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たんぽぽ組 リングレン 真紀 

 
今年度のたんぽぽ組は、８月には５組の親子でスタ

ートしましたが、学期末の５月には１１組まで増えて、

前半後半クラスに分かれての 授業となりました。今

年度は、双子ちゃんがいたり、後半クラスは男の子

のみだったり、月齢の低い子達が多かったりと、私に

とっても 初めての事やチャレンジングな事も多かっ

たのですが、子ども達と一緒に沢山笑い、保護者の

皆さまと一緒に子ども達の成長を見届ける事が出

来、とても楽しかったです。 今年度のたんぽぽ組で

は、 毎月のテーマに合わせて沢山の絵本を読み、紙

芝居も３度読みました。パネル遊びでは、大きい小さ

いを比べたり、色や形や顔の表情を学んだり、ねず

みがどこに隠れている？遊びをしたり、パネルシアタ

ーで「どうぞのいす」のお話もしました。 工作では、

季節行事やその月テーマに合わせて、紙コップ雛人

形、お正月のコマ作り、手先を使ったビリビリ遊び、

新聞紙や紙袋でサツマイモやカボチャ等など、色々

な物を作って遊びました。 

 精神的にも成長の大きなこの年齢、一年間で沢山

の「出来る」が増えましたね。来年度からご両親と離

れてクラスに入る子ども達、 

この夏休み中に、もっともっと大きく成長するのが楽

しみです。 

 

うめ組 河端 真澄 

 

目次： 各クラスまとめ 

     始業式 8/19/2017 

     さくら祭り 

     お知らせ 

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アメリカの行

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。日本の伝統行事やアメリカの行事なども年齢

相応なレベルで親しみながらそれぞれの文化に触れな

がら、多くのことを体験してもらいました。積極的にテー

マの語彙や活動を理解ながら言葉や行事を、友達や教

師と楽しみながら学びました。 

 

 9 月～10 月は、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。    

 11 月～1 月は、食べ物をメインテーマに、買い物ごっ

こ・レストランごっこなどの遊びを体験してながら友達との

会話の場を広げました。また野菜・果物・日本食・日常食

する食べ物を紹介し、補助を受けながら教師や身近な

人々と簡単なやり取りが出来る活動をしてきました。会

話をする活動では、自分の感情や意思を表現できるよう

常に変化のとんだ活動を取り入れました。制作活動・音

楽活動なども食べ物に関連させながらより多くの語彙の

インブットに努力しました。季節の行事が多かったこの時

期は、子ども達にとっても大きく成長する様子がみられま

した。「お楽しみ会」に向けてポンポンダンスの練習も、

一人一人が楽しみながら、また苦手を克服しながら頑張

ってくれました。練習では興味を持てなかった生徒がステ

ージでは、頑張ってくれたり、反対に周りの環境に圧倒さ

れて動揺してしまったりでしたが、それぞれ新たな体験

が出来たひと時でした。                つづく 
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つづき 

2 月～3 月は、いろいろな家・場所・建物をテーマに、

自分の家・教室・学校などに関係するそれぞれの名

称を紹介し、発話が出来るようそれぞれの活動に取

り入れ語彙の認識を高め、インプットをしてきました。

生徒達もそれぞれが楽しい時間を過ごせるようにな

りだいぶ日本語に興味を持ってくれるようになりまし

た。 

4 月～5 月は、乗り物をテーマに働く乗り物や、陸上

の乗り物・水上の乗り物・自分の知っている乗り物そ

して、自分が知っている乗り物などを紹介しながら、

動画を見ながら語彙を覚えたり、ごっこ遊びで乗り物

遊びを体験しました。「運動会」に向けての練習も始

まり、保護者と子ども達一体になり、うめ組の競技

「救急隊競走」「買い物競走」に汗を流してくれまし

た。運動会では、親子で楽しい思い出作りが出来まし

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。 

 

 

