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イベント委員による、2017 年度第一弾イベント、ハロウィン！

ハロウィンイベント

10/28

ロッキーズ日本語アカデミーでは、恒例のハロウィンのイベントを行います。
まず、子ども達はハロウィンの仮装をして登校 OK となります。
（こちらは、任意です）
ただし、武器になるもの、ハイヒール、大きいアクセサリー、冠などは、禁止とな
ります。 付けてきたり、持ってきてしまった場合は、クラスの授業が終わるま
で、保護者の方が預かっていてください。 （担任、もしくは、アシスタントが授業
の妨げになると判断した場合は、クラスで預かる場合もあります。）
第一弾は、理事のセントピーエールさおりさんによる各クラスでのトリック OR ト
リートです。こちらは、さおりさんが、トリートを持って各クラスを回ることになっ
ています。 子ども達一人一人に、ロッキーズ日本語アカデミーより、ちょこっと
プレゼントが配られます。
第二弾は、イベント委員によるジャンケントリック OR トリートです。
ロッキーズカフェのエリアや廊下に 3 種類のお菓子を持った、イベント委員が
いますので、イベント委員とジャンケンもしくは、日本語で「お菓子をくれないと
いたずらしちゃうぞ」 もしくは、じゃんけんポン！といっててトリートを獲得してく
ださい。
なお、カフェでは、ハロウィン用のフェイスペイントを何名かのイベント委員で行
います。こちらは、デザインにより、1 ドルから 5 ドルのファンドレイジング（値段
は、選んだものによって違います。） をお願いします。

Issue Date
今月のニュースレター
1. ハロウィンイベント
2. スタッフの自己紹介
3. お知らせ
4. その他

連絡事項

JAPANESE
OCT. 2017

ACADEMY OF THE ROCKIES ニュースレタ－ | Issue

ディレクター シブリ久子
今年度、ディレクター五年目を務めさせていただきます、シブリ久子です。 このディレクターの仕事は、学校経営、人事、教育
を管理することを目的に理事会にて創設されました。学校経営では、予算管理を理事会と共に行い、人事においては、教員採
用の面接と決定、人材配置を行います。また、教育では、スティアリングコミッティと共に、各クラスのカリキュラム作り、そして、
先生方への指導を行っております。そして、今年度は、引き続き AP クラスを担当しています。
私自身は、2010 年コロラド大学ボルダー校の修士課程を修了し、以来、大学、コミュニティカレッジなど高等教育機関での日
本語教育に関わっており、今年度は、引き続き、コロラド大学ボルダー校の日本語科にて教壇に立っております。大学生に日
本語を教える傍ら、ロッキーズ日本語アカデミーでは 2007 年から教職と運営に携わっております。
私生活では、この秋から息子がキンダーに進学し、いよいよ始まったアメリカでの公教育の体験を息子を通して楽しんでいると
ころです。 職業柄気になることも多々あり、息子の学校での教育内容、評価内容と方法、教師による子どもへの躾けの方法
など、多くのことを学ばせてもらっています。
今年度も、これまでの教師経験、子育て経験を活かして、各クラスの先生方へのサポートを通して、子ども達にとって楽しい実
り多き授業作りにかかわっていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

