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＊＊＊ 今年度も、新学期がスタートして、はや１ヶ月とな

りました。ボストン日本語学校ＰＴＡでは、すでに春休みの
うちから様々な活動が始まっています。今年度第１号となる
本会報では、去る４月１８日に開催されました第１回ＰＴＡ
総会の報告・ＰＴＡからのお知らせを特集します！！＊＊＊

す。まだまだ息子には負けませんが、差は少しづつ縮ま
っているかもしれません。家族で日本語を勉強できる良
い機会ですので、ぜひ受検することをお勧めします。
今年度でボストン日本語学校は４０周年を迎えます。
生徒数も８００人弱となり、補習校としては大規模です。
今の学校、今のＰＴＡの形があるのも教職員・先輩保護

ＰＴＡ会長挨拶

者の皆様のおかげです。伝統を踏まえつつ、ニーズに合
わせた改善・改革を行い、生徒・学校・保護者にとって
より安全で快適な環境にして行き

ＰＴＡ会長

五味 露敏

正岡子規の歌で、
「古庭の萩も芒（す

たいと思います。よろしくお願い
します。

すき）も芽をふきぬ。病癒ゆべき時は
来にけり。」というのがあります。と

2015 年度ＰＴＡ執行部体制

ても好きな歌です。書かれた季節は秋ではありますが、
新しく出て来ている春のつぼみを見ることで、同じ様に、

会長

五味 露敏

病気が吹き飛ぶほどの元気が出ます。うちの庭の八重桜

副会長

コノリー 朋子

が咲くのがとても楽しみです。

総務

ドッド-ノーブル 圭子

総務

敷地 由紀

した。第１回のＰＴＡ総会には、今年度も多くの保護者

総務・会計

相澤 由布子

が直接、あるいは委任状を通して間接的に参加して頂き

会計

青木 佳代

ました。お蔭様で平成２７年度のＰＴＡ予算・人事・活

広報

グーデ 弥生

動などが無事に承認され、ＰＴＡの活動に注力できます。

クラス役員担当

パールマン 奈臣

データＩＴ

岡本 博行

イベント企画

百済 由紀恵

文化祭実行

リンダマン 香織

ＪＣＰ

ドッド-ノーブル アネアス

漢字検定

田野 綾

さて、春の到来と共に日本語学校の新学年が始まりま

ありがとうございました。
ＰＴＡの活動も既に始まっています。イベント企画は
開催済みの「放射能ってなあに？」セミナーを皮切りに、
様々なイベントを計画中です。文化祭もブックフェアも
１０月２４日の同時開催です。そして、保護者向けに読
みたい本を購入し、図書館に寄付するファンド文庫の第
一回締め切りは５月３０日ですので、お忘れなく。
今年度も漢字検定を息子と一緒に受けようと思ってい
ます。１０級から始まった受検は今年で４年目になりま
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

新任

新任

新任

新任

◆◆昨年度執行部、総務の辰田みどりさん、システムサポート

の渡邊竜介さん、イベント企画の三野洋美さん、漢字検定の三
宅里恵さんが２０１５年３月を以って退任されました。大変お
疲れさまでした！
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第１回ＰＴＡ総会報告

らメールでの連絡となりますので、クラス役員からのメ
ールは必ず確認し、要返信の案件には、すみやかに返信
をお願いいたします。また、住所、電話番号、メールア

ＰＴＡ副会長

コノリー 朋子
去る４月１８日、２
０１５年度第１回Ｐ

ドレス等に変更があった場合は、学校のウェブサイトよ
り変更をお願いいたします。その際、変更内容をクラス
役員へ連絡することもお忘れないようお願いいたします。
１年間、よろしくお願いいたします。

