
 

 

 

 

 

 

 

  

    
                                        

 

2015201520152015----2012012012016666 年度無事に終了しました。年度無事に終了しました。年度無事に終了しました。年度無事に終了しました。    

 

  

急募急募急募急募    
新年度、新年度、新年度、新年度、2222 名の教師を探しています。お知り合いや興味のある方名の教師を探しています。お知り合いや興味のある方名の教師を探しています。お知り合いや興味のある方名の教師を探しています。お知り合いや興味のある方

がいましたら、ご紹介ください。お子様が好きで、日本語を話すがいましたら、ご紹介ください。お子様が好きで、日本語を話すがいましたら、ご紹介ください。お子様が好きで、日本語を話すがいましたら、ご紹介ください。お子様が好きで、日本語を話す

方、教育経験は問いません！是非、よろしくお願いします。方、教育経験は問いません！是非、よろしくお願いします。方、教育経験は問いません！是非、よろしくお願いします。方、教育経験は問いません！是非、よろしくお願いします。    

 

来年度 2016-2017 年度は、8 月 20 日より始まります。楽しい夏をお過ごしください。  

7 月より、こちらからいろいろメールを発行いたしますのでご一読をお願いいたします。 

なお、プレイスメントテストが必要な生徒さんには、夏の間にこちらから連絡させていただきます。8 月の

20 日前までに、プレイスメントテストを実施いたします。 何かご質問等がございましたら、遠慮なくメイン

のメールまでご連絡ください。 

お知らせお知らせお知らせお知らせでございます！でございます！でございます！でございます！    ロッキーズ日本語ロッキーズ日本語ロッキーズ日本語ロッキーズ日本語アカデミーアカデミーアカデミーアカデミーでででで、、、、ドラゴンボートフェステドラゴンボートフェステドラゴンボートフェステドラゴンボートフェステ

ィバルにブースを出すことになりました！！ィバルにブースを出すことになりました！！ィバルにブースを出すことになりました！！ィバルにブースを出すことになりました！！    

    

また～、っていわれそうですが、有志ボランティアによるブースを出すことになりました。 皆さんお手伝い、遊びに来てく

ださい。 日程は、7/30 日と 7/31 日になります。 お手伝いができそうな方は、ぜひ、メインまでメールください。 内容

は、ロッキーズ日本語アカデミーの宣伝、ヨーヨー、動物風船、オリジナル T シャツ、買い物バック、フェイスペイントをす

る予定です。 こちらの売り上げはすべて、ロッキーズ日本語アカデミーファンドレイジングにさせていただきます。 

皆様のご協力、ご参加お待ちしています。 



 

 
 

  

各クラス各クラス各クラス各クラス    後後後後期期期期    まとめまとめまとめまとめ    

たんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ組組組組    リングレンリングレンリングレンリングレン    真紀真紀真紀真紀    

