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となり、非常にスムースに進みました。皆とても成長し

ＰＴＡ会長挨拶
ＰＴＡ会長挨拶
たと感じました。

五味露敏

コーヒーベークやJCP、ブックフェアのサポート、あ

今年の冬は、寒いものの雪が少ないと思っていた途端

りがとうございました。PTA会費と合わせた収入は上記

の記録的な大雪の連続。雪掻き、雪降ろしで筋肉痛の方

を含む様々な活動やイベント・セミナーなどを主催可能

も多いことと思います。最近までは知らなかった「アイ

にしています。来年度も、ご協力どうぞよろしくお願い

スダム現象」が故に、我が家の天井から雪解け水が家に

致します。

ＰＴＡ会長

浸水してしまい、涙も凍る極寒の深夜にとんかちで屋根

一年を
一年を振り返って
の氷を割っていました。この会報が発行される頃には、
春の兆しが見えて来ていることを願っています。
（全てのお名前は順不同、敬称略、また途中交代を含みます。）

雪などによる悪天候の際には、学校のウェブサイトを

クラス役員
クラス役員の
役員の皆様、
皆様、１年間
ありがとうございました

中心に開校・休校情報を見てください。仮に開校になっ
たとしても、お住まい近くの状況に応じて、安全を優先
した無理のない登校判断をしてください。

クラス役員担当

ドッド−ノーブル圭子

さて、本年度もあと僅かとなりました。これまでPTA

今年度は、新しい試みの期限付き当番免除やヘルパー

は、たくさんの活動を通して生徒、学校、保護者をサポ

減免制度があり、クラス役員の皆様のお仕事はとても大

ートしてきました。

変だったと思いまが、大きなトラブルもなく終えられる

生徒たちの更なる安全確保のため、保護者のご理解の

ことをとてもありがたく思っております。

もと、安全パトロール当番を一人増員しました。この冬

年々、クラス役員を希望してくださる方が増えている

は雪のせいで外遊びができず、パワーを蓄積した子供達

ことも、日本語学校の PTA 活動を続ける中でとても大

ですが、今の所大怪我がなく一安心です。

きなサポートとなり、大変感謝しております。

今年の文化祭は参加者が増えました。ティーンズコー

また、保護者の皆様には、当番表やヘルパー表の配布

ナーでの熱気は凄まじいものでした。剣玉コーナーで少

におけるペーパーレス推進や新制度のへのご協力、ご理

しお手伝いをしましたが、初めて剣玉を触る子供達も多

解をいただき、ありがとうございました。

く、短時間ながらも日本文化を経験できる場があって本
当によかったと思いました。
漢字検定の受検者も大きく増えました。嬉しいことで

来年度も引き続き、皆様のサポートをよろしくお願い
いたします。
２０１４年度

クラス役員

す。今後も更に伸びて欲しいです。ぜひご家族での受検

西尾愛、竹石佳子、土本沙弥香、山口恵子、山村享子、

をしてみてはいかがでしょうか？

黒澤美歩子、坪井優雅子、細川知奈、大野かおり、フラ

生徒会と共催している恒例のタレントショーですが、
生徒側に経験者が多く、今年はほとんど生徒主導の運営
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

ンクえりこ、岩﨑純子、ドノバンひとみ、鳥居栄子、ロ
ウビ真紀、高山幸子、マロア実穂子、臼井江美、菖蒲い
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づみ、嶋田由美子、田野綾、今井洋子、パールマン奈臣、

