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致しました。早送りの説明ではありましたが、執行部が

ＰＴＡ会長挨拶
ＰＴＡ会長挨拶

少しながらも身近になり、保護者の皆様に興味を持って
いただくことができたら幸いです。
私自身、ＰＴＡ執行部に参加したことで、様々な経験、

ＰＴＡ会長
ＰＴＡ会長 五味 露敏
色々な優れた人と楽しく関わることができて良かったと
先日、息子のサッカーの試合を見に行きました。対戦

思っています。総会や行事で挨拶を行ったり、この様な

相手自慢のフィールドは、森をざっくり切り開いた感じ

会報記事を書くことで、日本語の勉強にもなっています。

で、綺麗な深緑の芝生の上に座り、燃える様な紅葉に囲

保護者側から学校をサポートするのは委員会や執行部

まれての観戦でした。アメリカの雄大さとニューイング

のボランティア活動を通してだけではありません。当

ランドの四季を感じながら、数時間前に行われたＰＴＡ

番・ヘルパー制度という『義務』も非常に大切です。生

総会の、日本語での挨拶からくる緊張から解き放たれ、

徒にとっての安全で、快適な環境を確保するためには必

とても快適な時間でした。

要不可欠です。ただし、もしも特

そのＰＴＡ総会の挨拶で話したことですが、去年は委

殊な事情が発生した場合には執行

員会の委員が集まらないことで、いくつかの委員会の存

部までご相談ください。

続が危惧されていました。しかしながら、委員会の勧誘

後期もよろしくお願い致します。

努力と、保護者の皆様のボランティア精神のおかげで委
員は無事集まりました。大変ありがたいことです。

第２回ＰＴＡ総会報告
ＰＴＡ総会報告
勧誘の一環として、委員になった方には今年度の１２
月から３月までの間、当番・ヘルパーを減免することに

ＰＴＡ副会長
ＰＴＡ副会長 コノリー 朋子
しました。その結果、委員にはならなかった方の、生徒
一人当たりの当番数が前年の１．２１回から１．７５回

去る１０月１８日（土）、本年度の第２回ＰＴＡ総会

に増えます。この期間の当番回数は１回か２回、という

が執り行われました。以下に総会の内容を要約してご報

ことは変わらないのですが、２回当たる方の人数が増え

告いたします。

るイメージです。

◆五味ＰＴＡ会長挨拶（詳細は五味会長の記事を参照）

さて、当時の調査票を見ていますと、委員会参加希望

◆横山校長先生ご挨拶

者は増えていたのですが、ＰＴＡ執行部に興味がある、

１）学校教員募集中。なるべく教員のストックを増やし

という方が少ない様に思い、心配になりました。委員会

ておきたい。我こそはと思う方、また周りに「これは！」

同様、ボランティアだけで構成されている執行部も、人

と思う人材がいたら是非学校まで連絡を。

員確保のためには、魅力的にする必要があります。そこ

２）今年度より高校部で新カリキュラム開始。来年の３

で挨拶の残り時間を使い、ＰＴＡ執行部に対しての理解

月ごろに、その成果と課題を保護者の方々に報告する機

を深めようと、ＰＴＡの組織体制や執行部の役職を説明

会を設ける予定。

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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◆藤尾学校運営委員長ご挨拶

