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ＰＴＡ会長挨拶
ＰＴＡ会長

ＰＴＡ調査票集計結果報告

五味露敏

ＰＴＡ会長就任一年目がそろそろ終わりかけようと

ＰＴＡ副会長

コノリー朋子

今回の調査票を集計した結果、６０名以上もの方々が

しています。今振り返ると、不慣れな部分はあったかと

新規に委員への希望を出してくださいました。おかげさ

思いますが、ＰＴＡ執行部、各委員会委員長・委員、学

まで来年度も引き続き全ての委員会活動が継続されま

校スタッフの手厚いサポートがあり、今年度を無事に終

す。皆様の暖かいご協力に心から感謝申し上げます。注

えることができそうで大変感謝しております。

意事項として、今年度から引き続いて来年度も同じ委員

日本語学校の年度末が近づき、学校のニュースレター

会に残る場合でも、必ず調査票を提出するようにお願い

やＰＴＡ会報への寄稿、幼稚部卒園式での挨拶など、普

致します。特に来年度からは、委員の方々に３学期分の

段家庭や仕事で使っている以上に日本語を使う機会が

当番免除という新しい規定を設けましたが、調査票が未

急激に増えました。近年はコンピュータを使った漢字変

提出の場合はその特典を差し上げられないことがあり

換を用いることで、漢字さえ読めればこの様にそれなり

ます。

の文章が書けてしまいます。ただし気を付けないと、幼

来年度も子供たちがよりよい学校生活が送れるよう、

稚部→統治部、教頭先生→共闘先生など、間違っていな

皆様のご協力とご支援のほどをよろしくお願い致しま

い様で、実は間違っている変換をしてしまい、危うく文

す。

一年を振り返って

面に盛り込みそうになったこともあります。
日本語の勉強では、漢字が一番大変だと感じます。組
み合わせによって変わる読み方を覚えるのには、ただた

全ての名前は順不同、敬称略、また途中交代を含みます。

だ時間をかけて体得するしかありません。息子に学校以

クラス役員の皆様、１年間
ありがとうございました

外で何か目標を持たせようと、ＰＴＡ主催の漢字検定を
家族で一緒に受検しています。
来年度は複数のＰＴＡ委員会での委員確保が懸念さ
れておりましたが、大勢の方の尽力により、継続した学

クラス役員担当

ドッド−ノーブル圭子

経験者の方も初めてクラス役員をされた方も、とても

校のサポート、保護者のサポートが実現できそうです。

良くクラス役員のお仕事をしていただき、大きな問題も

漢検も継続実施の予定で安心している反面、いつから自

無く本年度を終えられる事を、とてもありがたく思って

分の勉強を始めるべきかを悩んでいます。

おります。

来年度もよろしくお願い致します。

当番やヘルパー表の作成、配布の他に、クラス当番へ
のリマインダーや各委員会への連絡など、中には大変だ

ボストン日本語学校 ＰＴＡ

Facebook ページ

http://www.facebook/jlsbostonpta
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

った事もあったと思いますが、先日行なった反省会では、
「来年度も是非したい」「クラスの保護者と仲良くなれ
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た」などの意見をいただきうれしく思っております。

