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2014 年度ＰＴＡ執行部体制
五味 露敏

会長

五味 露敏

副会長

コノリー 朋子

違い、日本は入園式や入学式など、スタートを刻む成長

総務

辰田 みどり

の節目、あるいは花見など季節の変わり目を重んじる習

総務・

ドッド-ノーブル 圭子

慣が多いです。ＰＴＡ会長になってから一年が経ちまし

クラス役員担当

たが、挨拶をする機会が多く、冒頭でいかに季節に関す

会計

相澤 由布子

新任

る言葉を盛り込むかを悩みます。前ＰＴＡ会長の市村さ

会計

青木 佳代

新任

んは、「新しい元気がもらえるから春が大好き」と言っ

広報

グーデ 弥生

新任

データＩＴ

岡本 博行

新任

システム・

渡邊 竜介

例年以上に寒い冬が漸く終わり、暖かい春が到来しま
した。４月から新しい年度が始まりました。アメリカと

ていましたが、まさにその通りだと思います。サマータ
イムが始まり、太陽が出ていない暗い中での通勤に終止
符が打たれ、とてもわくわくする季節です。
昨年度は複数の委員会から 2014 年度の人員確保が困

新任

サポート
イベント企画

三野 洋美

文化祭実行

リンダマン 香織

新任

会レベルでの強力な勧誘作戦があったり、ＰＴＡ側で当

ＪＣＰ

ドッド-ノーブル アネアス

新任

番制度に減免を加えたりした工夫の結果、無事に人員が

漢字検定

三宅 里恵

新任

難であるという報告を受け、場合によっては委員会の継
続が危ぶまれる心配もありました。しかしながら、委員

確保ができました。ＰＴＡの皆様のボランティア精神に
は敬服するばかりです。ありがとうございます。
今年度のＰＴＡ執行部人員も大きく入れ替わりました。

昨年度執行部、総務・データシステムの渡辺 毅さん、会計のハリス
フィリップさん、アンガー 裕子さん、広報・データシステムの藤原
大湖さん、広報の吉田 忍さん、文化祭の五十嵐 敏子さん、ＪＣＰの

新しい人材の加入による活性化を通し、生徒達の学校生

ライス シャノンさん、漢字検定の竹内 朋子さん が 2014 年 3 月を以

活がより充実できるようにサポートしていきたいです。

って退任されました。お疲れ様でした！

既に今年度は、保護者向けではありましたが、日本で
の生活・経験を描いたドキュメンタリー「ハーフ」を好
評のうちに上映しました。漢字検定、文化祭も今年度の
計画に入っています。楽しみです。
季節の話に戻りますが、私の場合は、春になると雪が
解けて、前年に掻かなかった落ち葉が庭一杯に露出して

ＰＴＡ執行部より
ＰＴＡ副会長

コノリー 朋子

新年度が始まったと思ったらもう 1 学期も半ばを過ぎ、
夏休みまであと 4 回を残すところとなりました。雨で 1

しまうので、春に落ち葉掻きをします。夏の間は芝生は

週間延期になった大運動会が先週執り行われましたが、

ぼうぼうと生え放題。秋になって芝刈りをします。季節

当日の朝まで雨との戦いで、横山校長先生をはじめ、学

感があまりないきりぎりすですが、今年度もよろしくお

校関係者を最後の最後まで悩ませたお天気でした。それ

願い致します。

でも、横山校長先生の大運動会での始めのお言葉通り、

PTA 執行部 E メールアドレス：PTA@jlsboston.org
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「雨降って地固まる」となり、後半は素晴らしい晴天

