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待ちに待った夏休み！！
みなさんはどう過ごされますか？
病気やケガに気をつけてお過ごし下さい。

  運動会の開催日が 9月15日(土) に決定しました。
  会場は昨年と異なります。
  今年は Niles North High School です。
  詳しくは 次のページ をご確認ください。

第2回学級代表・交通部合同会議

2018年8月25日（土） 午前 9時00分〜10時00分  大体育館にて

上記の日時に第2回学級代表・交通部合同会議を行います。

学級代表ならびに交通部員の皆様におかれましては、

ご参加いただけますよう、お願い申し上げます。

学級代表・交通部員さんへお知らせ

3ページには、6月から７月にかけて開催された
全日校サマースクールの報告があります。

最初の文章いまいちしっくりこない。何か
ほかにいいのある？
夏休みを心待ちにしていた人ばかりでは
ないのかなと思った。

会場名までこのページで載せない方が
いいかな？

会場名入れよっか！その方が分かりや
すいよね♪

会場も昨年と異なります。
  今年は Niles North High School 
です。（～で開催）

会場： Niles North High School
　　　（※昨年と異ります）

↑…とか、あれこれ考えてみたけど、この
まま（→）が一番簡潔で見やすいのかな
～？♪

いづみちゃんが考えてくれた文章でいい
と思うよー！
確かにアメリカの長い夏休み…テンショ
ン上がるのは子供だけ？かもしれない
けど。笑
かといって、なかなか難しいよねー

です。
にしてみ
たよー♪

http://www.futabahoshupta.org


第43回補習校運動会は、

 　　　　　2018年9月15日 （雨天の場合9月22日予定）に開催されます。

会場は、Niles North High School（9800 North Lawler St. Skokie, IL 60077）です。

年間行事予定で連絡した日にちから変更されています。

会場も昨年とは異なりますので、ご注意下さい。

 
例年通り、PTA参加の競技も行われる予定ですので、保護者の皆様、

どうぞふるってご参加ください。

 
運動会フィールド内での写真撮影は、

卒業年度の各クラスアルバム委員2名のみとなります。

クラスの集合写真の撮影は、運動会の会場の清掃後にて、お願いいたします。それ以外の時間に

撮影を行いますと、運動会進行の妨げになりますのでご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。

なお、集合写真を撮影されるクラスは、集合場所・タイミングに関し、必ず事前に学級代表を通じて

各クラスの先生にご相談ください。

 
Niles North High School の地図はこちらです。

 

リンク変えたけどこれであって
る？

いくちゃん、地図変更してく
れてありがとう!!
航空写真と地図はズラす感
じにする？航空写真、フット
ボールフィールドの左にあ
る野球場も含めた方が全
体がわかりやすいかなと
思ったけどどうかな？変更
するようなら私やるから～。

この地図も航空写真もレイアウ
トも、実はほんとになんとな～く
お試しで貼っていただけで、中
途半端な状態だったのー。なの
で、気にせずゴッソリ変更し
ちゃってください♪2016年のに
貼ってある地図でもいいかな～
とか、リンクも貼ってるから航空
写真は必要なのかな～…とか
思ったりしていて放置状態だっ
たの。
確かに野球場載っている方が
わかりやすいね！地図の変更
お願いしていいかな？
中途半端にいじってしまってて
ゴメンーーー

リンク先の変更ありがとう！

OK! あとでやって
みるね～。

地図どう？
分かりづらいかな。

ありがとう！いいと思
います！

https://www.google.com/maps/place/Niles+North+High+School/@42.0597803,-87.7562329,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x880fc58ba2e3b6ef:0x6e3de738d8c4baa0!8m2!3d42.0597763!4d-87.7540442


オリエンテーション

　昨年より開始し、好評をいただいているシカゴ双葉会日本語学校 (全日校)で
のサマースクールを今年度も以下の日程で開催いたしました。

　抽選に当選した12名の子どもたち (2名／学年)が、現地校の夏休みを利用し
て、補習校では体験する事の少ない理科実験やクラブ活動   (屋外、屋内) を
エンジョイしてきました。
　お忙しい中、補習校の子どもたちを温かく迎えてくださった全日校教員の皆
様、生徒・保護者の皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。

