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この場を借りて厚くお礼を申し上げます。

第１３回文化祭報告
１３回文化祭報告

未就学児から高校生までの幅広い年齢層の子ども達が、
さまざまな形で参加しながら一緒に楽しめる文化祭が開
催出来るのも、幼稚部から高校部の生徒が一つの校舎で

文化祭実行委員長 リンダマン 香織
学ぶボストン日本語学校ならではと思います。来年も日
１０月２５日に開催された文化祭は、４００名を超え
本語学校の秋の恒例行事として、一人でも多くの子ども
る子ども達が沢山のブースを楽しみ、例年にも増して大
達に楽しんでもらえるような文化祭が開催できることを
盛況のうちに終えることができました。横山校長先生、
願っています。文化祭実行委員全員を代表して、改めて
河合教頭先生、教職員、事務局の皆様をはじめ、開催に
御礼を申し上げると共に、今後ともご支援、ご協力の程、
あたりご協力、ご支援を頂いた全ての保護者の皆様に心
どうぞ宜しくお願い致します。
よりお礼申し上げます。
ＰＴＡが主催する日本語学校の文化祭は、「海外で生

各ブースからの
ブースからの感想
からの感想（
感想（順不同）
順不同）

活する子ども達に、日本文化により親しんでもらえる一
日を提供すること」を目的としています。日本の学校の

＜スーパーボールすくい
スーパーボールすくい＞
すくい＞

頓所 春美

文化祭とは形態は異なるものの、スーパーボールすくい

今年は４１０名の子供達がスーパーボールすくいを楽

のような、日本のお祭りにあるようなゲーム、着付け、

しみました。文化祭当日は会場設営の方々を始め、沢山

習字、福笑い、めんこ、けん玉などの文化的体験、そし

の中高生ヘルパー、及び保護者ヘルパーの方々に忙しい

て中高生が主催するティーンズコーナーを組み合わせた、

中ご協力頂き、とても感謝しております。これも皆様の

海外補習校の特色を生かした、ユニークな文化祭でもあ

ご支援のおかげだと思います。ありがとうございました。

ります。ここ数年は「生徒に表現の場を提供すること」
という目標もかかげ、子ども達はブースで遊ぶだけでは

＜けん玉
けん玉＞

仲井 信二

なく、さまざまなブースにヘルパーとして入るという「参

けん玉ブースは今年２年目ですが、今年もたくさんの

加型」の文化祭に変わりつつあります。（今年の子ども

子ども達がけん玉に真剣に挑戦してくれました。子ども

ヘルパーの数は５７名、ティーンズ参加の中高生は３３

達の上手く出来た時の笑顔が最高でした。また来年もみ

名でした。）また今年のティーンズは、生徒会が中心と

んなで楽しみましょう。

なって学年縦割りでブースを担当し、習字のブースは６
年生が中心となって行う等、新たな試みも行われました。
今回の文化祭にあたって、マクガバ

＜めんこ＞
めんこ＞

アンガー 裕子

今年も盛況のうちに秋の文化祭を終えることができ、

ン美保様、スーターひろみ様、岸本玲

多くの子ども達の笑顔が印象に残っています。自分自身、

子様、えびす屋様から日本のおもちゃ

子どもの頃にめんこで遊んだ体験がなく、子供達に教え

やお菓子等のご寄付を頂きました。

てあげられるか不安がありました。そんな不安を吹き飛

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

ボストン日本語学校 PTA 会報 1

ばすかのように、子供達はそれぞれのやり方ですぐにめ

後も素晴らしいチームワークで、日本の美しい文化の伝

んこを裏返すコツをおぼえ、とてもスムーズに遊んでも

承に微力ながら貢献していければと思います。

らえました。特筆すべきは、やはり子供ヘルパーさん達
の活躍です。列の最前列の子供達の誘導や、めんこの持

＜ティーンズコーナー＞
ティーンズコーナー＞

北村 優果

ち方、飛ばし方まで、かいがいしく参加者のお世話をし

今年は私にとって最後の文化祭で、生徒会文化祭実行

てくれました。その姿はとても生き生きとしていて、私

委員長として参加させてもらいました。今年はこれまで

たち大人の出番がほとんどなかったくらいです。子ども

のように学年やクラス毎ではなく、中高生が混ざったグ

達がヘルパーを通じて、文化祭運営に参加する楽しさを

ループを組みました。皆忙しい中、打ち合わせや準備な

味わってくれたように思います。文化祭はヘルパーに参

どいろいろと大変なこともありましたが、それぞれのグ

加することで楽しさが倍増するようです。来年も多くの

ループ毎に工夫を凝らした企画を考えられたと思います。

子供達、保護者の方達の参加をお待ちしております。

文化祭当日は、子供たちの笑い声がカフェテリア全体に
広がり、楽しくて安全な文化祭を成功できたことが非常

＜福笑い
福笑い＞

ロウビ 真紀

今年もたくさんの小学生ヘルパーと、準備から片付け

にうれしいです。ティーンズコーナー実行委員の保護者
の方々、サポートして下さったＰＴＡの皆様、そして全

まで協力して頂いた保護者の皆様のおかげで、多くの子

体の流れを見てアドバイスを下さった先生方のおかげで、

ども達が福笑いを楽しむことが出来ました。私の娘達も

数百人という大勢の子供

今年子供ヘルパー初挑戦でしたが、参加するのと同様、

達に楽しんでもらう事が

楽しい経験が出来ました。些細なこと

出来て、心から感謝して

でも、何かに責任が持てるという機会

います。２０１４年度文

が小学生には少ないので、来年もたく

化祭に参加された皆様、

さんの小学生ヘルパーさんのお申し込

お疲れ様でした。

みをお待ちしております。

ブックフェアー報告
ブックフェアー報告
＜習字＞
習字＞

河辺 恵美

今年もたくさんの参加者が個性あふれる文字を披露し
てくれ、最後までとても賑やかでした。今年の書道ブー

図書委員長
図書委員長 屋代 悟・吉田 尚子

スは、小学部６年生がヘルパーを担当し、大活躍をして
くれました。書道ブースを盛り上げてくれた６年生の皆

今年も恒例のブックフェアーを１０月
２５日に開催いたしました。去年と同様、

さん、ありがとうございました。