のぞみ 2 組国語科 ＆こだま 1 組 （臨時：クラス後半担当） ハーマン佳子
もうすぐコロラド在住 11 年目を迎えます。それまでは東京の外資系金融会社で役員秘書をしていました。昨年卒業し
たコロラド大学デンバー校の心理学部では児童発達心理学や社会心理学を主に学び、思春期心理学研修の一環 とし
てボルダー高校で日本語クラスのボランティア教員もしました。今年の 1 月からはコロラド大学院デンバー校でジェン
ダーに基づくバイオレンス(DV)について学んでいます。日本語教育に関しては、コロラド大学の学生をはじめ、ボルダ
ー高校の高校生から一般社会人まで幅広く日本語家庭教師 をしてきました。プライベートでは中学生になった 11 歳
男子の母親でもあります。今までの経験と知識をロッキーズで活かせるようがんば ります。どうぞよろしくお願いしま
す。
My name is Yoshiko Herrmann. I teach both the part that is general Japanese language of Nozomi-2 and the second
part of Kodama1 temporarily. I have been living in Colorado for almost eleven years. When I lived in Tokyo, I was
working as an Executive Assistant at international banks. I graduated with a BA in Psychology, mainly child
developmental psychology and social psychology, from the University of Colorado (CU), Boulder last year, and I have
started to take a certificate course in Gender-Based Violence Study from the University of Colorado (Denver) since
this January. As a CU intern student, I had an opportunity to work as an assistant in the Japanese class of Boulder
High School. I also have experience working as a Japanese private tutor. I am a mom of an 11-year-old boy as well. I
am so excited to work at the Japanese Academy of the Rockies using my skills and experiences.
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のぞみ 1 組 遠藤 悠
はじめまして、今年度からのぞみ１組の担任を務めさせていただくことになりました、遠藤悠です。 日本では弁護士をしていま
したが、夫がコロラド大学で働き始めたことに伴い、今年５月からボルダーに引っ越してきました。現在は International English
Center という語学学校に通って英語の勉強をしているところです（毎日の宿題に四苦八苦しています…！）。こちらにきてか
ら、ロードバイクやハイキングが大好きになりました。
ロッキーズでは、生徒たちからたくさん元気をもらっています。 初めての経験ではありますが、全員が毎週楽しく日本語を学
べるよう、１人１人に寄り添って、工夫をしながら頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします！

のぞみ 1 組 アシスタント ハンキン 真衣子
昨年に引き続き、のぞみ１組のアシスタントとのぞみ１組青グループ読み書き授業の担当になりました、ハンキン真依子です。
普段はもうすぐ三歳になる娘の子育てを楽しみながら、娘の言語の成長と共にバイリンガル教育の難しさと大切さを日々ひし
ひしと感じています。
去年はのぞみ組のアシスタントを通して、多言語家庭で育つ子ども達の日本語力の成長を垣間見ることができ、とても頼もしく
感じました。 今年もまた子ども達の日本語学習のお手伝いをできるのが嬉しく、その成長を見られるのがとても楽しみです。
ロッキーズは二年目のまだまだ新米アシスタントですが、子ども達と一緒に私自身も日々精進したいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

つばさ組 竹ノ内 あつ子
昨年度に引き続きつばさ組の担任をさせていただくことになりました竹ノ内あつ子です。
早いもので、コロラドでの生活も３年目になりますが、その前はニューヨークに長らく住み、日本人の高校生相手に日
本語基礎を、また補習校ですと主に小学校の高学年を相手に 25 年間もの教員生活を送っておりました。 ただそれま
での経験とは異なり、 ロッキーズでは、低学年に継承語を教えるということで二年目の今もまだ日々模索しています
が、熱心な保護者の方々の協力も得ながら、
子ども達が楽しく学べるような環境づくりに励んでいきたいと思います。 どうぞよろしくお願いします。

つばさ組 アシスタント ハンター 友紀子

今年度よりつばさ組のアシスタントをさせて頂いています。私は留学の為に 1999 年にコロラドへ来ました。 英語ばか
りの生活でしたが娘達が生まれてからはロッキーズ日本語補習校のおかげで日本語のみのコミュニケーションも無理
なく取れるようになってきました。 毎週生徒さんと保護者の皆さんの努力されている姿を見て感動しています。 学年
が上がるにつれて現地校とのバランスも取りにくくなってくるのでしょうが、土曜日のクラスを楽しみにして登校できるよ
うにお手伝いしたいと思っています。 今年１年間よろしくお願いいたします。
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ひかり組 ナッシュ 麻美
今年度でひかり組の担任が４年目となります、ナッシュ麻美です。 息子の入学をきっかけにロッキーズにお世話になり始
め、今では娘もお世話になっています。 幼い頃から教師になりたく、また英語に興味があり、アメリカの大学に留学して教員
免許をとりました。 それから４年ほど中高生に数学を教えましたが、息子の出産を機に専業主婦となりました。
いつかはまた教員に戻りたいと思っていた時にロッキーズでいい機会をいただきました。
今年も生徒さん皆さんと楽しみながら日本語を通して日本の文化に触れていきたいと思います。
今年度もどうぞよろしくお願いします。