もも組 オスラー 真美 

 
本年度のもも組は、生徒数が 16 名という比較的大きなクラスとなりました。  元気いっぱいの生徒たちは、アシスタン

トの友紀先生と翠先生、そして保護者の皆様の温かいサポートもあり、一人ひとりが個性を輝かせ、様々な面でっ成長

を見せてくれた 1 年でした。 

授業では、日本やアメリカの文化や行事に触れながら、体を動かし、歌を歌い、制作活動や自由遊びなどを通して、い

ろいろな角度からの日本語学習に取り組みました。 また、もも組では、ロッキーズ独自のニューモニックスのカードを

使って、ひらがなへの親しみを深めました。この夏休み中は、この一年で培ってきた日本語をできるだけ維持し、活用

できるよう、保護者の皆様が工夫をされ、多方面で日本語や日本の文化などに触れる機会を、是非お子様に与えてあ

げてください。 改めまして、本年度は、大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 

今年度さくら組では、日本語で会話をすることに自信を

持ってもらえるようたくさんの活動を行ってきました。年

度始めには、日本の遊びやごっこ遊びを通しての会話

練習、そして実際にベークセールでお買い物を楽しみま

した。１月のお楽しみ会では全員が舞台に立ってしっか

りと歌を歌うことができました。２月には節分の鬼の面づ

くり、３月にはつるし雛、５月には鯉のぼりや母の日の手

紙を作り、日本の文化にも親しみました。また、子ども達

の大好きな運動会では借り物競争に挑戦。授業でも紙

に書かれた文字を読む練習をして挑みました。  

 

ひらがな学習では年度を通じてひらがなの文字そのも

のを読めるようになることを目標に学習してきました。た

くさんの言葉も学習し、文字を使ったしりとりやビンゴゲ

ームにも挑戦しました。また、保護者様のご協力を得

て、お家でもひらがなを書く練習を始め、それぞれが各

ひらがなから始まる言葉、絵を添えて、自分のひらがな

辞典を作成しました。最初は自分の名前も読めなかった

生徒さんもいましたが、年度末には全員がすらすらと自

分の名前を書けるようになりましたね。  

 

来年度、新しいクラスでも楽しく日本語を学習してくださ

い！ 
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ひかり組 ナッシュ 麻美 

 
 皆さん、夏休みを楽しくお過ごしでしょうか？今年も一年があっという間に過ぎてしまいました。 

 ひかり組は生徒さんが小学部に入って初めて経験するクラスです。そのため読み書きの練習が本格的に始まります。

今年のひかり組さんもたくさんのことを勉強しました。 

今年のひかり組さんは読解プリント、暗号、教科書音読、くもんの問題集を通して平仮名の定着力を高めました。また一

年を通してカタカナを学びました。そして一年生の漢字を５９文字学びました。漢字はだんだん難しくなってきています

が、皆さん頑張って最後まで勉強してくれました！ 

 ひかり組で行うことは読み書きだけではありません。その時期にあったお話を聞いて工作をしたり日本で一年生が学

ぶ歌を歌ったりもしました。また、日付、曜日、天気の言い方を練習をし、物の数え方、物の名前、形容詞を勉強、また質

問に対して「です・ます」調での答え方を練習しました。年度の最後のプロジェクトでは「理想の家、もしくは乗り物」を創作

してもらい、ポスターボードに書いて発表してもらいました。 

毎週忙しい授業となりましたが、実りのあるいい一年になったと思います。 

それでは、皆様、良い夏休みをお過ごしください。また８月に成長された生徒さん達にお会いできるのを楽しみにしてい

ます。 

 

つばさ組 竹ノ内 あつ子 

 

無我夢中の中、一年があっという間に過ぎてしまいました。 

女の子四人のクラスのつばさ組、それぞれが個性を保ちながら仲良く一年を送ることができました。新出漢字に関して

は、まだまだ覚えこむ段階ではありませんでしたが、緑組が２年生、青組が１年生と毎回の漢字テストは皆努力して満

点の維持に努めました。カタカナは、実際に使ってみて覚えることに努めましたが、引き続き練習が必要です。教科書を

中心とした音読は、物語、説明文以外に「ことばあそび」や「かん字のよみかた」なども入れ、いろいろな文章を努力して

読みました。もちろん、絵本の読み聞かせは全員のお気に入りで、毎回楽しみました。 

更に、「くもんのことばと文ぽう」は緑組が３年生、青組が２年生のものでいずれも漢字の部分を苦労しましたが、言語、

文法の学習を続けました。また青組の読解は説明文、会話文、物語文とプリントで進めましたが、割と簡単に答えること

ができましたので、次の段階へ進むことができると思います。一方緑組の読解は教科書ワークの読解文が中心。中に

は難問もありましたが熱心に取り組めました。その他、動画感想文、日記作文と続け、ご家庭での協力も加え、この一

年もまた収穫の多いものであったと願っています。 

そして、今年度は運動会で選手宣誓の機会を与えられ、皆ロッキーズの一員であることに誇りを持てる貴重な体験ので

きた一日でした。 

こうして振り返ってみますと、不慣れなため迷惑をかけたこともあったかと思いますが、保護者の皆さま一年間のご支援

ありがとうございました。 子ども達も充実した夏休みを過ごし、また新年度に臨んでほしいと思います。 

 



  

 

 4 

 

 

  
ほし組 一条 裕子 

 

I say this every year, but I can’t believe how 

quickly this year went by!  We started the year 

out by learning how to say our names in 

Japanese and going over the Japanese alphabet 

(hiragana).  We also learned how to say 

different types of animals, foods, and simple 

greetings.  By far, the most popular activity in 

our class was Origami.  It took some practice to 

get all the corners lined up neatly, but by the 

end of the year everyone had improved quite a 

bit!  We also learned about Japanese holidays 

and events.  We finished off the year with the 

big Undo-kai which I hope everyone enjoyed (I 

certainly did)!  I hope all of you have a great 

summer, and look forward to seeing you in the 

fall!   

