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保護者の皆様、コーヒーベークやＪＣＰ、ブックフェア

ＰＴＡ会長挨拶

のサポートありがとうございました。ＰＴＡ会費と含め
た収入は上記活動や様々なイベント・セミナーなどを主
催可能にしています。

ＰＴＡ会長

五味露敏

出張先の西海岸でオリンピックの映像を見ています。
日本勢だけでなく、日系アメリカ人も多く活躍しており、
地元テレビ局が特集を組んでいました。訪問先では日系
三世・四世の方達と一緒に仕事をする機会に恵まれまし

来年度もよろしくお願い致します。

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。）

た。夕食時には自分達の子どもにどの様に日本語や日本
文化を継承しようとしているのかの話題で盛り上がり

クラス役員

ました。地域・世代をこえて考えていることは一緒なの
だと実感。

クラス役員担当 潮崎泰子

さて、本年度も後僅かとなりました。これまで、ＰＴ
Ａはたくさんの活動を通して生徒、学校、保護者をサポ
ートして来ました。毎週生徒達の安全を確保する安全パ

クラス役員の皆様、一年間のお仕事、大変ご苦労様

トロールとファースト・エイド室。今年度も大きな怪我

でした。雪による休校に始まった本年度、クラス役員の

がなく一安心です。

皆様には当番表作成のお仕事に加え、変更・伝達事項な

文化祭でのティーンズコーナーは相変わらずの熱気

どその都度細やかに対応して頂きました。クラス役員担

でした。福笑い、習字、着付けなど短時間ながらも日本

当一年目ということで、至らぬ点も多かったと思います

文化を経験できる場があって本当によかったと思いま

が、クラス役員の皆様に支えられ、なんとか無事に学年

した。

末を迎えることが出来ました。クラス役員と保護者の皆

漢字検定の受検者数はここ数年は安定しています。嬉
しいことです。今後も更に伸びて欲しいです。ぜひ家族
での受検をしてみてはいかがでしょうか？
生徒会と共催している恒例のタレントショーですが、

様の PTA 活動へのご理解とご協力のお陰です。どうもあ
りがとうございました。
一年を通して皆様から頂いたご意見・ご質問をもとに、
クラス役員のお仕事と皆様との連携をさらに改善して

生徒会の世代交代はあったものの、非常にスムースに進

行きたいと思います。来年度も引き続き、ご協力をよろ

みました。子ども達の素晴らしい才能を垣間見ることが

しくお願いいたします。

できる時間は今後も大事にしたいです。これも音響委員
さんたちのおかげで実現できている部分は大きいです。
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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２０１７年度