2015 年が始まったばかりの様な気がしていましたが、あっという間に終わってしまいましたね。。。体感では、あっという間ではあ

りましたが、この一年間で、たんぽぽ組の子ども達は色々な面で大きな成長をとげました。 

 1・2・３月は、「生き物・自然・春」を大きなテーマに、「お正月、雪、手袋、節分、バレンタイン・イースター」を行事のテーマに、4・

5 月は「色々な建物と場所、、形」をテーマに「子どもの日、母の日」を行事のテーマに授業を行いました。毎週、テーマに沿った

手遊び歌や絵本、様々なアクティビティや工作を通して、新しい単語や物事に触れ、色々な「楽しい」体験をしてもらえるように授

業を組みました。 

 毎週行っていた名前の点呼とタンバリン叩き。学期初めの頃は一人で叩きに来る事すら難しかったのが、最後の授業では、テ

ーマにそった答えをタンバリンを叩きながら教えてくれるまでに成長しました。毎週の授業の中でも子ども達がいつも大好きだっ

たのは、パネル遊びです。バレンタインには様々な色・大きさのハートで大きさ比べをしたり、指示に従って貼る遊びを楽しみまし

たし、春には木や山や池や草などの自然の場面に、色々な種類の虫や生き物をパネルに貼りました。子ども達が常に盛り上が

ったのは、布遊びやフープ遊び等、身体全体を使う遊びでした。布遊びでは、水色のシーツを海に見立てて、魚や亀などのぬい

ぐるみと一緒に泳いでみたり、布の下にもぐって遊んだり、布の上にボールを乗せて大きく揺らし、ボールを飛ばせる遊びに子ど

も達は大興奮でした。フープ遊びは、フープを下に置いて「ケンケンパ―」でジャンプをする遊びや、フープを使ってトンネルくぐり

遊びをしたり、最後の授業では、フープの端を外して、糸電話ならぬ、フープ電話で遊びました。このように、1 つのテーマや道具

を使って、色々な種類の遊びに発展させていきました。その他にも、1 月末には、お楽しみ会で、「野菜の歌」で手遊びを、「南の

島のハメハメハ」でポンポンダンスを元気に披露する事が出来ましたし、4 月の運動会では、小さいながらも沢山の競技に元気

いっぱいに参加してくれました。 

 2，3 歳は吸収力がすごく、変化も多い一年です。そして何より、まだまだあどけなくて本当に可愛い時期ですよね。子ども達

の、この一年を共に過ごし、成長を見守れたことが、何よりも幸せで楽しかったです。これからの成長も楽しみにしています。本

当に一年間、ありがとうございました！  

うめうめうめうめ組組組組    河端河端河端河端    真澄真澄真澄真澄    

うめ組の生徒達は、初めて親元から離れ同年代の子ども達と過ごすことで年度始は、、ちょっぴり不安であったと思いますがそ

れを克服できるように楽しい活動の中から日本語を学習してきました。年齢相応な日常生活に必要な言葉がを理解し表現でき

るようになることを目標に言語発達を図る活動を日本の季節行事や現地の行事の紹介なども含め授業を進めました。 

 月のテーマに沿いに身近な環境の中から、楽しく実際の体験を通し興味や関心を持たせ活動に取り入れきました。年度末チェ

ックリストに従い、うめ組でこの一年に習得する日本語能力達成を目標としてそれぞれの活動を授業に取り入れてきました。日

本の伝統行事や現地の行事なども年齢相応なレベルで親しみながら友達や教師達と関わり、積極的にテーマの語彙や活動を

理解そして発話して言葉や行事を覚えてもらいました。 

 自分・家族・友達をテーマに自己・家族の紹介をしました。また日常の挨拶・感情や意思を言葉を使って表現できるよう活動を

行ない授業に慣れてもらいました。 

 買い物・食べ物をテーマに沿って、買い物ごっこ・レストランごっこなどの遊びや実際に買い物を体験し自発的あるいは、補助

を受けながら友達同士・教師・その他の人々と日本語で簡単なやり取りが出来る活動をしてきました。また自分の感情や意思を

表現できるよう遊びの中から言葉を習得。食べ物(果物・野菜)の名称が言えるよう授業で紹介してきました。 

 生き物・自然をテーマに季節やお天気「晴れ・曇り・雨・雪・雷・晴れ時々曇り」など自然界に存在する物や事を毎回の授業に取

り入れました。１月のお楽しみ会では、「サンサン体操」や手遊びをご披露しました。 いろいろな建物と場所・乗り物をテーマに

「自分の家・教室・学校」「飛行機・自動車」などの語彙を制作活動などの中から覚えてきました。運動会の練習をお父さん・お母

さんとしながら当日は、「お買い物競走・救急隊員競走・玉いれ・徒競走」を親子で楽しみました。 

年度始に比べどの生徒たちも大きく成長し、できなかったことができるようになり自発的に、あるいは補助を受けながら、友達・

教師と日本語で簡単なやり取りが出来るようになるなどそれぞれの生徒がそれぞれの成長を遂げた一年になりました。 



  

 

