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日本文化に触れる機会を

のヨーガ入門』や『糖尿病セミナー』を開催予定です。
学校からのメルマガで詳細を入手してください。

PTA会長 五味 露敏

	
  メルマガと言えば、日本語学校からの情報発信は電子

	
  ２０１３年度第一回ＰＴＡ総

メールを駆使する様になりました。ＰＴＡもこれに便乗

会での人事承認も無事に終了し、

し、会報を配信する様になりました。今後も、効率や環

新しくＰＴＡ会長に就任しまし

境を考慮した更なるペーパーレス化に伴い、電子メール

た五味露敏（ろびん）と申しま

やウェブを軸とした情報発信に積極的に切り替えていき

す。よろしくお願い致します。

ますので、ご理解頂けると助かります。

	
  名前はローマ字で書いても、

	
  今年度もＰＴＡの活動は盛りだくさんです。期待して

英語の正しい綴りになる様にと『ん』で終わるものを両

いてください。ただ、保護者の支援なくしてはなりたち

親が選んだと聞いています。珍しい名前ですが、覚えや

ません。是非ＰＴＡの活動に参加してください。いつの

すいので重宝しています。廊下ですれ違ったら、気軽に

間にかあなたも会長になっているかもしれません。

声をおかけ下さい。
	
  アメリカでの生活も、今年で３０年を超えました。ワ

2013 年度 PTA 執行部体制

ードプロセッサという素晴らしい発明のおかげで、ひら
がなを漢字に変換し、それなりの日本語文章が作成でき

会長

五味 露敏

ていると思い込んではいるものの、子供の頃にもっとも

副会長

コノリー 朋子

っと漢字を勉強しておけば良かったと深く痛感する機会

総務

辰田 みどり

がつい最近増えました。

総務・データシステム

渡辺 毅

	
  ＰＴＡが行っている活動は、生徒達が安全かつ快適に

総務・クラス役員

ドッド-ノーブル 圭子

学べる環境作りを支援しているだけでなく、文化祭など

会計

ハリス フィリップ

のイベントを通して、日本文化に触れる機会を与えてい

会計

アンガー 裕子

ます。私も日本語学校に来るまでは、運動会を体験した

広報・データシステム

藤原 大湖

ことはありませんでした。昨年度は、ＰＴＡが主催して

広報

吉田 忍

イベント企画委員長

三野 洋美

文化祭実行委員長

五十嵐 敏子

JCP 委員長

ライス シャノン

漢字検定

竹内 朋子

いる日本語検定試験１０級を長男と一緒に受けました。
大変でしたが、勉強した過程を含めて楽しい経験でした。
	
  ＰＴＡの活動は保護者のこともサポートしています。
バイリンガル教育や健康を題材とした様々なセミナーを

新任

はじめ、保護者のための日本語クラス、コーヒー・ベー
クセールなどを行っています。今学期は『初心者のため

会長の市村ラリーさん、広報のハードベック裕子さんが２０１３年３
月を以って退任されました。お疲れ様でした！

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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「光の筋が差し込んだ部屋で」
旧PTA会長 市村 ラリー
	
  そう、あれは忘れもしない肌寒い 2009 年 10 月のこと
でした。場所はそう確かすーっと光の筋が差し込んだ怪
しげな部屋でのことでした。今でも記憶に残っています。
そういえばコーヒーの香りがほのかに漂っていました。
ベーク品のにおいも。大きなスピーカーとプロジェクタ

	
  PTA執行部に入って 6 年、そして PTA会長になって 3
年半。PTA総会で「保護者の皆さんが楽しめる PTA活動
を」と言って始めたのに結局のところ PTA活動を一番楽
しんだのは僕自身でした（笑）。本当にありがとうござ
いました。これからは一保護者として PTA活動に参加し
て行きます。エプロン姿でコーヒーベークを手伝ってい
る姿を見かけたらぜひ声をかけてくださいね。コーヒー
を少しおまけしますから（笑）。