ラス役員から受け取った要返信メールには、速やかに

に恵まれ、大成功に終わることができたと思います。

返信をお願いいたします。

大運動会はもとより、私たち日本語学校の多くの行

また、住所、電話番号やメールアドレスな等に変更

事やＰＴＡ活動は、保護者の皆様の多大なるご協力に

があった場合は、学校のウェブサイトより更新をお願

よって成り立っています。私たちの大切な一人一人の

いいたします。

子供たちがより安全で楽しい学校生活を送れるよう、

それでは 1 年間、どうぞよろしくお願いいたします。

引き続き皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願

2014 年度

い申し上げます。

第 1 回ＰＴＡ総会報告
houhouhouhouhou 報告
ＰＴＡ副会長

コノリー 朋子

去る 4 月 19 日、2014 年度第一回ＰＴＡ総会が開催
されました（出席者 158 名、委任状 238 通）。 五味
ＰＴＡ会長の挨拶に続き、今年度から新しく就任され
た横山校長先生のご挨拶、藤尾運営委員長からは運営
委員会についての説明と学校会計報告、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がありまし
た。執行部からは昨年度の会計決算収支と今年度の予
算案、また今年度各委員長と執行部の人事報告、今後
のＰＴＡ活動計画の説明があり、全て皆様より承認を

うさぎ

西尾 愛

小 4－1

パールマン 奈臣

きりん

竹石 佳子

小 4－2

嶋田シルニグリア

くま

土本 沙弥香

りす

山口 恵子

あさがお

山村 享子

きく

黒澤 美歩子

たんぽぽ

坪井 優雅子

ひまわり

細井 知奈

もみじ

大野 かおり

小 1－1

フランク
えりこ

小 1－2

岩崎 純子

小 1－3

ドノバン

いただくことができました。
今年度は校長先生の交代を筆頭に、各委員長や執行
部内で新しい顔ぶれがそろいました。幅広い保護者の
方々にＰＴＡ活動のリーダーとして活躍していただく
ことにより、私たち日本語学校がより良い方向に進化

ひとみ
小 1－4

鳥居 栄子

小 2－1

ロウビ 真紀

小 2－2

高山 幸子

小 2－3

マロア

していけることを期待しております。引き続き皆様の
ご協力をお願いいたします。

2014 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

クラス役員

実穂子
小 2－4

臼井 江美

小 3－1

菖蒲 いずみ

小 3－2

嶋田 由美子

小 3－3

田野 綾

小 3－4

今井 洋子

ーロ 恵子
小 4－3

吉城 まどか

小 5－1

ぺトューラ 孝子

小 5－2

ベイカー ユウコ

小 5－3

小林 亮子

小 6－1

宮川 玲子

小 6－2

安宅 正子

中 1－1

渋谷 順子

中 1－2

遠藤 修

中 2－1

小堀 幸代

中 2－2

グラハム増田
陽子

中 3－1

スーター ひろみ

中 3－2

サリバン 佳子

高1

吉田 裕子

高2

宮本 礼子

日1

デイム 直美

日2

岩井 美詠子

日3

高野 恵里

日4

陳 梶原 陽子

日5

山岸 映子

本年度の 42 名のクラス役員をご紹介します。
クラス役員のみなさんは、クラス活動、学校行事や
ＰＴＡ活動がスムーズに進むように、春休み中からお

ＰＴＡハンドブックをお読みください！
ＰＴＡ活動、クラス役員・クラス当番などについての

仕事を始めてくださっています。保護者のみなさまも、

詳細はＰＴＡハンドブックに書かれています。

当番やヘルパーのご協力をお願いいたします。

ぜひ一度お読みください。

クラス役員からは当番表やヘルパー表をメールで配
布したり、大切な連絡をメールでお知らせします。ク

（PTA ハンドブックは学校ウェブサイトに掲載されています。)

http://www.jlsboston.org/pta/pta-handbook

各委員会より

2014 年度 JCP 委員・講師：
ドッド-ノーブル アネアス、ラファティ ビル、安宅 正子、
島津 由似子、石井 葉子 、井手 久美子 、宮下 雪美、ヤ

Japanese Class for Parents (JCP)
委員長 ドッド-ノーブル アネアス
JCP Chair

Aeneas Dodd-Noble

ＪＣＰの活動も今年で 4 年目を迎えます。

ーブロー ジナ、岸野 由紀、ダイヤー 眞由、 グラハム増
田 陽子、臼井 江美、田中 茂仁、小山 ゆり、飯田 幸世
2014 JCP Committee and Teachers:
Aeneas Dodd-Noble, Bill Lafferty, Masako Atake, Yuiko