もももももももも組組組組    エバンズエバンズエバンズエバンズ    麻美麻美麻美麻美 

今年も 1 年が本当にあっという間でした。 この１年でもも組の生徒達は本当に心身共に成長しました。日本語での発言・発話が

増え楽しんで日本語を学んでくれてとても嬉しかったです。 

 1 月はお正月について学びました。しまじろう雑誌に掲載されている『羽根つき』『凧揚げ』『お年玉』『おせち料理』などの写真

を見ながら学び、またみんなで福笑いをして楽しみました。言葉遊びでは反対言葉・逆さ言葉・同音異義語・しりとりをしました。

２月は石について学び、綺麗な色の石や面白い形の石を家庭から持参しみんなの前で発表をしてもらいました。 恥ずかしそう

に一言二言、発言していた生徒にも活気が見られ今では元気に発表をする事が出来るようになりました。また折り紙でかざくる

まを作ったりシャボン玉遊びをし風についても学びました。 3 月は因果関係、太陽について学びキツネ・カニ・ハトの影絵を作っ

て楽しんだり日向と日陰について学びました。 みんなでイースターエッグにチョークとインクでデコレーションをする作業も楽し

みました。 4、5 月は 1 年の総まとめをしました。みんなよく覚えてくれていて元気に復習をする事が出来ました。平仮名タイム

で使用しているニュモニクスカード（文字と描かれている絵）についても理解出来るようになり元気な声で発言が出来るようにな

りました。 運動会ではみんな元気に競技に参加する事が出来ました。 本当に楽しい 1 日でした。 

 この 1 年、本当にみんなよく日本語を頑張りました。毎朝元気に登校してくれて、元気な子ども達の笑顔に会う事が出来とても

嬉しかったです。 夏休みに入りました、どうぞ安全で楽しい夏休みをお過ごしください。 

1 年間、本当にありがとうございました！ 

さくらさくらさくらさくら組組組組    オスラーオスラーオスラーオスラー    真美真美真美真美    

今学年のさくら組は個性が光ったてもダイナミックなクラスになりました。生徒たちは教室の中に入ったら、「がんばって日

本語を話す」という意識がとても高く、授業中も積極的な会話が飛び交っていました。また、ひらがなの認識と読みの習得

も後半に入りスピードを増し、4 月、5 月の授業では、各生徒が自信を持ってひらがなの学習に取り組む姿が見られまし

た。 文字を書くことにとても興味を持っている生徒も多かったのが、今年のさくら組の大きな特徴でした。 

毎月のテーマに沿った授業に加えて、日本とアメリカの行事やイベントを通じ、歌を歌ったり、工作をしたり、ゲームをした

りして楽しく日本語を学ぶことができました。 今年度の授業で習得した日本語をより確実な物にするために、夏休み中に

多方面での日本語に触れてほしいと願っています。  

ひかりひかりひかりひかり組組組組    ナッシュナッシュナッシュナッシュ    麻美麻美麻美麻美    

一年が経つのは本当に早いものですね。つい最近始業式があったと思ったらもう終了式。月日はどこに行ってしまったのでしょう？ 

今年は青組、赤組の二つのグループで読み書きを行いました。青組はひらがなから始まり、ひらがなの暗号プリントや語彙のプリン

ト、教科書を読むことでを、ずいぶんひらがなが簡単に認識できるようになりました。また、後半にカタカナを紹介しました。漢字は一

年生の漢字を半分以上勉強しました。最後の５週間で簡単な読解文のプリントも行いました。 

 赤組はカタカナから始まり、くもんの問題集で文法を学び、読解のプリントでいろいろなお話を読みました。教科書の音読では漢字

やカタカナが入ったお話を読み始め日本語を読むためにはひらがなだけでなく漢字やカタカナも読めなければいけないことを体験し

ました。 漢字の時間には去年に引き続き一年生の漢字を勉強してもらい、一年生の漢字全てに触れました。  

 宿題ではいつもの絵日記に加え、赤組さんは絵日記についての質問にも文章で書いて答えました。 また、前半には絵本を読んで

（もしくは読んでもらって）質問に答えてもらい、後半は道徳のクリップ「銀河銭湯パンタくん」を鑑賞し質問に答えることもしました。他

の人の気持ちを考え、日本語で答える、また自分の気持ちを日本語で答えるのは最初難しくても練習を重ねることでずいぶん上手に

なりました。 また赤組は後半に算数のすくだいも加わり、算数独特の日本語の言い回しも勉強しました。 

 授業中には日本の文化に触れてもらうため、毎週絵本を聞いてもらい、日本語の童謡も聞いてもらいました。 また、日本語での数

え方、天気、日付の言い方、挨拶、反対語なども勉強しました。 最後にプロジェクトとして「理想のお店」を作ってもらい、保護者の皆

さんを招待して発表してもらいました。  こうしてみると、短かったように感じますがとても充実した一年となりました。 

 週一でしかない授業ではそこまで達成できない日本語の上達が見れるのも、しっかりサポートしてくださった保護者の皆さま、そして

生徒のみんなの努力のおかげです。 本当にありがとうございました。 夏の間もたのしく日本語を使い充実した夏休みをお過ごしく

ださい。 来年度始めに身も心も、また日本語力も伸びた生徒さんそれぞれにまたお会いできることを楽しみにしています 



  

つばさ組つばさ組つばさ組つばさ組    薄井祐美子薄井祐美子薄井祐美子薄井祐美子 

 ロッキーズの保護者のみなさま、今年度も 1 年間お疲れ様でした。 いざ学校が終わってしまったと思うと、とても

悲しい気持ちになります。毎週末子ども達からもらっていた沢山のエネルギーがなくなり、夏休み中に老け込まない

ように気をつけます！さて、今年度のつばさ組ですが、当初より「学校に行きたい」「日本語を勉強したい」というモチ

ベーションを確認または向上させることを主眼においてクラス運営をしてきました。その甲斐あってか、欠席も少なく、

年齢もレベルも様々な生徒が集まるクラスであっても、全員がよく協力し、仲良く助け合いながら学習に取り組むこと

が出来ました。このような環境構築が出来たのも、各ご家庭による子ども達への意欲的な学習指導、または精神指

導があったからこそと心から思っております。こ場を借りて、あらためて保護者の皆様のご尽力とご協力にお礼申し

上げます。 今年度に実施した学習内容の要約は以下の通りです。もし次年度につばさ組への参加を希望されてい

る方がおられましたが、ぜひ参考にされて下さい。それでは良い夏休みをお過ごし下さいませ。 

• 漢字テスト：既習漢字の定着確認（小学 1 年生分および 2 年生の一部） 

• 新規導入漢字：小学 2 年生分 60 漢字を導入 

• 読み書き（読解）：説明文、物語文、会話文の読解を 57 題実施 

• 読み書き（作文）：25 回の簡易作文、3 回の作文用紙を用いた作文 

• スピーチ：「コロラドの自然」「はじめて自分で買ったもの」「もし宝くじに当たったら」「行ったことがある国、また

は行ってみたい国」をテーマに各自 4 回実施 

• 動画視聴：NHK for School の道徳プログラムを視聴し、設問への解答として自分の意見をまとめる練習を各

家庭で毎週実施（28 回） 

 

