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調査票結果報告

ＰＴＡ副会長挨拶
ＰＴＡ副会長

校

コノリー朋子

保護者の皆様のご協力のもと、今年度もＰＴＡ活動が
滞りなく終了しようとしています。私達の日本語学校は

総務

ドッド−ノーブル圭子

調査票の提出にご協力くださり、本当にありがとうご
ざいました。

保護者の役割が非常に多いですが、その一つ一つの仕事

この調査票は来年度のＰＴＡ活動のための大切な資

に大きいも小さいもないと思っています。それぞれが与

料となるため、今回はさらにオンラインでの入力を簡単

えられた役目を果たしていくことで、ＰＴＡ活動が成り

にし、多くのご家庭からの提出を目指しました。

立っていきます。皆様の日々のご協力に、心より御礼申
し上げます。
今年度の幼稚部の運動会で親子ダンスを見ていた時、

その結果、調査票の提出をお願いしてから僅か一週間
で、４０８家庭がオンラインで、１０家庭が用紙で提出
してくださいました。

子どもを見つめる親御さん達の優しいまなざしがとて

皆様が積極的に委員会活動などに参加していただく

も印象的でした。「ああ、この子どもたちは本当に親か

事で、子ども達の学校生活がより安全に、より充実した

ら愛されているのだなあ。」と。子どもの学年が上がっ

ものになるでしょう。

ても同じだと思います。毎週土曜日の朝
に子どもを日本語学校に連れて行くこと、

どうぞ今後もＰＴＡ活動へのご協力とご理解をよろ
しくお願い致します。

日本語学校の宿題を家で手伝ってあげる
こと、学校の行事などで自分の子どもの
様子を観に行くこと、全てたくさんの愛があってこその
行動ではないでしょうか。いつか子ども達がそんな親の

一年を振り返って
（役員、委員会の全てのお名前は、順不同、敬称略、また途
中交代を含みます。）

愛に気づき、「あのとき私を日本語学校に連れて行って
くれて本当にありがとう！」と言ってくれる日が来るこ
とを願ってやみません。
新年度も、変わらぬ親の愛をもって、子ども達がより
良い環境で学校生活が送れるよう、引き続き皆様のご協
力をお願い申し上げます。
今年度も、一年間ご協力あ
りがとうございました！
（ＰＴＡ執行部＆委員会）

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

クラス役員の皆様、
一年間ありがとうございました
そしてお疲れさまでした
クラス役員担当

パールマン奈臣

クラス役員担当１年目ということで、ご迷惑をおかけ
してしまった事も多々あったかと思いますが、大きな問
題もなく、なんとか無事に１年を終える事ができたのも、
クラス役員のみなさまのご指導・ご協力のおかげです。
ありがとうございました。
ボストン日本語学校 PTA 会報 1

１年を通していただいた、みなさまからのご意見・ご質

ボストン日本語図書館は、明日を担う子どもたちの日

問をもとに、これからもクラス役員のお仕事を改善して

本語能力維持向上を願い設立されました。今後も引き続

いきたいと思いますので、来年度もよろしくお願いいた

き皆様のご支援をよろしくお願いいたします。ご寄付い

します。

ただける書籍は随時受け付けております

また、保護者のみなさまには、当番表やヘルパー表の
配布におけるペーパーレス推進へのご協力、ご理解をい
ただき、ありがとうございました。
２０１５年度

クラス役員

ので、ご家庭で不要になった書籍などは
ぜひ図書館までお持ちください。
最後に、２０１５年度クラス当番としてお手伝いいた
だいた保護者の皆様、中高生ならびに一般のボランティ

