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今年度、お楽しみ会を開催！
今年度、最大のイベント「お楽しみ会」が 1 月 22 日に催されました。
クラス発表、サッカー選手の訪問、ファンドレイジングなどなど、盛り
だくさんでした。
保護者会のみなさま、ボランティアでお手伝いしてくださった皆様、本
当にありがとうございました。
たくさんの助けがあってこそ、盛大にお楽しみ会を開催することができ
たと思います。 皆様のファンドレイジングへのご協力、本当にありが
とうございました。一同、心よりお礼を申し上げます。
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以下が今回、お楽しみ会のファンドレイジングにご協力いただいた方々
です。
・Money Cafe U.S.A ：コーヒー、Financial Planning 相談券
・Boulder Ice cream
・Yakult U.S.A.：ヤクルト
・Denver Tofu：豆腐
・Sushi Leo：商品券
・Sonoda's Sushi and Seafood：商品券
・Japon：商品券とえび
・Har Mart の店舗
・Sushi Uokura：お弁当

つぼみ 2 月の予定
２月はアイデンティティについ
て学びます。
２月５日

中島 第９章
親のアイデンティティ

１２日

そして、個人でファンドレイジングに協力してくださった保護者の皆
様、おかげさまで、今回のレント代以上の金額になり、無事支払うこと
ができました。
残金は、これからのロッキーズ日本語アカデミーの資金、子ども達の教
材などに使わせていただきます。
子ども達が木村選手、辺見選手あてのメッセージ集を作りました。こち
らも、後日、両選手の下へ届けさせていただきます。

仝上
子どものアイデンティティ

１９日

知念聖美
１７２～１８３ページ
言語学習とアイデンティティ

２６日

仝上
1８３～１９０ページ
家庭環境とアイデンティティ

なお、お楽しみ会での写真をアルバムにしてウエブにのせる予定です。
こちらの方は、パスワード、アドレスをメールにて皆様に後日お知らせ
いたします。
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各クラスおさらい

ひかり組
今年度のひかり組では、学習進度によって 1・2・3 組に分かれて読み書きの学習に取り組んでいます。
1 組では、平仮名の個別学習を終え、日記文の読解練習に入り、一年生向け国語の教科書を使った読みの練
習も行なっています。これまでに導入した漢字は 29 文字となっています。
2 組では、1 月で片仮名の個別学習を終えました。また、これまでに 50 文字の漢字を復習も兼ねて導入と書
きの練習を行っています。カタカナ混じりの読解プリントを利用して説明文や物語文を読んだり、作文作業に
も取り組んでいます。
3 組では、既習の内容を越えて、ディスカッションで必要な５W１H に気を付けながら文章を組み立てる段階
に入っています。また新たに 23 文字の漢字を導入、書き練習をしました。二年生向け国語の教科書の音読や
一年生全漢字８０文字の読み書き練習、例文作りを通して、総合的に知識を復習しています。
11 月にはボルダーにある国立大気研究センターでのフィールドトリップを行い、日本語を媒介としながら
科学に親しみました。12 月、1 月はお楽しみ会のための「スイミー」の劇練習を通して、友達と一緒に作品を
作り上げ成功させる喜びを学びました。今年新たに取り組んでいるプロジェクト活動では「リサイクル」につ
いて学習したり、ゴミの分別を実際に行う体験学習に結びつきました。そして、「持ち物発表」や「インタビ
ュー」を通して、発表の仕方・質問の仕方についても練習しています。

さくら組

もも組

11 月は「食べ物」をテーマに、様々な食べ物を 3 つのグルー
プ（体を作る赤いグループ、エネルギーのもとになる黄色い
グループ、体を整える緑のグループ）に分類したり、色画用
紙と綿を使って具がたくさん入ったのりまきを作ったりしま
した。また、「七五三」や「感謝祭」も取り上げてそれぞれ
の由来や風習についても学習しました。12 月には「ハヌカ」
や「クリスマス」、そして日本の年末年始の習慣（年越しそ
ばを食べる、初詣に行く、お年玉をもらうなど）についても
学習しました。特に日本のお正月については「門松」「鏡
餅」など初めて耳にすることばも多かったようですが、お子
さん達は興味を持って説明を聞いていました。そして年が明
けて寅年から兎年になった 1 月にはまず「十二支」について
学習し、みんなで十二支表を作りました。
ひらがなの学習については、「あ」から「ん」までの清音 46
文字の読み練習が終了し、1 月からは「がぎぐげご」といっ
た濁音の読み練習に入りました。書字練習についてももう尐
しで清音 46 文字が終了します。また、文字学習の時間に
は、ひらがな表から自分で文字を選んで単語を作る、また一
部分が抜けている単語を読んで隠れている文字を推理するな
ど、一音ずつの文字を単語の中で使用していく練習も行って
います。そして 1 月はお楽しみ会が行われ、さくら組のお子
さん達は、なぞなぞとハンドベル演奏を披露しました。今年
も保護者の皆様のご協力のお陰で楽しく無事にお楽しみ会が
終了しました。毎年お楽しみ会を楽しみにしているお子さん
は多く、今年もまた一つみんなの良い思い出ができたのでは
ないかと思います。

