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去る１０月に開催された、今年度の文化祭、ブックフェ
ア、漢字検定は、滞りなく無事終了いたしました。各委員会の
みなさま、ボランティアの保護者のみなさま、大変お疲れ様で
した！本会報はこれらの活動報告の特集です。

ります。（因みに今年の子どもヘルパーの数は４２名、
ティーンズ参加の中高生は４５名でした。）
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

第１４回文化祭報告

学ぶボストン日本語学校ならではと思います。
来年も日本語学校の秋の恒例行事として、一人でも多
くの子ども達に楽しんでもらえるような文化祭が開催で

文化祭実行委員長

リンダマン 香織

１０月２４日に開催された文化祭
は、４００名を超える子ども達が沢山
のブースを楽しみ、例年にも増して大
盛況のうちに終える事ができました。
横山校長先生、河合教頭先生、教職員、事務局の皆様を
はじめ、開催にあたりご協力、ご支援を頂いた全ての保
護者の皆様に心よりお礼申し上げます。
ＰＴＡが主催するボストン日本語学校の文化祭は、
「海
外で生活する子ども達に、日本文化により親しんでもら

きることを願っています。文化祭実行委員全員を代表し
て、改めて御礼を申し上げます。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、委員が必要人数に満たない場合は、文化祭の規模を
縮小せざるを得なくなり、その場合、各ブースでの待ち
時間が長くなる等の弊害も出てきます。１年に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。

える一日を提供すること」を目的としています。当校の
文化祭は、日本の中学校や高校の文化祭と形態は異なる

各ブースからの感想（順不同）

ものの、スーパーボールすくいのように日本のお祭りで
よくあるゲーム、着付け、習字、福笑い、めんこ、けん

＜スーパーボールすくい＞

フォージュロン 敏子

玉などの文化的体験、そし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、海外補習校の特色を生かし
た、ユニークな文化祭です。ここ数年は「生徒にいろい
ろな形で文化祭に関わってもらいたい」という新たな目
標もかかげ、子ども達はブースで遊ぶだけではなく、年
齢に適応したブースにヘルパーとして入る、そして中高
生はティーンズコーナーを主催したり、ブースでボラン
ティアをするという「参加型」の文化祭に変わりつつあ

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org

今年も例年同様、多くの子供たちがスーパーボールす
くいに挑戦してくれました。毎年とても楽しみにしてい
る子供たちの顔を見ると、私たちも心から嬉しく、来年
へ向けての意欲も沸いてきます。今年も無事に終えられ
て大変うれしく思います。お手伝い頂い
た中高生、及び保護者の皆さま有難うご
ざいました。
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＜けん玉＞

