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はじめに 

ひまわりの会では、２～６歳児を対象として、日本の幼稚園    

カリキュラムを導入し、日本の伝統文化や習慣、四季折々の行事

を踏まえた、日本語による保育活動を行っています。卒園後も多

くの子どもたちは、何かしら日本語の学習を続けております。日

本語の基礎学習は、当会の幼稚園プログラムの次の学習ステッ

プであるため、以前より小学生向けのプログラムもあったらという

声が保護者様からありました。そのご要望に応えられたらと準備

を開始し、この度、小学生向けのクラスを試験的に開講する運び

となりました。 

 

当会では、基礎学力の定着を目指し、振り返りの学習にも力を入

れていきます。そして、学ぶ意欲を育むこともとても大切なことと

捉えています。子どもたちの中には、日本語は難しいと自信をな

くしてしまったお子さんがいるかもしれません。現地校との勉強の

両立が大変だったり、クラブ活動など様々な活動があり、時間が

取れなくなってしまった、やむなく中断してしまったお子さんがい

るかもしれません。また、勉強し直そうと思ったとしても、せっかく

勉強したのに忘れてしまっていたとしたら…、なんとももったいな

いことです。前へ前へ進む教育機関は数多くありますが、再学習

や前に戻って学べるところは少ししかありません。中学生、高校

生ともなると尚更です。そうしたお子さんたちも気負いなく学べる

よう授業づくりをしています。 

 

教育目標は、 豊かなことばの育成を掲げ、話す・聞く・書く・読む

力を伸ばすことに目標をおいています。 
 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 
 

 

入会案内 

【対象】 小学生クラス： 小学校低学年 

 中学生クラス： 中学生、高校生  

【内容】  日本語学習＆日本文化体験 

【条件】 

◎ 入会希望の生徒は、日本語での指示が理解できること （►注釈１

参照） 

◎ 集団授業参加にあたり、支障なく参加できること  （►注釈２参照） 

◎ 保護者は日本語を理解できること、日本語で補助当番ができるこ

と（►注釈３参照） 

◎  保護者は運営に関連するお手伝いができること （►注釈４参照） 

►注釈１  

 具体的日本語力は、ひらがな、カタカナを読める、書ける、

または、勉強したことがある。 

 

 

 