対象学年 日程 期間

 小学部2-6年生 6月18日～6月29日 10日間

 中学部 1 年生 6月28日～7月12日 10日間

全日校サマースクール開催

※サマースクールの写真につきましては、全日校および参加者の承諾を得て掲載させていただいております。

中学部は1年生だけだね。
2年生は応募がなかった…。

そうだったね！了解♪

「温かく迎えてくださっ
た」の方がいいかも。

たしかに！了解♪

　サマースクールに参加した

　一部の子どもたちと保護者に

　感想を聞きました！

次のページで紹介しています ♪

歓迎会オリエンテーション

送別会



　　何の授業が楽しかったですか？

　　 体育、理科、図工  が楽しかったです！

　サマースクールに参加した子どもたちの声

サマースクールに参加した、一部の子どもたちと保護者に感想を聞きました。

　　　  

　お友だちはできましたか？

　それはなぜ？

感想は次のページにもつづきます！

　　 【体育】
　　　・思い切り体を動かせたから。
　　　・運動が好きなので久しぶりに日本の体育ができて楽しかった
　　　　から。
　　　・先生の教え方が分かりやすかったから。
　　 【理科、図工】
　　　・実験や工作が面白かった。
　　　・物を作ることが好きなので、ねんどや画用紙で色んな物を
　　　　作れたことが嬉しかったからです。

　・できました。たくさんの人が声をかけてくれて嬉しかった。
　・はい。クラス全員です。
　・はい。中休みと昼休みに男の子全員でサッカーをしたのが
　　楽しかった。
　・知っているお友達はもちろん、新しいお友達もたくさんできま
　　した。

　

【お母様の声】
1年前まで全日校に在籍しており、今回、懐かしいお友達とまた一緒に学び、遊べたことが
とても楽しかったようです。知らないお友達とも、すぐに意気投合していました。

いくちゃん天才！
すごく可愛く分かりやすい！

授業の順番を理由
と合わせようか。

了解！



　  　現地校と比べて一番違うと思ったところはどこですか？

サマースクールに参加した子どもたちの声（ 2/3 ）

・先生の授業での教え方がとても分かりやすく、日本語で友達と
　勉強したり笑い合ったり出来るところ。
・昼食が始まるのが遅くて（ 12時50分から）、初日はびっくりした。
　お腹が空いた。
・国語があること。漢字をたくさん勉強しました。
・いろいろな教科の勉強ができたり、たてわりの交流もあるところ。

　  　全日校の良いところを一つ

・補習校でできない勉強（音楽、書道など )ができる。
・朝や帰り、授業中などの挨拶がしっかりしている。
・授業を丁寧に教えてくれる。
・現地校より理科の内容が楽しかった。現地校は紙に書くだけ、
　全日校は実験があった。
・休み時間が多いので、たくさんお友達と遊べること。

感想は次のページにもつづきます！

・元気で楽しいところ。
・現地校では英語ですが、日本語を使えるので息抜きができる。
・図書で本が借りられること。
・週に1回、日本人のお友達と会えること。

　  　補習校の良いところを一つ

【お母様の声】
現地校という、同じ境遇で頑張っているお友達と触れ合うことで、いつも励みになっているよう
です。週1回という限られた時間の中で、日本の勉強や文化を凝縮して教えていただける
ことが、大変ありがたいです。

金森さんからの回答も入れる？
↓
いろいろな教科の勉強ができたり、たて
わりの交流もあるところ。

いれました♪



・慣れて楽しくなってきたから  もうちょっと続けたかったです。
・3週間位にして欲しい。
・もっとみんなとサッカーをして遊びたかった。
・みんなと体育をもっとやりたかったです。

◆今回、本帰国のお友達のお別れ会にも参加させてもらい、色々なゲームを楽しみました。
私も見学させてもらったのですが、子どもたちの自主性を重んじた会で、子どもたちが進行を考え、皆で作
り上げて行く姿がとても頼もしかったです。日本語でコミュニケーションが取れる素晴らしさを改めて実感
し、息子も伸び伸びとした気持ちで、楽しんでいた様に感じました。

◆学校全体で受け入れ体制をとってくださったので、子供は安心して毎日新鮮な気持ちで過ごせました。
貴重な経験をさせていただきありがとうございました。初日に全校に紹介、最終日も見送りとエールをいた
だき、クラスではお別れ会と寄せ書きなどいただきました。短期間でたくさんのことを学べたと思います。

◆音楽の授業で、クラス全員での演奏発表がありました。急でしたが、ヴァイオリンでの参加をさせていた
だき、楽しい時間をクラスの皆さんと過ごせたようです。このような楽しいイベントまで参加できて、とても喜
びました。

◆掃除の時間は現地校に無いので、今回久しぶりに学校での掃除をして日本の学校生活を思い出し、懐
かしく楽しい時間となったようです。

◆担任の先生、クラスメイトの皆さん、教科ごとの先生方が、本当に優しく温かく迎えてくださったそうです。
毎日「楽しかったよ！」と笑顔で下校しました。この機会をいただきましたことに心より感謝申し上げます。