ました。ご協力ありがとうございました。その中から約

また、保護者のみなさまには、当番表やヘルパー表の

１４０冊の本を購入いたしました。図書館に新しく人気

配布では、ペーパーレス推進にご協力いただきとても感

のある本を提供できたと思います。ファンド文庫の温か

謝しております。

いメンバーの皆様と共にリクエストの集計や本のカバ

どうぞ来年度も引き続き、ご協力をお願いいたします。

ー掛けなど、地味な作業ではありますが時間を楽しく有

２０１３年度 クラス役員

効に使うことができました。メンバーの皆様もまた来年

仲柴亜里、細川知奈、西岡祐里佳、黒澤美歩子、

度も続けてお手伝いしてくださるとのこと、今後の活動

殿村智子、田中由紀子、岩﨑純子、ジャピ広美、

もより充実させていきたいと思います。

鳥居栄子、デイム直美、臼井江美、マロア実穂子、

２０１３年度

ベイカーユウコ、結城グレース、河合亜希子、頓所展、

馬岡正子、宍戸真奈美、半田裕子、矢野奈保美、

田中陽子、キャンポス順子、ロウビ吉本真紀、

マドック美智子

吉城まどか、小林亮子、吉崎ゆきえ、ペトューラ孝子、

安全パトロール委員会

河辺恵美、ペッティンギル美夏、安宅正子、高山幸子、

安全パトロール委員長

スーターひろみ、グラハム増田陽子、小堀幸代、
佐藤英子、シダ弘子、百済由紀恵、若井浩子、宮本礼子、
島津由以子、岩井美詠子、高野恵里、キングスリー陽子、
ローウィンジャーキョウコ、田沢佳代子

敷地由紀

保護者の皆様の安パト活動へのご協力、当番制へのご
理解に、厚くお礼申し上げます。
委員長として安パト活動をさせていただき、あっとい
う間に年度末、「保護者の連係プレー」の素晴らしさを

漢字検定報告
漢字検定担当

ファンド文庫グループ

改めて実感した一年になりました。朝のチェックインと

竹内朋子

休み時間２回、そして片付けが土曜日の安パト作業です

今年度も１１月に通算７回目の漢字検定を実施いた

が、これには、安パト委員さんをはじめ、クラス役員さ

しました。年々受検者が増え、今年度は初めて１００名

ん、保護者の当番さんが自分の担当部分をしっかり実施

を超える受検者がありました。また、嬉しいことに、き

してくださって初めて実現します。子供たちの安全のた

ょうだい・親子での家族受検も増加しております。この

めにご尽力くださる皆様に、この場をお借りして厚くお

ように、毎年ＰＴＡ主催で実施できますのも、委員のメ

礼申し上げます。

ンバー、ボランティアの方々そして学校事務の方々の多

２０１３年度

大なるご協力の賜物だと思っております。この場をお借

赤津律子、太田明夫、クローガン幸子、黒田ファン真紀、

りしまして、心よりお礼申し上げます。大変お世話にな

小西秀男、小西菜穂美、小山百合、佐々木法子、

りました。来年度も実施予定ですので、どうぞよろしく

佐々木康子、千葉千佳、塚本晶子、西村むつみ、

お願いいたします。

二井健介、山田恵美子

２０１３年度 漢字検定 ボランティア

助っ人参加：河辺恵美、マゾーニエミ

吉田忍、三宅理恵、ブラウン恵子、ローレンス綾子、
ロンスキー珠己、高野布美、前田真奈美、永倉朗子、

ＯＢ委員：丑丸直子

図書委員会
図書委員長

市村ラリー、奥田純子、執行部役員

屋代悟、吉田尚子

今年度の図書委員会では、クラス当番について、人数

ファンド文庫
ファンド文庫担当

安全パトロール委員

を増やす代わりに作業時間を短くするという新しい試

マドック美智子

今年度も皆様からたくさんのリクエストをいただき
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

みを開始しました。これが功を奏し、朝の最も忙しい時
間帯には作業効率が上がり、クラス当番の方には残りの
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時間を有意義に使っていただくことができるようにな

