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2012 年度後期執行部体制

PTA 総会で話したこと、決まったこと
ＰＴＡ会長 市村ラリー
毎年、春と秋のＰＴＡ総会、回数を重ねるごとに保護

校

下記の通り、総会で承認されました。
会長

市村ラリー

者の皆さんの総会への参加と興味が増していると思っ

副会長

辰田みどり

ているのは私だけでしょうか。総会直前まで保護者の入

副会長・広報

五味露敏（更新）

りが心配されましたが、結局は１２９名の出席者、１９

総務

コノリー朋子

３名の委任状で行われました。保護者の皆さんのご理解

広報

ハードベック裕子

を得て２０１２年度後期ＰＴＡ役員、図書当番の増強、

会計

ハリス・フィリップ（新任）

ＰＴＡ会費の延滞金の徴収が承認されました。

会計

アンガー裕子（新任）

イベント企画

三野洋美

講への登録のお願い、教室での飲食禁止の徹底、家庭学

クラス役員担当

ドッド-ノーブル圭子

習の推進のお話がありました。

ＪＣＰ（日本語クラス）

ライス・シャノン

漢字検定

吉田忍

全対策、特に避難訓練の報告と今後の課題についてお話

文化祭

五十嵐敏子

をいただきました。

データシステム

藤原大湖

データシステム

渡辺毅

中川校長先生からは教員の不足のため希望の方は代

運営委員会・安全委員長の樽井さんからは本校での安

私からはＰＴＡ活動の情報は：
１）『e-Boston』

新執行部をよろしくお願いします。なお、前期に図書

２）学校サイト内のＰＴＡサイト

委員長をつとめていただいたサヴァス美苗さんは都合

３）図書館内のＰＴＡコーナー、

により退任されました。ありがとうございました。

４）ついにデビューを果たしたFacebook
(http://www.facebook.com/jlsbostonpta)
の４つの方法で発信しますという話をさせていただき
ました。しかしながらよりよいＰＴＡ活動には保護者の
皆さんからのフィードバックが必須です。
PTA@jlsboston.orgで、または直接執行部テーブルに
来ていただき、ご意見をお聞かせください。

クラス役員の交代
クラス役員担当

ドッド-ノーブル 圭子

クラス役員の交代が以下のようになりましたので、
お知らせ致します。（敬称略）
日本語部４ モリス麗子

→

バーナード園子

今後も保護者の皆様のご協力、よろしくお願い致します。
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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ックフェアー開催を予定しております。引き続き図書の

各委員会より…

寄付を受付けております。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

JCP 委員会
委員長 ライス・シャノン

安全パトロール委員会

現地校の先生方との英語での会話で困ることがあり

委員長 丑丸直子

ますか。郵便で届く英語の印刷物、英語での提出物につ

最近の安パト活動は、保護者皆さまの当番出席率が非

いて質問がありますか。そういう場合に、PTA の JCP

常に良いおかげで、スムーズに行えております。事前連

英語テーブルに持っていらっしゃってはいかがですか。

絡をしてくださっているクラス役員の皆さま、当番をき

PTA JCP 委員会では日本語または英会話を勉強した

ちんと履行してくださる保護者の皆さまに厚くお礼申

い保護者のためにランゲージテーブルを毎週行なって

し上げるとともに、今後とも安パト活動にご理解、ご協

います。日本語や英語の会話を勉強したい方、もっと実

力いただけますよう、心よりお願い申し上げます。

力をつけたい方、語学不足や日米の文化の違いで苦労し
ていらっしゃる方、英文、日本文に関して質問のある

漢字検定グループ

方、日本語、英語でおしゃべりしたい方、どうぞ気楽に

担当 吉田忍

参加ください。短時間でもお子さん連れでも構いませ

漢字能力検定の実施について

ん。初心者から上級者まで全てのレベルの方に対応でき

本年度の(財)日本漢字能力検定協会の「漢字能力検定」

るようになっています。日本語クラス・英語クラスの宿

を以下の通り実施いたします。

題、演習などもボランティア（ネイティブもそうでない

検定日時

人もいますので英語でも日本語でも話せます）が無料で

２０１２年１１月１０日(土)１３：００～

お手伝いします。

１２時４５分 試験会場に集合のこと。

場所：

時間：

保護者控え室

検定に要する時間

(当日はテーブルに立て札がでます。教室変更

２級～７級

の場合は、当日ポスターで連絡いたします。）

８級～１０級 : ４０分

１０：５０～１１：５０

: ６０分

場所：ボストン日本語学校

日にち： 英語ランゲージテーブルと日本語ランゲージ
テーブルを交代で毎週

試験当日正面玄関の掲示板に部屋の地図と教室への案
内矢印を張り出しますので参考にしてください。

図書委員会
委員長 森口賢一
恒例のブックフェアー、今年は文化祭と同じ日に開催

２級～７級:

２階レクチャールーム

８級:

１階 C119 図書館前

９級及び１０級: １階 C123 ファーストエイド教室横
お問い合わせは kanken@jlsboston.org まで（担当：吉田）

しました。昨年よりスペースが小さくなり開場直後はブ
ースがたいへん混み合いご迷惑をおかけしました。終了

イベント企画委員会

までの４時間でのべ２７０余名の方々にご来場いただ

委員長 三野洋美

き、２７００冊弱の売上げがありましたことをご報告さ

１２月８日に、ハーバード大学ニーマンフェローとし

せていただきます。売上金は、日本語図書館蔵書充実、

て、ソーシャル・メディアなどのメディアのあり方を研

や設備更新のため図書館に寄付し、有益に使用されます。

究していらっしゃる菅谷明子さんを講師にお招きし、

ご協力ありがとうございました。なお、２月にもミニブ

『メディアリテラシー講座』を開催します。

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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文化祭ご協力ありがとう！
文化祭実行委員長

各コーナー報告とお手伝いいただいた方々

五十嵐敏子

着付け
嶋田由美子

今年の文化祭は、天気にも恵まれ４００名以上の参加
があり、大盛況でした。

今年は着付けコーナーの場所を２F 渡り廊下

ティーンズコーナーの生徒達が、忙しい中で一生懸命

に移し、充分な広さを確保して臨むことができ

準備をしてくれた事により、ブース数が増え、待ち時間

ました。

の混雑も大幅に緩和されました。そして、子供たちから

浴衣の数も増え、写真コーナーも２箇所設け、着付け

今まで以上に、多くのゲームを楽しんで貰うことができ

ヘルパーの皆さんの技術も向上し、去年よりはかなりス

ました。児童、生徒の当日ヘルパーも大活躍してくれ、

ムーズに行えたのではないかと思います。

更に活気溢れる文化祭となりました。２時間という短い

小さいお子さんから中学生くらいの女の子まで（男の

時間では、ありましたが、子供たちの生き生きとした表

子も）、たくさんの子供達のかわいい浴衣姿を見ること

情と沢山の笑顔がとても印象的でした。

が出来ました。

当日実行委員、会場設営、当日ヘルパーと多くの保護

青木佳代、安宅正子、猪俣八重、ウィリアムズ文子、奥田純子、木田

者の方々のご協力により、スムーズに文化祭の準備、進

紘代、北山彰子、高野恵里、徳冨久美子、仲井真紀、馬場小百合、

行ができ、事故も怪我も無く無事に終了する事ができま

ハリンガ智美、ブラウン恵子、リンク利恵、ウィリアムズ愛莉咲、

し事に心よりお礼を申し上げます。そして、中川校長先

仲井太洋

生、三杉教頭先生、事務局の皆様をはじめ教職員の皆様

めんこ

のご理解とご協力に感謝申し上げます。
着付けコーナーには、沢山の浴衣の寄付と募金を頂き

倉沢はるな

有難うございました。ご寄付頂きました＄２７につきま

今年も下は幼稚園から上は高校生まで

しては、今後の浴衣の維持、管理に使用させて頂きます。

大勢の最高得点者が出ました。ポーズからして決まって

最後に、ＰＴＡ行事の中で一番大規模な行事の文化祭

いる人、はじめてメンコを手にする人、みんな真剣な面

を少人数で、企画準備を進めてくださった文化祭実行委

持ちで投げていました。補習校のヘルパー、ボストンラ

員の皆様、本当にお疲れ様でした。そして有難うござい

テンアカデミーのお手伝いの子たちが手際よく動いて

ました。

くれたので、待ち時間も少なく、大勢の子供たちに楽し
んでもらえたのではないかと思います。
松井晃、小西勇樹、矢野嶺似画、倉沢麻里江

実行委員

ボストンラテンアカデミー：Junfen Yao、Darlene Dao、Jianyi

アンガー裕子、ヴィニュー奈保子、小倉喜代美、川上彩香、倉沢はる

Huang

な、嶋田由美子、鈴木喜代美、スミス奈緒美、高橋賢児、竹石佳子、
仲井信二、藤原大湖、三野洋美、宮本礼子、ラクロ典子、リンダマン
香織、ロウビ吉本真紀、渡辺毅、渡辺直子