のぞみのぞみのぞみのぞみ組組組組    関関関関    聡美聡美聡美聡美    

今年度は、基本的な読み書き能力を維持・向上させることを目的とした授業（通常授業）とAP総合学習の２本立てで授業を行

いました。その授業時間の前半に行っている通常授業では、生徒一人ひとりの読み書きの段階・家庭の意向をもとに完全個

別のカリキュラムを組んで７５分間の授業を提供しています。このまとめでは、通常授業の内容についてお知らせします。 

内容として、漢字テスト（各自の希望に沿って１年生または３年生に学習する範囲の漢字の復習のため）・４年生に学習する範

囲の漢字の学習（意味・音訓読み・筆順・書字・熟語を学ぶ）、文章読解の練習（文章を読んでその内容を理解する力を維持

するための文章読解プリント、またはその内容を把握し、正確に理解する力を培う・向上させるテキストを利用）、文法事項の

整理（テキストを利用して、普段使っている日本語には、言語体系があると理解する）を行いました。 

加えて、Schoologyというオンラインシステムを利用して宿題を行いました。４種類の動画視聴の宿題（NHKの語彙力・コミュニ

ケーション・文法事項に特化した番組をオンラインで視聴する）、内容要約・感想文の作文（読み聞かせ番組を視聴して感想、

または情報をまとめ、原稿用紙に作文する）、そして保護者がレポートを作成する音読・読書レポート（生徒が保護者の前で、

個人で決めた分量の読み物を音読し、その様子や気づきをこちらの用意したテンプレートにまとめて担任に報告）が年間宿題

一覧表通りの順と分量で毎週課され、実施してもらいました。 1月から5月までの間に、14回の漢字テストを実施、約50個の

新出漢字の導入、一人ずつ年間予定表に課された文章読解と文法テキストの課題に取り組みました。 

また4月末に行われた運動会では種目に参加するだけではなく、運営の手伝いを行い、学校のコミュニティーの一員としての

役目も十分に果たしてくれました。 

最年長の生徒が高校生となった今年度、生徒達の生活は多忙を極め、日本語教育の継続が難しいと感じられる場面も見受

けられましたが、保護者の方々と一緒に学期末まで頑張り抜いてくれました。 



  

 

こだまこだまこだまこだま組組組組    マッケンマッケンマッケンマッケン    唯唯唯唯    

    

 こだま組は、前期のスキットでクラスにまとまりができて、後期もますますお互いの良い関係が築かれたと思います。授

業中にお互いの行動を律するような、素晴らしい信頼関係が見られる光景も多々ありました。 

後期は、ひらがなに触れることに加え、新しく、カタカナ、形容詞、動詞を重点的に学習しました。カタカナはニューモニッ

クスをみんなで作りました。こちらに「なるほど！」と思わせてくれる素晴らしいアイディアもたくさんあり、良い作品がたくさ

んできました。また、ひらがなの発展として、習った形容詞や動詞をひらがなで読む練習もしました。授業の一環で行って

いたカフェで買い物をする活動では、年度初めは恥ずかしがって販売係りの方に話しかけられなかった生徒も、年度終

わりには習った言葉・文章を使って買い物をすることができるようになりました。前期に続き、後期もことわざの勉強は毎

回の授業で行いました。みんなちゃんと意味も覚えていて、素晴らしいです。 

 後期の文化活動は、1 月にはお楽しみ会でスキットの発表をしました。頑張って練習したので、本人たちも 11 月にＣＪＬ

ＥＡで発表したとき以上に満足のいく発表になったようです。 2 月は餃子パーティーをしました。スキットに出てきた巨大

餃子ではありませんが、みんなそれぞれ楽しんでくれました。 3 月はシンプソンメソジスト教会へ校外学習という形を取

って、ひな人形や五月人形などの、たくさんの日本の人形を見ました。 一度にあんなにたくさんの人形を見ることは、日

本にいてもあまり無い機会だと思います。 4 月は全校生徒で楽しんだ運動会でしたね。みんな一生懸命競技に参加して

くれました。 そして 5 月には鯉のぼりを折り紙で作り、後半ではお好み焼きパーティーもしました。お好みの具を入れて

作るお好み焼きを楽しんでくれたようです。 

こだま組の文化活動は、ほとんどすべて坂倉先生がご提案・計画をしてくださいました。 

この場を借りて、お礼を申し上げます。 

ほしほしほしほし組組組組    一条一条一条一条    裕子裕子裕子裕子    

 初めて担任を任せて頂きました今年度、あっという間に終わってしまいました。ほし組では今年から教室で習った日本語を実

際に使う機会を作る為に買い物実習を始めました。最初は恥ずかしそうにしてあまり乗り気で無かった生徒達も、後半期には

パンの美味しさにつられ楽しそうに参加していました。 3 月には課外授業としてアルバダのシンプソン教会にひな人形を見に

行きました。今年度は語学だけでは無く日本の文化も紹介する事で生徒達に日本を身近に感じて貰いたかったのでとても良い

機会でした。授業では日本で人気のある遊びを通して日本語を学ぶ事もしました。「いっせーのせ」や「30 言ったら負け（または

勝ち）ゲーム」等の遊びを使って数字の定着、「平仮名ビンゴ」、「点つなぎ」等で平仮名の練習をしました。 今年度のほし組の

生徒は工作が好きだったので日本では普段から見かける折り紙、糸電話、風鈴、てるてる坊主等を作り、何なのかを説明しま

した。 絵本の読み聞かせも皆好きで毎週集中して私が本を読むのを聞いてくれました。 とても仲の良い、明るく楽しいクラス

でした！ 

 I can’t believe how quickly my first year of teaching has gone by!  This year in Hoshi-gumi, we started the mock shopping 