他のＰＴＡ活動との掛け持ちや、幼稚部のヘルパーな

りました。また、今年度は長年売れ残っていた古い書籍

ど忙しい合間を縫って、イベント企画委員として活動し

を大量に処分し、新たな寄付の書籍を受け入れる保管場

ていただいた方々、講師をしていただいた方々、本当に

所を確保しました。ご寄付いただいた書籍は新たな蔵書

ありがとうございました。

として登録したり、ブックフェアーで販売し、新刊本を

また、今年は、日本人会、日本領事館やＪＢラインな

購入する貴重な財源となりますので、ご協力のほどよろ

ど、ＰＴＡ以外の日本人コミュニティーのサポート団体

しくお願いいたします。

と協力し、糖尿病セミナーやハーグ条約に関するセミナ

子供たちで賑わう１時間目の休み時間。家族の分のカ

ーを開催でき活動を紹介できたのも、とても有意義であ

ードを持って毎週のようにマンガと伝記を借りられる

ったと思います。

だけ借りていく男の子。読みたい本を探して「この本、

２０１３年度

ありますか？」と聞いてくる小学生の女の子。このよう

富井直、李佳世子、百済由紀恵、高橋賢児、門脇奈緒子

な、明日を担う子どもたちの日本語能力維持向上を願い

イベント企画委員

音響記録委員会

設立されたボストン日本語図書館の第一線業務は、主に

音響記録委員長

図書委員とクラス当番保護者により遂行されています。

上野 要

今後も引き続き皆様のご支援をよろしくお願いいたし

今年度は年間を通じて安泰人数７人を確保し続け、無

ます。最後に、２０１３年度クラス当番としてお手伝い

事に最終日を迎えられそうです。例年にも増して、チー

いただいた保護者の皆様、中高生ならびに一般のボラン

ムワークが強く、しかも和気あいあいと仕事をこなして

ティアの皆様、ファンド文庫関係者の方々、そして、図

いく様子がとても印象的な一年でした。委員会に対する

書委員の皆様、ご協力ありがとうございました。

深い理解と、責任ある奉仕活動をして頂き、非常に有り

２０１３年度 図書委員

難く思っております。最後に私事になりますが、この度、

森口賢一、根岸利孝、星佳恵、市川泰子、宇田美佐子、

息子と娘の卒業を機に私も日本語学校ＰＴＡ活動から

スナディ久美子、下本ひとみ、寺嶋正教、依田有香、

引退いたします。今まで皆様のご理解とご協力ありがと

アベイワルダナ美咲子、西山央美、エリクソンシェリー、

うございました。

牧睦子、倉沢はるな、酒瀬川桂子、ジャドソンアサコ、

今後も音響記録委員会を宜しくお願いいたします。

ダラードあかリ、ヘッジみさ、ハリンガ智美、梅原明日

２０１３年度

香、村瀬友美、青木佳代、マッゲリー千夏、小山美南、

上野要、後藤達也、 渋谷ひろと、津田慶、竹腰俊秀、

田野綾、屋代悟、吉田尚子

大塚聡司、ドッド-ノーブルアネアス

ＯＢ：ジョーバック美代子

イベント企画委員会
イベント企画委員長

音響記録委員

ファーストエイド委員会
三野洋美

ファーストエイド委員長

川崎祐美子

今年度は、新委員の参加もあり、ヨガ教室やクラフト

来室者が多い日、反対にあまりいない日と、日にちや

教室、エネルギーセミナーなど、バラエティに富んだイ

時間帯によってまったく忙しい時とそうではない時が

ベントを企画、開催することができました。

ありますが、委員の皆さまの速やかな対応、常駐職員の

趣味や専門の違う方々に委員として参加していただ

高橋さまの的確なご判断、そしてクラス当番さまの温か

いて、これまで全く知らなかった分野の話が聞けたり、

いサポートをもちまして、今年度も何事も無く終わる事

おもしろいアイディアが出て、個人的にもとても勉強に

が出来そうです。子供達が安心した顔をして、教室や親

なり楽しく活動できた一年でした。イベント企画として

御さんのもとに帰っていく姿を見ると、こちらも嬉しい

も、今後の活動の幅を広げられたのではないでしょうか。

気持ちになります。特別な医療知識は“私のように”ま

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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ったく必要ありません、どなたでも出来ます。委員に入