11 月は「感謝祭・食べ物・七五三」をテーマに、千歳飴
袋やお弁当ぬりえを上手に切ったり塗ったりしました。
みんなで一緒に体を使って『きれいなハンカチ』や『空
き缶運び』をして楽しんだり、好きなキャラクターや好
きな季節、嫌いな季節を理由も一緒に発表してもらいま
した。授業で扱った『し・つ・く・へ・て・の・ろ・
る・ひ・そ』を使ったひらがなカルタとりで、復習もし
ました。12 月は「冬の行事」をテーマに、感謝祭やクリ
スマス、冬の遊びやスポーツについて発表してもらった
り、クリスマスリースを折り紙で作ったりしました。本
やノート、ペン、小さな動物の数え方も学習しました。1
月は「お正月」等をテーマに、お正月について、おせち
料理やお正月の遊び、お年玉や年賀状などイラストを使
って紹介しました。『羽子板』『福笑い』を作り、楽し
く遊びました。またお楽しみ会の練習を、みんな頑張っ
てくれ、本番ではとても元気良く、上手に歌って踊って
くれました。
手遊び歌は『キャベツの中から』『アブラハムには７人
の子』、『おなかのへる歌』『いっぽんでもにんじん』
『ジングルベル』を歌いました。
お友達表のアイテムにあった、たくさんの日本の料理も
覚えてくれました。
毎回ひらがなぬりえのプリントで、名前をなぞる練習を
しています。回を重ねる毎に、上手に自分のお名前が書
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けるようになってきたお友達が増えてきましたね。

うめ組
うめ組は、この２ヶ月間、教師諸事情により、毎週
担当の先生が代わったりしました。
それでも、できるだけ同じ教師、同じアシスタント
の教師を配置することで、子どもの不安を解消し、
他の先生にもなれてもらえるように、心がけまし
た。
カバーの教師、アシスタントの教師の努力により、
先日のお楽しみ会でも、「ぼくたまご」をとてもか
わいく、披露してくれました。
皆様のご理解とご協力に感謝いたします。
そして、なにより、子ども達の対応能力に拍手喝さ
いです。 きっと、うめ組の皆さんは、この２ヶ月
で人に対応する力がきっと成長しているのではない
かと思っています。

たんぽぽ組
子供たちのクラスでの集中力、時間割の理解度がか
なり向上してきており、朝の挨拶、歌、クラフト、
遊び、スナックの順にクラス内での移動を積極的に
してくれるようになりました。
歌は「糸まきまき」「手をたたきましょう」などに
加え、お楽しみ会用の「おもちゃのチャチャチャ」
「ミックスジュース」を加え、楽器も取り入れて楽
しめました。
クラフトは月のテーマに沿って、クレヨン、絵の
具、粘土、のり、はさみを使って、毎回作品を作っ
ています。はさみの使い方が上手になってきまし
た。
冬休みの間にはさかな釣りゲーム用のさかなを家で
作るという宿題を出し、磁石とクリップで自分たち
で作った作品でさかなを釣って遊べるようにしまし
た。

今月より、麻里先生が復帰する予定です。

つぼみ組
１１月６日に最後のゲストスピーカーのお話をうか
がい、１３日には４人のスピーカーから学んだ事の
まとめを話し合いました。ケース・バイ・ケース
で、それぞれの家庭に合った継承語教育のこれから
の方向を考える上で大変役に立った４週間でした。
１１月２０日から中島和子のテキスト「バイリンガ
ル教育の方法」に入り、第１章「バイリンガルと
は？」を通してバイリンガルの定義と種類とを学び
ました。１２月は同じテキストの第２章を２回に分
けて「母語」と「読み聞かせ」を学び、１８日は
「我が家のお正月」を話し合いました。
１月はお楽しみ会をはさんで同じテキストの第４章
を通して「母語の役割」「ことばの使い分け」「一
人一言語」「親のあり方」などを皆さんのご家庭の
実践を発表していただきながら学びました。お楽し
み会では、今までつぼみ組はお客様でしたけれど、
今年は年齢が揃ったので手遊びうたを皆様の前に出
て発表させていただき、とても良い経験でした。
又、１月から個別指導と子どものプログラムを交互
に入れて成果を見ています。
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ほし組
今回のハイライトは何と言ってもコロラド州弁論大
会での寸劇の発表です。大勢の観客の前で、ほし組
の生徒全員が堂々と桃太郎の劇を演じました。日本
の昔話を披露する、とてもよい機会となったととも
に、生徒全員に大きな自信をもたらしました。
11 月は皆の大好きなキャラクターを使って、自己紹
介の練習をしました。名前や年齢の言い方だけでな
く、お辞儀の仕方まで習いました。
12 月は身の回りの物について言えるようになりまし
た。冬休み前ということで、冬休みの予定を「～へ
行きます」の文型を使って発表してもらいました。
元気なほし組は歌が大好きです。歌を通して日に
ち、天気や曜日なども覚えました。一番人気のある
歌は『ポニョ』です。
ひらがなは、1 月末までに拗音までの導入が完了し
ました。習ったひらがなを使ったビンゴゲームでは
大変盛り上がりました。
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日本人美容師＆美容室のおしらせ
日本語の通じる美容師さんにカットお願いしてみませんか？
（ロッキーズの名前を出していただくと、１０％の当校へのファ
ンドレイジングとなります。）