１）保護者の方々の日ごろのご協力に感謝。日本語学校

各委員会より
各委員会より

は保護者立学校。
２）運営委員は、例えば学校校舎の借用、銀行とのやり

安全パトロール
安全パトロール委員会
パトロール委員会
取りなど、学校を運営するのに必要な仕事を施行。来年
は日本語学校創立４０周年。保護者の方々に何か報告で

委員長 敷地 由紀
きることがあるかも？
３）旅行会社アムネットのアシストプログラムについて。

平素は安パト活動にご理解、ご協力いただき、大変あ

日本行きチケット１枚購入につき、＄１０が日本語学校

りがとうございます。今回、安パトからは校内の安全を

に寄付される。ほかの旅行会社でもこのプログラムを導

更に充実させるよう、新たに１名の安パト当番増員を検

入できるか検討。

討、承認していただきました。子供たちが安全に休み時

◆ＰＴＡ執行部からの報告・お知らせ

間を楽しみ、授業に全力投球してもらえるように、なる

１）人事報告。各委員長、執行部員とも変更なし。

べく早い時期に増員を実施したいと思います。ありがと

２）ＰＴＡ後期活動計画。

うございました。

・文化祭・ブックフェア（１０／２５）

【安全パトロール
安全パトロール当番
パトロール当番 増員の
増員の詳細について
詳細について】
について】
・漢字検定（１１／１）
１階の日本語部の廊下には中ほどにドアがあり、死角
・タレントショー（１／３１）
となっている箇所がある。安全パトロール当番を１名増
３）日本語部教室前の廊下に死角となっている箇所があ
員し、ドアの両側に当番を配置することで強化したい。
るため、後期から安全パトロール１名増員。当番回数の
日本語部の当番回数が普通部に比較して少ないので２
少ない日本語部より増員。
学期後期より日本語部から１名増員することで対処する。
※上記１から３まで、拍手をもって承認（出席者１２４
名、委任状１８９通）。
４）１月３１日開催のタレントショー・サポート約２名
を保護者から募集中。（詳細は下記「執行部からのお知
らせ」参照）
５）e-Boston の重要性について。（下記参照）
◆各委員会からのお知らせ（それぞれの記事を参照）

以上です。今年度残り約半年、引き続き皆様のご協力
をお願い致します。

e-Boston は大切な
大切な情報源です
情報源です！
です！
毎週、学校から送付される公式メールマガジンの
e-Boston は、学校からの情報だけでなく、ＰＴＡから
１名増員
のタイムリーな情報が読める唯一の情報源です！
ＰＴＡ執行部や各委員会からのお知らせ、イベントの
お知らせ、ＰＴＡ会報などが掲載されます。
忘れずにお読みください！
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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Japanese Class for Parents

イベント企画
イベント企画委員会
企画委員会

（ＪＣＰ）
ＪＣＰ）委員会
委員長 三野 洋美
委員長 ドッドドッド-ノーブル アネアス
【セミナー
セミナー報告
セミナー報告】
報告

JCP Chair

ＰＴＡイベント企画では、去る１０月１１日に「現地

Aeneas Dodd-Noble

校の ELL/ESL プログラムの実情と家庭でのバイリンガル
ＪＣＰ委員会は、「親も日本語を頑張れば、子供もさ
教育のサポートに関するセミナー」を開催しました。レ

らに頑張る。-If you work at Japanese, your kids will too.」

キシントンの公立校の ELL の教師である島津由以子さん、
のモットーで、今年度も積極的に活動を展開しています。
ボストン日本語教育サポートグループ BJSupp の丑丸直

保護者向け日本語授業（ＪＣＰ：Japanese Class for

子さん、そして、実際に帰国子女として日米両方の教育

Parents）では、現地校でも教えている経験豊かな講師に

を受けて育ち、現在ハーバードビジネススクールで学ぶ
よる最新の教材を使用した授業を、１学期につき７５ド
水田早枝子さんを講師に迎え、たいへん有効かつ具体的
ルという低価格で行なっています（詳細下記）。この次
なお話をお伺いすることができました。参加者も６０名
のセッションは２０１５年春からスタートします。生徒
を上回り、大勢の方に参加していただきありがとうござ
を募集していますので、ぜひＪＣＰ委員会までお問い合
いました。
わせください。また、週代わりで日本語と英語にて会話

【今後の
今後のイベント予定
イベント予定】
予定】
を楽しむラングエージテーブルを、保護者控え室にて毎
◆ヨガ教室

週行なっています。こちらは誰でも参加できますので、
日時：１１月１５日、２２日
気軽にご参加ください。よろしくお願いいたします。
９時３０分～１１時頃
会場：Ｃ１０７・１０８教室

JCP Program : Japanese Class for Parents

※ 詳細・参加申し込みなどは、今週発行の e-Boston を

•

Next set of lessons starts in Spring semester.

ご覧ください。

•

Five 90-minute lessons per semester.

•

Fee : $75 per semester.

