
9:00 ホームルーム集合
Homerooms Gather

9:15-10:00 保護者オリエンテーション
Family Orientation

12:30 下校
Dismissal

２０２２年９月１０日



Masks
For now, all Keisho Center participants must wear masks at all times both inside and 

outside at Norwood School. Children under two are not required to wear a mask.



マスク着用

現時点では、継承センターの参加者は全員、ノーウッドスクールでの屋内・屋外で常時マスクを

着用する必要があります。2歳未満のお子様はマスクを着用する必要はありません。



Health & Safety Updates

● We ask that families monitor for COVID symptoms and to 
stay home if any family member is experiencing any 
symptoms.

● The Keisho Center weekly symptom screener has been 
discontinued.

● Families should report a positive COVID test result to 
info@keisho.org

● Per the CDC, students who test positive will isolate for 5 
days and may return to school on Day 6.

● Also per the CDC, close contacts are no longer required to 
quarantine.

● Parents/guardians of students sent home from Keisho Center 
with COVID-like symptoms: follow-up guidance will be 
provided.

mailto:info@keisho.org


健康と安全のための更新情報

● ご家族の皆様には、コロナ感染の症状がないか注意し、ご家族

の誰かに症状が出た場合には自宅に留まっていただくようお願

いします。

● 毎週行っていた症状スクリーニング報告は中止します。

● コロナ検査結果が陽性となった場合は、info@keisho.orgにご連

絡ください。

● CDCによれば、陽性になった生徒は5日間隔離され、6日目から

戻ることができます。

● またCDCによれば、濃厚接触者は隔離の必要はなくなりました。

● コロナ様の症状により生徒が早退した場合の保護者には、フォ

ローアップのガイダンスをお送りします。



New Homeroom

Keisho Center is proud to announce we’ve 
added another preschool homeroom!

Unohana is the homeroom name.

The class will meet 1:00-3:30. The 
homeroom teacher is Karin Fukahori-sensei. 
Akane-sensei will be the TA.

The homeroom will serve preschool to 
kindergarten-age students. The Sakura 
homeroom will continue to be offered in the 
morning.



新ホームルーム

継承センターでは、新たな幼稚部ホームルーム

を設けます！

ホームルーム名は卯の花です。

クラス時間は1:00-3:30です。ホームルーム担

任は深堀夏鈴先生で、白田茜先生がティーチ

ングアシスタントを務めます。

このホームルームはプレスクールからキンダー

ガーテンの年齢のお子様が対象です。さくら

ホームルームは、引き続き午前中に行われま

す。



　　　　　　　　　

Fukahori Karin 
sensei

Iwai 
Kaori 

sensei

Ebisawa Mika 
sensei

Koga Tomomi 
sensei

Shirata Akane 
sensei

Seat Mina      
sensei

Sakura Uno- 
hana Terigaki Kara-

kurenai Asagi Uguisu Waka-
take

Toki Rindou Nano- 
hana Seiran

Homerooms

Some homerooms will have more than one homeroom teacher.
All homerooms are mixed-age groups. There will not be Target Class this year.



　　　　　　　　　

深堀夏鈴先生

岩井

香織

先生

海老沢美加先生 古閑ともみ先生 白田茜先生 シート美奈先生

さくら 卯の花 照柿 唐紅 浅葱 うぐいす 若竹 鴇 竜胆 菜の花 青藍

ホームルーム

ホームルームによっては複数のホームルーム教師がつきます。

どのホームルームも、学年混合のクラスとなります。今年度はターゲットクラスはありません。



The Common Room & Library

The Common Room will be open for families this year. No Common Room pass needed!
The Library will open next Saturday, September 17th. Any family member may check out 
books. There’s no limit to the number of books you may borrow.



コモンルーム & 図書室

コモンルームは今年、ご家族に開放されます。コモンルームパスは不要です！

図書室は来週9月17日から始まります。ご家族はどなたでもご利用いただけます。借りる冊数

に制限はありません。



Drop Off By 9:00 AM

Pick Up at 12:30 PM

We highly encourage parents/guardians to park 
and enter the Common Room each Saturday. 
Pick up time is your opportunity to chat with 
your teacher and learn how your child is doing 
in class.

All families, including Unohana families, are 
welcome to stay in the Common Room 
9:00-12:30. It’s a great way to meet other 
parents and get involved in the community.