trip so we can actually use the sentences and phrases that we learned in the classroom.  There were some students who 

were hesitant at the beginning of the year, by the end, they seemed to be looking forward to it (thanks to Ms. Saori’s 

bread)!  In March, we went to the Simpson church in Arvada for a field trip to see the Hinamatsuri dolls.  I wanted the 

students to not only learn the language, but also learn and feel a sense of connection to the Japanese culture this year, so 

this was a great opportunity.  In the classroom, we learned Japanese by playing popular Japanese games.  We played 

games such as Isse-no-se and Don’t say 30 (or Say 30, depending on how you play) to learn our numbers, and played 

Hiragana Bingo, and Connect the dots to learn hiragana.  This year everyone seemed to enjoy crafts, so we made and 

learned about items commonly seen in Japan such as origami, string phones, fu-rin (wind chimes), and teru-teru bozu.  

Another favorite was reading time, where all the students were very attentive during the time I read them Japanese books.  

It was a class with an awesome group of students who got along very well.  I enjoyed teaching it thoroughly!   



  

 

大人クラス大人クラス大人クラス大人クラス    IIII    ＆＆＆＆    IIIIIIII    ガオエンズガオエンズガオエンズガオエンズ    由佳由佳由佳由佳    

    

大人 1 と 2 ではひらがな、漢字の読み書きの導入と簡単なコミュニケーションスキル習得を目標に一年間取り組ん

できました。ＧＥＮＫＩの教科書を使って学習する上でひらがなを習得することはとても大切なことなのでかなりの時

間を使って練習しました。数の数え方、時間、年齢を学習し、文型「（Ｘ）は（  Ｙ）です。」を使って自己紹介や、基本

文型から疑問文、否定文を学習。「こそあど」言葉をつかって「その時計はいくらですか」、「銀行はどこですか」買い

物に使うときに必要な表現や、場所を尋ねる表現などを学習しました。年度の後半は動詞の活用形を学習。「～に

いきます。」、「～をみます」など助詞の使い方に注意しつつ、現在形、現在形否定、過去形、過去形の否定、疑問

文の文型を練習しました。読解力の練習として、ひらがなと漢字で書かれた短い文章を読みその質問に答える練習

を行いました。 みなさん、本当にがんばりました！日本語の勉強続けてください。 

 

大人クラス大人クラス大人クラス大人クラス    VVVV    ＆＆＆＆    VVVVIIII        ガオエンズガオエンズガオエンズガオエンズ    由佳由佳由佳由佳    

 大人クラスは前任のハック先生から引継ぎ新しい雰囲気の中でスタートしました。前期 9 月から 12 月は希望や願

望をあらわす「～たい」、経験を表す「～ことがある」、二つの文をて形を使ってつなげる練習や、「～んです」、「～す

ぎる」などの文型を使った表現の学習をしました。授業内ではなるべく学習した文法や単語を使って会話練習をする

場を増やしました。授業では日本の文化紹介として七夕、お正月の行事を学習。七夕の行事の紹介の際は皆で短

冊作りをし、5 色の色事に願いを書いて発表しました。後半は可能形の動詞の活用の練習や文型「～そうです」、

「～してみる」、「なら」、「一日何回」などの表現を学習しました。漢字はゲームをしたり、ペアにして読み書きの練習

を行いました。生徒さんの会話の練習の様子は毎回見ていて楽しいものでした。次のクラスもがんばってください

ね。 日本へ旅行の際は学習したことを実践してみてください。 

  

 

本格ラーメン本格ラーメン本格ラーメン本格ラーメン    It’s Real Ramen! 

www.mytokio.com 

ウエイトスタッフウエイトスタッフウエイトスタッフウエイトスタッフ////ディッシュウォッシャーディッシュウォッシャーディッシュウォッシャーディッシュウォッシャー////    

シェフ見習い募集中！経験不問シェフ見習い募集中！経験不問シェフ見習い募集中！経験不問シェフ見習い募集中！経験不問    

ご興味のある方はお気軽にご興味のある方はお気軽にご興味のある方はお気軽にご興味のある方はお気軽に 720720720720----639639639639----2911291129112911 までまでまでまでお問い合わせ下さい！お問い合わせ下さい！お問い合わせ下さい！お問い合わせ下さい！    

48 parking sphind the building    （（（（I-25  Exit 212C）））） 

Half block away from 20th St. & Chestnut Pl....    