ーとスクリーン、そして「もうすぐ始まりますよお。」

第１回ＰＴＡ総会報告

という大きな声。そうです、PTA総会でした。皆さんの
承認を受け PTA会長になったときに緊張した顔で僕は

ＰＴＡ副会長 コノリー 朋子

「保護者の皆さんが楽しめる PTA活動をして行きましょ
う」と言ったのを覚えています。。。

	
  去る 4 月 20 日、2013 年度第 1 回 PTA総会が開催され

	
  現在日本語学校の家庭の約半数が国際結婚の家庭で日

ました( 出席者 126 名、委任状 223 通) 。中川校長先生の

本語を話さない保護者が増えています。このような保護

ご挨拶に続き河合教頭先生のご着任のご挨拶、 藤尾運営

者とのコミュニケーションをもっとよくして PTA活動に

委員長から運営委員会についての説明と学校会計報告、

参加してもらい、そして日本語離れが進んでいる子供た

樽井安全委員長からはロックダウン訓練についての説明

ちを持った親をできるだけサポートすることも今の、そ

がありました。執行部からは、昨年度の会計決算収支と

してこれからの PTA活動にとって大切だと思います。

今年度の予算案、また今年度各委員長と執行部の人事報

	
  そのために保護者自身も子供たちを待つ 3 時間の間に

告、今後の PTA活動計画の説明があり、全て皆様より承

日本語を学ぶ機会を得られる J CP 活動が始まりました。

認をいただくことができました。

今まで日本語が話せなかった親が日本語を学ぶ姿を見る

	
  私は今年度から副会長を務めることになりました。執

ことは子供の日本語学習の大きな励みになります。また

行部に入った当初は、自分の知らなかった所で忙しそう

保護者がバイリンガルの子供たちのことをもっと理解で

に働く執行部の方達を見て大変驚き、執行部で３年働い

きるようにバイリンガルセミナーシリーズを随時開催し

た今は、多くの保護者が惜しみなくボランティアに参加

てもう 4 年目になります。そして日本語で子供を育てて

してくださっていることに大変感動しています。今後も

いる親たちのサポートグループ BJ SUPP の創設を手伝い、

安全で楽しい学校生活を目指して PTA活動の場を提供し

その活動は今も続いています。

ていきますので、引き続き皆様のご協力をお願い致しま

	
  PTA執行部もまさにこのような日本語学校の家庭環境

す。

を反映しています。現在は 13 人中 7 人が国際結婚で 2 人
のアメリカ人のお父さんが執行部に入っています。そし
て僕みたいに「名前だけ日系人」でなく、アメリカ生ま
れ、日本育ち、アメリカンスクールに通った本当のバイ
リンガル・バイカルチュラルの五味さんが会長に就任し
ました。この新しい執行部がこれから保護者の皆さんと
一緒にどんな活動を作っていくのか本当に楽しみです。

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

2013 年度クラス役員紹介
クラス役員担当 ドッド-ノーブル 圭子
	
  本年度は４１クラスのうち３３クラスが希望者で決ま
りました。これは、全体の８０. ５％になります。お忙し
い中、クラス役員のお仕事に進んで参加してくださる保
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護者がたくさんいらっしゃる事、とてもうれしく、また、

各委員会より

ありがたく思っております。
	
  本年度もクラス役員のみなさまには春休み中からすで

JCP 委員会

にお仕事をしていただき、新学期よりクラス運営、学校
行事、PTA活動がスムーズにできるよう活躍していただ
いています。

委員長 ライス シャノン
	
  ２０１３年度の JCP ( Japanese	
  Class	
  for	
  Parents) 活動
がそろそろ始まります。JCP の活動には二種類あります。

	
  クラスの保護者のみなさまも、当番やヘルパーについ
てご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
（クラス役員の仕事や選出方法については、PTAハンド
ブックをご参照ください）