9:00 AMまでにドロップオフ

12:30 PMにピックアップ

毎週土曜日、保護者の皆様には、車を駐車してコ

モンルームまでいらっしゃることをお勧めします。

ピックアップ時間は、教師に直接会って話し、クラ

スでのお子様の様子を知る良い機会です。

卯の花クラスを含めご家族はどなたでも、

9:00-12:30にコモンルームをご利用いただけま

す。他の保護者の方と知り合い、コミュニティに参

加する絶好の機会となります。



Door at the bottom of the stairs

Common Room Patio Door

Drop off and pick up will vary by class. 
Please look for detailed instructions from 

your homeroom teacher(s).

Courtyard DoorCourtyard Door



階段下のドア

コモンルームパティオの玄関

ドロップオフとピックアップの場所はクラスによって

異なります。詳細は各ホームルーム担任からお知

らせします。

コートヤードのドア



If the Parking Lot is Full
There is a second parking lot 
available. Drive past the 
playground to the top of the hill.

Please do not park along any 
road with a yellow painted curb.



駐車場が満車の場合

第2駐車場があります。プレイグラウン

ド前を過ぎて、道なりに坂を上っていっ

てください。

黄色でペイントされている道路沿いに

は駐車しないでください。



The Circular Driveway
For safety, during drop off and pick 
up do not drive into the circular 
driveway outside the Common 
Room entrance.

To use the patio entrance, please 
park and walk there.



玄関前のドライブウェイ

安全のため、ドロップオフとピックアッ

プの際は、コモンルーム玄関前のドラ

イブウェイには車で侵入しないでくださ

い。

パティオ玄関を使用するには、車を駐

車し、歩いて来てください。



The Circular Driveway
At other times you may use the 
driveway however you should stay 
with your car. Never leave your car 
in the circular driveway and enter 
Norwood even for a few minutes. 
Vehicles parked in the circular 
driveway are subject to towing.



玄関前のドライブウェイ

他の時間帯はこのドライブウェイを使

用できますが、車から離れてはなりま

せん。たとえ数分間であっても、ドライ

ブウェイに車を置いてノーウッド校舎に

入ることは絶対にしないでください。ド

ライブウェイに駐車している車は牽引

移動されることがあります。



Please Be On Time

Please drop off and pick up your child on time.

If you cannot arrive on time, immediately call/text to notify 
us of your delay:

(703) 868-3241

If we do not hear from you by 1:00 PM, the police will be 
informed.



時間厳守

ドロップオフとピックアップの時間を守ってください。

遅れる場合は、その旨を必ず電話またはテキストで連絡してくだ

さい：

(703) 868-3241

1:00 PMまでにご連絡がない場合は、警察に連絡することにな

ります。



Direct Dismissal

On the online Keisho Center Family Account 
parents may choose to give “Permission for 
Direct Dismissal” to children at least ten years of 
age.

Students with Permission for Direct Dismissal 
may walk by themselves to and from their class 
pick up/drop off location and their parent’s car in 
the parking lot.

If they have a younger sibling, they must first go 
to their sibling’s teacher to get their red folder 
and must stay with their sibling until they reach 
their parent/guardian.



直接下校

オンラインの継承センターファミリーアカウントペー

ジで、保護者は10歳以上の生徒に対して

「Permission for Direct Dismissal（直接下校の許

可）」を選択することができます。

直接下校の許可がある生徒は、駐車場の保護者の

車とピックアップ/ドロップオフ場所との間を、自分で

歩いて行くことができます。

その生徒に弟や妹がいる場合は、弟/妹の担任のと

ころに行ってレッドフォルダーを受け取り、保護者の

ところまで弟/妹と一緒に移動しなければなりませ

ん。



Absences, Tardies, & Leaving Early

Parents are required to contact the teacher directly if their child will be 
absent/tardy/leaving early. If you plan to take out your child before dismissal, 
please notify your child’s teacher directly before class begins.

No student under 18 will be allowed to leave Keisho Center without parent 
approval.

If you cannot reach your homeroom teacher, please call/text Keisho Center at 
(703) 868-3241.



欠席、遅刻、早退

お子様が欠席、遅刻、早退する場合は、保護者の方が担任に直接連絡してください。下

校時間の前にお子様をピックアップしたい場合は、授業が始まる前に直接、担任に連絡

してください。

18歳未満の生徒は、保護者の許可なしに継承センターから出ることは認められませ

ん。

担任に連絡できない場合は、継承センターまで電話またはテキストしてください

（703-868-3241）。



Leaving Early

If your child is leaving early, you may go upstairs 
to the 3rd floor to escort them from school or you 
may wait in the Common Room.

If your student is middle school-age or older, 
they may come down to the Common Room to 
meet you on their own.