「親も日本語を頑張れば、子供もさらに頑張る」という、

Shimazu, Yoko Ishii, Kumiko Ide, Yukimi Miyashita, Gina

当初の目標のもと、保護者の為の日本語の授業を有料で、

Yarbrough,

90 分クラス 5 回を$75 という低価格でおこなっています。

Masuda,

Yuki Kishino,

Emi Usui,

Mayu Dyer,

Shigehito Tanaka,

Yoko GrahamYuri Koyama,

Yukiyo Iida

今学期は約 30 人の保護者の方が登録されています。クラ
スによっては若干のスペースもありますので、ご興味のあ

【各委員会に掲載されている委員のお名前はすべて敬称略・
順不同です。】

る方はご連絡ください。
また、無料の英語と日本語のランゲージテーブルも保護

安全パトロール委員会

者控え室でおこなっています。こちらは無料ですのでいつ
でもお立ち寄りください。
多くの保護者の皆さんに、日本語や英語に接する機会を
作りたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。日
本語講師、ランゲージテーブルでボランティアをしていた
だける方も随時募集しております。興味や質問がおありの
方は、こちらのメールアドレス<pta_jcp@yahoo.com>まで
ご連絡ください。

We are entering the 4th year of the JCP program

委員長

敷地 由紀

土曜の朝、安パトデスク前にできるチェックインの
列。。。休み時間にベストを着て持ち場に立ち、子供
たちに大きな声をかけてくださる保護者の皆様。。子
供たちの安全確保に日頃からご協力頂き、大変感謝し
ております。校内各所にてパトロールして頂く事で、
不要な器物破損･紛失や怪我を防ぎ、対処すべき事柄を
察知する上での大きなサポートになります。

and we have close to 30 students signed up this

今年度、安パト委員は 19 名＋ヘルパー3 名の合計 22

year for the fee based lessons. The goal of the

名で活動を始めました。昨年度に比べて増員！！とい

course is to inspire your kids and take the
challenge to speak, read and communicate better
in Japanese. If the parent works hard then your
kids will too. We have a record number of
beginners this year and we have a bit of space left
so if you are interested please let us know.

うことで、非常に活動しやすい状況になりました。委
員全員協力して、この一年もがんばっていこうと思っ
ております。引き続き、皆様のご理解･ご協力お願いい
たします。
2014 年度

安全パトロール委員：

We also offer a free language exchange program

敷地 由紀、塚本 晶子（副委員長）、黒田 ファン真紀、山田

at one of the tables in the parent waiting room run

恵美子、佐々木 康子、太田 明夫、小西 秀男、赤津 律子、

in turn by a Japanese or English conversation

クローガン 幸子、小西 菜穂美、小山 百合、二井 健介、増

lead. So if you have been wondering how to ask

田 美智子、小林 のり子、佐藤 英子、澤田 智子、杉本 かお

questions at a school conference or want to

里、小川原 愛、丑丸 直子（OB 委員）

understand what your children are learning at

ヘルパー委員：マゾーニ エミ、河辺 恵美、萩谷 正城

JLS, or any other question, then please take the
courage to come by and enjoy conversing in
Japanese and English.