►注釈２  

 当会参加中に問題が発生する場合、ひまわりの会として保

護者とや生徒と話し合い、問題解決に至るよう尽力します。

但し、集団授業という特色柄、他の生徒や教職員の健康や

安全を害するような行いが見られる場合、または、生徒のニ

ーズが当会では満たされない場合は、正当な理由の有無に

かかわらず、予告なしに退会をお勧めする場合もあります。

ひまわりの会方針に対する準拠を拒む場合、もしくは準拠出

来ない場合、退会をお勧めすることもあります。 

 医療的補助・教育的補助が必要な生徒は、そうした施設が完

備されていないこと、医療専門家・特殊教育教諭が常勤して

いないことより指導・支援に限界があるため、入会受付し兼

ねる場合があります。 

►注釈３  

 補助当番として、順番で授業クラスのお手伝いをしていただく

場合があります。保護者にとっても、クラスでの生徒たちの様

子を観察できる貴重な機会になります。年間補助回数は、生

徒数に応じて変動します。 

 補助当番の仕事内容に関しては別冊「補助当番の心得」を

熟読してください。 

 当会の教育目標や教育方針より、補助当番や宿題の際、少

なくとも一人の保護者は、日本語や日本文化に理解があるこ

とが望ましいです。また、当会や担任からのお便り、書類、連

絡は、すべて日本語になります。コミュニケーション手段とし

て、Eメールを多く利用しており、日本語でのやり取りができる

コンピュータ環境の設定、緊急時連絡手段として携帯電話で

のＴＥＸＴ(英語可)設定をしていただきます。 

 保護者代わりとして、シッター等が代行することは、入会受付

し兼ねます。 

►注釈４ 

 円滑に運営するため、全てのご家庭に役割分担をお願いする

場合があります。必要数の保護者のお手伝いが集まらない場

合、やむを得ず行事をキャンセルすることもあり得ますのでご了

承下さい。 

【場所】 Providence Presbyterian Church 施設内   

 9019 Little River Turnpike, Fairfax, VA 22031 

【授業時間】 ９：００～１２：００ （９時００から９時３０分の間に登校）   

【授業日】  原則、ひまわりの会保育日に準じます。                                      

別紙参照。 場合によって変更になる事もあります。 

【準備】 

 筆記用具の予備は用意しておりません。足りないものは補

充いただくようお願いします。 

 日本の小学校１年生の教科書をお持ちの場合、持参くださ

い。 

 

バージニア北部地区 日本語教育プログラム  

ひまわりの会 ２０１８年度入会ご案内 
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新規入会までの過程 

【ご入会までの流れ】       

参加ご希望の方は、入会担当 enrollment@himawaridc.org までご

連絡ください。こちらから入会必要書類を E メールでお送りします

ので、入会必要書類と登録手続料を期日までに郵送してください。 

 

▶▶定員になり次第申し込みを締め切ります。 

►►入会受付完了は、登録手続料受領が確認できた時点となりま

す。 

►►期日までに上記手続きが済まされない場合、お席は他の方に  

お譲りすることになりますので、 ご了承ください。 

 

【入会申込書受付/提出書類・登録手続料郵送先】 

Japanese Education Institute, Inc.  
Himawari no kai  
P.O. BOX 2326  

Merrifield, VA 22116-2326 

※１ 入会書類・登録手続料、郵送期限 

＊ 米国在住ご家庭の郵送期限： 入会申し込み後１週間以内    

（消印日有効）  

＊ 米国外在住ご家庭の郵送期限： 入会申し込み後原則１０日 

（消印日有効） 

►►入会手続きの詳細に関しては、上記記載の E メール配布書類

を熟読願います。 

【費用】  

<登録手続料> １人８０ドル（新規会員）    

<運営補助金> １００ドル/一家族につき（保育小中高共通） 

 

<授業料(教材費込)> ９９０．００ドル（年一括割引） 

 

４８０ドル（９月－１２月） 

６６０ドル（1月－６月） 

＊二分割の場合割引なし 

 

＊登録手続料は年度内有効。一度ご入金頂いた登録手続料や運営

補助金は、返金いたしかねますのでご了承下さい。 
 

＊次年度以降、登録手続料・授業料・運営補助金は、変更される場

合があります。 

 

 

日本語クラス案内 

楽しく学び、基礎学力を身に付けていくために、学ぶ意欲と学

び方に工夫をしたクラスを目指していきます。 

子どもが主体的に「おもしろさ・楽しさ」などを感じられるように、

肯定的な言葉かけをします。よい励ましの言葉は、子どもに安

心感を与え、励ましを受けたことで、やり遂げようとしたり、自ら

学習を進めていく力を得ることがあります。  

努力してもすぐにはよい結果を得られないお子さんには、自己

肯定感を感じる場を学習の過程で適切に設定し、次の学習へ

の積極的態度や意欲の形成につながるよう支援していきます。 

子どもの興味・関心、学ぶ理由、目標などはさまざまですが、

学ぶ意欲が育つと、「もっと知りたい」「もっとできるようになりた

い」などの意欲が高まり、知的好奇心も増していきます。 

【服装と履物】   

 活動しやすい服装とスニーカーもしくは軽い運動ができる靴 

【持ち物】  

 バックパック等（９X１２インチのファイルと下記のものが入るも

の） 

 水筒（こぼすのを防ぐため口をつけて飲むタイプ、水筒の中身は

お水、お茶、麦茶） 

 筆記用具： 半透明セロハンテープ、スティックのり（液体のり）、え

んぴつ、消しゴム 

 宿題用のファイル（９X１２インチの用紙が入る大きさ） 

 軽食・お弁当（食べやすいおにぎりやサンドイッチ等お勧め）  

 