Please remember to sign them out.

If they have Permission for Direct dismissal, they 
may sign themselves out and walk to your car.

If you plan to text your child to let them know 
when you arrive, please remind them to ask 
permission from the teacher to use their phone.



早退

お子様が早退する場合は、3階の教室まで迎えに行く

か、またはコモンルームでお待ちください。

中学生以上のお子様は、自分でコモンルームに下りて

来ることができます。

サインアウトするのを忘れないでください。

直接下校の許可がある場合は、自分でサインアウトし

て車まで歩いて行くことができます。

到着時間についてお子様にテキストを送る場合は、あ

らかじめ教師から携帯電話を使用する許可をもらうよ

う、お子様にご指導ください。



Phones

It’s important that students use their time at 
Keisho Center to practice communicating in 
Japanese while making new friends.

In principle, cell phones and other electronics 
should be turned off and put away 9:00-12:30, 
including during snack time.

We understand that you may need to 
communicate with your child via cell, for 
example when picking up early. In those 
cases, please ask your child to communicate 
their needs with their teacher and minimize 
phone use as much as possible.

Keisho Center is just 3.5 hours per week. 
Let’s use our time for screenless interaction.



携帯電話

継承センターの時間中は、日本語でコミュニケーションの練

習をし、人間関係を築くことが重要です。

原則として、9:00-12:30の間、おやつの時間も含めて、携

帯電話等のエレクトロニクス製品は電源を切ってバッグに

しまってください。

ただし、早退する場合などに、携帯電話で連絡を取る必要

がある場合もあるかと思います。そのような場合は、その

必要についてお子様から教師に伝えるようにさせてくださ

い。また携帯電話の使用は最小限にしてください。

継承センターの時間は週にわずか3.5時間しかありませ

ん。貴重な時間を、携帯電話以外のコミュニケーションに活

かしましょう。



Family Account
Each year all families must electronically sign the consent, release, and approval on 
the Family Account. The link is on the “Families” tab on the Keisho Center homepage.

Please electronically sign the consent/release, enter your child’s age and grade, and 
review your contact information. Go over the Code of Conduct with your child(ren).

New families: Click Log In > “Logging in for the first time?/Forgot your password?" 
Type the email address you use with Keisho Center and create a new password.

https://www.keisho.org/


ファミリーアカウント

毎年、すべてのご家族にファミリーアカウントで同意、権利放棄、承認について電子的にご署名いただく

必要があります。このリンクは、継承センターホームページの「ファミリー」タブにあります。

同意/権利放棄について電子署名し、お子様の年齢と学年を入力し、ご自分の連絡先情報をご確認くださ

い。またCode of Conduct（行動規範）の内容を、お子様と一緒にご確認ください。

新しく参加されたご家族の方は、ログインページの「Logging in for the first time?/Forgot your 
password?」リンクをクリックしてください。継承センターとのやりとりで使用するメールアドレスを入力

し、新しいパスワードを作成してください。

https://www.keisho.org/


Allergies

While Keisho Center is not a 
"nuts-free" school, as a precaution we 
ask that families make an effort not to 
bring nuts or nuts-based products.

We have several students with severe 
nut allergies that would require 
medical attention if they ingested 
these products.

On the Family Account, please tell us 
about any allergies here. 



アレルギー

継承センターは「ナッツフリー」スクールではあ

りませんが、注意として、ナッツ類やナッツを用

いた食品を持って来ないよう、皆様にご協力を

お願いしています。

万一ナッツ製品を摂取すると医療措置が必要

になるような、重度のナッツアレルギーの生徒

が数人在籍しています。

ファミリーアカウントで、アレルギーに関する情

報をこちらにお知らせください。 



Keisho Trivia #1

Who came up with the names of 
the first Keisho Center 
homerooms?

a. Akane-sensei
b. the teachers
c. the students
d. Sean



継承センタートリビアNo.1

継承センターの最初のホームルー

ムの名前を考えたのは誰でしょう

か？

a. 茜先生

b. 教師陣

c. 生徒たち

d. ショーン



Keisho Trivia #2

What tool was used to create the 
Keisho Center seal (rakkan)?

a. an eraser
b. calligraphy brush
c. software
d. crayon



継承センタートリビアNo.2

継承センターの印（落款）は、何を

使って作られたでしょうか？

a. 消しゴム

b. 毛筆

c. ソフトウェア

d. クレヨン



Keisho Trivia #3

What was the first year 
that Keisho Center 
students sang on-stage 
at Sakura Matsuri?