していく予定です。今後共、皆様のご協力のほど、どう

るかどうかご検討中の方、大歓迎です！ご連絡ください。

ぞ宜しくお願い申し上げます。

２０１３年度 ファーストエイド委員

２０１３年度

安藤桃子、石黒雪子、河合典子、河合達郎、百済由紀恵、

サミュエルズ綾子、田村みち子、渡辺恵麻、永井美知、

佐次阿由美、シダ弘子、瀬戸奈緒美、高山幸子、

崎山智恵子、安西陽子、川上彩香、徐恵芳、吉田千鶴子、

寺嶋律子、冨山よしこ、頓所展、頓所春美、ナザロ桂子、

ハリス淳子、マロア実穂子、市川泰子、冨山よしこ、

ボウドン雪子、星佳恵、マッケンナ智代、若井浩子、

牧睦子、ローリンス恵美、李麗美、ウィリアムズふみこ、

渡辺直子、川崎祐美子

クラマージック藤子、百目鬼みみ、橋爪美和子

ＯＢ委員：北澤和代、小畑千雪、

永原園子

コーヒーベーク委員

ＯＢ委員：ジョーバック美代子、坂本智子、古谷佳代子

Japanese Class for Parents (JCP)
ＪＣＰ委員長

文化祭実行委員会

ライスシャノン

今年の保護者向けの日本語授業「Japanese Class for

文化祭実行委員長 五十嵐敏子
今年度は、１００名近くの児童生徒が、当日ヘルパー、

Parents - ＪＣＰ」は６クラスの授業で２８人の親達が

ティーンズコーナー参加者として、自分たちが楽しむだ

子供達に負けないように宿題に耐えながら頑張ってき

けでなく、楽しませる側としても文化祭に参加してくれ

ました。生徒の皆さんお疲れ様でした。ただいま、２０

ました。それにより今まで以上に、笑顔が溢れる文化祭

１４−１５のＪＣＰのクラスの生徒と先生を募集中です。

になりました。文化祭開催にあたり、ご協力頂いた保護

興味のある方は pta_jcp@yahoo.com に e メールをお願い

者、教職員、事務の皆様に心よりお礼申し上げます。そ

します。

して、文化祭実行委員の皆さま、本当にお疲れ様でした。

今年はランゲージテーブルが２年目になりました。毎

２０１３年度

文化祭実行委員

週、保護者が控室のテーブルを囲んでその週の言語（英

アンガー裕子、リンダマン香織、相川真喜子、イ麗美、

語か日本語）を使ってボランティアを相手に楽しく会話

ヴィニュー奈保子、小倉喜代美、川上彩香、倉沢はるな、

練習をしています。言語を練習したい方、また練習を手

嶋田由美子、ジャピ広美、鈴木喜代美、スミス奈穂美、

伝ってくださる方はいつでも気軽に寄ってください。

髙橋賢児、竹石佳子、仲井信二、橋爪美知子、藤原大湖、

２０１３年度 ＪＣＰ委員・講師

ラクロ典子、ロウビ吉本真紀、山岸映子、渡辺毅

岸野由紀、内田美恵、増田グラハム陽子、臼井江美、

３学期の主な活動

ラム俊子、ダイヤー眞由、ライスシャノン、石井葉子、
安宅正子、井手久美子、宮下雪美、島津由以子、

１月１８日 ハーグ条約セミナー

カニングハムケネス、フレーチャーシャロン

２月 １日 タレントショー
今年は初めて生徒会とＰＴＡの共催。

ＯＢ委員：丑丸直子

２５組が熱演しました。

コーヒーベーク委員会
コーヒーベーク委員長

３月 １日 ミニブックフェアー
来場１２７人、販売１２３８冊、

サミュエルズ綾子

皆様にご協力頂き、今年も無事活動を終えることが出
来ましたこと、御礼申し上げます。今年は、委員会の世
代交代の年となりました。ＯＢ委員を含む過半数のメン
バーが、卒業や転居などで委員会を去ります。来年度は
新しい委員１０名以上を迎え、新委員長二人体制で活動
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

ともに去年を大きく上回りました。
いずれも大成功!!ご協力ありがとうございました。

今後の
予定

３月１５日
４月 ５日

卒園・卒業・修了式
入園・入学・始業式
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