ヘッジみさ、ハリンガ智美、梅原明日香、マッゲリー千

嶋田シルニグリアーロ恵子、吉城まどか、ぺトューラ孝

夏、ソター文、クリゴブスキ瑞絵、河合マーベット亜希

子、ベイカーユウコ、小林亮子、宮川玲子、安宅正子、

子、金子亜紀子、水山由美子、石井恵美子、石井秀樹、

渋谷順子、遠藤修、小堀幸代、グラハム増田陽子、スー

中村拓哉、猪俣八重、土肥法子、徳王千恵子、齊藤かお

ターひろみ、サリバン佳子、吉田裕子、宮本玲子、バー

り、田中陽子、屋代悟、吉田尚子

ンズ直子、岩井美詠子、ヴィニュー奈保子、陳梶原陽子、

漢字検定グループ
漢字検定グループ
山岸映子、デイム直美、高野恵里

漢字検定担当

三宅里恵

図書委員会
今年度も１１月に漢字検定を実施いたしました。年々

屋代悟・吉田尚子

受検者が増え、今年度はおかげさまで、１５０名を超え

今年度の図書委員会は、昨年度に引き続き、１日につ

る申込みがありました。また、１年に１回の漢字検定を

きクラス当番６名 (時間短縮) と図書委員４名、図書館

目標に毎年受検して下さる方も増加しております。今年

長、および図書委員長２名の体制で実施いたしました。

は有難いことに、学校事務の方々に多大なご協力を頂き、

新しい体制が軌道に乗ってきたことと、経験のある委員

無事実施できた事を感謝しております。その他にも、委

が増えてきたこともあり、委員の方々に図書館をより使

員のメンバー、ボランティアの方々、執行部役員の方々

いやすくするための提案をしていただいたり、不明本の

の多大なるご協力の賜物だと思っております。この場を

検索など今までできなかった作業に取り掛かることが

お借りしまして、心よりお礼申し上げます。来年度も実

できました。

施予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

図書委員長

また、昨年同様に、書籍の寄付も多数いただきました。

２０１４年度

漢字検定 メンバー＆ボランティア

ご寄付いただいた書籍は新たな蔵書として登録したり、

竹内朋子、吉田忍、ローレンス綾子、高野布美、大上明

ブックフェアで販売し、新刊本を購入する貴重な財源と

子、吉城まどか、川峯勝己、吉澤奈穂、木下紀子、塚田

なりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

佳代子、ラム雅美、田中陽子、市村ラリー、五十嵐敏子、

最近では、保護者の方々が、図書館の忙しさがピーク

氷上信子、三宅理恵

となる始業時間直前や休み時間に生徒たちに自ら順番

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
を譲ってくださる姿が見受けられるようになり、図書館
の仕事をよりご理解いただいていることを大変うれし

安全パトロール委員長

く思っています。明日を担う子どもたちの日本語能力維

今年度も保護者の皆様に大変お世話になりました。安

持向上を願い設立されたボストン日本語図書館の第一

パト活動へのご協力、当番制へのご理解に、厚くお礼申

線業務は、主に図書委員とクラス当番保護者により遂行

し上げます。ご存知のとおり、２０１５年は雪による影

されています。今後も引き続き皆様のご支援をよろしく

響で１８名の安パト当番が全員揃わないことも多くあ

お願いいたします。最後に、２０１４年度クラス当番と

りました。（これを書いている本日も現地校は休校で

してお手伝いいただいた保護者の皆様、中高生ならびに

す。）それでも大きなトラブルもなく、毎週のパトロー

一般のボランティアの皆様、ファンド文庫関係者の方々、

ルが完了しているのは、事務所への連絡の際に安パトの

そして図書委員の皆様、ご協力ありがとうございました。

欠席もきちんと伝えてくださるご家庭、こまめに連絡を

２０１４年度

取り、当日準備に備えてくださるクラス役員と安パト委

図書委員

敷地由紀

市川泰子、宇田美佐子、スナディ久美子、下本ひとみ、

員のおかげだと切実に感じております。どうもありがと

依田有香、アベイワルダナ美咲子、西山央美、エリクソ

うございました。引き続き来年度もどうぞよろしくお願

ンシェリー、牧睦子、酒瀬川桂子、ジャドソンアサコ、

いいたします。

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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２０１４年度