◆二週間という短い期間でしたが、先生方やクラスメイトに温かく迎え入れていただき、息子にとって大変
良い経験となりました。最初は、一日の長さに驚き（現地校・補習校より長い）、「しんどい。」「長い。」と言っ
ておりましたが、三日目ごろから「楽しい。」と言い始め、親としても嬉しく感じていました。
期間中に社会見学があったり、お別れパーティも企画していただき、副教科もありで、息子は「最初は緊張
したけど楽しかった」と言っていました。 1クラスしかないので、クラスがまとまって皆が仲良く、休み時間に
一緒に遊んだりできたことも良かったのだと思います。担任の先生だけでなく、副教科の先生方にも気にか
けていただいたようで、クラスメイトの皆からお手紙をもらい、親子共々感謝の気持ちでいっぱいです。

◆全日校の先生には、クラスの仲間に入りやすい雰囲気を作っていただき、とても良くしていただきました
ので、大変満足しております。

◆来年もぜひ参加させたいです。そして他の皆さんにも、ぜひ同じ体験をしてもらいたいと思います。

もっとこうしてほしかった (したかった)ことはありますか？

来年もサマースクールに参加したいですか？

はい！

サマースクールに参加した子どもたちの声（ 3/3 ）

※今回アンケートに答えてくださった皆さん、貴重なご意見をありがとう
ございました。今後の参考とさせていただきます。

2つ目の◆の3行目
寄せ書きなど頂きました→い
ただきました

6行目と7行目に改行あるね。PDFにする
とちょうどいいのかな。

了解！

そうなんだよね～。PDFではちょうどよく
なるの(;^_^A

　　　　保護者の皆様より



文化部

5月、6月の活動報告

　5月中旬から6月の初旬の3週に渡り、授業参観後の担任の先生方と保護者が

懇談会中の児童・生徒たちに提供するイベントを開催しました。

　イベントはチャンピオン柔術の皆様、コール双葉とらんちたいむくらぶ、ノーラン

久美子先生率いるミッドウェストフィルハーモニーオーケストラの皆様にご協力い

ただき、児童・生徒の年齢に相応なイベントとなり、皆さんにも存分に楽しんでもら

えたようです。

　6月9日には、小学3年生以上を対象とした今年度第一回の書道教室が開かれ、

大盛況に終わりました。 42人の児童・生徒たちが 3人の講師の先生のもと 3つのグ

ループに分かれ、初心者はまず姿勢や筆の使い方などの説明を受けたのち、皆

先生が予め用意してくださったお手本をもとに練習を重ねました。その日初めて筆

を持った子も、経験者も、終了する頃には随分と上達しました。今回定員オーバー

で参加できなかったお子さんは 2学期、3学期の教室開催時に是非とも応募してく

ださい。

文化部では年間を通しての、日本文化資料の貸出しもお勧めしています。現地校

のイベントなどの展示に重宝しますので、ぜひご利用ください。

　各種イベントや資料貸出しについての詳細は、補習校ホームページ PTA活動リ

ンク内の「文化部より」からご覧ください。

【1行目】
「保護者方々」で正解
かな？「保護者の
方々」かと思ったけ
ど、「の」が続くから敢
えてそうされているん
だよね…きっと。ちな
みに昨年は「保護者」
のみ。

【3行目】
「コール双葉さん」「ら
んちたいむくらぶさん」
の「さん」は必要？
昨年は「さん」は無し。

【6行目】
「生徒さん」も微妙に
ひっかかるんだけど、
このままでいいかな
~。
「生徒の皆さん」「生徒
たち」…
私たちがそこまで気に
することないか(^^;