ＴＡ総会が開催され
ました（出席者１４３

２０１５年度

クラス役員（敬称略）

名、委任状３０４通）。
うさぎ

奥川 博司

小４−１

ドノバン ひとみ

きりん

谷崎 淳哉

小４−２

エリクソン・シェ

くま

保坂 宏和

りす

西岡 直美

小４−３

嶋田 由美子

あさがお

田中 茂仁

小４−４

李 佳世子

ン財務委員長から学校会計報告、樽井安全委員長からは

きく

安原 洋子

小５−１

菊地 朋子

ロックダウン訓練についての説明がありました。執行部

たんぽぽ

武田 かおる

小５−２

マッケンナ 智代

からは昨年度の会計決算収支と今年度の予算案、また今

ひまわり

殿村 智子

小５−３

樽井 智子

年度各委員長と執行部の人事報告、今後のＰＴＡ活動計

もみじ

山口 恵子

小６−１

小林 亮子

画の説明があり、全てみなさまより承認をいただくこと

小１−１

田中 陽子

小６−２

吉崎 ゆきえ

ができました。その後、各委員会よりのお知らせや報告

小１−２

大内 朋子

小６−３

ペトューラ 孝子

がありましたが、詳細については後の「委員会よりお知

小１−３

安原 志津子

中１−１

武岡 幸代

らせ」をご参照ください。

小１−４

嶋田シルニ

中１−２

安宅 正子

グリアーロ

中２−１

遠藤 修

恵子

中２−２

スーター ひろみ

五味ＰＴＡ会長の
挨拶に引き続き、横山
校長先生からは保護者のみなさまのヘルパーご協力の要
請や教員募集についてのお話がありました。藤尾運営委
員長からは運営委員会の役割についての説明、ロビンソ

今年度、執行部や委員長に多少の入れ替わりがありま
した。今回の総会で、新しい風を吹き入れたと同時に、

リー

引き続き役員をなさっている方々からは貫禄さえ感じさ

小２−１

鍜島 志乃歩

中３−１

鈴木 喜代美

せられました。今後もより多くの保護者の方々にＰＴＡ

小２−２

竹石 佳子

中３−２

山本 賀奈子

活動に興味を持っていただけるよう、役員一同頑張って

小２−３

鳥居 栄子

高１

マゾーニ

まいります。

小２−４

岩崎 純子

高２

松岡 有理子

小３−１

大口 康代

日本語１

バーナビー 裕子

小３−２

高山 幸子

日本語２

マロア 実穂子

小３−３

守屋 美紀

日本語３

林田 和隆

日本語４

佐藤 デボラ

日本語５

ロビンソン 由季

2015 年度クラス役員紹介
クラス役員担当

パールマン 奈臣

本年度は４３名のクラス役員の方が、クラス活動や学

エミ

校行事、ＰＴＡ活動が円滑に進むようにと、春休み中か
らお仕事をしてくださっています。１年を通して、当番
表、ヘルパー表、その他重要なお知らせはクラス役員か

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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ＰＴＡ執行部よりお知らせ
ＰＴＡ副会長

コノリー 朋子

－当番・ヘルパーについて－

という形でカウントさせていただきます。
当番やヘルパーは、保護者の方々になるべく均等にあ
たるようにお願いしておりますが、特別な事情（健康上 、
家庭上の理由など）で問題がある場合は、執行部までご
相談ください。

保護者の皆様にお願いしている当番とヘルパーは、以
下のように区別されています。
ＰＴＡ活動

ＰＴＡ活動に関するお問い合わせは…

安全パトロール当番、図書当番、
コーヒーベーク当番、ファーストエイド
当番

ＰＴＡ執行部メールアドレス：
pta@jlsboston.org

学校活動の補助

授業ヘルパー（幼稚部、日本語部１・２）

《ＰＴＡ活動、クラス当番などの詳細は…》

（学校から依頼）

生活ヘルパー （小１）

ＰＴＡハンドブックをご覧ください。↓↓

その他のヘルパー（行事ヘルパーなど）

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

当番表・ヘルパー表が配布されましたら、ご自分の担
当の日程を必ず確認してください。もし、前もって都合

委員会よりお知らせ

が悪いことがわかった場合は、ご自分で代わりの方を見
つけてください。もし、当日の朝になって急に学校に来

漢字検定グループより

られなくなった場合（お子さんの病気、悪天候など）、

担当

田野 綾

クラスの保護者に一斉メールをするなどして、できるだ
け代わりの方を見つけてください。それでもどうしても
見つからなかった場合は、事務所に欠席の連絡をする際
に、担当の当番・ヘルパーも欠席で、代わりも見つかっ
ていないことを合わせて連絡してください。その後、当
番に関しては、事務の方から担当の委員長に連絡が行き、

今年度の漢字検定の申込期間は、昨年同様、夏休み前
になります。インターネットにて申し込みを受付します。
お間違えのないようにお申し込みください。詳しくは
e-Boston でのお知らせをご覧になってください。
よろしくお願いいたします。