奥川博司、谷崎淳哉、保坂宏和、ユンガー幸子、西岡直

アの皆様、ファンド文庫関係者の方々、そして図書委員

美、田中茂仁、安原洋子、武田かおる、殿村智子、山口

の皆様、ご協力ありがとうございました。

恵子、田中陽子、大内朋子、安原志津子、嶋田シルニグ

２０１５年度

リアーロ恵子、鍜島志乃歩、竹石佳子、鳥居栄子、岩崎

ヘッジみさ、宇田美佐子、徳王宏、酒瀬川桂子、マッゲ

純子、大口康代、高山幸子、守屋美紀、ドノバンひとみ、

ーリー千夏、河合マーベット亜希子、ジャドソンアサコ、

エリクソン・シェリー、嶋田由美子、李佳世子、菊地朋

ハリンガ智美、西山央美、依田有香、梅原明日香、スナ

子、マッケンナ智代、樽井智子、小林亮子、吉崎ゆきえ、

ディ久美子、水山由美子、石井秀樹、ソター文、土肥法

ペトューラ孝子、武岡 幸代、安宅正子、遠藤修、スー

子、クリゴブスキ瑞絵、石井恵美子、猪俣八重、齊藤か

ターひろみ、鈴木喜代美、山本賀奈子、マゾーニエミ、

おり、中村拓哉、金子亜紀子、田中陽子、大和知永、ブ

松岡有理子、バーナビー裕子、マロア実穂子、林田和隆、

ラウン恵子、山下明美、渋江司、ペッティンギル美夏、

佐藤デボラ、ロビンソン由季

屋代悟、吉田尚子

図書委員会
図書委員長

図書委員

漢字検定グループ
屋代悟・吉田尚子

漢字検定担当

田野綾

図書委員３０名と図書委員長２名、図書館長の体制で

今年度も１０月に漢字検定を実施いたしました。年々

スタートした今年度の図書委員会では、皆様に図書館を

受験者が増え、今年は昨年度を３０名上回る１８０名を

より快適にご利用いただけるようさまざまな活動を行

超える申し込みがありました。親子で頑張り、受験して

いました。まず、図書館の蔵書について、あまり読まれ

くださる家族も増えており、緊張しがちな試験会場が今

ていない大人用の書籍を減らし、子ども用の書籍をより

年はほのぼのとしていたような気がします。今年も学校

充実させました。また、重複した書籍の一部を省くこと

事務の方々に多大なご協力を頂き、無事実施できたこと

によって新しい書籍を置けるスペースを拡大しました。

を感謝しています。その他にも、委員のメンバー、ボラ

販売については、ブックフェアだけでなく、随時販売用

ンティアの方々、執行部役員の方々の多大なるご協力の

の書籍を毎週充実させることで、タイムリーな雑誌や書

賜物だと思っております。この場をお借りしまして、心

籍を安価でお届けできるようにいたしました。さらに、

よりお礼を申し上げます。受験者数の増加により多くの

図書カードに関するルールを明確にしたり、生徒さん優

課題はありますが、来年度も実施予定ですので、どうぞ

先の時間帯などを設けることで、全体的に待ち時間を減

よろしくお願いいたします。

らすだけでなく、カードを紛失し

２０１５年度

たり忘れてくるケースを減少させ

三宅里恵、竹内朋子、吉田忍、ベイカー裕子、ローレン

る効果もありました。

ス綾子、ラム雅美、霜峯百合子、木下紀子、ブラウン恵

漢字検定メンバー

子、高野布美、田野綾
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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安全パトロール委員会
安全パトロール委員長

太田明夫

安全パトロールというのは、そもそも名前がいかつい
です。実際にやっているのが、休み時間中に子供たちを
生暖かく見守ることであるという事実に比べて、いかつ
過ぎます。実態に基づいて「休み時間委員」に改称して
もいいぐらいですが、さすがにこれでは遊んでるみたい
で格好良くないので、「安全パトロール」に甘んじてい
る次第です。相手は子供たちですから、数々の新しい遊
びを開発してくれます。この創造性というものを尊重し
つつ、しかしそこに内包される危険（もしあれば）を未
然に防ごうとする分、視線は単に暖かいというよりは生
暖かくなるのですが、そこには自分よりも長きにわたる
未来が待っている者たちへの愛があふれているっても
んですよ。本年も、愛のあふれる先生方、学校事務長の
高橋さん、ＰＴＡの方々に、陰に陽にこの愛にあふれた
活動を支えていただきました。クラス
役員の皆様、当番で来て下さった全て
の方々、皆さんの愛にあふれたご協力
に感謝いたします。
２０１５年度