2907 Huron St. Unit 103 Denver Co. 80202    

Tel: 720-639-2911  Fax: 720-639-2912    



  

私と私と私と私とロッキーズ日本語アカデミロッキーズ日本語アカデミロッキーズ日本語アカデミロッキーズ日本語アカデミーーーー    

私と家族とロッキーズ 2016‐2017 ① 

大嶋藤子大嶋藤子大嶋藤子大嶋藤子    

14 歳の息子のトミーは、8 歳の時に、フランスよりコロラドへ引っ越してから、また、8 歳の娘のレナは、6 歳の時から、ロッ

キーズに通っています。そして、フランス人の主人のドゥ二も、2 年前より、大人クラスの生徒となりました。 

子ども達が、自分達の母国語として、日本語を忘れない為に、主人との約束として、お互いに子ども達とは、常に母国語

で話すことを、トミーが生まれた時に決めまし た。ですので、我が家では、英語は一切話しません。恐らく主人は、私が子

ども達と話す内容がわからず、つまらなかったり、寂しい思いもしたかと思いますが、 自分の事より、子ども達の将来を大

切に考えた、父親の優しさだと、私は思って居ります。 それでもやはり、私たちが何を話しているのかを知りたくて、自分

も日 本語を習い始めたのですね。 

そのお陰で、トミーもレナも、日本語で話すことには、何の支障を感じる ことなく、自然に話すことができます。二人の出来

ないことは、漢字の読み書き、年相応の日本語の本を読むことなど、いろいろあるので、ロッキーズでの授業は、この二人

にとって、今後自分達の日本語力を維持し、更には少しでも向上させるためには、なくてはならないものです。 

トミーは 8 月より高校へ進学し、宿題も益々増えて、クラブ活動の時間も取られるので、ロッキーズとの両立は大変になり

ます。また、12 月には、昨年合格した 日本語検定 4 級の、次のレベルとなる、3 級にも挑戦するので、母子共に気持ちを

引き締めて、取り組まないといけません。 

二年前には、日本語をほとんど話せず、理解もできなかった主人も、去年の日本語検定で、5 級に合格しました。この事

も、主人と息子両者にとって、お互い良い励みになり、家族 4 人でこれからも、日本語を学び続けてゆけたらと思っており

ます。 

 

 

来年度、来年度、来年度、来年度、授業料変更が行われます。授業料変更が行われます。授業料変更が行われます。授業料変更が行われます。    

    

年間登録料（教材費を含む）年間登録料（教材費を含む）年間登録料（教材費を含む）年間登録料（教材費を含む）                $75.00$75.00$75.00$75.00            

        

    たんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ    --------    月額月額月額月額        $75.00$75.00$75.00$75.00                                            うめうめうめうめ    --------    月額月額月額月額        $75.00$75.00$75.00$75.00                    もももももももも    --------    月額月額月額月額        $80$80$80$80....00000000                                    さくらさくらさくらさくら    --------    月額月額月額月額        $80.00$80.00$80.00$80.00        

    ひかりひかりひかりひかり    --------    月額月額月額月額        $85.00$85.00$85.00$85.00                        つばさつばさつばさつばさ    --------        月額月額月額月額        $85.00$85.00$85.00$85.00            のぞみのぞみのぞみのぞみ    --------    月額月額月額月額    $85.00$85.00$85.00$85.00    

    こだまこだまこだまこだま    --------        月謝月謝月謝月謝    $80.00$80.00$80.00$80.00                 ほしほしほしほし    --------    月額月額月額月額        $80.00$80.00$80.00$80.00    

    

大人初級クラス大人初級クラス大人初級クラス大人初級クラス    1111    セメスター（セメスター（セメスター（セメスター（9999 月月月月~12~12~12~12 月）ー月）ー月）ー月）ー    $270.00 (1$270.00 (1$270.00 (1$270.00 (1 回ー回ー回ー回ー1111 時間半授業）時間半授業）時間半授業）時間半授業）    

                                                2222            セメスター（セメスター（セメスター（セメスター（1111 月ー月ー月ー月ー5555 月）月）月）月）----                    $270.00$270.00$270.00$270.00（（（（1111 回ー回ー回ー回ー1111 時間半授業）時間半授業）時間半授業）時間半授業）    

    大人中級クラス大人中級クラス大人中級クラス大人中級クラス    1 1 1 1     セメスター（セメスター（セメスター（セメスター（9999 月ー月ー月ー月ー12121212 月）－月）－月）－月）－    $360.00$360.00$360.00$360.00    （（（（1111 回ー回ー回ー回ー2222 時間授業）時間授業）時間授業）時間授業）    

                                                    1111    セメスター（セメスター（セメスター（セメスター（1111 月ー月ー月ー月ー5555 月）月）月）月）    －－－－    $360.00$360.00$360.00$360.00    （（（（1111 回ー回ー回ー回ー2222 時間授業）時間授業）時間授業）時間授業）    

                                            

((((兄弟割引１０％、家族割引が該当者にはあります。兄弟割引１０％、家族割引が該当者にはあります。兄弟割引１０％、家族割引が該当者にはあります。兄弟割引１０％、家族割引が該当者にはあります。））））  



 

  

 