仲井 信二

＜習字＞

河辺 恵美

けん玉コーナーでは、今年も大勢の子供

今年もたくさんの子供達が書道を体験しに来てくれま

達が楽しく、また真剣にけん玉に挑戦して

した。書道パフォーマンスの様にダイナミックな字を書

くれました。２年前には玉を乗せる事も出

く子や、半紙をきれいに折るところからはじめる几帳面

来なかった子達が、昨年は一人で出来るようになり、さ

な子もいました。中には、初めて筆を握った子もいたの

らに今年は「もしもし かめよ」まで出来るようになって、

ではないでしょうか。海外に住んでいると、書道を体験

大変驚かされました。この文化祭で少しでも多くの子供

出来る機会はなかなかないと思いますので、ぜひ来年も

達に興味を持ってもらえていることを実感させらました。

書道を体験しにいらしてください。最後になりましたが、

来年もみんなで盛り上がりましょう。

書道ブースをお手伝いしてくれた皆さん、ありがとうご
ざいました。

＜めんこ＞

アンガー 裕子

今年度のめんこブースは、大盛況のうちに無事終える

＜着付けコーナー＞

川上 彩香

ことができました。めんことは全く馴染みのないはずの

今年度も１００人を超える子供達がブースに遊びに来

子供たちが、すぐに堂に入ったフォームでめんこを投げ

てくれました。中には毎年来てくれている子ども達もい

る姿は、まるで日本人のＤＮＡがそうさせているのでは

て、年々着られる浴衣が変わっていく様子を見ていると、

ないかと思わせるものがありました。今ではあまり見な

何だか感慨深いものがあります。ご協力いただいたヘル

くなった日本の伝統的な遊びを文化祭で催すことの意義

パーさん、子供ヘルパーさん、お疲れ様でした。文化祭

を、深く感じ入ることができた次第です。今年から高得

は、子供達も自ら参加し、楽しむことのできる行事とし

点の参加者に賞品が配られるようになり、一度はだめで

てとても素晴らしいと思います。毎年このように開催で

も何度でも再挑戦できることにしたところ、最後まで子

きることを、ＰＴＡ執行部および文化祭実行委員の皆さ

供たちが途切れることなく参加してくれました。今年も

んに感謝します。

特筆すべきは、低学年の子供たちを含めたヘルパーさん
たちの貢献で、大人の出番はほとんどないほどの大活躍

＜ティーンズコーナー＞

でした。ヘルパーさんと、付き添いでいらして頂いた保

 今年は私にとって最後の文

護者の皆さんに心から感謝をいたしますと同時に、楽し

化祭となりましたが、とても楽

い文化祭の実現のために来年からのご参加もお待ち申し

しむ事ができました。そして、ふと周りを見回した時、

上げます。

ティーンズコーナーに来てくれた生徒達の笑顔はもちろ
ん、もぐら係の中高生も楽しそうな顔をしていて、「あ

＜福笑い＞

ロウビ 真紀

ぁ、ティーンズコーナーがあってよかったな。」と思い

今年は、新しいキャラクター「妖怪ウォッチのジバニ

ました。様々なブースを回って文化祭を満喫するのもい

ャン」が追加されて、とても人気でした。上手にできて

いですが、友達と準備をし、力を合わせてみんなに楽し

満足そうな顔や、面白い顔になってケラケラ笑った声が、

んでもらえるように頑張るのも、とても良い思い出にな

会場を明るい雰囲気に包んでくれまし

ることを、私はティーンズコーナーを通して教わりまし

た。福笑いを盛り上げてくれたボランテ

た。これからもティーンズコーナーが続いてくれること

ィアの皆様、本当にありがとうございま

を、心より願っています。最後に、全体をまとめてくだ

した。来年も、ボランティアも含め、た

さったティーンズコーナー実行委員、そして保護者の皆

くさんの参加者をお待ちしております。

様、ありがとうございました。（百済 里紗）

PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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 今回「割り箸落とし」に参加して感じた事として、

<入場者数および販売冊数の推移>

想像以上の人気があった事が挙げられます。これだけの
子ども達が常に来てくれた理由は二つあると思います。
まず、「割り箸落とし」という名前だけではどのような
遊びなのかが分からない点です。これによって、「どの
ような遊びなんだろう」というワクワク感が湧いたのか
もしれません。 次に、「割り箸落とし」の入り口が、テ
ィーンズコーナーの入り口の目の前だった点です。カフ
ェテリアに入ってすぐに「割り箸落とし」の入り口が目
に入るため、カフェテリアの奥が気にならない限り自然
とこちらに来てしまうのです。 ただし、休む暇が一切無
かった為、お客さんが多かった事は逆に
悪い点としてとらえることができます。
ボトルを増やす以外に解決策は無いとは
思いますが...。来年も是非参加したいで
す。（仲井 太洋）

ご購入いただいた本の内訳としては、文庫本がトップ、
次いでマンガ、児童書が人気でした。また、今回も言葉
のカードゲームなどおもちゃの要素を含むアイテムが多
くあり、これらも人気がありました。