で、和気あいあいとした雰囲気を作っていければと思っ
ています。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。同じくベー
ク品提供者も随時募集しております。
２０１５年度

コーヒーベーク委員

吉田千津子、マロア実穂子、ローリンス恵美、市川泰子、
ハリス淳子、永井美知、吉田佳代、媚山理恵、仲井真紀、
スナディ久美子、郷野妙子、青山桃子、馬場小百合、
李春陽、田中陽子、フランクえりこ、宮本礼子、野村美
智江、ラファティ澄、房川直子、武田かおる、高野布美、
氷上信子、川村久美、福元泰子、阿南美和子、伊藤美由
紀、川上彩香、﨑山智恵子

文化祭実行委員会
文化祭実行委員長

リンダマン香織

今年度は、４００名を超える子ども達が沢山のブース
を楽しみ、また８０名以上の児童生徒が、当日ヘルパー
及びティーンズコーナーの参加者
として、自らが楽しむだけでなく、
楽しませる側としても文化祭に参

安全パトロール委員

赤津律子、丑丸直子、クローガン幸子、黒田ファン真紀、
小西菜穂美、小西秀夫、佐々木康子、佐藤英子、杉本か
お里、塚本晶子、蔦木智美、花村千春、二井健介、マッ
カーシー美樹、山田恵美子、吉城まどか、太田明夫、
（年度途中まで）小山百合、澤田智子

コーヒーベーク委員会
委員長

間ベークカウンターに居ていただくことになりますの

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
ています。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。
今年度は新しく１３名の委員を迎えることができま
した。お当番の際にはクラスのお当番さん共々、長い時
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

加し、会場を盛り上げてくれました。
文化祭開催にあたってご協力頂いた、保護者、教職員、
事務の皆様に改めて心よりお礼申し上げます。また準備
から開催にあたってご尽力頂いた文化祭実行委員一人
一人にも厚く御礼申し上げます。最後になりますが、文
化祭実行委員の必要人数確保が来年度は危ぶまれる状
況です。１年にわずか２回（文化祭当日と１学期の会議
１回）のコミットメントですので、文化祭活動にご賛同
頂ける方は、是非来年度の委員会への参加をご検討頂く
よう、どうぞ宜しくお願い致します。
２０１５年度

文化祭実行委員

五十嵐敏子、アンガー裕子、ロウビ吉本真紀、竹石佳子、
仲井信二、河辺恵美、渡邊竜介、相川真喜子、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、マンガー志乃、リンク利恵、若井浩子、中村
拓哉、小林亮子、リンダマン香織
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ファンド文庫グループ
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、

ファーストエイド委員会
ファーストエイド委員長

川崎祐美子

ファーストエイドの仕事をしていつも思うことは、

図書館では購入しない保護者向けの本（新刊、ベストセ

『子供ってかわいい!』です。怪我をした子、具合の悪

ラー）を優先してＰＴＡ経費の一部で購入し、図書館に

い子、いろいろな症状の子供が来室しますが、みんな可

寄付しています。今年度も、いただいたリクエストをも

愛い。そんな子供達に部屋から出て行く時、

とに２回ほど本の購入を行ないました。ご応募くださっ

『ありがとう。バイバイ。』と言われると、

た皆様、ありがとうございました。リクエストは、日本

本当に嬉しい気持ちになり、やりがいを感

語学校のウェブサイトからオンラインで随時募集して

じます。 今年度も委員の皆様、クラス当

います。皆様からのリクエストをお待ちしています。

番の皆様には大変お世話になりました。皆様責任を持っ

２０１５年度

ファンド文庫グループ

てお仕事をされて、まさに『ボランティアの鏡』です。

馬岡正子、宍戸真奈美、西尾愛、半田幸久、矢野奈保美、

常駐職員の高橋様にも大変お世話になりました。的確な

マドック美智子

ご判断にいつも助けられました。敷居を高くしてしまう

イベント企画委員会
イベント企画委員長

百濟由紀恵

委員長を引き継いで、あっという間の一年でした。私
で務まるかと不安を抱えていたのですが、忙しくても二
つ返事で集まってくれる有能な委員さんたちに助けら
れ、今年度は JB Line との共催での年金セミナー、また
音響委員会、BJ Supp、日本人会婦人部、保護者の皆様
のご協力をいただき、多彩なセミナーを開催することが