クラス役員

ル) で販売しています。図書館の閉館時

幼 稚 部 ：高橋麻耶、マイヤーズ悦子、清水誠子、マウ

間は午後１２時１５分です。１２時から

アー理絵、三品彩、山澤奈菜、竹川寿美子、マッカーシ

の１５分間は生徒さん優先の貸し出し

ー美樹、阿部真

時間になりますので、保護者の方は１２時までに本の貸

小 学 部 ：長橋亜衣子、吉見麻里、石川ひろみ、奥川博

し出しを済ませていただきますようお願いいたします。

司、越智陽子、守屋美紀、殿村のり子、ポーリア真由美、

ボストン日本語図書館は、明日を担う子どもたちの日

武田かおる、嶋田シルニグリアーロ恵子、柏木亜紀、グ

本語能力維持向上を願い設立されました。今後も引き続

リア可奈、木村優子、竹石佳子、岡本貴子、岩﨑純子、

き皆様のご支援をよろしくお願いいたします。ご寄付い

菊地朋子、大原美郁子、ラド久美子、ラファティ澄、青

ただける書籍は随時受け付けておりますので、ご家庭で

山桃子、大﨑真美

不要になった日本語の書籍 (または日本に関する英語

中 学 部 ：ライアン鈴枝、新村奈穂、名和美紀、鳥居栄

の本など) があればぜひ図書館までお持ちください。最

子、永松亜紀子、安宅正子

後に、２０１７年度クラス当番としてお手伝いいただい

高 校 部 ：松岡有理子、安藤桃子、水山由美子

た保護者の皆様、中高生ならびに一般のボランティアの

日 本 語 部 ：細川知奈、肥田協子、マロア実穂子、吉田

皆様、そしてファンド文庫関係者の方々と図書委員の皆

愛一郎、ウェイ甲

様、ご協力ありがとうございました。

２０１７年度図書委員

図書委員会

吉田尚子、イノウエ玲、クリゴブスキ瑞絵、ソター文、
ハリンガ智美、ブラウン恵子、ヘッジみさ、ペッティン

委員長

屋代 悟、ジ ャドソン アサコ

ギル美夏、マッゲーリー千夏、中村拓哉、佐藤佳瑞智、
加藤美慈、大和知永、宇田美佐子、小玉順子、山下明美、
市川泰子、徳王宏、梅原明日香、梶川純子、水山由美子、

図書委員長２名と図書委員３６名、図書館長の体制で

河合亜希子、渋江真由美、猪俣八重、田中陽子、田中陽

スタートした今年度の図書委員会では、昨年度に引き続

子、石井恵美子、福田葉子、荻野正樹、西山央美、酒瀬

き書籍の仕分けと整理を行い、より多くの書籍を新しく

川桂子、金子亜紀子、霜峯百合子

並べられるようスペース作りを行いました。毎週何十冊
のペースで新しい本や寄付で頂いた本が本棚に入って

２０１７年度ファンド文庫

います。子ども本は紹介コーナーを作り、人気作家や図

マドック美智子、新井まりも、樽井智子

書委員お勧めの本を並べました。漫画も充実してきてい
ます。星マーク入りのピンクのラベルが付いている漫画
はヤングアダルト分類になります。今年度後半はファン
ド文庫の方々も図書委員会に合流し、本のリクエスト収
集や購入、貸し出しなどの作業を統合して、今後も利用

漢字検 定委員会
委員長

田野 綾

者の方々の利便性向上を目指してまいります。
毎年文化祭と同日に開催するブックフェアとは別に、

今年度も１０月末に漢字検定を実施いたしました。今

毎週、販売用書籍用のカートを１階カフェテリア前のホ

年度は過去最高の２２０名を超える申し込みがありま

ールに１１時半まで設営しています。特別に値段が記入

した。増え続ける受検者に対応できるだけの教室を確保

されているものを除き、１冊２５セント (５冊で１ド

できるかが毎年大きな課題となっていますが、今年も無

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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事に終えることができました。親子受験が毎年恒例にな