一つは「保護者向け日本語授業」です。もう一つは「Drop	
  
in	
  Language	
  Table（自由参加の会話教室）」というもの
です。
	
  まず、「日本語授業」についてですが、これは母国語
が日本語でない保護者のための日本語授業です。今年度

うさぎ

仲柴 亜里

小４−２

吉崎 和夫

きりん

細川 知奈

小４−３

ペトゥーラ 孝子

くま

西岡 祐里佳

小５−１

河辺 恵美

のみなさんもがんばって勉強しましょう！

りす

黒澤 美歩子

小５−２

ペッティンギル

	
  次に、「Drop	
  in	
  Language	
  Table（会話教室）」につい

美夏

ては、English	
  Table（英会話テーブル）と Japanese	
  Table

は初級から中級まで７つのクラスに分けられ、総勢２９
人の生徒が参加します。子供達に負けないように保護者

あさがお

殿村 智子

小５−３

安宅 正子

（日本語会話テーブル）を毎週交代で行っています。共

きく

田中 由紀子

小６−１

高山 幸子

に無料のレッスンです。１０分間でも１時間でもお気軽

たんぽぽ

岩﨑 純子

小６−２

スーター ひろみ

にお立ち寄りください。English	
  Table の週は英語を母国

ひまわり

ジャピ 広美

中１−１

グラハム 増田陽

語としない人を対象に英会話を、Japanese	
  Table の週な

子

ら日本語を母国語としない人を対象に日本語会話を楽し

もみじ

鳥居 栄子

中１−２

小堀 幸代

めます。サインアップ（事前登録）は不要で、レベルも

小１−１

デイム 直美

中２−１

佐藤 英子

問いません。また自由参加ですので、ご都合のよいとき

小１−２

臼井 江美

中２−２

シダ 弘子

にのぞいてみてください。英会話については、ネィテブ

小１−３

マロア 実穂子

中３−１

百済 由紀恵

スピーカー、ならびに、翻訳家、ESL 教師の日本人ボラ

小１−４

ベイカー ユウコ

中３−２

若井 浩子

ンティアもいますので、親切丁寧に指導してもらえます。

小２−１

結城 グレース

高１

宮本 礼子

会話だけでなく、言葉のために日常生活で分からないこ

小２−２

河合 亜希子

高２

島津 由似子

と、困っていることがありましたらお手伝いできます。

小２−３

頓所 展

日１

岩井 美詠子

１０分でも２０分でも気軽に話してみませんか。

小２−４

田中 陽子

日２

高野 恵里

ご質問がありましたら「pta_jcp@yahoo.com」にメールし

小３−１

キャンポス 順子

日３

キングスリー 陽

てください。

子

２０１３年度ＪＣＰ委員: Shannon Rice、石井 葉子、安宅 正

ローウィンジャー

子、 Sharon Fletcher、井手 久美子、宮下 雪美、丑丸 直子、

キョウコ

Kenneth Cunningham、Kent Wood、島津 由以子、岸野 由紀、

田沢 佳代子

篠崎 千賀、ダイヤー 眞由、内田 美恵、 グラハム増田 陽子

小３−２

ロウビ吉本 真紀

小３−３

吉城 まどか

小４−１

小林 亮子

日４

日５

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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イベント企画委員会