つもりはないのですが、誰にでもできる簡単なボランテ
ィアです。今からでも大丈夫ですので、ボランティアを
考えていらっしゃる方、ぜひご連絡ください!
２０１５年度

ファーストエイド委員

足達さい子、石黒雪子、今井洋子、大石麻衣、大山弘枝、
大上朋子、カラチのぞみ、木村優子、佐次阿由美、シダ
弘子、鈴木ありさ、瀬戸奈緒美、田澤明子、長橋亜衣子、
ナザロ桂子、 バスキン寿美、星佳恵、ボルディみき、
マッケンナ智代、ライアン鈴枝、川崎祐美子

できたと思います。皆様、楽しんでいただけたでしょう

音響記録委員会

か？

音響記録委員長

イベント企画では、すでに来年度に向けてセミナーを

津田慶

企画中です。これからも保護者の皆様に有意義なセミナ

本年度は 、ＰＴＡ執行部、各委員会の楽しい活動を

ーをお届けできるよう頑張りますので、来年度もよろし

写真で共有するプロジェクト、イベント企画委員会さん

くお願いいたします。

とのコラボで実現した写真入門セミナー、マゼカさん含

２０１５年度

め３７組ものグループが出場したタレントショーのサ

イベント企画委員

三野洋美、李佳世子、高橋賢児、小林亮子、無藤亜矢子、

ポートなど、委員会活躍の場が例年よりも多かったよう

浜松典郎 、竹石剛、アンソニー未歩、百濟由紀恵

な気がします。

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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音響記録委員会は 、卒園・卒業式、入園・入学式、

dedicated teachers and the other committee members,

大運動会などの主要な行事進行をサポートする放送作

I want to thank you for your dedicated service. New

業の他に、日本語学校に通われるお子さん、そしてＰＴ

members, students and teachers are always welcome

Ａの皆さんの写真撮影も精力的に行っております。

and we are looking forward to next year.
Please contact us at pta_jcp@yahoo.com.
2015

JCP Committee and Teachers

Kazusa Sato, Aya Yuasa, Nobuyasu Nozawa, Shoko
Gordon, Akiko Ota, Masako Atake, Kumiko Ide, Yukimi
Miyashita, Yuki Kishino, Mayu Dyer, Usui Emi, Yuri
放送作業に興味がある、そしてお子さんの育っていく過

Koyama,

程を写真に残したいという方は、知識・経験にかかわら

Dodd-Noble

ず、委員会への参加をご検討ください。（現在、通年当
番免除の対象になっています。）委員会の作業をより詳
しく知りたい方は現役委員にお気軽にお尋ねください。
２０１５年度

音響記録委員

Yukie

Yoshizaki,

Maki

Nakai,

Aeneas

「親が頑張れば、子どもも頑張る」と、毎週の宿題に追
われながらも頑張った生徒の皆さん、大変お疲れさまで
した。今年の生徒さんは、漢字検定に挑戦したり、タレ
ントショーにも参加して楽しませてくれたりと、積極的

渋谷ひろと、ドッドノーブルアネアス（JCP 兼任）、
大塚聡司、 竹腰俊秀、津田慶

に日本語学校に関わってくれました。
そして、そんな生徒さんたちをを応援し、さらに頑張

Japanese Class for Parents (JCP)
委員長 ドッド-ノーブル アネアス
Committee Chair Aeneas Dodd-Noble
“If parents work hard, your children will too.”
Students of the Japanese Class for Parents are not

らせてくださった講師の皆さん、ＪＣＰやランゲージテ
ーブルの運営に協力してくださった委員の皆さん、本当
にありがとうございました。
只今、来年度の委員、講師、生徒を募集しています。
ご興味のある方は、いつでもご連絡ください。
ＪＣＰお問い合わせ： pta_jcp@yahoo.com

only inspiring their children but the whole school.

