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クラス役員の皆様

子どもの日本語教育

お疲れ様でした

～PTA 活動としてできること～
PTA会長

知ってました？

市村ラリー

クラス役員担当

コノリー朋子

ボストン日本語学校の 500 家庭のう

クラス役員の皆様，1 年間お仕事大変お疲れ様でした。

ち，なんと約 50％が国際結婚だということを。45％が日

それぞれお忙しい中，日本語学校のためにお時間をさい

本人同士の結婚，そして 5％が日本人以外の夫婦です。

ていただき，本当にありがとうございました。皆様のご

そういえば運動会での保護者の綱引きや親子ダンス，ア

協力のおかげで，今年度も学校運営がスムーズに行われ

メリカ人のお父さん方が活躍してましたよね。

ました。私たち執行部は，クラス役員のお仕事の負担が

今年度は，PTA として日本語教育に直接関係する活動

より少なくてすむように，今後も引き続き検討を重ねて

が多くできました。専門家の講義を聞き，パネラーも含

いきたいと思っております。今後も保護者の皆様のご協

めバイリンガル教育についてディスカッションする「バ

力のほど，よろしくお願いいたします。

イリンガル教育セミナー」シリーズ。日本語で子育てし
ている親のためのサポートグループ「BJSupp」の発足を
PTA として支援。また，来年度から始まる「保護者のた
めの日本語クラス（JCP）」の準備委員会を立ち上げ，家
庭で日本語を話さない保護者自身が日本語を学習するこ
とにより，家庭での子どもの日本語学習の励みになるこ
とを願っています。日本語教育の知識を得て，サポート
体制を整え，家庭が一体となって子どもの日本語教育に
取り組んでいく，という意味でこの３つの活動はすべて
繋がっています。
もちろん，ブックフェア，文化祭，タレントショー，
漢字検定などのイベントや，毎週の各委員会のさまざま
な活動において今年も保護者の皆様にすばらしいボラン

＜2010 年度クラス役員＞
グラハム増田陽子，穴口恵子，エリオットリダ，樽井智子，
ドッドノーブル圭子，宍戸真奈美，坪井優雅子，
マロア実穂子，末野栄利子，松岡葉子，臼井江美，
ロンスキー珠己，百済由紀恵，佐藤優子，河辺恵美，
宮川玲子，ワイドマン文子，スーター祐美，ライズボロウ園代，
遠藤修，今井洋子，北川陽子，リンダマン香織，畠山優子，
竹内美保，大橋恭子，長坂安子，山田ミカ，敷地由紀，
市川正裕，サミュエルズ綾子，長島麻子，マルキオロさとみ，
佐次阿由美，河合典子，ヴィニュー奈保子，デイム直美，
安田千絵，嶋崎由紀子，山嵜綱子，バーナード園子
（順不同，敬称略）

ティア精神をみせていただきました。本当にありがとう
ございました。

PTA 役員・委員調査票にご協力ありがとうございました。307 家庭
（2/26 現在)，６割強の家庭から提出がありましたが，文化祭実行委員
会をはじめ，まだ委員が足りていないところがあります。追加歓迎です！

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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本当によかったと思います。誰にでもできるボランティ

一年を振り返って

アなので，ぜひ今からでも委員に応募して下さい。
最後にクラス当番としてお手伝いして頂いた保護者

安全パトロール委員会
安全パトロール委員長

の皆様，委員の皆様，そしていつも的確に指示をして下
丑丸 直子

今年も子どもたちが元気よく走り抜けていく廊下で，黄
色いベストの安パト当番さんが｢走らないよ～!｣と声を掛
ける風景が見られました。関係者の皆様，１年間大変お世
話になりました。
当番数を年間 40 日で概算すると，中庭当番も含め延べ
約 670 名にもなります。その出欠を，安パト委員はすべて
確認しています。混乱が起こらないよう注意していますが，

さる常駐職員の高橋様ありがとうございました。

＜2010 年度ファーストエイド委員＞
石黒雪子，市瀬世里子，エルドス喜代美，小野ゆう子，
オーナタウスキー美保子，河合典子，河合達郎，
川崎祐美子，衣川玲子，北澤和代，小畑千雪，シダ弘子，
高山幸子，當間布美子，土肥法子，ドラミー綾子，永原園子，
ナザロ桂子，ブレイスみこ，ボウドン雪子，星佳恵，
マッケンナ智代(敬称略)