a. 2005
b. 2007
c. 2011
d. 2012



継承センタートリビアNo.3

継承センターの生徒が初めて

さくらまつりのステージで歌っ

たのはいつでしょうか。

a. 2005年
b. 2007年
c. 2011年
d. 2012年



Keisho Trivia #4

What was the destination of  
the memorable Keisho Center 
field trip in 2009?

a. the National Zoo
b. the Smithsonian
c. the National Arboretum 

Japanese garden
d. the Japanese 

Ambassador’s residence



継承センタートリビアNo.4

2009年、継承センター初の遠足

が行われました。その行き先

は？

a. 国立動物園

b. スミソニアン博物館

c. 国立樹木園の日本庭

園

d. 在米日本大使公邸



Code of Conduct

We have high expectations for all our 
students. Please remind your children that 
we are guests of Norwood School and that 
we must always respect everyone in the 
community.

Again, please review the Code of Conduct 
as a family. Teachers will also go over it 
with students during class in an 
age-appropriate way.

As a condition of enrollment, all students  
and family members must follow all Keisho 
Center rules and agree to the Code of 
Conduct.



行動規範

継承センターでは、生徒全員に対して高いレベ

ルの規範を期待しています。私たちはノーウッド

スクールのゲストであること、またコミュニティ内

で常にすべての人を尊重しなければならないこ

とを、お子様にリマインドしてください。

繰り返しになりますが、ご家族で一緒にこの行動

規範の内容をご確認ください。教師も、授業の中

で年齢に合わせた方法で内容を確認していきま

す。

入学の条件として、生徒と家族の全員が、継承

センターのルールすべてに従い、行動規範に同

意する必要があります。



What To Bring

Your child should bring the 
following items to Keisho Center 
every Saturday:

● Keisho Center red folder
● Snack
● Writing tools
● Extra mask in a ziploc bag
● Drink (only water in 

classroom) in a bottle with a 
spill-proof lid

Supplies should not be shared.
They can leave their phone at 
home if you prefer.



持ち物

毎週、以下のものを継承センターに持っ

てきてください。

●継承センターのレッドフォルダー

●おやつ

●文房具

●予備のマスク（ジップロックに入れる）

●飲み物（教室では水のみ）－こぼれない

構造の蓋があるボトル

文房具等のシェアはできません。

場合によっては、携帯電話は継承セン

ターに持ってこさせないという選択もあり

ます。



Family Responsibilities

Keisho Center requires each family to contribute to the success of our programs by 
working at least three shifts of any Family Responsibility per school year.

The Family Responsibilities are:
● Common Room Monitor
● Hall Monitor #1
● Hall Monitor #2
● Library Monitor #1
● Library Monitor #2

Any family member, including grandparents, may complete your Responsibilities. 
Speaking Japanese is not required. All morning shifts are 8:50 AM -12:30 PM.

Unohana families: You will have a separate sign-up for 1:00-3:30 PM. You are more 
than welcome to sign up for the morning shifts if your schedule allows. It’s a chance 
for you to get to know the Keisho Center community.



保護者当番

継承センターでは、各ご家庭に年度中に3回以上の保護者当番を受け持っていただくようご協力

をお願いしています。

保護者当番は以下の通りです。

●コモンルームモニター

●廊下モニターNo.1
●廊下モニターNo.2
●図書モニターNo.1
●図書モニターNo.2

この保護者当番を行うのは、ご家族のどなたでも結構です（祖父母を含む）。日本語を話せる必要

はありません。朝のシフトは8:50 AM -12:30 PMです。

卯の花クラスの保護者の方へ：卯の花クラスには1:00-3:30 PMのサインアップを別に用意

しています。お時間があれば朝のシフトにもサインアップしてくださると大変助かります。継

承センターのコミュニティに馴染む良い機会となります。



SignUpGenius

Keisho Center uses SignUpGenius to schedule the Family Responsibilities. The 
sign-up will open soon after this presentation.

If your plans change, we will work with you to swap shifts with another family. Shifts 
will be assigned to you if you haven’t signed up by November 1st.
Sign up early. Sign up often.



SignUpGenius

継承センターでは保護者当番の予定を組むのにSignUpGeniusを使用しています。サインアップ

は、このプレゼンテーション後にオープンします。

予定を変える場合は、他の保護者の方とシフトを交換できるようにお手伝いします。11月1日まで

にサインアップなさっていない場合、シフトは継承センター側で割り当てます。

サインアップはお早めに。積極的にご参加ください。



Tuition Payment

You will soon receive a tuition invoice from accounting@keisho.org with tuition 
payment instructions.