図書委員会

委員長 三野 洋美

委員長 屋代 悟、吉田 尚子

	
  昨年度より引き続きイベント企画の委員長を務めさせ

	
  日本語図書館では、ボストン日本語学校の園児、児童、

ていただきます。昨年度は、「イベントが少なかった」

生徒そして保護者の方々や近郊にお住まいのすべての

などという意見をいただいたりしておりましたが、今年

人々に日本語の書籍を楽しんでいただくため、図書館長

は、新しいメンバーの方にも加わっていただき、新生イ

を中心に各図書委員、クラス当番、ボランティアの方々

ベント企画として、エクササイズや趣味の講座、暮らし

の協力を得ながら皆さまに親しまれる図書館を目指して

に役立つ知識の講座など、多彩なイベントを企画してい

おります。皆様に寄付していただいた本の中には、世代

きたいと思っています。「こんなイベントをやってほし

を超えて親しまれている本がたくさんあります。そのよ

い」というアイディアがありましたら、いつでも私をは

うな名作を維持しつつ、人気の書籍も取りそろえていく

じめイベント企画委員に声をかけてください。

努力をしてまいります。また、電子書籍が増えている中

２０１３年度イベント企画委員：三野 洋美、門脇 奈緒子、李

で、特にお子さんには紙の本の良さを伝え、物を大切に

佳世子、冨井 直、高橋 賢児、百済 由紀恵

する心をはぐくむ助けになればと思います。本年度の図
書委員会は委員 25 名＋委員長 2 名でスタートしまし
た。委員の中には今年初めてという方から長く続けてい

安全パトロール委員会
委員長 敷地 由紀

る方、本が好きな方など様々ですが、本校教職員、園児・
児童・生徒をはじめ利用者の皆様に気持ちよく図書館を

	
  今年度から委員長をさせていただくことになりました。

利用していただけるよう、精一杯がんばってまいります

皆様どうぞよろしくお願いいたします。今年度は委員 16

のでよろしくお願いいたします。

名プラスヘルパー委員 2 名でスタートしました。（随時

	
  限られた開館時間内で多くの利用者の方に本をお届け

委員を募集中！お気軽にご連絡下さい！！）安全パトロ

できますよう、以下の点につき皆様のご協力をお願いい

ール、通称“安パト”の活動は、安パト委員を中心に、

たします。

当番保護者、クラス役員さんが協力し合う事で、非常に

	
  ( 1) 貸出期限の厳守。( 2) 返却時、日本語図書館の蔵

スムーズにおこなわれています。毎週土曜日に、頑張っ

書かどうかの再確認。幼稚部学級文庫は各教室へ。子ど

て日本語学校に通ってくる子供達が少しでも楽しく安全

も自身で返却の際は保護者が事前に確認。( 3) 本の取扱

な時間を過ごせるように、引き続き、皆様のご協力をお

いは丁寧に。( 4) 貸出し希望の際は必ず利用者カードを

願い申し上げます。

呈示のこと。( 5) 図書館利用は所定の開館時間中のみ。

２０１３年度安全パトロール委員：敷地 由紀、赤津 律子、丑

時間外の来館はご遠慮ください。

丸 直子、太田 明夫、河辺 恵美、クローガン 幸子、黒田ファ

２０１３年度図書委員：屋代 悟、吉田 尚子、森口 賢一、根

ン 真紀、小西 菜穂美、小西 秀夫、小山 百合、佐々木 法子、

岸 利孝、星 佳恵、市川 泰子、宇田 美佐子、スナディ 久美

佐々木 康子、 千葉 千佳、塚本 晶子、西村 むつみ、二井 健

子、下本 ひとみ、寺嶋 正教、アベイワルダナ 美咲子、西山 央

介、マゾー二 エミ、山田 恵美子

美、エリクソン シェリー、依田 有香、牧 睦子、倉沢 はるな、
酒瀬川 桂子、ジャドソン アサコ、田野 綾、ダラード あかり、
ヘッジ みさ、ハリンガ 智美、梅原 明日香、村瀬 友美、青木
佳代、小山 美南、ジョーバック 美代子。
図書館長： 磯部 憲房

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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子で競争すれば、お子さんも楽しいでしょうね。今年度