当番日とお子さんのクラスをよくご確認の上，当番にお越
しください。当委員会は例年人数不足で困っています。
安パトは拘束時間が短いのが利点。お入りくださる場合
は，PTA までご連絡ください (PTA@jlsboston.org )。

コーヒーベーク委員会

来年度も，どうぞよろしくお願いいたします。

＜2010 年度安全パトロール委員＞

コーヒーベーク委員長

赤津律子，池上史郎，丑丸直子，太田明夫，クローガン幸子，

陳

京子

今年はウィンターベークセールが雪のため前日まで休

黒田真紀，小西菜穂美，小山百合，三田多美，塚本晶子，

校の恐れがあり，ベーク提供者又委員に大変気を揉ませ

フェイヒー紀子，水村幸恵，山田恵美子，山本秀和，

ましたが無事開催することができました。毎年予期せぬ

リキューティ美樹 (敬称略)

ことがありますが，それらをやり終え，委員会では労を

助っ人参加: 敷地由紀，松尾修一

労うため一年最後は必ず飲茶会で締めくくります。皆が
揃って心置きなく話せる一時，今年もいろんな話題で盛
り上がりました，この楽しい委員会が私は大好きです。
委員，保護者の皆様のお陰で得た今年度コーヒー・ベ

ファーストエイド委員会
ファーストエイド委員長

ークの売上額（２月まで）は$17465.07 でした。今年度
北澤和代

今年度は救急車の要請が２度ほどありました。 １度
目はファーストエイド室の来室者も多かったため少し混
乱もありましたが，その後運営委員会により医療緊急時
連絡体制が改定され，２度目の時には迅速に対応ができ
ました。具合が悪い来室者が， 保護者が来るまで不安そ
うにベッドに寝ていて，保護者が迎えに来ると安心して
帰宅するのを見ていると，ファーストエイド室があって

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

も本当にありがとうございました。

＜2010 年度コーヒー・ベーク委員＞
サミュエルズ綾子，坂本（ベルステイン）智子，古谷佳代子，
ブラドショー直美，永井美知，スインデルしのぶ，徐(謝）恵芳，
春海葉子，松岡葉子，スミス珠代，グラハムブラウン泰子，
ディラザーロ悦子，崎山智恵子，田村みち子，
ジョーバック美代子，ストーパひろみ，ブレイクリー法子，
ポーターゆかり，牧睦子，西浦香里，百目鬼みみ，
竹内マクガバン美保，陳京子（敬称略・順不同）
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は，正式な委員でない「助っ人委員」の牧夫妻，森口さ

イベント企画委員会
イベント企画委員長

んのサポートもいただけたからです。音響委員会の主な
青木葉子

活動は，音響および放送機器の設置／運営をすることで
先生方と生徒さん達の行事に貢献することです。日本語

イベント企画委員は，PTA ファンドを財源に活動を行

学校，または，PTA から依頼を受けて活動します。行事

っております。ファンド文庫では合計 113 冊の本を新し

の無い日や行事の合間には，和気あいあいと談義を楽し

く購入いたしました! リクエストされた方が優先して

む仲間です。随時，委員希望者を募集しておりますので，

本が借りられるシステムも導入され更に利用しやすくな

どうぞお気軽に参加して下さい。

っております。保護者向けセミナーでは「バイリンガル
教育セミナー」をシリーズ化して提供し，2 回のセミナ
ーとも大好評で皆さまの関心の高さが伺われました。漢
字検定では家族ぐるみの参加者も増え，サマーキャンプ

＜2010年度音響記録委員＞
後藤達也， 渋谷ひろと， 津田慶
＜助っ人委員＞牧ファミリー，森口賢一（敬称略，順不同）

フェアーも好評でした。この一年間，イベント企画委員
会で才能を活かしご尽力下さった委員の皆様に心から感
謝いたします。来年も楽しく活動していきましょうね！
ファンド文庫リクエスト

文化祭実行委員会

jls_fund_books@yahoo.co.jp

＜2010 年度イベント企画委員＞

文化祭実行委員長

青木佳代・坂本智子・西浦香里・針ヶ谷牧子・山本香織

庵原千代子

日本語学校創立３５周年を記念する文化祭には，例年

（以上ファンド文庫担当）

を上回る４００名近くの生徒が参加しました。そして４

青木葉子・阿部果織・石井葉子・加藤一也・川崎祐美子・

７名の生徒がボランティアとして活躍しました。中高生

ケニー美穂・ホワイト奈緒・三野洋美・矢野奈保美・

実行委員が企画し，開催したタレントショーは積雪の影

リー高橋美代（以上イベント企画担当）

響で延期，そして一時は開催場所がカフェテリアになる
かもしれないという状況にもかかわらず，生徒達が団結
して盛り上げてくれました。少ない人数で大きなイベン
トを支えて下さった保護者の実行委員の皆様や教職員の
皆様に心よりお礼申し上げます。