さくら組 ロズボリル 亜美
初めまして、2017 年度さくら組の担任を受け持つことになりました、ロズボリル亜美です。 現在 1 歳になる娘の出産前はアメリカのプリス
クールの Lead Teacher として働いてきました。 それ以前はロサンジェルスの日本語学校では、幼稚部を担当し、テネシー州では、日本語
補習校でアシスタントを通して、日本語教育に携わってきました。 今までの経験を生かし、ここロッキーズ日本語あアカデミーでもさくら組
に合ったレベルの教案を考え一年間、生徒の皆さんが楽しく日本語、日本の文化を学べる環境を作っていきたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。

もも組 1 組

チャコン 翔子

今年度、もも 1 組の担任を受け持つことになりましたチャコン翔子と申します。
日本にいる時は、保育士として働いており、子どもと関わることが大好きです。渡米した後も、子どもと関われる
仕事を！と探していたところ、ロッキーズでお仕事をさせて頂けることになりました。
現在は、1 歳 8 ヶ月になる娘の育児を毎日楽しんでいます。バイリンガル教育について、まだまだ未熟ではありま
すが、これからロッキーズで、沢山学んでいきたいと思っています。
子ども達に、今日も楽しかった！と言ってもらえる授業を毎週できるように、担任を務めていきたいと思っていま
す。よろしくお願いします。

もも組 １組 アシスタント トラウトマン 友紀

もも 1 組アシスタントのトラウトマン友紀です。 ロッキーズ新年度が始まり早くも２カ月が経とうとしています。子供たちはク
ラスにも慣れてリラックスしてきた様子です。 私は、今年でもも組アシスタント２年目になります。担任の翔子先生と楽しい
教室づくりを目指しています。私自身は、10 歳と 7 歳の子どもがおります。自分の子どものバイリンガル教育には日々悪
戦苦闘しておりますが、ロッキーズで子どもに接することは、私にとって週に１度の癒しとなっています。まだまだ至らないこ
ともあるかと思いますが、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
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もも組 2 組 オスラー 真美
こんにちは！ 本年度、もも２組の担任を受け持つことになりましたオスラー真美です。 今年でロッキーズ日本語アカデミーのクラスの
担任としてお世話になるのは 5 年目となります。 それ以前は理事として設立以来ロッキーズに関わってきました。
私は現在、平日は現地のミドルスクールで特別支援学級のサポーターとして働いています。そこで、週に一度ではありますが、生徒たち
に日本語や日本文化などの紹介もしています。
日本では 3 歳児から中学生までの年齢の生徒たちに英会話を教えた経験と、私立の幼稚園で働いた経験があります。 それから、コ
ロラドでは Front Range Community College 付属の乳幼児教育施設で、長年幼児教育に携わってきました。 この経験をもと
に、生徒のレベルに合った教案を考え、生徒の皆さん一人一人が一年間楽しく日本語や日本文化を学べる学習環境を築いていきた
いと思います。 今年も一年間、どうぞよろしくお願いします！

もも組 ２組 アシスタント ソイヤーズ 翠

今年度もも組２のアシスタントをさせて頂く事になりましたソイヤーズ翠です。 長女はもも組１でお世話になっています。今
年でロッキーズで働くのは 2 年目、もも組を担当させていただくのも 2 回目になりました。 今年夏に第三子を出産し、現在
4 歳、2 歳、3 ヶ月の母として悪戦苦闘する毎日です。また去年とは違う、個性豊かなもも組の子ども達のお手伝いをさせて
いただくことを嬉しく思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。

