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Library Committee

• Scholastic Order Processing
• KIPS

• Elementary

• Secondary

• Author Visit – Elementary

• Rakugo – Elementary/Secondary

• Prizes 

• Book covering



Events Committee (1 / 6)
November 24, 2014: KIST PTA Potluck
2014年11月24日：KIST PTAポットラック

 Over 45 dishes (representing 16 countries)
計45種類以上（ 16カ国から）の料理

 More than 100 KIST community members in attendance
KISTコミュニティーから100人以上の方々が参加
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December 11, 2014: KIST Food Assistance Program (Food Drive) with Second Harvest Japan
2014年12月11日：KIST フードアシスタンスプログラム（フードドライブwithセカンドハーベストジャパ
ン

 Spearheaded by G7B student Yoki Yarita for his secondary CAS service project
 セカンダリーCASサービスプロジェクトのためにG7BのYoki Yaritaが指揮を執るプログラム
 PTA Events Committee assisted with final food coordination and delivery to Second Harvest Japan
 PTAイベントコミッティーが最終的なフードコーディネートとセカンドハーベストジャパンへのデリバリー
 Unopened and un-expired food was collected, counted, and sorted over a three-week period
 3週間をかけて賞味期限が切れていない未開封の食品を収集、カウント、分類
 A total of 364kg of food was collected and donated
 計364キロのフードを収集し、寄贈
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February 12, 2015: KIST Bake Sale
2015年2月12日：KISTべイクセール

 35 KIST and KIPS families donated homemade treats
 計35のKISTとKIPSのファミリーが手作りスイーツを提供
 Raised over 83,300 yen in total
 計83,300円以上売り上げ
 Funds used for the purchase of much-needed musical equipment (one new electric guitar, and five new Yamaha 

keyboards)
 売上金で必要とされていた楽器（エレキギター1台、ヤマハのキーボード5台）を購入
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March 13, 2015: Dads’ Discussion Night
2015年3月13日：ダディーズディスカッションナイト

 Attended by 26 KIST and KIPS fathers
 計26人のKISTとKIPSの父親たちが参加
 90 minutes were set aside to cover topics concerning our children’s education, the school and community, and ways more fathers can 

become directly involved in the PTA
 90分間に渡る子供の教育、学校とコミュニティー、PTAに直接参加する機会などのトピックについてディスカッションと終
了後に懇親会
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Mother’s Day 2015: KIST PTA Mother Appreciation
2015年母の日：KIST PTAマザーアプリシエーション

 Distributed gift certificates to elementary students through the ESRC on May 8
 5月8日にESRCを通して、エレメンタリーの生徒に母の日のギフト券を配布
 Provided elementary students the opportunity to express appreciation to their mothers
 生徒が母親への感謝の気持ちを伝えられる機会を演出
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Family Day 2015: Fundraiser for Habitat for Humanity club
ファミリー デー 2015: Habitat for Humanityのクラブのための募金活動

 Jelly Bean Jar Guess & Loom Bands Jar Guess for elementary; KIST teacher/staff matching game for secondary 

 エレメンタリーにはジェリービーンとルームバンドの推測ゲーム、セカンダリーには教師とスタッ
フのマッチングゲーム

 Winners announced at Family Day
 受賞者はファミリーデーで発表
 All funds raised went to KIST Habitat for Humanity (H4H) Club, in preparation for their trip to Cambodia 

during the summer. The PTA matched these funds.
 売上金は夏にカンボジアに行くKIST Habitat for Humanity (H4H)のクラブに寄付。PTAはこの金額と同
額を寄付。



Student Activities Committee
The Student Activities Committee supports KIST extracurricular programs and activities with the help of volunteer parents and 
guardians. The role of this committee is to ensure that students have a positive and rewarding experience while participating in 
extracurricular sports and related activities at school.
スチューデントアクティビティズ委員会はKIST課外活動プログラム等をボランティアの保護者でサポートします。

この委員会では、生徒たちが積極的に課外活動に取り組み、より良い経験を学校生活で得られるようにサポートし
ます。

November 2014: 
ISTAA Cross Country support
2014年11月:
ISTAAクロスカントリーのサ
ポート

January 2015: 
Japanese New Year’s Party support
2015年1月:

ジャパニーズニューイヤーパー
ティーのサポート

June 2015: Upcoming bicycle 
workshop for Grade 1 to Grade 4 
students
2015年6月: G1からG４までの生
徒対象に自転車教室を開催予定



Bellmark Committee
The Bellmark Committee gathered together five times during the school year to sort 
collected Bellmarks and Tetra Paks. 

ベルマーク委員会はこの一年で５回集まり、回収されたベルマークとテトラパックをカウン
ト

Cumulative BellMark points for 2014-15: 72,501 yen 
2014～2015年の累計のベルマークポイント： 72,501円



News Committee
PTA News: The first-ever newsletter of the KIST PTA
PTA News: KIST PTA初のニュースレター

 Newly created to strengthen the sense of community at KIST by better publicizing the activities of the PTA and 
encouraging more families to get involved with out-of-class activities at school

 この新設されたコミティーはPTAのアクティビティーをより広め、より多くのファミリーに課外アクティビティーに
参加してもらうことによりKISTのコミュニティー感を強化することを目的としている

 Published two newsletters during the 2014-2015 school year
 2014-2015年度の間に二つのニュースレターを発刊
 Volunteers needed for next year (article contributors and translators)
 来年度にはボランティアが必要 (記事の投稿者、翻訳者)