ファーストエイド委員会

は、9 名のメンバーで、皆様のサポートを行っていきま

委員長 川崎 祐美子

す。夏休み前に御案内し、夏休み後に申し込み開始予定

	
  ファーストエイド室は、生徒が怪我をした時などの応

です。多くの皆様の受験をお待ちしています。

急処置、または応急処置の対応が難しい場合や、具合が

２０１３年度漢字検定グループ：竹内 朋子、三宅 里恵、ブラ

悪く帰宅勧告が出された生徒の保護者が来るまでの間の

ウン（菅田） 恵子、ローレンス 綾子、ロンスキー 珠己、高

『一時保護・待機場所』としている所です。また、保護

野 布美、前田 真奈美、永倉 朗子、吉田 忍

者ボランティアの意識も非常に高く、常駐職員の高橋洋
美さんの下、応急処置を行う他に、生徒が怪我や具合が
悪くなった事で、不安無くクラスや保護者の元に戻られ

ファンド文庫グループ

るようにお世話をしています。毎年行っているロックダ

リーダー マドック 美智子

ウン訓練もその中の一つです。こう書いてしまうと、敷

	
  ファンド文庫の目的は、コーヒーベークセールで得た

居が高いように思われますが、医師・看護士である必要

収益を保護者の皆様に還元するために、年２回、新しい

もまったく無く、誰にでもできるボランティアです。委

本を購入することです。保護者向けの本（新刊、ベスト

員は常に募集していますので、興味のある方はお気軽に

セラー）が優先され、皆様のリクエストから日本語学校

ファーストエイド室にお立ち寄りください。

の図書館にふさわしい本を選択させていただきます。	
 

２０１３年度ファーストエイド委員：川崎 祐美子、河合 典子、

リクエストした本の優先貸し出しも行います。

安藤 桃子、石黒 雪子、百済 由紀恵、河合 達郎、佐次 阿由

	
  ファンド文庫で購入した本は図書館をより充実させて

美、シダ 弘子、高山 幸子、寺嶋 律子、冨山 よしこ、頓所 展、

いくことにもつながります。学校便り、メルマガでリク

頓所 春美、ナザロ 桂子、ボウドン 雪子、星 佳恵、マッケン

エスト期間をお知らせします。図書館のリクエスト箱と

ナ 智代、若井 浩子、渡辺 直子、瀬戸 奈緒美、北澤 和代（OB）、

E メールで受付していますので、是非ご利用ください。

小畑 千雪（OB）、永原 園子（OB）

ファンド文庫アドレス：jls_fund_books@yahoo.co.jp
２０１３年度ファンド文庫グループ：マドック 美智子、馬岡

漢字検定グループ

正子、宍戸 真奈美、半田 裕子、矢野 奈保美

担当 竹内 朋子
	
  今年度の漢字検定開催日は、2013 年 11 月 9 日（土）

コーヒーベーク委員会

です。小学 1 年レベルの 10 級から高校卒業レベルの 2 級

委員長 サミュエルズ 綾子

まで受験可能です。昨年度は、92 名の方が受験されまし

	
  PTA のファンドレイジングの一つとして、保護者控室

た。個人表彰に加え、親子・兄弟姉妹で合格された方は

で毎週行われているコーヒー販売とベークセールを取り

24 組、うち 11 組が親子で合格され家族表彰を受けられ

仕切るのが委員会の主な仕事です。また、ベーク品提供

ました。日本語の難しさと言えば、皆さん、まず『漢字』

は登録制ですので、提供を希望する方へのガイドライン

と答えるのではないでしょうか？日本語学校に通って漢

の説明と、登録者名簿の管理も委員会の仕事の一つです。

字を一生懸命勉強しているお子さんはもちろんのこと、

一度委員になって活動を始めると、続ける方が多いのが

日頃キーボードに慣れ、漢字が書けなくなっていると思

コーヒーベーク委員会の特徴です。子供が卒業しても、

ってらっしゃる御両親も、是非漢字検定を受検されてみ

他州から通う OB 委員が数名在籍しております。それほ

ては如何でしょうか？日頃の成果を級認定という形で残

ど、楽しく活動できる委員会なのです！保護者控え室に

すことは、モチベーション維持に大いに役立ちます。親

入りづらい、居場所が見つからない、3 時間退屈・・・

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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という皆様、一緒に活動しませんか？新メンバーを募集