安全パトロール委員

２０１４年度

コーヒーベーク委員

赤津律子、太田明夫、クローガン幸子、黒田ファン真紀、

吉田千津子、安西陽子、徐恵芳、マロア実穂子、ローリ

小西秀男、小西菜穂美、小林のり子、小山百合、佐々木

ンス恵美、ウィリアムズふみこ、クラマージック藤子、

康子、佐藤英子、杉本かおり、塚本晶子、二井健介、増

市川泰子、冨山よしこ、ハリス淳子、牧睦子、永井美知、

田美智子、山田恵美子、敷地由紀 OB 委員:丑丸直子 助

吉田佳代、媚山理恵、仲井真紀、仲井信二、畠山ゆう子、

っ人参加:河辺恵美、澤田智子、萩谷伸城、マゾーニエミ

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、奥田純子、イ

音響記録
音響記録委員会
記録委員会
麗美、川上彩香、﨑山智恵子

音響記録委員長

津田慶

イベント企画委員会
イベント企画委員会
皆さんが毎年楽しみにされているタレントショーも
終わり、平成２６年度の主な行事は卒園、卒業式を残す

イベント企画委員長

ところとなりました。ご存知のことと思いますが、音響

今年度も、たくさんのみなさんのご協力の下、多彩な

三野洋美

記録委員会は行事進行をサポートする音響・放送の他に、

イベントを開催でき、個人的にも、とても有意義な時間

日本語学校の記録や学校文集のための写真撮影も行っ

を過ごさせていただくことができたことを感謝してお

ております。趣味で写真を撮っている方、または放送作

ります。特に「ハーフ」上映会で、イベント企画として

業に興味がある方は、ぜひ音響記録委員会への参加をご

は初めての映画の上映会を開催できたことは、今後のイ

検討ください。
（現在、当番免除の対象になっています。）

ベント企画の活動の幅を広げるという意味でもいい経

委員会の作業がどんなものなのかを知りたい方は、幼

験となりました。才能あふれる委員の方々にも恵まれ、

稚部誕生会、卒園・卒業式、入園・入学式などの会場に

スムーズに和気あいあいと活動ができ、本当に楽しい一

おりますので 、準備中にでもお気軽に声をかけてくだ

年でした。来年度もすでに新しい企画案がたくさん出て

さい。

きております。来年度もよろしくお願いいたします。

２０１４年度

音響記録委員

２０１４年度

イベント企画委員

大塚聡司、渋谷ひろと、竹腰俊秀、津田慶、

百済由紀恵、李佳世子、高橋賢児、小林亮子、無藤亜矢

ドッド-ノーブル アネアス、宮内いさお

子、浜松典郎、アリスタッド赤松園子、三野洋美

コーヒーベーク委員会
コーヒーベーク委員会
委員長

川上彩香・﨑山智恵子

今期は、年度始めからベーク品の数が減少して販売す

ファンド文庫
ファンド文庫グループ
文庫グループ
ファンド文庫担当

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、

るものがないというハプニングもありました。しかし終

図書館では購入しない保護者向けの本（新刊、ベストセ

わってみれば、ＰＴＡ総会での呼びかけをきっかけにベ

ラー）を優先してＰＴＡ経費の一部で購入し、図書館に

ーク品提供を申し出て下さる方も増えて充実した１年

寄付しています。今年度も２回リクエストを募集いたし

でした。来年度もコーヒーやベーク品を楽しみにしてく

ました。２回目のリクエストをいただいた本は、もうす

ださっている保護者の皆様に喜んでいただけるよう、工

ぐ皆様にお届けできる予定です。リクエストは、日本語

夫して活動してまいりたいと思います。

学校のウェブサイトからオンラインで随時募集してい

最後になりましたが、委員会の活動を支えてくださっ

ます。皆様からのリクエストをお待ちしています。

た委員、ベーク品提供者の皆様、そしてクラスのお当番

２０１４年度

さんに感謝を申し上げます。来年度もどうぞ宜しくお願

馬岡正子、宍戸真奈美、半田裕子、矢野奈保美、

い致します。

マドック美智子

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

ファンド文庫グループ
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students did? I feel pretty confident even if it is not

ファーストエイド委員会
ファーストエイド委員会

immediately apparent, that students’ abilities have

川崎祐美子

improved. We have had some attrition but we also have

委員の皆様、クラス当番の皆様、本年度もご協力をい

some very dedicated students that make it all

ただき、ありがとうございました。怪我をしてしまった

worthwhile. That you teachers, the coordinators and the

生徒、発熱などの症状で帰宅勧告が出された生徒など、

team for your dedicated service. Looking forward to

対応に忙しい日もありましたが、おかげさまで大事なく

next school year and helping all those parents who

無事に一年を終わらせることができました。

want to learn Japanese and supporting the PTA.