 

こだま組 古田 祥子 

 

こだまの読み書きクラスはひらがな、基本文法、色、

形容詞、時間の自然な定着に主眼をおいて取り組み

ました。ロボットに扮した教師に日本語で指示を出し

て図形を完成させたり、迷路をクリアしたり、色んな

絵を描いてもらって、その日本語の語彙をカルタにし

たり…  

生徒達は本当に先生の話をよく聞いてくれて、新任

の私でも授業がとてもしやすかったです。よく私の小

学校の先生が子供達は水をよく吸うスポンジみたい

に成長していくと言っていましたが、まさにその通りに

どんどん吸収していくさまを見て、子供のすごさを感

じました。これからも楽しく大きく笑顔で成長していっ

て下さい。 

大人クラス ３，４ 古田 祥子 

 

大人クラスは家庭でも使える日本語を目指して、会話中心のクラスを展開しました。同じ文法でも重要なものはトピック

を変えて繰り返し導入することで身について使える日本語になるように授業を行いました。生徒さんには、せっかく勉強

しても、勉強した止まりにならないようにこれからも"使うこと"で使えるようになっていって欲しいと思っています。動詞、

形容詞、語彙も"使える"言葉が増えるよう絵カードで繰り返して練習しました。聞き取りに関しては、出来るだけナチュ

ラルスピードを心がけました。家族のこと、時間、好き嫌い、どこ、なに、買い物などのトピックで質問できる答えられる

ようになれました。みんな目に見えて成長しています。本人に自覚はないかもしれませんが（笑）これからは複文などの

文法も増えていくかと思いますが、これからも継続して頑張って下さい。 

 

―最後にー 

１年という短い間でしたが、たくさんの素晴らしい先生方と素晴らしい生徒さんたちと、また保護者の皆様と過ごせた時

間は本当に充実していて、楽しく過ごさせて頂きました。 ありがとうございます。 １年間試行錯誤しながらの拙い１年

間でしたが、自分自身成長出来たことを感じています。 本当に感謝しています。 また、コロラド州のどこかで皆様の

お目にかかることがあればなと思っています。 
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大人クラス 7、8 ガオヱンズ 由香 

大人クラスが開講し今年で４年目。毎年少しずつですが生徒さんが増えました。前期学期の大人クラスは生徒数６人、

後期学期は新しい生徒が２人増え活気のあるクラスなりました。文法は「あげる、くれる、もらう」、「～ほしい」、「～したら

どうですか」、「～しておく」や、意志形、伝聞「～そう」、「～時」「～みたい」などを学習。これらの新しい表現を使い自分

のほしい物やクリスマスプレゼント、旅行や災害時の準備、身近なニュースや出来事などトピックを変えて会話の練習を

しました。授業では日本の地域紹介として、有名な観光地を地図や写真を使って紹介。漢字はゲームやディクテーショ

ンを多く取り入れ初級から中級過程で必要な１５３文字の漢字の習得をめざして読み書きの練習を行いました。後期学

期より読解力を伸ばすため多読学習法をとりいれました。仕事をしながらの日本語の学習はとても大変なことだったと

思いますが、みなさんよくがんばりました。 

 

のぞみ組 T-グループ ストックウエル 由衣子 

このグループでは、中学生学習者向けに読み書きの取り出し授業として、毎回 1 時間 15 分、文法と漢字学習に焦点を

置きながら、「話す・書く」につなげる知識獲得・定着を目指す授業を行っています。 

本期間において文法は、形容詞の活用、動詞の活用、物品の授受に関する言葉、物事の存在や出来事に関する表現

を練習し、漢字は 29 文字、文章の中で使う練習をしました。今年度導入および練習をした漢字は 70 字となりました。少

人数で毎回和気あいあいと楽しみながら学習に取り組むことができました。 

 

のぞみ組 AP グループ シブリ 久子 

このグループでは、中学生・高校生学習者向けにAP Japanese 受験に向けた集中講座として、毎回1時間半の授業を行

っています。AP Japanese の試験では、日本語のコミュニケーション能力をinterpersonal／interpretive／presentational