文化祭との同時開催ということで皆様お
＜着付け
着付けコーナー＞
コーナー＞

高野 恵里

忙しい中にもかかわらず、多くの方々にお越しいただき

今年も１００名を超えるご来場がありました。浴衣や

まして成功裏に終了させることができました。ブックフ

着物に袖を通す機会になかなか恵まれない海外暮らし、

ェアーにてご購入いただいた皆様、誠にありがとうござ

親子やお友達同士で楽しそうに記念撮影をされるお姿を

いました。また、開催に際して図書委員、ＰＴＡ役員の

目にすると、毎年、当日に向けて着付の特訓をし、前年

皆様、ボランティアの方など多くの方々にご協力いただ

の反省を生かして工夫を重ねて来た成果を実感し、こち

きましたことを、この場をお借りしてお礼申し上げます。

らまで晴れ晴れとした、華やいだ気持ちになります。今
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今年のブックフェアーはここ数年と比べて入場者数、
販売冊数ともに大幅にアップいたしました！より多くの

今回のブックフェアーの売り上げは、今後のＰＴＡ活
動に役立つようＰＴＡに納めさせていただきました。

方に多くの本をご購入いただけて図書委員一同喜んでお

日本語学校の図書館およびブックフェアーは皆様のご

ります。主な要因としては、全般的によりお求めやすい

寄付で成り立っております。図書館では引き続き皆様か

価格に設定したこと、シリーズものをまとめて販売でき

らのご寄付を受け付けておりますので、ご家庭で不要と

たものが多かったことなどが考えられます。

なった日本語の本や雑誌がありましたらいつでも図書館
までお持ちください。よろしくお願いいたします。

漢字能力検定 実施報告
漢字検定グループ
漢字検定グループ担当
グループ担当 三宅 里恵
２０１４年度の漢字能力検定は、去る
１１月１日(土)の午後に実施されました。
今年は申し込みを早め１学期中に受付を
終了いたしましたが、去年よりも多い１
５３名の申し込みがあり、１３４名の方が受検いたしま
した。 徐々に皆様に漢字検定をご理解いただき、受検希
ご購入いただいた本の内訳としては、例年と変わらず児
望者が増えたことを大変嬉しく思っております。
童書・絵本がトップ、次いで文庫本やマンガが人気でし
今年も、家族で受検された方も多くいましたが、力試
た。また、今回は万華鏡や言葉のカードゲームなどおも
しでチャレンジされている保護者の方もおられ、低学年
ちゃの要素を含むアイテムが多くあり、これらも人気が
の児童から大人まで参加できる漢字検定の良さを再確認
ありました。
いたしました。その中で「漢字をたくさん知れば、いろ
いろな本が読むことができるので漢字検定を受検しまし
た。」との声を頂きました。 漢字を知ることは読書への
抵抗をなくす一助にもなります。 今後も漢字検定が皆様
の日本語学習のお力になれたら嬉しいです。
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ＪＣＰ委員会
ＪＣＰ委員会よりお
委員会よりお知
よりお知らせ
（Japanese Class for Parents）
）

今後の
今後の予定
12 月（師走）
師走）December

委員長 ドッドドッド-ノーブル アネアス
JCP Chair

１３日

幼稚部なかよし発表会

２０日

２学期最終日

Aeneas Dodd-Noble

【 日本語を
日本語を学びたい保護者
びたい保護者の
保護者の方へ 】
ＪＣＰでは、日本語を学びたい方へのレッスンを有料

１月（睦月）
睦月）January

で行っています。生徒の皆さんのレベルに合わせた日本
語のレッスンを受けることができます。

３日

３学期開始日

３日

各学年文化的行事

来年度春からの生徒募集にあたり、２月７日にオープ
ンハウスを開催しますので、興味のある方は是非ご参加

～２月７日
下さい。オープンハウス参加希望の方は、１月３１日ま
でに pta_jcp@yahoo.com

までご連絡ください。

３１日

タレントショー

また、ＪＣＰについてのご質問やご意見
なども、pta_jcp@yahoo.com までお願い

２月（如月）
如月）February

いたします。

２８日

日本語部発表会

【To parents who would like to learn Japanese】
】

３月（弥生）
弥生）March
The JCP (Japanese Class for Parents) program
provides lessons at a nominal fee.

１４日

卒園式・卒業式・終了式

We have many different classes to suit different
levels and we welcome you to visit our open house
and observe classes the 7th February.

<<ＰＴＡ
<<ＰＴＡ活動
ＰＴＡ活動に
活動に関するお問
するお問い合わせは…
わせは…>>
Please let Aeneas the committee chair know by Jan
31st if you are interested or have any questions by
sending a quick email to pta_jcp@yahoo.com.

こちらのアドレス
こちらのアドレスまで
アドレスまで
ＰＴＡ執行部
ＰＴＡ執行部 PTA@jlsboston.org

You can always swing by the Japanese Language
Table that takes place every other Saturday to find out
more. If you study hard, you can inspire your children.
Hope to hear from you.

Contact :

pta_jcp@yahoo.com
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