ストン日本語学校では、年間を通して教育的で楽しい行

しておりますので、お気軽にお声をかけて下さい。楽し

事が多く行われております。音響記録委員会の仕事はそ

い 3 時間をご一緒致しましょう。

れら学校行事、及び ＰＴＡ行事のために放送と音響を担

２０１３年度コーヒーベーク委員：サミュエルズ 綾子、田村

当し、記録写真の撮影、公開をすることです。その時に、

みち子、渡辺 恵麻、永井 美知、徐 恵芳、牧 睦子、崎山 智

七人それぞれの個性を生かしながら一致団結して、いつ

恵子、安西 陽子、川上 彩香、吉田 千津子、ハリス 淳子、マ

もとはひと味違った、これが欲しかったんだ、やっぱり

ロア 実穂子、百目鬼 みみ、冨山 よしこ、市川 泰子、ローリ

音響記録委員会がいないと満足しないな、と思われる「七

ンス 恵美、橋爪 美知子、ウィリアムズ 文子、李 麗美、川井

味唐辛子」のような活動をして行きたいと思います。

知子、 ジョーバック 美代子（OB) , 古谷 佳代子（OB) 、坂本 智

今年度も宜しくお願いします。

子（OB) 	
 

２０１３年度音響記録委員：上野 要、後藤 達也、渋谷 ひろ
と、津田 慶 、竹腰 俊秀、ドッドノーブル アネアス、大塚 聡

文化祭実行委員会

司

委員長 五十嵐 敏子
	
  	
  今年度も１０月下旬に開催される文化祭に向けて、

執行部からのお知らせ

春から準備を進めています。当校の文化祭は、日本から
遠く離れたアメリカで生活する園児、生徒達に日本の文

近年は、日本の本来の文化祭のように、多くの中高生の

ＰＴＡ執行部
フェイスブックページ

生徒達が、関わってくれることにより、更に活気溢れる

総務・データシステム 渡辺 毅

化に触れて貰えるように、日本の遊びを用意しています。

文化祭になってきています。

	
  PTA 執行部は昨年度から「ボストン日本語学校 PTAフ

毎年文化祭開催に際して、ご協力頂く多くの保護者の

ェイスブックページ（www.facebook.com/JLSBostonPTA）」

方々に、この場をお借りして心よりお礼を申し上げます。

の利用を開始しました。学校からのお知らせや PTA 活動

今年度も子供たちが楽しみにしている文化祭の為に、ご

のお知らせなどを随時投稿しています。一般公開ですか

協力の程よろしくお願い致します。

らどなたでもご覧いただけますが、フェイスブックのア

２０１３年度文化祭実行委員：五十嵐 敏子、アンガー 裕子、

カウントをお持ちであれば「購読」をすることでより便

リンダマン 香織、相川 真喜子、ヴィニュー 奈保子、小倉 喜

利になります。購読するには PTA フェイスブックページ

代美、川上 彩香、倉沢 はるな、嶋田 由美子、シャピ 広美、

で「いいね！（英語では Like!）」のボタンを押します。

鈴木 喜代美、スミス 奈緒美、高橋 賢児、竹石 佳子、仲井 信

そうすると、ご自身のニュースフィードに PTA フェイス

二、橋爪 美知子、藤原 大湖、山岸 映子、結城 グレース、ラ

ブックページの投稿が自動的に表示されるようになりま

クロ 典子、ロウビ吉本 真紀、渡辺 毅

す。是非参加してみてください！

音響記録委員会
委員長

上野 要

	
  昨年度のモットーは「七人の侍」。お互いに助け合い
ながらも切磋琢磨し腕を磨きました。今年も七人揃いま
した。二人のメンバーが抜け、新たに二人はいりました
ので、今年は「七味唐辛子」で行きたいと思います。ボ

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

	
 
	
 

2013 年度 1 学期カ レンダ
ー
さ つ き

5月	
  May	
 
18日	
 
25日

6月	
  June	
 

皐月

幼稚部わくわく遠足、
小学部以上５時間授業
小学部以上大運動会
( 予備日6月1日、8日)

15日
22日

み な づ き

水無月

ジョスリン糖尿病
セミナー
1学期最終日
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