サポートして頂き有難うございました。今後も日本語学

ってきているご家庭が多く、漢字検定がボストン日本語

校が安全で、生徒が楽しい思い出を増やせる場所となる

学校の恒例イベントの一つとして認識されるようにな

ことを願っています。

ったことを嬉しく思います。今年も学校事務の方々に多
大なご協力を頂き、無事実施できたことを感謝していま

２０１７年度

安全パトロール委員

す。その他にも、委員のメンバー、ボランティアの方々、

佐々木康子、山村享子、内田洋嗣、寺尾奈緒子、大内朋

執行部役員の方々の多大なるご協力の賜だと思ってお

子、軽部彩、グーデ弥生、シャピロ富貴子、玉置浩子、

ります。この場をお借りしまして、心よりお礼を申し上

パールマン奈臣、ポルティヨカナ、山形道子、吉田忍、

げます。

ライス明美、ライダー磯野優子、赤津律子、高橋晶子、
蔦木智美、二井健介、塚本晶子

２０１７年度

漢字検定委員

宮本礼子、田野綾

コーヒ ーベーク委員会
安全パ トロール委員会
委員長

塚本 晶子

委員長

川上 彩香

今年度は１７名(３学期から１名追加)の委員さん、
美味しいベーク品を提供して下さる方々、そしてクラ
スお当番さんに支えて頂き無事活動を続けることがで

パトロールにご協力くださった保護者の皆様のお陰
で、今年度も大きな事故もなく終了しようとしています。
心から感謝を申し上げます。

きました。皆さんの協力なしに販売活動は続けられま
せん。本当に１年間ありがとうございました。
コーヒーベーク委員会は他の委員会とは異なり、学

安パト委員会では、休み時間にどんなことがあったの

校へのファンドレイジング、また保護者の方の待ち時

か、毎週、学校や執行部、安全委員会に申し送りを行っ

間を少しでも有意義に過ごして頂く為に活動していま

ています。クラス当番保護者のパトロール報告やご意見

す。他の委員会が人数不足になれば必然的にこちらの

も細かく伝えられています。私は安パトに所属して８年

人員を割いて他に回って頂くことになります。是非多

になりました。娘が欠席していても、毎週欠かさず子ど

くの方々に委員会活動に興味を持っていただき、コー

も達の休み時間の様子の報告をもらっていたことにな

ヒーベーク委員会に安泰をもたらして頂けたら幸いで

ります。ポイズンアイビーの生えている場所を確認に行

す...ベーク品を提供して下さる方も随時募集していま

ったり、ウォーターボトル投げや、懐中電灯持参の別校

すので、来年度もご協力をよろしくお願い致します。

舎への探検ごっこに気を揉んだり、当番５人欠席という

最後になりましたが、長年委員会を支えて下さった

非常事態に応援を求めて走り回ったりと思い出は尽き

永井さん、お疲れ様でした！

ません。しかし、安全パトロールという委員会が生徒の
安全を丁寧に支える様子をつぶさに見てこられたこと

２０１７年度コーヒーベーク委員

は、私にとって日本語学校に大きな信頼を培ってくれま

吉田千津子、マロア実穂子、ハリス淳子、永井美知、

した。

吉田佳代、青山桃子、馬場小百合、フランクえりこ、

この３月、娘が日本語学校を卒業と同時に私も安パト
を卒業です。高橋事務長、委員の皆様、２年間委員長を

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

ラファティ澄、山田恵美子、レオン周子、ミラーさく
ら、高野布美、田中由紀子、園佐紀、丸山カレン
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文化祭 実行委員会
委員長