委員会のほうで代行を探してもらいます。欠席された方

◆申込期間：５月２９日（金）～６月１２日（金）

は翌週、もしくはご都合のいい日に当番をしていただく

◆検定日時：１０月３１日（土）

午後１時より開始（１２時４５分会場集合）

ことになります。
一方、ヘルパーに関しては、事務の方から担当クラス
の前に、その日のヘルパー代行を臨時で募集するための
紙を貼ってもらいます（写真参照）。ヘルパーは先生方

コーヒーベーク委員会より
委員長

川上 彩香、﨑山 智恵子

がより効率よく授業を行うために必要不可欠なお仕事に
なりますので、決して欠
員を出さないように保
護者の方々のご協力を
心からお願い申し上げ
ます。代行してくださっ
た方は欠席の方と交代

★★ ベーク品大募集！！ ★★
コーヒーベーク委員会では、毎週土曜日のコーヒーブー
スで販売する手作りベーク品を提供してくださる方を募
集しています。ベーク品の提供は、出来る時のみで、毎
週である必要はありません。興味のある方は、コーヒー
ベーク委員長、川上か﨑山まで、どうぞお気軽にお声を
おかけください。よろしくお願いいたします!!

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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Japanese Class for Parents
（ＪＣＰ）委員会
より

イベント企画委員会より
委員長

委員長 ドッド-ノーブル アネアス
JCP Chair
Aeneas Dodd-Noble

百済 由紀恵

去る４月１８日に、東京大学医科学研究所の坪倉正治
先生をお招きし、講演会「放射線の基礎知識・福島県内

「親も日本語を頑張れば、子供もさらに頑張る。」
“If you work at Japanese, your kids will too.“
ＪＣＰでは、今年度も、保護者向け日本語授業（１回
９０分）を、１学期間に計５回を７５ドルという低価格
で行なっています。今学期は５月２日にスタートしまし

の現場から」を開催しました。子供たちにもわかりやす
い内容とお話で、生徒を含む大勢の方々に参加していた
だきました。ありがとうございました。
【今後のイベント予定】
◆

た。現在、２学期からの生徒を募集しています。ぜひＪ
ＣＰ委員会までお問い合わせください。また、日本語に
て会話を楽しむラングエージテーブルを保護者控え室に
て毎週行なっています。こちらは誰でも参加できますの
で、気軽にご参加ください。よろしくお願いいたします。
JCP Program : Japanese Class for Parents

お父さん、お母さんのための写真入門 ◆
～第１回

運動会で使える写真テクニック～

今週です！

講師：竹腰 俊秀さん

日時：５月９日（土）１０:３０～１１:３０
会場：Ｃ１０７・１０８教室

先着２０名

※ 詳細・参加申し込みなどは e-Boston をご覧ください。
◆

ズンバ教室 ◆



Next set of lessons starts in Fall semester.

日時：６月６日（土）開催予定



Five 90-minute lessons per semester.

※ 詳細は追って e-Boston でお知らせいたします。



Fee : $75 per semester.

各委員会の紹介は次号会報で特集します。お楽しみに！



Class size : 3-6 students per class

今後の予定

Language Table


Free Japanese conversation program.



Open to all parents.



One hour program at one of the tables in the

pta_jcp@yahoo.com

ファンド文庫グループより
担当

幼稚部わくわく遠足
5時間授業（小・中・高）

parents waiting room.

Contact :

5月9日

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、

PTA保護者説会
5月23日

大運動会

5月30日

避難訓練（大運動会予備日）

6月27日

1学期最終日

【2学期】
8月29日

2学期開始日

9月19日

幼稚部運動会

図書館の購入対象ではない保護者向けの本（新刊、ベス
トセラーなど）を購入し、図書館に寄付させていただい
ています。随時オンライン（下記）にてリクエスト募集
をしています。今年度の第１回募集締め切りは５月３０
日です。たくさんのリクエストをお待ちしています。

今年度、ＰＴＡで
は、皆が明るく楽
しく活動できるよ
う、様々な工夫を
しています。ご協

日本語学校ウェブサイト ⇒ ＰＴＡページへようこそ
⇒ 各種フォーム

⇒ ファンド文庫リクエストフォーム

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

力よろしくお願い
いたします！
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