授業の流れ（概要サンプル） 

時間 内容 

     ９：００  

補助当番登校～（依頼がある
場合のみ）準備                            
（補助当番の仕事内容詳細は
別冊「補助当番の心得」参照） 

     ９：００   
授業準備・登校（９：００から９：
３０分までの間に登校） 

９：３０-９：４０ （１０分）   朝の会（出席確認） 

９：４０-１０：３０ （５０分）  1時間目 日本語 

１０：３０-１０：４０ （１０分）  軽食、お弁当、休憩 

１０：４０-１１：２０ （３０分）  ２時間目、日本の文化 

１１：２０-１１：５５ （３５分） ３時間目 日本語 

１１：５５-１２：００ （５分）  帰りの会（連絡事項など） 

 

 言葉の時間は、主に音読、ひらがな、カタカナ、漢

字の練習を中心に日本語学習を行います 

 日本の文化の時間は、簡単な華道、茶道、その他

を体験学習します 

 軽食・お弁当の時間では、皆で美味しく食べます 

 時間割は、サンプルです。日程や生徒数によって

変わります。 
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保護者に参加いただく内容 

【補助当番】 

補助当番をお願いする場合、先生のお手伝いという役割だけで

なく、生徒たちが先生、保護者以外の日本語に触れる貴重な時

間を与える機会にもなります。割振りは担任より行われ、頻度は

生徒数により変動しますが、数回程度になります。 

 

具体的な作業は、先生の補佐として教室の準備・片付け、授業

中の施設ドア開閉、簡単な日本語の補助などです。随時、担任

が指示を出しますので、指示に従って補助を行い、生徒達と楽し

く参加してください。 

 

授業中、日本語を楽しく学習する一環としてミニ行事を行う場合、

必要数の保護者ボランティアが集まらない場合は、やむを得ず行

事をキャンセルすることもあり得ますのでご了承下さい。 

 

生徒・保護者の心得 

 施設は借用しているので、毀損・破壊がないよう十分に注意

を払って下さい。 

 授業後生徒を引き取られた後は、保護者の責任においてご

監督下さい。 

 当会活動や他団体の妨げにならないよう廊下や予備室にお

いて騒音を立てないようにして下さい。 

 予備室を使用する場合、教室内のものには触らないように

し、使用後、清掃下さい。 

 教職員からの連絡は、Ｅメールを頻繁に利用しているため、

メール確認を忘れずにして下さい。通常、連絡メールは授業

前の土曜日までに配信されます。お手元に届いていない場

合、各自責任を持って担任に連絡してください。 

 ひまわりの会では、「日本語を話すところ」と親子で認識下さ

い。 

 施設出入り口にもっとも近い駐車場側のスペースは、教材

や備品を持運びする教職員や補助当番使用のため、空け

ておいて下さるようお願いします。 

 ボランティアを希望する場合、原則、１８歳以上からとなりま

す。 

 

 

 

生徒の安全 

ひまわりの会は生徒の身体・生命の安全のために、安全管理・

危機管理を教職員間で周知するよう努めています。保護者の

方々にもご協力をお願いします。以下に、対策の一部を掲載しま

す。  

 

防犯 

 校舎への出入り口は、１階の保育施設に限定し、ドアは、登

校・下校時間帯を除いて閉鎖します。閉鎖している時間帯に

校舎へ入室する方は、校舎内にいる保護者に連絡を取って

いただく、あるいは、 事務の先生（電話番号５７１－２３０－

２３３５）にご連絡下さい。尚、遅刻や早退の連絡は、授業準

備の都合上、担任にご連絡ください。    

 授業時間中の教室は、施錠しています。ご用がある方は、ド

アをノックして下さい。 

 生徒の預かり・引渡しは、所属教室にて行います。下校時の

生徒引渡しに関しては、確認がとれている場合を除いて、原

則として保護者以外には引渡し致しません。もし、保護者が

迎えに来れない場合は、【日付、生徒氏名、お迎えに来る方

の氏名と関係、署名】をメモ書きにして、登校時担任に渡し

てください。 

 引渡し時、お迎えに来られる方に写真付き身分証明書をご

提示いただきます。 

 