Salon Noriko
Location: AFFINITY HAIR DESIGN
3234 S.Wadsworth Blvd, Lakewood, CO 80227
Phone 720-254-2952 or 303-284-7209
salonnoriko.com (予約受付のみ)

ロッキーズのファンドレイジング協力企業
帰国の際は、格安エアチケット 東京トラベル

帰国の際は、格安エアチケット アジアトラベル

ロッキーズ日本語アカデミーファンドレイジングの一環として、東
京トラベルさんで航空チケットを購入いただきますと、当校のファ
ンドレイジングとなります。

アジアトラベルさんで航空チケットを購入いただきますと、当校の
ファンドレイジングにつながります。
チケットに関するお問い合わせは、以下の連絡先にお願いしま
す。

チケットに関するお問い合わせは、ロッキーズ日本語アカデミー
専用の担当者、木村様までお願いします。お電話、メールの際
に、当校の名前を出していただくだけですので、よろしくお願いし
ます。（ユナイテッド航空がメインです）
Mr.Masato Kimura（Tokyo Travel)
1－714-434-7136 masato@prodigy.net
http://www.tokyotravelservice.com

Asia Travel Bureau
17801 Main St. Ste#B, Irvine CA 92614
phone 800-615-2291 phone 949-250-3111
sales@asiatravelusa.com
・創業５７年の歴史があり、スタッフ全員が日本語を話します。
・航空券販売の６割は、ＪＡＬを販売。
・デンバー出発のご相談もお気軽にどうぞ。
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JAR からのお知らせ

★

各種提出物について
新年度の各書類をまだ提出されていない方は、
受付のほうまで、ご提出お願いいたします。

★

欠席･遅刻の連絡について

各クラスを欠席・遅刻をする際には、各クラス担任
もしくは、受付まで、ご連絡くださるようお願いい
たします。前日まででしたら、メールで、当日でし
たら、9 時までに電話にて、ご連絡をお願いいたし
ます。
★ ご注意ください。
ロッキーズ日本語アカデミーで使わせていただ
いているチルドレンズプレイスでは、直径 3 セ
ンチ以内に入るおもちゃなどの持込が禁止され
ています。登校なさる前に、必ずお子様のかば
んなどをチェックしていただくようにお願いい
たします。

★

退校届けについて

ロッキーズ日本語アカデミーでは、生徒さんの退校
の際には、退校届けの提出をしていただくことにな
ました。 退校日の四週間前までに、受付までご提
出ください。 なお、提出が遅れると 1 週間毎に、
手数料が発生いたしますので、ご注意ください。
（入学時書類にあります）

NOTARY サービスのお知らせ
JAR 保護者のお一人、マップ明子さんが Notary（公証
人）をなさっています。公証人は、州政府から許可が
あり、ビザの申請書類や税金書類など、証人として、
書類を証明してくださる人のことです。JAR 保護者のみ
無償で行ってくださっています。
お問い合わせはマップ明子さん；akiboo80@gmail.com

スナックタイムの注意事項
スナックタイムのおやつの量は 10 分以内
で食べられる分をご用意ください。また、食
物アレルギーのお子さんを考慮して、ツリー
ナッツ（木の実類）･ピーナッツ(ピーナッツ
バターを含む)の校内持込み禁止をお願いし
ております。
お子様のおやつに関してですが、ピーナッツ
だけではなく、お子様がのどに詰まらせそう
なもの一切、禁止となっております。
例） ぶどう（1/4 にきってあれば OK）、
レーズン、あめ玉、などなど・・・
スタッフが注意を払っておりますが、もし
も、持ってきてしまった場合、お子様がおや
つを食べることができないという事態になっ
てしまいますので、ご家庭で登校前に、ご確
認ください。ご協力お願いいたします。

新入のお友達
新しく、ここに新入学のお友達を紹介する
コーナーを作りました。

たんぽぽ組
Maya McCormick ちゃん
Simon Blue くん

編集後記
寒波！です。 経験したことのない・・・この寒さ、
なんと、この前マイナス２３度・・でした。
外を歩いていると、鼻も、息も凍ってしまうという・・・
この寒さはすごいですね。２日間寒さにより、学校がお休
みというのもびっくりしました。みなさま、暖かくして、
お過ごしください。
ｂｙ千登世

ロッキーズ日本語アカデミー
Japanese Academy of the Rockies
Tel: 303-585-1225
main@japaneseacademyoftherockies.org
http://japaneseacademyoftherockies.org/
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