ファンド文庫グループ

図書委員会
委員長

担当

屋代 悟、吉田 尚子

マドック 美智子

本年度の図書委員会は、昨年度より若干多めの委員

ファンド文庫では、コーヒーベークの収益の一部を

30 名＋委員長 2 名でのスタートです。委員の方が、

保護者の皆様に還元する目的で、皆様からのリクエス

和気あいあいと楽しみながらも、日本語図書館をより

トをもとに、保護者向けの本（新刊、ベストセラー）

良くするためのさまざまな提案ができるような委員会

を優先して購入しています。今年度も 2 回のリクエス

にしたいと考えています。今年度も引き続き、図書館

ト募集を予定しています。学校だより、メルマガでリ

長の磯部さんを中心に、各図書委員、クラス当番、ボ

クエスト期間をお知らせしますので、是非ご利用くだ

ランティアの方々のご協力のもと、本校教職員、園

さい。

児・児童・生徒をはじめ、利用者の皆様に親しまれる

2014 年度

図書館になるよう努力してまいりますので、皆様のご

マドック 美智子、馬岡 正子、宍戸 真奈美、半田 裕子、

支援をよろしくお願いいたします。また、子供たちに

矢野 奈保美

ファンド文庫グループ：

より充実した読書環境を与えられるよう、皆様からの
書籍のご寄付も併せてお願い申し上げます。これらの
書籍は、子供用・大人用を問わず、新たな蔵書として
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。
限られた開館時間内で多くの利用者の方に本をお届
けできますよう、以下の点につき皆様のご協力をお願
いいたします。
(1) 貸出期限の厳守。(2) 返却時、日本語図書館の蔵
書かどうかの再確認。幼稚部学級文庫は各教室へ。子
ども自身で返却の際は保護者が事前に確認。(3) 本の
取扱いは丁寧に。(4) 貸出し希望の際は必ず利用者カ
ードを呈示のこと。(5) 図書館利用は所定の開館時間
中のみ。時間外の来館はご遠慮ください。
2014 年度 図書委員：

コーヒーベーク委員会
委員長

川上 彩香、﨑山 智恵子

コーヒーベーク委員会ではＰＴＡにおけるファンド
レイジングの一環として、毎週、保護者控え室におい
て行われるコーヒー販売及びベークセールを取り仕切
っております。ベーク品の品質管理、運動会時の水の
提供も仕事のうちです。
昨年は、委員会がなくなるかという危機に際して皆
様に多大なる関心を寄せていただいたことに感謝を申
し上げます。おかげさまで今年度は 28 名の委員を迎
えることができ、お当番の負担も軽減されました。新
しいメンバーも増え雰囲気を新たに和気あいあいと活
動しております。今後も興味のある方は是非コーヒー
ベークカウンターまでお気軽にお声を掛けて下さい。

屋代 悟、吉田 尚子、ヘッジ みさ、宇田 美佐子、徳王 千
恵子、酒瀬川 桂子、マッゲーリー 千夏、河合マーベット

同じくベーク品提供者も随時募集しております。

亜希子、ジャドソン アサコ、アベイワルダナ 美咲子、ハリ
ンガ 智美、小山 美南、西山 央美、伊藤 博子、寺嶋 正教、
依田 有香、梅原 明日香、エリクソン シェリー、市川 泰子、
下本 ひとみ、スナディ 久美子、牧 睦子、水山 由美子、石
井 秀樹、ソター 文、土肥 法子、クリゴブスキ 瑞絵、石井
恵美子、猪俣 八重、齊藤 かおり、中村 拓哉、
金子 亜紀子

2014 年度 コーヒーベーク委員:
川上 彩香、﨑山 智恵子、吉田 千津子、安西 陽子、徐 恵
芳、マロア 実穂子、ローリンス 恵美、ウィリアムズ ふみ
こ、クラマージック 藤子、市川 泰子、冨山 よしこ、ハリ
ス 淳子、牧 睦子、永井 美知、吉田 佳代、媚山 理恵、仲
井 真紀、奥田 純子、イ 麗美、畠山 ゆう子、スナディ 久
美子、田中 由紀子、李 佳世子、廣田 晴江、郷野 妙子、
青山 桃子、馬場 小百合、李 春陽