ファー ストエイド委員会

仲井 信二

今年度１６回目の文化祭も例年通り、いやそれ以上

委員長

カラチ のぞみ

ファーストエイド委員の皆さま、ファーストエイド室

に盛り上がり、また無事に終了出来ましたこと御礼申

常駐職員の高橋さま、執行部の皆さま、本年度もご協

し上げます。今年は特にティーンズコーナーにおきま

力いただき、大変ありがとうございました。

して、大変多くの中高生が参加してくれました。ティ

本年度ファーストエイド委員はクラス当番全期免除

ーンズコーナーではあまりの混雑ぶりに文化祭終了後

(幼稚部は軽減)をいただき、高橋さんと委員３名の体

に、学校安全委員会より避難経路の確保などにつきま

制で毎週当番を行ってきました。怪我をした生徒や発

して、今後は入場の人数を制限しながら進行して参加

熱・嘔吐など帰宅勧告の生徒が来室し忙しい週もあり

者の安全を考えて下さいとの御指示をいただいたほど

ましたが、おかげさまで大きな怪我やトラブルなどな

です。来年度はそのあたりを再検討したいと考えてお

く無事に一年が終わろうとしていることに感謝してお

ります。

ります。

当日ヘルパーには保護者の方よりも子ども達のヘル

ファーストエイド室は外から見ると入りづらい感じ

パー希望が多く、急遽大人ヘルパーの枠を子どもヘルパ

があるかもしれませんが、来室者がいない時は和気あ

ーに割り当て対応させて頂きました。それほど多くの子

いあいとおしゃべりに花を咲かせています。医療知識

ども達がヘルパーとして参加してくれたことを驚くと

がなくても大丈夫ですので、ファーストエイド委員に

同時にとても嬉しく思いました。毎年のことですが、当

興味のある方はどうぞ見学にお越しください。皆さま、

委員会に参加してくださる保護者の方を集めるのが、と

来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

ても大変な状況です。再三e-Bostonにてお願い、御報告
してまいりましたが、いつ文化祭が縮小もしくは中止と

２０１７年度 ファーストエイド委員

なってもおかしくない状態です。

アイアクジオ路子、足達さい子、今井洋子、伊勢田貴

毎年子ども達が楽しみにしている文化祭を無くすわ

子、馬岡正子、遠藤亮宏、大石麻衣、大山弘枝、川崎

けにはいきません。今後のためにも、文化祭実行委員会

祐美子、神定雅乃、木村優子、グーデ弥生、島津秀紀、

に入会していただける方は是非、当委員会

殿村のりこ、ドノバンひとみ、ナザロ桂子、丹羽満都

もしくはＰＴＡ執行部までご連絡くださ

香、ペトューラ孝子、星佳恵、マッケンナ智代、宮本

い。来年度はなんとか開催できると思い

真弓、島康之（年度途中で帰国）、瀬戸奈緒美（年度途

ますが、皆様よろしくお願い申し上げま

中で退学)、カラチのぞみ

す。

音響記 録委員会
２０１７年度

文化祭実行委員

フォージュロン敏子、マンガー志乃、大場強、古賀美恵

委員長

ファンテージア 裕美子

子、吉田佳代、馬場小百合、木村優子、喜多麗子、水山
由美子、小林亮子、佐藤優子、マドック美智子、武岡
幸代、河辺恵美、ロウビ真紀、仲井信二

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

本年度は、９人体制で、音響記録委員会の活動をして
参りました。入園・入学式、PTA 総会、大運動会、イベ
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ント企画主催のセミナーやイベント、幼稚部誕生会、幼

師の皆さんも「生徒さんのために」を頭言葉に毎回のレ

稚部運動会、秋祭り、なかよし発表会、タレントショー、

ッスン作成に思料し、上級への進級を目標に励んでいま

そして、もうすぐ卒園・卒業式、楽しく、思い出深い、

す。生徒の皆さんも、毎回のレッスンのみに留まらず、

とても充実した一年でした。

漢字検定を受験したり、同志を募って太鼓グループを立

ＭＰ３プレーヤーの導入により、音源のデジタルファ

ち上げ、ＰＴＡ主催タレントショーに（センセーショナ

イル保存と再生を推進し、昨年度に引き続き、なかよし

ルに！）参加したりしました。このように和気あいあい

発表会では、無指向性マイクを使用し、より沢山の子ど

と運営していけるのは生徒の皆さんのモチベーション

もたちの声を、みなさまにお届けすることができました。

とやる気、それをサポートしてくださる講師の皆さんの

本年度、初めて委員長を務めさせて頂き、知識と経験豊

熱意ある使命感、そしてＰＴＡ執行部ならびに事務局長

かな熱心な委員のみなさんと周りの沢山の方々に支え

の高橋様のお力添えに尽きます。来年度もどうぞよろし

られ、もう少しで一年、沢山、勉強させて頂きました。

くお願い致します。

この場をお借りして、みなさまのご支援・ご協力に、心
より深くお礼申し上げます。

また、最後になりましたが、今学期をもってＪＣＰ講
師を離任なさる仲井先生、この場を借りてお礼申し上げ

音響記録委員会に参加希望の方、お気軽にお声をおか

ます。

けください。現在、通年当番免除対象です。音響設営と

２０１７年度ＪＣＰ委員•講師

記録撮影、子どもたちの笑顔と感動の瞬間を間近に観な

安宅正子、イノウエ玲、臼井江美、沖田スナイダー悦子、

がら、とてもやりがいがあります。これからも、子ども

ゴードン晶子、ジョーンズ由美、ダイヤー眞由、仲井真

たちのために、日本語学校の心に残る楽しい思い出を、

紀

みなさんと一緒につくり続けていければと、心から願っ
Both JCP students and their instructors took up the

ています

challenge to participate in the class five times each
２０１７年度

semester, while juggling their busy schedule. As an old

音響記録委員

池田 伸吾、大塚 聡司、渋谷 ひろと、高橋 賢児(イベ

Japanese proverb says, “Children grow up and develop

ント企画兼任)、竹石 剛、竹腰 俊秀、津田 慶（ＯＢ委

their values watching their parents’ actions”, we believe

員）、ドッド-ノーブル アネアス、ファンテージア 裕

our actions speak volumes and it inspires our children.