担任の先生
方と保護者が
懇談会中の
～
とか。

皆様を最後だけに
するとか。
チャンピオン柔
術、コール双葉、
らんちたいむくら
ぶ、～オーケスト
ラの皆様

「生徒さん」児童も
含め全員というこ
とだよね。
「皆さん」にする？

「が」に変更してみまし
た！

とりあえず「さん」を消
してみたよ♪

了解！

【7行目】
第一回目→第一回

なおしました♪

http://www.futabahoshupta.org/?page_id=98


図書部

【全日校執行部主催 ブックリサイクル市】

日時：9月14日(金)
時間：10:30～14:00
       　13:00以降タイムセールあり

場所：家庭科室

＊児童書、文庫本、マンガ単行本、雑誌、学習書、実用書などの古本を販売予定。

＊双葉会IDカード、マイバッグを忘れずにお持ち下さい。

＊一般の方の入場も可能ですが、その場合は受付でビジターカードを借りてから

   入場して下さい。

＊9/22(土)、授業参観の10/6(土)、10/20(土)には図書室前の廊下にて無料配布

   も行われる予定です。

交通部

【補習校駐車場について】
　

　日頃より駐車場ルールにご協力いただき、ありがとうございます。近隣の方々の

ご厚意やご理解のおかげで駐車場スペースを確保できております。今後とも、セ

ントエドナ教会の駐車方法や、横断歩道、補習校駐車場の利用時間帯への注意

など、ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。

【通学バスご利用の皆様へ】

　普段使用しているバス停で大きなイベントや工事などがある場合、事前に学校

へ連絡が入ることはほとんどありません。 お使いのバス停が利用できなくなるよう

なイベントや工事などが入るとの情報を入手されましたら、各バス停の交通部員

までご連絡ください。

駐車場について1行目
ありがとうございます。ま
た、～
このまた、は取ってもいい
気がする。

「また」を取りまし
た！



HAPTA代表
ジョージ

皆さん、HAPTAをご存知ですか？

　2017年1月「PTAをHelping and Assistingする」ことを

目的として設立されたボランティア・チームです。

引き続きメンバーを募集していますので、皆さんもぜひ HAPTAへ
参加してください。

興味を持たれた方は、以下のメールアドレスへどんどん連絡してくだ

さいませ！

 Takamatsugeorge1130@gmail.com

mailto:Takamatsugeorge1130@gmail.com




PTA執行部よりお知らせ

きくぞう君に聞いてみませんか？

PTAでは、皆様からのご意見、ご質問等を随時
受け付けております。
事務室前の「きくぞう君」に投函していただくこと
もできますし、オンラインで投稿していただくこと
もできます。記入用紙はホームページからダウン
ロードできます。
匿名も可能ですので、お気軽に投函・投稿くださ
い。
個別の回答が必要な内容に関しては、 Emailアド
レスの記載をお願いします。

きくぞう君オンラインはこちら
記入用紙のダウンロードはこちら

きくぞうくんは変
更なしでこのまま
でいいよね。

いいと思います!

画質落としてもらった方に
変更しました。 広報の基準に合わせると、

【1行目】
子供達→子どもたち
【3行目】
高校生達
高校生と達の間にスペー入ってる
ね。
この達も「たち」かな。

昨年のPTAだより(4号とか6号)も
「達」が入っているから、らんちさん
はそのままでいいのかなぁ。どうだ
ろう？

https://docs.google.com/a/futabahoshupta.org/forms/d/1d6stn-0gbrhzLSYNrPztL4zAIi21gn__gGJWlbvHQMs/viewform?edit_requested=true
http://www.futabahoshupta.org/wp-content/uploads/2013/07/%E3%81%8D%E3%81%8F%E3%81%9E%E3%81%86%E5%90%9B%E8%A8%98%E5%85%A5%E7%94%A8%E7%B4%99.pdf


PTA活動報告

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
　　　　　      次回PTAだよりは9月上旬発行予定です。

保護者親睦会

2018年5月19日～6月2日
各クラスごと、大・小体育館等にて

保護者親睦会に参加させていただきました。

幼稚部は、子どもたちが楽しみにしている年間行事の打ち合わせ、低～中学年

は日本語のキープの仕方、高学年～中学部は如何に宿題を期日内に終えさせ

るか、高等部はOB/OGの保護者様に進学ノウハウの手解きをいただくなど、内

容には学年それぞれにカラーがあり、興味深く拝聴いたしました。

子どもたちが楽しく補習校に通うために、保護者同士が交流を深める大変良い

機会になったと思います。

取りまとめいただいた学級代表の皆様、ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (PTA会長 法亢)

今回は親睦会の報告だ
け掲載だね。
第3回役員会は発行日と
重なってるから。
編集後記も今年度はやら
ないもんね。
レイアウト的に余ってしま
う？
らんちたいむくらぶが1
ページまるまる使うなら、
きくぞうくんと親睦会で最
終ページを埋めたらいい
と思った。

このページがどうなることやら…
だぁ。
らんちさんが今回も半ページで済
んじゃったし。
サマースクール原稿のボリューム
がどれくらいか分かれば、それか
ら考えてみるね！
もしかしたら最終ページは開き
直ってスカスカにするかも。
いづみちゃん&ゆかちゃんの「編
集後記」熱烈歓迎よ♡


