
　シカゴ双葉会日本語学校 (全日校)にてサマースクールが今年も開催さ

れ、補習校の子どもたちが参加しました。抽選に当選した小学部・中学部
の子どもたちが、補習校では体験することのない様々な活動を楽しんでき
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。

全日校サマースクールへの参加報告

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

　サマースクールに参加した

　一部の子どもたちに感想を

　聞きました！

次のページで紹介しています ♪
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　　何の授業が楽しかったですか？　 　　　
またそれはなぜですか？

　　 図工です。作品をクラスの子が褒
めてくれた！  

　サマースクールに参加した子どもたちの声（2/1）

　　現地校と比べて一番の違いは
何でしたか？

感想は次のページにもつづきます！

参加した子どもたちの感想を一部ご紹介します。

　　 算数です。割り算の筆算が面白く
新しい発見もありました！  

　　 音楽です。初めてリコーダーを吹き、テ
ストで合格できました！

　　 理科です。新しいことを勉強でき、
興味深い話を聞けました！

　　 体育です。現地校とは違い、みんなで声をか
けながら運動するのが楽しかった！

● 全てが日本語だった。
● お行儀が良かった。
● 音楽の授業で音符の読み方が違った。
● スナックタイムが無い。
● 規律あるルールがある。
● 挨拶の時に頭を下げる。
● 朝の運動があった。　　 



　  　全日校の良いところを一つ教えて下さい。

サマースクールに参加した子どもたちの声（ 2/2 ）

● 友達と助け合える。
● みんな優しく、クラスの雰囲気がいい。
● みんな明るくて元気。
● 先生の教え方が上手。

　  　補習校の良いところを一つ教えて下さい。

● 先生がポジティブで優しい。
● 授業の進み方が速い時でも、先生が質問に

きちんと答えてくれる。
● らんちたいむくらぶがある。
● 両方の学校に通う大変さを分かち合える仲

の良い友達がいる。

「もっとお友達と遊びたかった」「もっとお友達と仲良くなりたかっ
た」といった感想もあり、みんなすぐにお友達ができたようです。
その他、「参加してすぐに音楽や家庭科の実技テストがあって大変
だった」「準備時間がもっと欲しかった」といった感想もありました。

今回アンケートにご協力下さった皆さん、ありがとうございました！

　  　来年もサマースクールに参加したいですか？

はい、ぜひ参加したいです！



サマーキャンプ情報

PTA役員おすすめ！

長い夏休み、いかがお過ごしでしたでしょうか？日本に帰国され、
体験入学をされたお子さんたちも多かったのではないかと思いま
す。アメリカでは、長い夏休みを生かして様々なサマーキャンプに
参加する子どもたちが多いですね。 PTA役員おすすめのキャンプ
をいくつかご紹介します。来年の夏休みの参考になさって下さい。

 

  Engineering Experience Camp
イリノイ大学(UIC)の工学部でのキャンプ　(小4-6)

5日間毎日違うプログラムで、建築学やコンピュータープログ

ラミングや、ロボティック手術をしたり投射機やロボを作ったり

したようです。

中学生用のプログラムもあるようですので、来年も行ってみよ

うかなと思っています。

10人くらいのグループで朝9時から夕方4時まで、延長で最大

6時まで見てくれるのでお迎えも安心でした。

https://engineering.uic.edu/about/uic-engineering-summe
r-camp/ 

 

  東京フロストバレーYMCA（小学生と中学生）

NY にある完全日本語のYMCAのキャンプです。アメリカの普

通のキャンプと違い、班行動で毎日分担された場所を掃除し

たり、飯ごう炊さんでカレーライスをつくったり、班のみんなで

出し物をしたりする日本のキャンプです。

大学生のリーダーと高校生のジュニアリーダーが各班につき

ます。リーダーの中にはシカゴ補習校に通っていたリーダー

もいます。

特に日本の中学で体験入学はどうしようかな。と考えている

中学生にはおすすめです。

http://www.ymcatfv.org/summer/

https://engineering.uic.edu/about/uic-engineering-summer-camp/
https://engineering.uic.edu/about/uic-engineering-summer-camp/
http://www.ymcatfv.org/summer/


 

