を立てます。

Plans and Sales for FC goods/FCグッズの販売/計画
We sell school themed clothing (e.g. Zip-ups, Hoodies etc.) that children can wear at school in addition
to their uniforms.
制服以外に着用が許されているジップアップやフーディなどを販売します。

October/10月
Autumn Celebration/オータムセレブレーション
Students participate in a costume parade and performance at the annual Autumn Celebration. FC
officers will liven up the event by decorating the school and setting up FC booths.
生徒はオータムセレブレーション当日のイベントとして、仮装パレードやパフォーマンスをします。FC役員
は校内のデコレーションやFCブースを出すなどしてイベントを盛り上げます。

November/11月
Family Day/ファミリーデー
On Family Day parents visit their children(s)’s classrooms and tour the school building. FC officers
sell drinks, light meals, and used uniforms.
ファミリーデーは授業参観のような形で、生徒と保護者がともに校舎で過ごします。FC役員はドリンクや
軽食、Usedユニフォームの販売などを行います。

December/12月
Winter Concert/ウィンターコンサート
Students put on stage performances at the winter concert. FC officers will liven up the event by
decorating the school and holding a bake sale.
生徒たちはウィンターコンサート当日のイベントとして、ステージショーを行います。FC役員は校内のデコ
レーションやベイクセールの実施などでイベントを盛り上げます。

January/1月
Meeting with the class parents /クラスペアレントとのミーティング
FC officers set up a meeting with class parents to plan for the Spring Carnival in April.
4月に行うSpring Carnivalに向けて、FC役員はクラスペアレントとのミーティングを設定します。

February/2月
Valentine’s Day/バレンタインデー
FC officers prepare small gifts of gratitude and affection for faculty members and students.
FC役員は、教職員や生徒に日頃の感謝と愛情を込めてプチギフトを準備します。

March/3月
Preparation for the Spring Carnival/スプリングカーニバルに向けた準備
It's the busiest time for Spring Carnival preparation. FC members, class parents and parents will
all work together to prepare.
スプリングカーニバルに向けて大忙しの時期です。FC役員、クラスペアレント、
保護者全員が一丸となって準備を進めます。

April/4月
Spring Carnival/スプリングカーニバル
The annual Spring Carnival is an event organized completely by parents and FC officers. The aim is
to "cultivate and enrich friendships within the Aoba community (children, parents, faculty and staff)
as well as with people who live in the area". At the festival we hold international food stalls, flea
markets, live performances, and a raffle lottery to win luxury prizes.
毎年恒例のSpring Carnivalは、事前準備から当日運営に至るまで、保護者とFC役員で主催するイベン
トです。国際色豊かなインターナショナルフードの屋台やフリーマーケット、ライブパフォーマンス、ラッフ
ル抽選会を実施するなど、「アオバファミリー（子供達、保護者、教職員）、さらには地域の方々との親睦
発展」を目的として開催しています。

※Themes and content vary from year to year.
テーマや内容は年によって異なります。

Sports day/スポーツデー
On sports day children enjoy exercise and competitive games. FC members sell drinks and used
uniforms.
生徒が様々な運動に挑戦する日です。FC役員はドリンクやUsedユニフォームの販売などを行います。

May and June/5月と6月
Graduation/卒業
We prepare gifts for graduation.
卒業のお祝いのための記念品を準備します。

School year’s end celebration/学年最終日
FC officers hold a small celebration for the faculty and students.
FC役員は、教職員や生徒に向けてちょっとしたお祝いをします。

July/7月
Closing the account /会計締め
To complete our annual activities, FC officers finalize reporting and auditing the accounting for the
previous year. The accounting report will be shared with parents at the orientation in August of the
following year.
1年間の会計報告と監査を経て、 FC役員の年間の活動は終了します。会計報告は翌年度の 8
月のオリエンテーションの際にファミリーコミュニティ全体に共有されています。

◆Finally/最後に
As we have introduced, FC officers works in cooperation with faculty members across the AOBA
campuses on behalf of parents. Continuing FC officers will support new members when they join. If
you are interested in joining, please contact the FC office at any time. (Email:fc@aobajapan.jp) It's a
busy and rewarding job which provides parents an opportunity to develop strong interpersonal
relationships with other families and school administrators, get a closer look at the AOBA education
your students are involved in and experience the joy of contributing to a fulfilling school life. FC
officers will build a fun community for students and schools, and we appreciate your involvement in
this. We wish you all a wonderful school life at AOBA!
ご紹介してきたように、FCは保護者の代表として、学校や教職員と協力し合いながら活動を行っていま
す。FC役員内でも、前年の活動を経験した役員が初年度の役員をサポートしますので、ご興味のある方
はいつでもFCオフィスまでご連絡ください。（Eメール：fc@aobajapan.jp）年間通じて忙しい活動ですが、学
校や他の保護者の協力を得ながら、生徒の様子を近くで見ることができます。また、充実した学校生活に
貢献できる喜びもあります。FC役員は、生徒と学校のために楽しいコミュニティを築いてまいりますので、ご
協力のほどよろしくお願いいたします。A-JISで全ての皆さまが素晴らしい学校生活を送ることができますよ
うに！