【夏休みの目標を立てることの大切さ】 

ディレクター シブリ久子 

ロッキーズ日本語アカデミーの 2015‐2016 年度も無事に終わり、いよいよ三ヶ月近くの長い長い夏休みが始まりま

した。日本への里帰りを予定されている方、キャンプや旅行にもとてもいい季節ですね。 

皆さん、それぞれ楽しい夏休みを計画されていることと思います。 

ここで一つ、ディレクターからのお願いです。何か一つでもいいので、日本語学習や日本文化継承において、何か目

標を立ててそれに向かって是非努力を重ねてください。 

アメリカの夏休みは日本の夏休みと違って、子供達には学校からの宿題が課されません。普段は学校、宿題、習い

事と親子でとても多忙な日々です。夏休みは、サマーキャンプこそあれど、学校がある時に比べると、比較的時間に

余裕がある生活になるのではないでしょうか。 

時間を持て余してしまうと感じることもあるかもしれませんが、子供達自身も時間と心に余裕がある時だからこそ、ポ

ジティブに色々なことを吸収できる時でもあるのです。だからこそ、日本語学習も効果的に進められると考えます。 

私からのお勧めアクティビティーはこちら。 

• 親子で博物館への訪問（現地校で行ったことのある博物館へ親子で出向き、日本語で体験させてあげまし

ょう。英語で獲得した知識を日本語でも体験することで、更に理解が深まり、日本語の語彙量増加にもつな

がります。） 

• 親子でプレイデート（日本人グループやクラスメートと過ごす時間、何か親主導で日本語のゲームや読み聞

かせなどするのも良いでしょう。自分の親以外とのコミュニケーションは、子どもの会話の幅を広げます。） 

• 日本の映画や動画の視聴、その後の親子ディスカッション（家事の合間に見せるのではなく、一緒に鑑賞

し、内容について親子で話し合ってみてください。インプット・アウトプット、両方の増加につながるはずです。

） 

• 読み書きが好きな子には、平仮名・片仮名・漢字練習帳を行うのも良いでしょう。 

• 読み書きを習得途中の小学生以上には、算数の文章題も日本語力アップに効果的です。 

• デンバーダウンタウンで行われる「さくら祭」に参加する。 

http://cherryblossomdenver.org/  などいかがでしょうか。   

私からのお勧め動画はこちら。http://www.nhk.or.jp/school/ 

（子どもの年齢や学年、科目から楽しめそうな動画クリップを探せます。） 

何か良いアイディアは浮かびましたでしょうか。新年度、初回の授業では、担任の先生より子ども達へ「夏休みの楽

しかったこと」を毎年聞いています。子ども達は目を輝かせて発表をしてくれます。どんな日本語体験を家族でできた

か、聞けるのを楽しみにしております！ 

 

 



 

 

 

  

 

JTB USA, Inc.  

昨年、12 月より、カリフォルニアにあります JTB USA, Inc. が当校のファンドレイザーに加わりました。日本行き・アジア

行き・呼び寄せ航空券を JTB USA, Inc. を通して予約し、予約時に「ロッキーズ日本語アカデミー」とお伝え頂けると、航

空券 1 枚につき$15 が当校に寄付されるしくみとなっています。今後の一時帰国やご家族の呼び寄せの際には、JTB 

USA, Inc. の利用についてご検討をいただけましたら幸いです。予約時の電話番号については、受付のチラシをご参照く

ださい。 

JTB USA, Inc. became our fundraiser! 

JTB USA, Inc will donate $15 per ticket to Japanese Academy of the Rockies when you purchase an airplane ticket to Asia 

including Japan, or from Japan to US through JTB USA, Inc. Please mention that you are a member of the Japanese 

Academy of the Rockies when you reserve a flight. We appreciate it if you could consider using JTB USA, Inc as your travel 

agent. See the attached flier for more detail. 

Number of Cards distributed:   23 

    
donate $10 to JAR without paying a penny?donate $10 to JAR without paying a penny?donate $10 to JAR without paying a penny?donate $10 to JAR without paying a penny? 

The King Soopers Neighborhood Reward Program will donate 5555% of your grocery bill at your local King Soopers to 

Japanese Academy of the Rockies.  For example, if you spend $200$200$200$200 a month on groceries, JAR receives $10$10$10$10.  If fifty 

people do the same, our school gets $500$500$500$500.  If everybody repeats that every month, JAR receives $6000$6000$6000$6000 a year!  

Please, ask for the JAR only King Soopers Card and an instruction of usage at the front desk. 

自分のお金を使わずに１０ドルを学校に寄付してみませんか？自分のお金を使わずに１０ドルを学校に寄付してみませんか？自分のお金を使わずに１０ドルを学校に寄付してみませんか？自分のお金を使わずに１０ドルを学校に寄付してみませんか？    

King Soopers Neighborhood Reward Program は、あなたが King Soopers でお買い物した金額の５５５５％をロッキーズ日本

語アカデミーに寄付してくれるプログラムです。もし、あなたが King Soopers で月２００２００２００２００ドル分のお買い物すると１０１０１０１０ドル

が当校に寄付されます。もし、５０５０５０５０名の方が同じように月２００２００２００２００ドルお買い物すると５００ドル５００ドル５００ドル５００ドルが寄付され、それを毎月

続けると年間６０００ドル６０００ドル６０００ドル６０００ドルのファンドレイジングになります。そのお買い物の際には当校専用の King Soopers Card が