園庭・校舎 

 園庭の遊具・校舎は、教会所属のものです。落下物、転

倒の恐れのあるもの、その他、修理・修繕した方がいいと

お気づきのものがございましたら、事務の先生までお知ら

せ下さい。状況に応じて教会に報告します。 

 

授業中の怪我・体調不良 

 擦り傷等の怪我は、教職員が応急処置を施します。応急

処置をしたときは、保護者にメモ書きにてお知らせします。 

 授業中に発熱（華氏１００度以上）があった場合、微熱で

あっても体調がわるい場合、軽度の怪我でないと判断し

た場合、緊急医療承諾カードに記載してある保護者の連

絡先に連絡をします。 

 緊急を要し救急車を呼ぶ場合ややむを得ず教職員の乗

用車にて救急病院やクリニックへ生徒を連れていかなけ

ればない状況時、保護者に連絡をします。連絡がつかな

い場合、教職員、もしくは、状況に応じて、その場に居る

補助当番に病院まで同伴していただき、緊急医療承諾カ

ード同意事項に沿って、直接、医療機関の診察を受けさ

せることがあります。 

 エピペンを処方されている生徒の保護者は、アナフィラキ

シー症状があらわれたとき、エピペンを直ちに使用できる

よう常時携帯し、校舎内にて待機願います。 
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防災・防火 

 通常、年に２度、授業時間中に避難の仕方、避難経路の

確認、安全場所を確認しながら避難訓練します。 

 災害が発生した場合、事務の先生が９１１に電話をします。

室内から電話をする時間がないとき、もしくは、事務の先

生が電話できない状況時は、他の教職員らが携帯電話よ

り連絡、あるいは、近隣近所に救援を求めます。 

 全員を連れ、非常時持出し品（Go-Bag）を持って避難しま

す。 

 避難経路の安全を確認して避難の指示および避難誘導

をします。避難の際、トイレの中も確認します。火や煙の

中を避難するときは、出来るだけ姿勢を低くして、煙を吸

わないよう口と鼻を手で覆い（時間があれば濡れたタオ

ル等で）、一刻も早く抜け出るようにします。 

 災害状況に応じて所定避難場所へ避難します。避難後、

出席簿の名前と生徒の顔を照らし合わせて全員が避難し

たことを確認します。   

 災害状況や規模によって徒歩圏内に避難できず遠方に

避難する場合は、公的機関の輸送手段、もしくは、やむを

得ない場合は、教職員、保護者などの乗用車にて避難し

ます。 

 生徒の不安を和らげ、負傷者がいたら、応急処置もしくは

病院に搬送します。 

 保護者・関係先に連絡をし、生徒を保護者に引渡します。 

 

食品衛生 

 借用施設は、園庭含め NUT FREE となっていますので、

ナッツ類の持ち込みは全面禁止させていただきます。 

 アレルギー食品・甘味・カフェインの強いもの・窒息等の   

心配のある食品を持参しないようお願いしています。 

 特定食品の食物アレルギーをお持ちの生徒がいる場合、

他の生徒らが持参する軽食・お弁当にも 触れたり、口に

することがないよう、同じクラスの保護者らにその食品持

参自粛を呼びかけ、協力要請をお願いしています。 

 軽食・お弁当を食べる前後に、補助当番の保護者も含め

て手洗い、手拭きをしています。 

 

各種行事 

 各種行事においても、それぞれに安全管理に注意を払っ

ています。 

 

 

 

 