ブックフェア報告
図書委員長

屋代 悟・吉田 尚子

今年も恒例のブックフェアを１０月２４
日に開催いたしました。去年と同様、文化
祭との同時開催ということで皆様お忙しい
中にもかかわらず、多くの方々にお越しいただきまして
成功裏に終了させることができました。ブックフェアに
てご購入いただいた皆様、誠にありがとうございました。
また、開催に際して図書委員、ＰＴＡ役員の皆様、ボラ
ンティアの方など多くの方々にご協力いただきましたこ
とを、この場をお借りしてお礼申し上げます。
今年のブックフェアは去年と比べて入場者数、販売冊
数ともにほぼ同じ結果となりました。多くの方々にご来
場いただき、多くの本をご購入いただけて図書委員一同
喜んでおります。主な成功要因としては、全般的により
お求めやすい価格に設定したこと、シリーズものをまと
めて販売できたものが多かったことなどが考えられます
が、その反面お子様向けの本が若干少なめで、その点で

今回のブックフェアの売り上げ、および通常時に図書
館で販売している本の売り上げは、今後の様々な活動に
役立つようＰＴＡに納めさせていただきました。
日本語学校の図書館およびブックフェアは、皆様のご
寄付で成り立っております。図書館では、引き続き皆様
からのご寄付を受け付けておりますので、ご家庭で不要
と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。

物足りなかった方々もおられたかと思います。
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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漢字能力検定 実施報告

five 90- minute lessons. If you are interested or
would like to see a class, then contact me at
pta_jcp@yahoo.com.

漢字検定グループ担当

田野 綾

２０１５年度の漢字検定は、去る１０月
３１日（土）の午後に実施されました。今
年も昨年同様、早い申込みで１学期中に受
付を終了いたしましたが、昨年よりもさらに多い１８５

Also, you can swing by the Japanese Language
Table that takes place every other Saturday to find
out more. The dates and times are posted in the
e-Boston newsletter.
【 日本語を学びたい保護者の方へ 】

名の申込みがあり、１５８名が受検されました。徐々に

ＪＣＰでは、日本語を学びたい方へのレッスンを有料

皆様に漢字検定をご理解いただき、受検希望者が増えた

で行っています。生徒の皆さんのレベルに合わせた日本

ことを大変嬉しく思っております。

語のレッスンを用意しています。皆さんが日本語学習を

親子で違う級を受検された家族もいらっしゃいました

頑張る姿に、きっとお子さんも励まされることでしょう。

が、今年はお子様と同じ級を受検された保護者が非常に

ぜひＪＣＰに参加して、お子さんと一緒に頑張ってみて

多く、緊張しがちな試験会場がほのぼのしていたような

ください！

感じがします。アメリカにいながら日本語の勉強をする

【 ＪＣＰをサポートしたい方へ 】

のは大変なことですが、漢字検定が皆様の日本語学習の

只今ＪＣＰでは、委員と講師を募集しています。興味

お力になれたら幸いです。是非、来年も多くの皆様の受

のある方は、pta_jcp@yahoo.com までお気軽にご連絡下

検をお待ちしております。

さい。どうぞよろしくお願いいたします。

ＪＣＰ委員会よりお知らせ
（Japanese Class for Parents）



今後の予定



１２月（師走）December

委員長

ドッド-ノーブル アネアス

JCP Chair

Aeneas Dodd-Noble

【To parents who would like to learn Japanese 】

We provide lessons for parents of students of the
Boston JLS. Join the dozens of other parents and

１２日

幼稚部なかよし発表会

１９日

２学期最終日

１月（睦月）January
９日

３学期開始日

９日～３０日

各学年文化的行事

２月（如月）February

take the challenge of improving your Japanese so

６日

タレントショー

you can help your child do their homework, speak

２７日

日本語部発表会

more at home and when you go to Japan. If you
study hard, then this will inspire your child or

３月（弥生）March
１２日

卒園式・卒業式・終了式

children.
We have classes of 3 to 6 students
taught by experienced and passionate
teachers to suit different levels from
beginner to advanced and only $75 for
PTA 執行部Ｅメールアドレス：PTA@jlsboston.org
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