美子

In addition to our existing “Beginner’s Course”, we
offered an “Introductory Course” as a pilot course this

(Japanese Class for Parents) JCP 委員会

委員長

沖田 悦子

year with a focus on basic character reading and writing.
All instructors spend hours on each lesson plan and
strive for their students’ achievement.
Students, too, have been thriving not only in the class,

今年度は「子は親の背中を見て育つ」をモットーに活
動をしてまいりました。生徒も講師も忙しいスケジュー
ルの中、各学期５回のレッスンをこなし、子どもたちも
そんな親の頑張りを見てくれていると思います。今年度
の新しい試みとして、既存の「初級」コースに加え、読
み書き中心のベーシックコースを開講いたしました。講
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

but also outside of the classroom through taking the
Kanji Aptitude Test and presenting a taiko performance
at the JLS Talent Show. This great community does not
exist without each student’s motivation, the instructors’
support and dedication, and the assistance of the PTA
officials as well as Ms. Takahashi at the Main Office.
Sincere appreciation to all!
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2017 JCP Committee and Teachers
Masako Atake, Rei Inoue, Emi Usui, Etsuko Okita
Snyder, Shoko Gordon, Yumi Jones, Mayu Dyer, Maki
Nakai
来年度に向け、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

イベン ト企画委員会

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

委員長

李 佳代子

最近、「イベント企画委員って何？タレントショーも
イベントなのに関係ないの？」と聞かれ、なんとも懐か
しい気持ちになりました。私も七年程前に同じ質問を聞
いていたからです。お答えましょう！イベント企画委員
は授業中のお子様を待つ保護者がより有意義に過ごせ
るよう、また、より良い日系コミュニティーの活性化、
子育て・バイリンガル教育に関する情報交換等を願い、
様々なイベントを提供します。イベント内容は多岐に渡
り、今年度は Zumba、大学受験準備座談会、プログラ
ミング教育セミナー、安全対策セミナー「一般防犯対策
と銃乱射事件に対する心構え」、映画「灯篭流し」上映

い！多くの皆様のご参加をお待ちしています！

v 文化祭実行委員会
文化祭実行委員会では、来年度に新しく実行委員になっ
て頂ける保護者の方を募集しております。現在の実行委
員のほとんどが中３の保護者のため、来年度をもちまし
てブースリーダーを辞め、新しい方に引き継ぎをしなく
てはなりません。そのためには、少なくとも７名の新実
行委員が必要となります。文化祭を今後も続けていくた
めにも、文化祭実行委員会への入会をお願い申し上げま
す。

v 安全パトロール委員会
安パト委員は朝の安パト当番にベスト、パトロール場

会、AP Japanese 受験講座等、９つのイベントがあり

所内容を示すカードを渡し、後に回収をします。実際の

ました。イベント企画委員はダントツにユニークです。

パトロールをするわけではありません。委員数に依存し

仕事にマニュアルはなく、運命の

ますが、年度に４回前後になります。一日は束縛されま

如く舞い込んでくる企画を担当者

せん。学校と子ども達の安全のために、ぜひあなたのお

達の個性とチームワークで、楽し

力を貸してください！よろしくお願いします。

く！イベント実現まで発展させま
す。少しでもイベントに興味を持
ってくださった方、ぜひ気軽に私達に話しかけてくださ

ＪＣＰでは講師の方も随時募集しております。情熱以
外、何も必要ありません。ご興味のある方は

いね。

２０１７年度

v ＪＣＰ委員会

<etsukosnyder@gmail.com> までご連絡ください。
イベント企画委員

百済由紀恵、喜多麗子、高橋賢児、安原洋子、アンソニ
ー未歩、斉藤かおり、マドック美智子、李佳世子

ＰＴＡ活動に関するお問い合わせは･･･

ＰＴＡ執行部 へ： pta@jlsboston.org

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

JCP welcomes new instructors and students to join
year around. No experience is necessary. Please send
any questions to <etsukosnyder@gmail.com>.
Join the fun! Inspire your children and learn!
Join the JCP lessons and be part of the school!!
https://sites.google.com/site/jcpgeneralinformation/
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