の３つの観点からとらえ、決められたテーマの中で、日本に関する知識、そして日本語の言語能力が測られます。 

1月のお楽しみ会では、このAP試験で問われるプレゼンテーションの内容で個々が興味のあるトピックを選び、リサーチ

を経てステージ発表となりました。どの生徒も基本に則りつつも、個性豊かな発表をすることができました。 

2月からは、「自然と環境」「教育」「年中行事」「交通と天気」「食べ物と健康」「世界と旅行」などをテーマにテスト対策をよ

り具体的に行いました。そして、5月の本試験には、クラスから3名が挑戦し、現在、7月上旬に発表される結果を待ってい

るところです。 

 



  

 

 6 

 

 

さくら祭りに参加してきました！ 

6 月 24 日と 25 日さくら祭りに初参加してきました。 

当日は、朝早くから夕方までお手伝いをしてくださった皆様、本当にありがとうご

ざいました。 高校生の活躍により、ロッキーズ日本語アカデミーを広く宣伝する

ことができたと思います。 

さくら祭りは、ロッキーズ日本語アカデミーに最適な宣伝の場所であることを確認

することもできました。 なお、ボランティアのお手伝いの皆様の協力により、400

ドル以上のファンドレイジングを集めることができました。 

また、来年も参加出来たらと思いますので、ぜひ、皆様のお手伝いお待ちしてい

ます。 
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8 月 19 日より、新年度がスタートします。 初回 8 月

19 日は、始業式になります。 新しいクラスの担任、

生徒の顔合わせの日となりますので、必ずご出席く

ださい。 

出席できない場合は、メールにて、お知らせくださ

い。 

初日の始業式の詳細につきましては、後日、ロッキ

ーズ日本語アカデミーのメインメールより、皆様にご

連絡させていただきます。 

当日は、各生徒毎に、パケットをお配りします。その

パケットの中に、ある書類を次週にお持ちください。 

パケットは、必ず受け取っていただきますようお願い

します。 

 

2017-2018 新年度のお知らせ 

Number of Cards distributed:   25  

 
donate $10 to JAR without paying a penny? 

The King Soopers Neighborhood Reward Program will donate 5% of your grocery bill at your local King Soopers to 

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

people do the same, our school gets $500.  If everybody repeats that every month, JAR receives $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？ 

King Soopers Neighborhood Reward Program は、あなたが King Soopers でお買い物した金額の５％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２００ドル分のお買い物すると１０ドルが

当校に寄付されます。もし、５０名の方が同じように月２００ドルお買い物すると５００ドルが寄付され、それを毎月続ける

と年間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、近日中にカフェエリアで、カードを新規販売しますので、ご利用お願いします！ 

 

日本語能力試験について 

「日本語能力試験」今年の受験日は、

2017 年 12 月 3 日（日）です。申し込み

は 8 月 28 日スタート！詳細が分かり

次第、お知らせします！  
 

The 2017 Japanese Language Proficiency Test 

will be given on Sunday, December 3, 2017 . 

Registration will open on August 28. We will 

keep you updated! 
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ファンドレイジング協力企業 

 JTB USA, Inc.  

2016 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. 

 

 

insmarthomes™は、不動産の購入及び売

却のフルサポートを提供しています。 ロッ

キーズ日本語アカデミーのご家族または

お友達へのディスカウントあり。  

  

44 Cook Street  Suite 100 

Denver CO, 80206 USA  

David Rajnak : david@insmarthomes.com 

Rena Rajnak : rena@insmarthomes.com  

phone: 303-968-5387 / 808-721-7851  

http://www.insmarthomes.com/ 

    

 



  

 

 9 

 

 

 

 

 

 2907 Huron St. Unit # 103   
Denver Co. 80202 
TEL: 720-639-2911 
web: www.mytokio.com 

 「本格ラーメン・備長炭焼き鳥・寿司」 

I-25 Exit 212C 20th St. & Chestnut からハーフブロック 

＊建物の裏側に無料駐車場がございますので、そちらをご利用下さい。 

皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。 

 

 
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 

 

帰国の際は、格安エアチケット IACE TRAVEL 

 

IACE TRAVELさんが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  

 

 

 

 

夏休みを皆様、楽しく過ごされていることと思います。 夏はやりたいこと、参加したいこと、夏にしかできないことがいっぱい

で本当に困ってしまいます。 一日が 48時間とかあればいいのだろうか？！とか思ったりしてます。 夏休みも後半に突入です

ね。たくさんの楽しい思い出をお子様と作ってください。 どこかのフェスティバルや、山の中なので私を見かけたら、是非、声

をかけてください。 変な恰好してるかも知れませんけど・・・。 8月 19日に元気な子どもたちの姿を見るのを楽しみにしてま

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/ 

mailto:main@japaneseacademyoftherockies.org