輪投げ
アンガー裕子
今年の輪投げコーナーは待ち時間の
削減と、小さな子供達にも一本でも多

インフォメーション、景品交換

く入れてほしいという趣旨から、輪投げのステーション

一番ヶ瀬理恵、武田かおる、山岸映子、

を一基増やし、使用する輪も一回り大きくして入りやす

伊藤博子、辰田みどり、コノリー朋子

いようにしてみました。ステーションの増設により、ヘ
ルパーさんは投げられた輪を拾うのにフル回転！

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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前半は長蛇の列、後半はガラガラとばらつきのある人

生懸命役割を果たしてくれました。又、どうしたら子ど

出となりましたが、自分の好きなキャラクターのついた

も達が楽しめるか、とご配慮下さる保護者ヘルパーの皆

ボトルを狙って投げていた子もいたり、パーフェクトの

様には、只々、頭が下がる思いです。日本の大切な文化

最高得点者の出現もあったりと、嬉しそうな歓声が一階

を、もっと身近に伝えて行きたいですね。

のホールに響き渡るにぎやかなコーナーとなりました。

吉城百南、コシンスキー・カレン、永井ひなの、鈴木龍己、村上豊、

ドッド-ノーブル・アリシア南、マッケンナ・アリシア、シャピロ夢、

リンダマン美登利、萩谷伸城、吉田千津子、矢野奈保美、吉田しのぶ

吉田幸穂、 比嘉颯太、シャドソン・コール、ジャピ・ウィリアム、

展示

ラクロ・エミ・グレース、河辺恵美、山本美賀子、ジャピ広美、

髙橋 賢児

アンガー・ハリソン

今年は在校生有志によるポスター

福笑い

は少なく、外部の生徒による作品展示

ヴィニュー奈保子

が中心となりました。例年通り、ボストン・ラテン・ア

今年の福笑いは、混雑を防ぐため、床

カデミーとノーブル・アンド・グリーノースクールで日

に整列のテープを貼ったり、やってみたいキャラクター

本文化を学んでいる高校生による作品を展示し、ラテ

が一目でわかるように、窓にも床にも絵を貼り、万全の

ン・アカデミーの先生方が当日ヘルパーとして参加して

準備をして臨みました。そのかいあってか、参加者は多

くれました。作品の中には、伝統的な日本家屋のミニチ

かったにもかかわらず、混雑も無く、スムーズに回転で

ュア、アニメ絵、日本をイメージした広告など面白いも

き、たくさんの方に楽しんでもらいました。わが福笑い

のがたくさんありました。

では、大人ヘルパーに加え、たくさんの子供ヘルパーが

ホーマン道子、ラング喜美子、アンダーソン彩

大活躍をしてくれ、キッズパワーを発揮してくれました。

コシンスキー・アレックス、西村英剛、吉田有佐、吉田千津子、

スーパーボールすくい
スミス奈穂美

テングトラール真広、篠田希和、王匠、吉田峻馬、武岡健一郎、

人気のスーパーボールでは、今年も１

常深正泰、渡邊佳乃、ドッド-ノーブル・アイリス、吉田みさと、

島峯悠太、岩井永美理、岩井範奈、徳冨誉、佐藤優那、佐藤隆嘉、

２時過ぎから長蛇の列で大にぎわい！
なので開始５分前にブースをオープンしました。忙しい

田畑美咲、田畑遥香、橋爪美知子、田畑光久、

時間帯はヘルパーさんの機転で、６台の水槽に各２名ず

習字

つ子供を誘導して、大きな混雑もなくみんなが楽しむこ

鈴木喜代美

とができました。１時間４５分の間に、なんと４００人

今年は、ある保護者ヘルパーの方

近い子供達が来てくれていました！当日ヘルパー、子供

からのご提案により、習字のお手本

ヘルパー、当日実行委員の皆様、そして影の大黒柱の会

のコピーを、壁に張り出しました。予想した通り、大変

場設営の皆様のすばらしいチームワークのおかげで、今

スムーズに文字選びが進み順番を待つ子ども達から、

年のスーパーボールも大成功でした。

『あぁ、あの字知ってるぅ。』『あの字、難しそう。』

スミス恵理果、スミス有理沙、大場強、頓所春美、村上敦子、

など、ワクワクしながら順番待ちをしている声が聞こえ

新谷和哉、ローレンス綾子、ヘッジみさ、加藤浩司、マロア実穂子、

てきました。子ども達が、真剣な眼差しで習字に挑戦し

渡辺恵麻、クローガン幸子、ハートベック裕子、市川泰子、

ていたことは、言うまでもありません。時間によっては

ドッド-ノーブル圭子

ヘルパーの人員が足りず、子どもヘルパー（小２、３、
６年生）だけで、やり繰りする場面もありましたが、一
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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会場設営