イベント企画委員会

2014 年度

ファーストエイド委員：

川崎 祐美子、マッケンナ 智代、淺原 良美、足達 さい子、

委員長

三野 洋美

石黒 雪子、大石 麻衣、大山 弘枝、カラチ のぞみ、佐次

今年度、イベント企画は新委員 4 名を迎え、8 人

阿由美、シダ 弘子、シューマン 和可子、瀬戸 奈緒美、高

体制となりました。今年は、人数も増えましたし、

山 幸子、寺嶋 律子、冨山 よしこ、長橋 亜衣子、ナザロ

これまでにはなかった教育系の映画のレンタル上映
など、新しいことにもチャレンジしていきたいと思

桂子、畠山 ゆう子、星 佳恵、ボルディ みき、松山 葉子、
宮下 偉路、山岸 良江、ライアン 鈴江

っています。これまでも、人気をいただいていたバ

漢字検定グループ

イリンガルセミナー、クラフト教室なども継続して
行なっていく計画です。大勢の方に参加していただ

担当

三宅 里恵

けると幸いです。また、こういうイベントをやって
欲しいというようなご要望がありましたら、いつで
もイベント企画の委員にお知らせください。
2014 年度

今年度の漢字検定は、2014 年 11 月 1 日（土）に実
施致します。そして今年度から申込みの期間が変更に
なります。5 月 30 日～6 月 13 日までインターネット

イベント企画委員：

三野 洋美、百済 由紀恵、李 佳世子、高橋 賢児、小林
亮子、無藤 亜矢子、浜松 典郎、アリスタッド赤松 園子

にて申込みになります。夏休み前には受験する級が決
まりますので、夏休みの期間に問題集の用意や勉強な
ど是非始めてみてください。

ファーストエイド委員会
委員長

川崎 祐美子

日本語の難しさと言えば、皆さん、まず『漢字』と
答えるのではないでしょうか？漢字を自主的に勉強す
るのは難しいものです。しかし漢検は「合格」という

ファーストエイド室は、日本の学校のような、い

目標がやる気につながり、達成すればその努力が「賞

わゆる『保健室』というものではなく、具合が悪く

状」というわかりやすい形で客観的に証明されます。

なった生徒や怪我をした生徒が、安心して保護者の

客観的に評価されることが学ぶことへの自信につなが

もとや教室に戻る事が出来るように、お手伝いをす

り、国語をはじめとする様々な日本語の勉強への足が

る所です。

かりになります。

仕事内容としましては、常駐職員の高橋さんのも

日本語学校に通って漢字を一生懸命勉強しているお

と、生徒が怪我をした所を洗浄して絆創膏を貼った

子さんはもちろんのこと、日頃キーボードに慣れ、漢

り、ぶつけた所をアイスパックで冷やしたりなどし

字が書けなくなっていると思ってらっしゃる御両親も、

ます。その他に、熱がある、お腹が痛いなどの生徒

是非漢字検定を受検されてみては如何でしょうか？

には保護者に連絡を取り、引き取りにこられる間、

申込みその他詳しいお知らせは 5 月 2 日発行分の「ｅ

生徒が不安がる事が無いように一時的に保護し、待

ボストン」をご覧ください。

機する間の世話をします。医療行為は行わず、投薬

2014 年度

漢字検定メンバー：

や薬品は一切ありません。医師や看護士である必要

三宅 里恵、竹内 朋子、吉田 忍、ローレンス 綾子、高野 布

は無く、誰にでもできる簡単なボランティアです。

美、大上 剛、吉城 まどか、川峯 勝巳、吉澤 奈穂、木下 紀

高橋さんが保護者に連絡をとる場合、登校時、保

子、塚田 佳代子、ラム 雅美、田中 陽子

護者の方の所在場所（保護者控え室、ご自宅など）
をお子様にお伝え頂ければ、速やかに対応できます。
ご協力をお願い致します。
また随時ボランティアも募集しております。こち
らの方もよろしくお願い致します。

《漢字検定についての詳細は…》
日本語学校ウェブサイト

「漢字検定のお知らせ」

http://www.jlsboston.org/whatsnew/pingcheng26nianduhanzin
englijiandingshishinoozhirase