音響記録委員会
音響記録委員長

上野 要

今年度は，日本語学校創立３５周年記念もあり，音響
委員にとりましても例年に無く非常に忙しい一年でした。
今年も委員会の大黒柱である大ベテラン委員の後藤さん
と渋谷さんが，さまざまな行事に大活躍して下さいまし
た。また，幸運にも，カメラや周辺機器について玄人は
だしの津田さんが新委員として加わって下さいました。
また，この一年をたった四人のメンバーで乗り切れたの

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

＜2010 年度文化祭実行委員＞
リンダマン香織，加藤一也，青木佳代，嶋田由美子，
フォージュロン敏子，フォンティナ麻美，結城グレース，
スミス奈穂美，森山みどり，ホワイト奈緒，リー高橋美代，
松井晃，青木葉子，陳京子，スミス珠代，ジョーバック美代子，
スナディ久美子，渕野由美，牧睦子，古谷佳代子，
坂本智子

＜ラッフル抽選会担当＞
百済由紀恵，ライス明美，石井葉子，ケニー美穂，三野洋美，
矢野奈保美 （敬称略，順不同）
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図書委員会
図書委員長

これからの予定

森口賢一

やよい

今年度も園児・児童・生徒の日本語学習のよりどころ

19日

として，保護者の皆様のいこいの場として図書館を活用
していただきありがとうございました。我々図書委員会

March 弥生

3月

うづき

April 卯月

4月

のメンバーは活動を通して利用者に喜んでいただけるこ
とこそ最高の報酬と自負し日々努力しています。ところ
で，その図書館の蔵書を充実させるのは，実はご家庭に

2日

入園・入学・始業式

16日

避難訓練 PTA総会

23日

授業参観
学級懇談会
（小低，中高，日１・２）

30日

授業参観
学級懇談会
（幼，小高，日３・４・５）

眠る書籍の寄付に他なりません。お持ちいただいた書籍
は新規に登録したり，ブックフェアーで販売し，新刊本
を購入する貴重な財源となります。今年はオールカラー
図鑑セットを最新のものに差し替えることができました。
皆様のご支援をお願いする次第です。最後に，クラス当

さつき

May 皐月

5月

番としてお手伝いいただきました保護者の皆様，ボラン
ティア中高生諸君，ファンド文庫関係者の方々，ご協力

7日

バイリンガル教育セミナー

14日

幼稚部園外保育
午後授業（小学部以上）
大運動会（小学部以上）

ありがとうございました。以下今年度活躍の図書委員を
21日

紹介させていただきます。

卒園式，卒業・終了式

＜2010 年度図書委員＞
アッシュ恵子，アベイワルダナ美咲子，スカリア恵美，
ウェイト典子，ジョーバック美代子，宮本礼子，川崎直子，
エリクソンシェリー，シャピロ富貴子，メイソン一美，
スナディ久美子，ブシャード広美，モナコ奈な代，岡田悦子，
屋代悟，下本ひとみ，花井侑生子，星佳恵，吉田忍，金和子，
結城グレース，高村千香子，根岸利孝，中臣久，寺嶋正教，
小島裕子，森田裕美，中島由美子，藪﨑仁，長島久美子，
辻野美奈，渡辺直子，矢島千代，徳王千恵子，日向野さと子，
（敬称略，順不同）

編集後記
執行部新一年生で，行事も多かった今年度は，私にと
って今までにも増して一年が早く過ぎました。別れもあ
るし，ちょっぴり淋しい３月です。でも暦では春のはず
なのに，まだまだ寒いボストンでは地面は雪に覆われた
まま・・・桜の花のひとつも見たいところです。（H.H ）
日本の小学校の卒業式で，娘が泣きじゃくったのが２
年前。あまりに月並みだけど，あまりに早く過ぎていっ

今年度で執行部を退任する委員
ロビンソン由季（副会長）
百済幸男（会計）

た２年間。週一の学校なのにどうしてそこまでできるん
だろう，と感心することしきり。子どもたちと共に多く
のことを学びました。どうぞみなさん，無理なさらず，
日本語学校を楽しんで下さい。さようなら。(Y.O)

尾見康博（広報）
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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