２０１５年度

ＪＣＰ委員／講師

The goal is to inspire JLS students to work hard and

湯浅彩、佐藤匡俊、野澤伸康、ゴードン昌子、太田明子、

continue Japanese by seeing their parents also study

安宅正子、井手久美子 、宮下雪美、岸野由紀、ダイヤ

and for their parents to get involved in the JLS activities.

ー眞由、臼井江美、小山ゆり、吉崎ゆきえ、仲井真紀、

With the JCP performance at the Talent Show I feel we

ドッド-ノーブルアネアス

are certainly getting involved and I want to thank the
students who put that together.
Many JCP students also took the Kanji Aptitude test
and passed. Dedication from the teachers and students
showed that if you apply yourself you can do it and I am

From JCP Committee
ＪＣＰよりお知らせ
Registration for the next spring
semester is now open!

very grateful to the teachers for success.
From the language table team, where
we have a steady stream of parents joining

Join the fun! Inspire your children and
learn! – Join the JCP lessons and be part

the free language exchange,

of the school!!

to the

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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委員会・新年度委員 大募集！

★★

茶話会テーブル開催のお知らせ ★★

下記日程で、ＰＴＡ各委員会の茶話会テーブルを設け
ます。委員会の活動内容などについて直接話を聞くこと

来年度にむけ、下記委員会で新委員を募集しています。
委員会活動は、ほとんどが年４～５回程度、学校の待ち
時間にできる活動です。子どもたちが楽しく過ごせる学
校にしていくために、ぜひあなたのお力を貸してくださ
い！多くの皆様のご参加をお待ちしています！

 文化祭実行委員会

（募集５名！）

が出来ます。興味のある方はぜひお立ち寄りください。
※各日とも保護者控え室にて。午前９時３０分頃～
<２月２７日（土）>
イベント企画委員会、コーヒーベーク委員会、図書委員
会、ファンド文庫グループ、ＰＴＡ執行部
<３月５日（土）>
文化祭実行委員会、ファーストエイド委員会、安全パト

毎年４００名以上の生徒が参加する文化祭。その企画

ロール委員会、ＪＣＰ委員会

／運営がわずか２０名弱の委員で行われていること（そ
してその２０名の確保に毎年苦労していること）はご存

ＰＴＡ活動に関するお問い合わせは･･･

知ですか？来年度に向けてブースリーダーを補助する
実行委員の方を募集中です。１年にたった２回（文化祭

ＰＴＡ執行部へ： pta@jlsboston.org

当日と１学期の顔合せ会議）のコミットメント、そして
既に委員を経験しているリーダーのサポートなので、文

１２月＆３学期 活動報告

化祭が未経験の方でも全く心配いりません。文化祭を委
員として新たに楽しみたい方、どしどしご応募下さい！

１２月１２日

クラフト教室（ペーパークラフト）

 コーヒーベーク委員会

１２月１９日

クラフト教室（フラワーアレンジメント）

１月２３日

イベント企画

（募集２名！）

明るく楽しい委員会です！控え室での待ち時間にで
きます。あなたも参加してみませんか？

 ファーストエイド委員会

「優秀な学生とは：日米で期待される学生像とスキル」
（以上、いずれもイベント企画委員会開催）
２月６日

（募集５名！）

レクチャー

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！

簡単で誰にでもでき、しかも、とてもやりがいのある
お仕事です。何かボランティアをしようかな…とお考え

 今後の予定

の方、ぜひご連絡ください！

 安全パトロール委員会

（募集５名！）

子どもたちの安全な学校生活のために力を貸してく
ださい！委員さんの活動は土曜のみ、拘束時間を少なく
する工夫もしています。

 イベント企画委員会



２月（如月）February
２７日

日本語部発表会、幼稚部誕生会

３月（弥生）March
１２日

卒園式・卒業式・終了式

－新年度－

（募集３名！）

保護者のためのイベントを企画しています。イベントに

４月（卯月）April
２日

入園式・入学式・始業式

アイディアのある方、興味のある方、ぜ
ひ参加してください。お待ちしてます。

今後ともＰＴＡ活動への皆様のご理解
とご協力をよろしくお願いします！

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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