•

Class size : 3-6 students per class

•

Our teachers are very experienced, and many

コーヒーベーク委員会
コーヒーベーク委員会

teach at local schools. We use the latest text
books and custom printouts. Beginners to

委員長 川上 彩香、
彩香、﨑山 智恵子

Advanced are welcome.
コーヒーベーク委員会では、毎週土曜日のコーヒーブ
Language Table
ースで販売する手作
手作り
手作りベーク品
ベーク品を提供してくださる
提供してくださる方
してくださる方を
•

Free language exchange

大募集しています。
ベーク品の提供は、出来る時のみで、
大募集
program run in turn by a
毎週である必要はありません。ご家庭の味をぜひ提供し
Japanese or English conversation lead.
てくださいませんか？ご興味のある方は、どうぞお気軽
•

Open to all parents.

•

One hour program at one of the tables in the

にコーヒーベーク委員にお声をおかけください。よろし
くお願いいたします。
parents waiting room.

Contact :
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

pta_jcp@yahoo.com
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ファンド文庫
ファンド文庫グループ
文庫グループ

ＰＴＡ活動報告
ＰＴＡ活動報告
～ご協力ありがとうございました
協力ありがとうございました！
ありがとうございました！！～

担当 マドック 美智子
ファンド文庫では、皆様からのリクエストをもとに、
図書館の購入対象ではない保護者向けの本（新刊、ベス

•

１０／２５（土）

第１３回 文化祭

•

１０／２５（土）

ブックフェア

•

１１／１（土）

漢字検定

トセラーなど）をＰＴＡで購入し、図書館に寄付させて
（※
※ これらの委員会活動報告の詳細は、次号会報に掲載
いただいています。年間に２回のリクエスト募集を行っ
される予定です。）
ており、今年度の第２回募集は１０／１８～２５でした。
いつもたくさんの応募をありがとうございます。なお、

今後の
今後の予定

第１回募集分の書籍は現在入荷待ちとなっています。
募集時期や方法については、その都度 e-Boston でお知
らせいたしますので、今後も是非ご利用ください。

【２学期】
学期】
11月
11月1日

授業参観(
授業参観(幼/日/小4～6)
漢字検定

ＰＴＡ執行部
ＰＴＡ執行部より
執行部より
お知らせ

11月
11月8日

授業参観(
授業参観(中/高/小1～3)

11月
11月15日
15日,22日
22日 ヨガ教室
ヨガ教室
12月
12月13日
13日

なかよし発表会
なかよし発表会

12月
12月20日
20日

2学期最終日

◆タレントショー・
タレントショー・サポート募集
サポート募集！
募集！
【３学期】
学期】
本年度のタレントショーは、来る１月３１日に開催が

1月 3日

3学期開始日

予定され、生徒会による「タレントショー実行委員会」

1月3日～2月7日 各学年文化的行事
がすでに活動を始めています。そこで、このショーを円

1月31日
31日

タレントショー

2月28日
28日

日本語部発表会

3月14日
14日

卒園・
卒園・卒業式／
卒業式／終了式

滑に実行するため、生徒会の実行委員会をサポートする
保護者を２名ほど募集しています。
（サポート内容）
•

休み時間中に生徒達との打ち合わせ

•

ＰＴＡ執行部内の窓口

•

学校事務への窓口

•

当日のサポート

編集後記
日本語学校の２学期が始まったと思いきや、文化祭、
など

ご興味のある方は、ＰＴＡ執行部までご連絡ください。

ブックフェア、漢字検定と次々と大きな行事が終わり、
執行部も大きく一息ついたところです。各委員会のみな
さま、本当にお疲れ様でした！今年度新任として始めた

ＰＴＡ活動
ＰＴＡ活動に
活動に関するお
するお問い合わせは
わせは…
広報の仕事も、ベテラン執行部の方々の温かく長～い目
と細やかなサポートのお陰で、これまでに３会報を無事

ＰＴＡ執行部
ＰＴＡ執行部メールアドレス
執行部メールアドレス：
メールアドレス：
発行でき、大きく一息。これから巷では、感謝祭、クリ

pta@jlsboston.org
スマス、お正月と、暗く長い冬を吹き飛ばす派手やかな

《ＰＴＡ活動、クラス当番などの詳細は…》
PTA ハンドブック：
ハンドブック：
http://www.jlsboston.org/pta/pta-handbook
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

楽しい行事の続く季節です。そして、あっという間の３
学期…時流の早さが少々怖い
今日このごろです。（Y.G.）
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