うめ組 河端 真澄
うめ組の担任は今年で 6 年目になります。それ以前は、幼児部から小学部のアシスタント・代講などをしていまし
た。ロッキーズと共に成長させていただいています。私には、中学生（9 年生）の息子と大学生の娘のがいます。週
はアダムス 12 学区の小学校でサポートスタッフとして幼稚園児から 5 年生の生徒たちのお世話をしています。
親の立場からまた教育の現場にいるスタッフの立場から子ども達の成長をサポートし、それぞれの子ども達が楽し
く日本語を習得できるよう日々努力していきますので宜しくお願い致します。

うめ組 アシスタント 二宮 佐恵
うめ組アシスタントの二宮 佐恵です。今年度は、２年目になります。 私は、理髪店を営む両親の元に生まれ、毎日忙し
く働き、お客さまとの会話を交わす姿を見、聞きしながら幼少期を過ごしました。 みかん山と宇和海を見渡せる愛媛県で
育ちました。小学生の頃、いつかディズニーランドに行きたい、アメリカに行くとなれば英語が話せなくてはと思い、テレビ
や、ラジオで英会話を学び始めていました。そのうちその夢が、結婚を機にかない、アメリカ、コロラド州、デンバーに住む
ことになり、早２５年が過ぎ、私は嫁から母親に、可愛かった子どもが父親に、まるで浦島太郎さんのように、あっという間
におばあさんになりました。そんな昔話のお話のような人生を歩んできて、おばあさんになってから続く人生が、ロッキー
ズで可愛い子ども達とまた過ごせるチャンスに恵まれ有難く思います。３歳の子どもが、初めて親元を離れて教室に入る
時の不安、泣きたくなる気持ち親も子もつらい別れを思い出します。私もアメリカでの子育てをしながら、子どもと共に歩
み成長してきました。私の今までの経験をアシスタントのお仕事に生かし、子ども達、御父兄の皆様と、信頼の絆が、結
ばれますよう努力します。よろしくお願いします
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たんぽぽ組 リングレン 真紀
ロッキーズでは、開校数ヵ月後から 2 年半ほど「もも組（4,5 歳児）」の担任をしていました。その後、出産･育児休暇
の後、「たんぽぽ組(2,3 歳）」の担任になり、早い物で今年で 6 年目になります。 私自身も現在 9 歳半の娘と 8 歳
の息子の母親ですので、アメリカでバイリンガル子育てをするのが簡単ではない事を、ひしひしと実感しています
が、「遊びを学びに変える」をモットーに、少しでも皆さんのお手伝いが出来るように頑張りますので、
今年度もどうぞよろしくお願いします

ほし組 一条 裕子
今年もほしの担任をさせて頂きます一条裕子です。 ほし組の担任をするのは３年目になりますが、今年はは新しい生徒
が増えたのでどんなクラスになるか楽しみです。 私自身、こだま２に１０歳の長女とこだま１に７歳の次女がいます。私
は幼い頃から日本とアメリカ（オハイオ州）を行き来した後、オハイオ州の大学を卒業しました。オハイオ州に住んでいた
頃は毎週日本語補習校に通っていたので「週末にまで何故学校に行かなくちゃいけないんだ？」と言う生徒の気持ちが
よく分かります。 そう言った生徒の気持ちを常に考慮し、出来るだけ楽しい授業を行いたいと思っています。 宜しくお願
いします！
My name is Hiroko Ichijo, and I will be the lead teacher for Hoshi-gumi this year. This will be my 3rd year as the
lead teacher for this class, but we have several new students this year so I'm excited to see what our class
dynamic will be like! I am also a mom to two JAR students (and a wife to one JAR adult class student) – I have a
10 year old daughter who is in the Kodama 2 class and a 7 year old daughter who is in the Kodama 1 class. I
was born in Japan, but spent half of my childhood in Ohio. Growing up, I spent my Saturdays going to Japanese
school so I can relate when students start to question “Why do I need to go to school on the WEEKEND too…?” I
always keep that in mind and try to make the classes engaging and entertaining so it keeps the students
motivated as much possible. I'm looking forward to getting to know the students and to another great year!