必要となりますので、受付でカードの受け取りと使用方法をお尋ねください。 



 

 

  

ロッキーズのファンドレイジンロッキーズのファンドレイジンロッキーズのファンドレイジンロッキーズのファンドレイジン

グ協力企業グ協力企業グ協力企業グ協力企業    

帰国の際は、格安エアチケット帰国の際は、格安エアチケット帰国の際は、格安エアチケット帰国の際は、格安エアチケット    IACE TRAVELIACE TRAVELIACE TRAVELIACE TRAVEL    

    
IACE TRAVELさんが新しく、ファンドレイジング協力企業として、ご

協力をいただくことになりました。 IACE TRAVEL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。  

 

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、支店長 清水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。  

緊急で帰国する場合のチケットも扱っているそうです。  

 

連絡先 ：IACE TRAVEL 4632 S. MARYLAND PKWY, SUIT 5, LAS 

VEGAS, NV 89119 USA  

 

TEL: 702-310-4224 OR 888-527-4223 E-MAIL: shimizu@iace-

usa.com 

 

安心した将来を送れるライフプランは出

来ていますか？ 日米の両国の知識と豊

富な経験で皆さんのライフゴールの達成

をお手伝いします。ご相談はお気軽に！ 
 

 
3773 Cherry Creek North Dr., Suite 575 

Denver, CO  80209               303-717-3540 

info@moneycafeusa.com    

http://www.moneycafeusa.com 

Up to 100% Financing with No PMI 

For qualifying borrowers 

� 30 or 15 year Fixed Rate 

� 4% Seller Concessions Allowed 

� NO Prepayment Penalties 

 

 

Let me help you get your dream home today! 

Jim Richardson 

Sr. Mortgage Loan Officer NMLS#675573 

(720)904-4014 

James_a_richardson@keybank.com 

Say what you mean to say….  
� Translation services between Japanese 

and English 

� Liaison consultation for US-Japan 

business and international business 

development   

Mari Kobayashi Gau  

C) 303-525-2763 

E) mari.g@momonoconsulting.com   

 



 

今年度も本当にお世話になりました。 すべての方々に感謝です。 こうして、事故なく 1年間が終われたことを本当にうれしく思い

ます。 来年度は、長年一緒に私とペアでやって来てくれた、友人でもあり、仕事仲間でもある聖子（さとこ）さんが、家庭の事情で

ロッキーズ退職ということになりました。 未だに頭の中は、ボーっとしてます。 夏休み明けたらなんか聖子さんがいる気がしてな

らないんです。（大げさですけどね。） 年を重ねるごとに、もともと変化に弱い自分ですが、もっと弱くなってきていることを感じ

ます。 来年度も皆様、助けてくださいね～。  夏休み中、皆様事故なく無事に過ごしてください。 どこかで私を見かけたら、声

かけてください。 （笑顔で返事します！） 

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/ 

★ ドアマンのドアマンのドアマンのドアマンのボランティア募集ボランティア募集ボランティア募集ボランティア募集 

 

校舎に入る際の最初のドアを常時鍵が掛かっている状態にする予定で

す。 朝の登校時、下校時、送り迎えの際に必要になるドアマンをして

くださる方を募集いたします。 来年度は、ボランティアが出ない場合

は、当番制にさせていただきますので、ご了承ください。 

 

★ 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。  

 

飲食についてですが、ロッキーズカフェを開催していますが、基本的に

受付周辺以外受付周辺以外受付周辺以外受付周辺以外では、飲食は、控えていただくようにお願いします。 

 

★ 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っています。 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。 

皆様の大好きなロッキーズカフェのさおりさ

んのパン、保護者の皆様が持ってきてくださ

ったお菓子など、 毎週皆様に、楽しんでもら

えたと思います。 

なんと、こちらのカフェのファンドレイジング

は、なんと 3500 ドルを超えました。 一重

に、さおりさんのパンと皆様が美味しいお菓

子を提供してくださったおかげです。 本当に

ありがとうございました。 

カフェカフェカフェカフェののののパンパンパンパンと美味しいと美味しいと美味しいと美味しいお菓お菓お菓お菓
子子子子    

その他注意していただきたいことその他注意していただきたいことその他注意していただきたいことその他注意していただきたいこと 

＊ ロッキーズ日本語アカデミーは、Pinnacle Charter School の校舎

を借りて運営しております、平日は、Pinnacle の生徒がいますので、

忘れ物などには、十分注意してください。 

 

＊ 授業が終わると、お子様たちが出口のほうに走って帰ってきま

す。 できるだけ、廊下は走らないように注意をしてください。 なお、

小さなお子様がドア付近で遊んだりしないようにご注意ください。 手

などを挟む危険性がありますので、よろしくお願いします。 

 

トイレ当番のお知らせトイレ当番のお知らせトイレ当番のお知らせトイレ当番のお知らせ。。。。 

来年度につきましては、また、こちらのほうか

ら追ってご連絡を差し上げます。 

毎週、本当にありがとうございました。 

何度も、ボランティアを申し出てくださった保護

者の皆様、心よりお礼申しあげます。 

 