ファーストエイド委員長

一年を通していつも感じることは、この委員会は『委

２０１４年度

ＪＣＰ委員・講師

員の皆様の責任感が強く、その中でも和気あいあいとし

Aeneas Dodd-Noble、Bill Lafferty、安宅正子、井手久美

た委員会』ということです。来年度もこのチームワーク

子、島津由以子、Gina Yarbrough、宮下雪美、グラハ

を武器に活動していきたいと思いますので、皆様どうぞ

ム増田陽子、石井葉子、小山ゆり、岸野由紀、ダイヤー

よろしくお願い致します。最後ですが、医療知識がなく

眞由、臼井江美、飯田ゆきよ、田中茂仁

ても全く問題はありませんので、委員会をご検討中の方、

文化祭実行委員会
お気軽にご連絡ください!!
２０１４年度

ファーストエイド委員

文化祭実行委員長 リンダマン香織

マッケンナ智代、淺原良美、足達さい子、石黒雪子、大

今年度は、４００名を超える子ども達が沢山のブース

石麻衣、大山弘枝、カラチのぞみ、佐次阿由美、シダ弘

を楽しみ、また９０名ほどの児童生徒が、当日ヘルパー

子、シューマン和可子、瀬戸奈緒美、高山幸子、

及びティーンズコーナーの参加者として、自らが楽しむ

寺嶋律子、冨山よしこ、長橋亜衣子、ナザロ桂子、畠山

だけでなく、楽しませる側としても文化祭に参加し、会

ゆう子、星佳恵、ボルディみき、松山葉子、宮下偉路、

場を盛り上げてくれました。 文化祭開催にあたってご

山岸良江、ライアン鈴江、川崎祐美子

協力頂いた、保護者、教職員、事務の皆様に心よりお礼
申し上げます。また最後になりますが、準備から開催に

Japanese Class for Parents (JCP)
あたってご尽力頂いた文化祭実行委員一人一人にも厚

委員長

ドッド-ノーブル アネアス

『親も頑張れば、子供も頑張る』

く御礼申し上げます。
２０１４年度

文化祭実行委員

JCP は、今年度も「日本語クラス」「ランゲージ・テ

五十嵐敏子、アンガー裕子、ロウビ吉本真紀、百済由紀

ーブル」を続けてきましたが、クラスをとった皆さんの

恵、竹石佳子、仲井信二、高野恵里、河辺恵美、頓所春

成果はいかがだったでしょうか？きっと、ご自分ではわ

美、渡邊竜介、相川真喜子、髙橋賢児、ヴィニュー奈保

からなくても少しずつ上達しています。「石の上にも三

子、川上彩香、フォージュロン敏子、氷上信子、佐藤優

年」とも言います。みなさん、焦らずに来年度も頑張り

子、中村拓哉、フレデリックサラ、小林亮子、グラハム

ましょう。講師、コーディネートをしていただいた皆さ

増田陽子、リンダマン香織

ん、ありがとうございます。来年度も日本語を勉強した

３学期の
学期の主な活動
い保護者がたくさんいますので、どうぞ宜しくお願い致
１月３１日

します。
“If parents work hard, your children will too.”
This year we continued the Japanese Class for Parents

タレントショー

生徒会実行委員会との共催。多くの熱演で大成功！
２月２１日

バイリンガルセミナー

「ことばと文化とアイデンティティー」
２月２８日

ミニブックフェアー

and the language tables and how do you think the
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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