  District 54エリアのスポーツキャンプ

毎年、District 54のサマーキャンプに参加していますが、今

年1st gradeの子どもが参加したプログラムはスポーツキャン

プでした。　

ドッジボール、ゴルフ、ボルダリング、プールなどとにかくとこ

とん一日中、スポーツをしたいお子様にお奨めです。　

またDistrict54では、今年はサマーキャンプの奨学金制度が

ありました。サマーキャンプを通して、子供にどんな事を学ば

せたいか、どのように生かしたいかなどを所定のフォームに

記載し、District 54に送付すると選考の上、$120.00がCheck
で支払われるというものです。　

そこまで大きな金額ではありませんが、非常に助かりました。

皆様にも是非お勧めです。

 

  Harper College InZone Camp　(小学生～高校生）

小学生の子どもが参加しました。

＊テニスキャンプ

初心者レベルで参加、2週間平日の参加でした。

＊fashion design 
実際に洋服をデザインして布、レースを使用してドレスを作

成、最後の日に保護者の前でお披露目会でドレスは持ち帰り

でした。楽しかったようです。

＊ STEM camp 
2週間9:00-4:00で結構長めのキャンプでした。

パソコンを使って実際にゲームを作成したのが一番楽しかっ

たみたいです。

＊ Let’s Build it 
レゴのようなブロックを使いバッテリーも使用して色々な乗り

物を組み立てたみたいです。

https://ce.harpercollege.edu/upload/InZone-2019-Final-Catalog
.pdf

https://ce.harpercollege.edu/upload/InZone-2019-Final-Catalog.pdf
https://ce.harpercollege.edu/upload/InZone-2019-Final-Catalog.pdf


 

  Camp Anokijig

ウィスコンシンにあるキャンプ場での１週間のお泊りキャン

プ。乗馬、フィッシング、などテーマ別の様々なキャンプがあ

り、キャビンで寝泊まりします。カヌーやカヤックなどを楽しみ

ながら1週間本格的なキャンプをするプログラムもあるようで

す。

シカゴエリアからは少し遠いのですが、アウトドアが好きなお

子さんにはおすすめです。

https://www.anokijig.com/summer-camp

 

  Theatre of Western Springs（小学生～高校生）

1日3～4時間、10日間のミュージカルキャンプです。10日目

に本番を迎えます。オーディションなしで参加者全員が何らか

の役をもらえるのが良かったです。今年の演目はフローズ

ン、ピーターパンJr.などでした。

https://theatreofwesternsprings.com/camp2019/

 

  Architectural CAD

建築に多少興味があることから、中学生の子どもが参加しま

した。  2週間のキャンプでCAD ソフトの使い方を勉強した後

に自分で家の設計を完成。

実際に建築を勉強している生徒の方もいらしたようで色々と

話を聞けた事も良かったみたいです。

 

  スプリングバレーのネイチャーアーキテクト

自然のモノを使って工作をするというプログラムに4年生が参

加しました。

日本の生活ではなかなか味わえない経験ができました。自然

について学び、また直接肌で感じることもでき、自然が豊かな

郊外で生活している醍醐味を体いっぱいで

楽しみました。

https://www.anokijig.com/summer-camp
https://theatreofwesternsprings.com/camp2019/


 

  パークディストリクトのプログラミングサマースクール

4年生の子どもが参加しました。

パソコン操作の基礎から簡単なゲーム作りまで、楽しみなが

ら学べてとても良い経験になりました。普段は＜遊ぶ側＞の

ゲームを＜作る側＞から体験することができ

視野が広がる良い機会になったようです。

 

  ドライバーライセンスのサマースクール　(District 211 )

シカゴでは、ドライバーエディケーションも卒業単位に含まれ

ます。我が家は、日頃の授業でとれていなかったので、夏に

チャレンジしました。

通常は取得は次の3パターンになります。

１．学期中の通常授業としてうける。　（半年）

２．学校外の民間のドライビングスクール　（高校の近くにあ

る）

３．学校のサマースクールで取得

まずは、授業をうける前に筆記試験でのパーミットが必要で

あり免許センターで試験をうけます。

筆記試験の対策は、タイミングよくシカゴ日本人会主催の春

の交通安全講習性セミナーがあり2時間ほど講習をうけまし

た。このセミナーは春と秋の年2回開催されており、筆記試験

のためのアドバイスもあります。

サマースクールでは、数時間の座学と8回の路上教習(高速

走行も含む）を行います。

現在のステータスは、仮免許の状態であり　9回目以降は親

が同乗し教習を行い本免許に備えることになります。日本で

は、教習所にお金を払って最初から最後まで教えてもらいま

すが、アメリカでは、親が責任を持って鍛えることになります。

因みにサマースクールでは、District211では自分の学校だけ

ではなく学区内の他の高校でも受講することが出来るので、

例えば午前中は自分の学校で通常学科の単位を稼ぎ、午後

に近所の学校でドライビング講座があれば、その高校でのエ

ントリーも可能となります。

シカゴでは、冬より夏の教習をお勧めします。



 