徳王萌々子、平山瑞季、北村優果、土田裕蘭、山田夏子、大橋幸実、

渡辺毅
今年は２０名以上もの保護者のみな
さまが当日ヘルパーとしてボランテ

佐々木渓、森口晴葵、シダ慈英、島津雄治郎、五十嵐奈美佳、
佐野忠太、スーター・ジェイソン彰、渡辺顕、若井茜、広本聖也、
マクファーソン優花、前田智美、山本真梨子、辰田あきほ、萩谷葉子、

ィアをしてくださり、すべて迅速かつスムーズに進みま

ブシャード佳恋、馬場梨紗、敷地由紀、コーラム晃子、百済由紀恵、

した。重たいコーン運びから、テーブルの折りたたみと

スーターひろみ、ハース美智子、朝比奈玲子、渡邊理佐子、川崎直子、

移動、水汲みや水捨て、床に手をついて整理列のテープ

ケニー美穂、石井葉子、若井浩子

を貼ったりといった様々な作業。それらの殆どを児童や

パフォーマンス

生徒たちが見ていないところでやってくださいました。
文化祭成功の陰の立役者である当日ヘルパーの保護者

藤原大胡

の方々にあらためて感謝いたします。ありがとうござい

パフォーマンスはウェイクフィールドにあ

ました！

る Pedro's Judo Center からプログラム・コー

大内恵美、渡邊竜介、五十嵐直司、行友

英記、橋爪裕、

ディネーターのライリーさんを含む３人の指導者の方

中井信二、吉田悟美、グーデ弥生、比嘉道也、大場強、

がきてくれました。少人数でしたが、さすがオリンピッ

百済幸男、川崎由明、竹石剛、五味露敏、市村ラリー、竹内壱明、

ク選手の訓練する道場、迫力のパフォーマンスで、生徒

小倉隆史、川上琢也、Dimitar Gueorguiev、ライス・シャノン、

や保護者の参加の機会も与えてくれ、小さな女の子やお

ハイド・ジョナサン、ハリス・フィリップ

母さんが黒帯の先生をズドーンと投げる場面にはどっ
と会場もわきました。

ティーンズコーナー

上野要、後藤達也、渋谷ひろと、津田慶

三野洋美

2012 年度 : 今後の予定

今年のティーンズコーナー、楽しんでいただ
けましたでしょうか。グループに分かれてゲーム
を中心としたブースを展開するという、新しい試

12月 December
8日
15日
29日

メディアリテラシー講座
幼稚部なかよし発表会
冬休み

1月

January

5日

さんとふれあうことで、学校により親しみをもってもら

12日
19日
26日

小４・５ 書き初め大会
中高 小倉百人一首の書写
かるた取り大会
小６ 書き初め大会
小２ 音読発表会
小１ 親子カルタ取り大会

えば幸いです。

2月

February

前田泰宏、クローガン・エンゾ、スーター瑠矩、朝比奈カイ、

2日
9日

タレントショー
小３ 漢字カルタ大会

3月

March

2日
16日

日本語部発表会
卒園・卒業・修了式

みに挑戦したのですが、打ち合わせの時間も、会
場も、何かと制限の多い日本語学校の環境の中で、中一
から高二まで、一グループも欠けることなく、やり遂げ
られたのは、保護者の方々のサポートも然ることながら、
やはり、「やりたい」という子ども達の気持ちのなせる
業だったと思います。小学部や幼稚部の小さい子ども達
も、同じ学校に通う、やさしくて素敵なお兄さん、お姉

シダ賢生、増田幸子、萩谷 幸子、スナディー健、百済里紗、五十嵐
麻莉奈、川崎麻理奈、ケニー・アリエール・美菜、石井麻里恵、
内田梨々、内田梨々子、岡田純、吉田朝海、若井萌、大橋明香理、
渡辺亮乃、長坂晴菜、ハードベック詠理世、牧すみれ、謝英美、
コーラム真至、敷地駿、川崎季咲、井上かれん、安西広之、
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ボストン日本語学校 PTA 会報 5