Keisho Center has some limited funds available to families that may need tuition 
assistance. If you would like information about financial assistance, please contact 
info@keisho.org.



授業料の支払い

授業料の支払い方法については、近日中にaccounting@keisho.orgから授業料インボイスが

お手元に届きます。

継承センターでは、授業料補助を必要としているご家庭向けに、限られた額ではありますが援

助ファンドを用意しています。授業料補助についての詳細は、info@keisho.orgにご連絡くださ

い。



Adult Program

Keisho Center has a successful Adult Program for family members of current 
students and alumni.The classes are a great way to brush up on your 
Japanese, get to know other parents, and connect with your children.



大人向けプログラム

継承センターでは在籍中の生徒の家族および卒業生向けに、大人向けプログラムを用意

しています。このクラスは、保護者自身の日本語力をブラッシュアップし、他の保護者と知

り合い、お子様との絆を深める素晴らしい機会となります。



Volunteering

All parents and grandparents can support Keisho Center! And Core members 
support our families!

If you would like to volunteer at Keisho Center either as an event coordinator or in 
the classrooms, we welcome you!

Volunteers called the “Core Group” organize Keisho Center’s annual events including 
undoukai (sports day), mochitsuki (New Year’s rice pounding), and our Sakura 
Matsuri tent. Core members also coordinate the library, registration, potlucks, and 
yearbook.



ボランティア

祖父母も含め、ご家族の誰もが継承センターのサポーターになれます。コアメンバーが皆

様をサポートします。

イベントコーディネーターや教室でのボランティアの希望者を歓迎します！

「コアグループ」と呼ばれるボランティアが、運動会や餅つき、さくらまつりテントなどの継承

センター恒例のイベントを作り上げます。コアメンバーは、図書、登録、ポットラック、イヤー

ブックの手配や調整も行います。



Events & Special Activities

We hold many special events and activities throughout the year. If you would like to 
join one of the event or activities teams, or if you would like to invite a special guest 
speaker, please let us know!



イベント & 特別アクティビティ

年間を通じて数多くの特別イベントやアクティビティを行います。イベント/アクティビティチー

ムへの参加にご興味がおありの方、また特別ゲストスピーカーを招きたいという方、ぜひお

知らせください！

















Virtual Back-to-School Nights

This year each homeroom teacher will schedule their own back-to-school night via 
Zoom. Your homeroom teacher will contact you directly via email with the date 
and time.



バーチャルバックトゥースクールナイト

今年は、各ホームルーム担任が、Zoomでそれぞれのバックトゥースクールナイトを行い

ます。開催の期日・時間については、担任から直接メールでご連絡します。



Parent/Guardian To-Do List

1. Family Account: Electronically sign the Permission/Release. Update each 
child’s age and grade and your contact information. Indicate the activities in 
which you would like to volunteer. If applicable, give “Permission for Direct 
Dismissal”.

2. Code of Conduct: When you’re on the Family Account, review the Code of 
Conduct with your child(ren). It’s very important that everyone follow the rules.

3. Tuition: An invoice from accounting@keisho.org will be sent to each family. 
Tuition is due 30 days from the issue date.

4. Family Responsibilities: Sign up for any three shifts on SignUpGenius.

5. Virtual Back-to-School Night: Please attend your child’s virtual Back-to-School 
Night. Each teacher will send out the date, time, and Zoom link.

mailto:accounting@keisho.org


保護者To-Doリスト

1. ファミリーアカウント：同意/権利放棄について電子署名してください。お子様の年齢と学年、連絡先

を更新してください。ボランティアとして参加したい活動をお知らせください。該当する場合は

「Permission for Direct Dismissal（直接下校の許可）」を行ってください。

2. 行動規範：ファミリーアカウントで、「Code of Conduct（行動規範）」をご確認ください。全員がこの

ルールに従うことが非常に重要です。

3. 授業料：accounting@keisho.orgからインボイスが各ご家庭に届きます。授業料は請求日から30
日以内にお支払いください。

4. 保護者当番：SignUpGeniusでシフト3回分をサインアップしてください。

5. バーチャルバックトゥースクールナイト：お子様のクラスのバーチャルバックトゥースクールナイトに

参加してください。担任が日時とZoomリンクをお知らせします。



We’ll send you an email shortly with the SignUpGenius link and this presentation. 
What questions do you have?

Thank you very much!



SignUpGeniusのリンクとこのプレゼンテーションのリンクは、まもなくメールでお送りします。

ご質問をどうぞ。

ありがとうございました！