音響委員会
委員長

津田 慶

入学・入園式、ＰＴＡ総会、ＡＵＮ Ｊクラッシック
オーケストラさんの特別公演と 4 月から勢いよく活動を

2014 年度
4 月 12 日

クラス役員懇親会

4 月 19 日

ＰＴＡ総会、

5 月 10 日

映画「ハーフ」上映会

始めました音響委員会です。今年はベテラン、新人を含
め６人体制で誕生会、大運動会などのイベントを生徒、
保護者、教職員の皆さんと一緒に楽しみながらサポート
させていただきます。 音響委員会の活動に興味がある
方、サポートを必要とされる方はお気軽に委員までお問
い合わせください。2014 年度音響委員一同、楽しんで
活動をしてまいりますので、笑顔でお付き合いいただけ
ますようよろしくお願いいたします。
2014 年度

音響委員：

津田 慶、渋谷 ひろと、竹腰 俊秀、ドッドノーブル アネア
ス、大塚 聡司、宮内 いさお

4・5 月の活動



ＡＵＮ Ｊ公演協力

映画「ハーフ」 寸評 

先日行なわれイベント企画委員会の映画上映会「ハー
フ」をご覧いただけましたか？日本人と他人種・国籍のル
ーツを持ち、日本では「ハーフ」と総称される人たち。映
画は、タイトル通り、それぞれ違ったバックグラウンドを
もつ５人の「ハーフ」（と家族）が、自己のアイデンティ
ティーや社会での居場所に悩みながら自分の生き方を探し
ていく様子を描いたドキュメンタリーです。なかでも、日
本とアフリカにルーツを持ち、日本で苦労して育った青年
が、つねに溢れるような満面の笑顔で語っていたのがとて
も印象的でした。同様に多国籍ルーツをもつ子供たち、ま
たは日本人であってもここアメリカの環境で育つ子供たち
を持つ私たち親には、彼らの生き方から、きっと何か、感
じる、考えさせられることがあるはずです。今回ご覧にな
れなかった皆様も、機会があればぜひご鑑賞ください。

文化祭実行委員会
委員長



リンダマン 香織

当委員会は 10 月末に催される文化祭の企画、運営

5 月 31 日

を担当しています。本校の文化祭は、日本の文化祭と
は若干形態が異なり、生徒達に「スーパーボールすく
い」のようなゲーム、また「福笑い」「習字」のよう
な体験を通じて、日本文化に触れてもらうことを主な
目的としています。 本年度も、幼稚部から高校生ま
で様々な年齢の児童、生徒が楽しめるような、活気溢
れる文化祭となるよう、実行委員一丸となって頑張っ
ていく所存です。最後になりますが、毎年の文化祭の
成功は、当日ボランティアとしてお手伝いして下さる
沢山の保護者の暖かい支援によるものです。この場を

6月

7日
21 日
8 月 30 日
9月 6日
～13 日
13 日
20 日
10 月 18 日

25 日

借りて御礼を申し上げるとともに、今後も益々のご支
援を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。
2014 年度

11 月 1 日

2014 年度 カレンダー



避難訓練
（予備日 6/14,21）
校長先生と親睦を深める会
1 学期最終日
2 学期開始日
夏休み作品・ポスター
コンクール展示
ＰＴＡ保護者説明会
幼稚部運動会
（予備日 9/27,10/4）
第 2 回ＰＴＡ総会
幼稚部秋祭り
第 12 回文化祭
ブックフェアー
漢字検定

文化祭実行委員：

リンダマン 香織、五十嵐 敏子、アンガー 裕子、ロウビ
真紀、百済 由紀恵、竹石 佳子、仲井 信二、高野 恵里、
河辺 恵美、頓所 春美、渡邊 竜介、相川 真喜子、高橋 賢
児、ヴィニュー 奈保子、川上 彩香、フォージュロン 敏子、
氷上 信子、佐藤 優子、中村 拓哉、フレドリック サラ、
小林 亮子

ボストン日本語学校 ＰＴＡ

Facebook ページ

http://www.facebook/jlsbostonpta
★★ ＰＴＡ活動についてのお問い合わせは・・・★★
ＰＴＡメールアドレス ：

PTA＠jlsboston.org