  その他（中学生と高校生）

高校生 は大学で行われるキャンプに参加して見るのもいい

経験になります。大学の寮に泊まるので大学見学にもなりま

す。色々な分野のキャンプが沢山の大学で行われているの

で興味のある分野のキャンプがどの大学で行われているの

か調べてみるといいとおもいます。

中学生も受け入れている大学のキャンプもたくさんあるので

探してみましょう。

 

  番外（日本での体験入学）

東京都の小学校に5週間体験入学をしてきました。

初めての給食。毎日学校から帰ると今日の献立が何だった

か、何が美味しかったか、ちゃんと全部食べられたか、嬉しそ

うにレポートしてくれました。

通学班、みんなで協力する掃除の時間、そして楽しみにして

いたプールの授業。

初めてのことだらけでしたが、新しい友達に囲まれながら、

しっかり学び、思いっきり楽しみました。

体験入学の受け入れの可否や通わせられる期間は、学校長

や教育委員会の対応により様々のようですが、いずれの帰

国時のために慣らせておく、あるいは帰国予定はなくても日

本の学校・子供文化を体験させるためにも大変お薦めです。

 

  Forest Preserveでのアーチェリーキャンプ

5日間、9時～12時までのアーチェリーキャンプに6年生の子

どもが参加しました。

全くの初心者でしたが、丁寧に教えてもらい大変楽しかった

そうです。森の中で的を射る経験もさせてもらいました。

https://www.dupageforest.org/

https://www.dupageforest.org/


図書部

【全日校執行部主催ブックリサイクル市】
日付：9月13日(金)
時間：10:30～14:30　＊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
本を販売予定です。
＊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。
＊9/21(土）以降には図書室前の廊下にて無料配布も行われる予
定です。

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。
オンラインにて投稿していただくことができます。
匿名も可能ですので、お気軽にご投稿ください。
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

PTA執行部よりお知らせ

https://docs.google.com/a/futabahoshupta.org/forms/d/1d6stn-0gbrhzLSYNrPztL4zAIi21gn__gGJWlbvHQMs/viewform?edit_requested=true


PTA活動報告

第3回役員会

2019年7月13日（土）午前9時00分～12時10分
応接室にて

【執行部、専門部活動報告】
1.　サマースクール開催報告・アンケート結果報告
2.　親睦会振り返り
3.　運動会への対応と取組み
　‣学校側と協力し、総力を挙げて取組む
4.　会計　
　‣PTA会費、寄付金（らんちたいむくらぶ＄700増）の集

計完了
5.　文化部
　‣第一回書道教室を実施
6.　交通部　
　‣登校時のバストラブル報告
　‣保護者の駐車場利用ルール徹底

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21日発行予定です。

【学校側からの連絡・確認事項】
1.　校内で起きた緊急事態に備えて、対応マニュアルを
作成
　‣在校生・保護者へは補習校だより・別途メールにて周
知徹底を図る。
2.　運動会日程変更
　‣補習校だよりにて配信。　当初予定されていた授業参
観、個人面談についてもスケジュールを変更。
3.　不審者の侵入　及び　不審物持ち込み対策につい
て
　‣保護者と学校が一緒となり不審者から子どもたちを守
るため来校時の入校ルールを再徹底したい。　
　‣保護者のIDカードを徹底。

保護者の皆様へのお願い

雨天時に教職員の方々がご使用になる傘が学校玄関脇に何本か置いて
あります。現在不足しておりますので、ご帰国、お引越しなどでいらなく
なった傘がございましたら、ご寄付をお願いいたします。事務室までお持
ち下さい。よろしくお願いいたします。

《役員交代のお知らせ》
会計2 　乾　 →　山田
文化部長2 吉田　→　杉本