こだま 2 組 バウダー 友紀
今年度、こだま２組の担任をさせていただくことになりました、バウダー友紀です。
昨年のさくら組を担任し、今年がロッキーズでの２年目となります。どうぞよろしくお願いいたします。
昨年の春にコロラド州に引っ越してきてきて約１年半になります。普段はさくら組でお世話になる５歳の息子と、イヤイヤ期
真っ盛りの２歳の息子に振り回される毎日です。
日本では英会話スクールにて子どもに英会話を教えていました。１１年に渡米し、５年間住んだカリフォルニア州では、小学
校区で保護者会や特別支援が必要な生徒の学習プランの打ち合わせなどで、フリーランスの通訳として働いておりました。
今年度は JLL クラスという新たな挑戦となりますが、とても楽しみにしております。 どうぞよろしくお願いいたします。

Hello, I am Yuki Bauder and I teach Class Kodama 2 this year.
This is my second year at the Rockies and I am excited to teach JLL class this year!
I was born and grew up in Osaka, Japan. After teaching English to Japanese children for years, my husband and I
moved to the U.S. in 2011. We lived for 5 years in bay area, CA, where I was a freelance translator for the school
district and helped Japanese families with IEP and parental meetings. I have two sons; a 5 year old who is in
Sakura class, and a wild 2 year old. My family moved to Colorado last year and we love it here so much.
Thank you.
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コスチューム来て
きて OK だニャ
ー。 でも、授業
の邪魔になるもの
はだめだめにゃー
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各クラスに理事のさ
おりさんがトリート
を持って回ってくれ
るニャー。

イベント委員のみんながお
菓子を持って廊下で待って
るよ。 じゃんけんしてお
菓子をゲットニャー クラ
スが終わったら、急ぐべ
し！

ロッキーズカフェでは、イ
ベント委員がフェイスペイ
ントをしてくれるニャー、
ファンドレイジングだか
ら、＄＄取るけどね。（３
ドルから８ドル）

ハロウィーンのカ
フェも楽しみじゃ
にゃ～
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ファンドレイジ
ング協力企業の
紹介

8

こちらに掲載されている企業は、ロッキーズ日本語アカデミーへのファン
ドレイジング協力企業になります。

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/

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６００
０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！

JAPANESE
OCT. 2017

ACADEMY OF THE ROCKIES ニュースレタ－ | Issue

9

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

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。

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

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.
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お知らせ
プレイグラウンドについて
先般、メールにて、プレイグラウンドの使用につ
いてお知らせいたしました。 不都合ではござい
ますが、使用について守っていただきますように
お願いいたします。
・放課後のプレイグランドの利用は、保護者また
は保護者が個人の責任で委託した大人が必ず付き
添っての利用とします。
・プレイグランドの利用は、12 時（正午）までと
します。
・ゴミ箱をドアストッパーに利用するのを禁止し
ます。

・ただし、基本的にはドアはオートロックなの
で、再入校には、各自でドア開錠者を
し
てください。
・授業後は、速やかな下校をお願いします。

その他注意していただきたいこと
＊ 基本的に、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。

ロッキーズは、11 年目になります。いや～、初めて受付をやりだしてからいろいろなことがありましたが、ロッキーズの子ども達の成
長を見ることが出来て本当に幸せです。幼かった子ども達が、もう中学生、高校生になってしまっています。ロッキーズに来ている子た
ちが私を手伝ってくれるのが、本当に嬉しいです。（物で釣ってる時もありますけど‥笑）また、一年楽しくロッキーズに来てくれるこ
とを願ってます。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/

