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2020-2021年度 新Pre-Kクラス 募集要項

ＮＹ州 公認非営利法人

ブルックリン日系人家族会

ブルックリン日本語学園へようこそ
コミュニティ・スク－ル
ブルックリン日本語学園は、ＮＹ州公認非営利法
人ブルックリン日系人家族会（以下ＢＪＡＦＡ）
が運営するコミュニティ・スク－ルであり、他の
学校や教育機関にはない特徴を持った運営を行っ
ています。

1.

理事会・ＰＴＡ・教師の多くはそれぞれの役割
を持つと共に子供達の保護者でもあります。そ
のため理事会・ＰＴＡ・教師は常に一体となり
協力しながら学園運営にあたります。

2.

保護者は全員ＰＴＡに参加し、年間を通じ積極
的に学園運営への支援と協力を行う義務があり
ます。

3.

学園児童・生徒とその家族は、ＢＪＡＦＡが開
催する学園外でのコミュニティイベントに、年
間を通じ積極的に参加をし、学園内外で子供達
同士が出会い親交を深める環境づくりを行いま
す。

本学園が目指すもの
1. ニュ－ヨ－ク近郊で育つ日本人・日系人が横に
つながり、将来長きに渡り同じ環境で育った仲
間としての絆を育んでいける場を提供する。

2. 日本語や日本の文化を自分自身のポジティブな
アイデンティティ－として身につける。
3. 生涯に渡り日本語を学び続けたいという気持ち
や日本文化への興味を育てる。
4. 多文化、多言語の環境の中で広い視野に立った
柔軟な考え方ができる。
クラスとカリキュラム
1. テ－マ型の統合カリキュラムにより、
「読む、書く、聞く、話す」を学び表現力を身
につける。

2. ニュ－ヨ－ク・ カリキュラムを視野に入れたカ
リキュラム編成。
3. 子供の考えや話し合いを重視し、自ら考え、感
じ、主体的・自主的に活動、学習する。
4. 調べ活動、プレゼンテ－ション、ドラマ、自ら
の考えを伝える事ができる発表形式。
5. オ－プンエンドの宿題を通し、家庭内での日本
語によるコミュニケ－ションと学習を促進。
6. Pre-K - G12（年中から高校の年齢まで）の一貫
教育を予定。

ブルックリン日本語学園へようこそ
2019-2020年度スケジュール
クラス時間
• 年35回の土曜日 ※運動会を含む
• 通常授業 9:20 AM－12:20 PM
• 延長授業（年14回、お弁当持参）
9:20 AM－2:00 PM

9/14/2019
9/21/2019
9/28/2019
10/05/2019
10/12/2019
10/19/2019
10/26/2019
年間スケジュ－ル
11/02/2019
ブルックリン日本語学園のスケジュ－
11/09/2019
ルは現地校に合わせ、9月開始、6月末
11/16/2019
に終了となります。
11/23/2019
右は2019 - 2020年度のスケジュ－ルです。 11/30/2019
12/07/2019
ただし借用校の都合によりスケジュー
12/14/2019
ルは変更になる場合があります。
12/21/2019

おやつの時間について
アレルギーを持つ児童・生徒が安心し
て学園での生活を送れるよう、おやつ
は5分程度で自分自身で食べられる「フ
ルーツ」を基本とします。
昼食の時間について
延長授業日は昼食の時間があります。
各自で15分以内で食べきれるおにぎり
やサンドウィッチなどを基本とします。

BJAFAで開催予定のイベント
学園での授業の他にも、年間を通じて
運動会や夏祭り、お正月イベントなど
数多くのコミュニティ・イベントが
BJAFAの主催により開催されます。
コミュニティ・スク－ルであるブルッ
クリン日本語学園では、これらのイベ
ントを子供達にとって日本語を活用す
る大切な機会と捉え、学園の子供達の
積極的な参加を推進しています。学費
にはイベント参加費が含まれておりま
す。
•
•

ブルックリンお正月祭
ブルックリン大運動会

一学期スタート

始業式、入園式

延長授業（2時まで）
お休み

Columbus Day

延長授業（2時まで）

本を楽しむ会

延長授業（2時まで）
延長授業（2時まで）
お休み

Thanksgiving Holiday

延長授業（2時まで）
延長授業（2時まで）
一学期最終日

学習発表会

1/04/2020
1/11/2020
1/18/2020
1/25/2020
2/01/2020
2/08/2020
2/15/2020
2/22/2020
2/29/2020
3/07/2020
3/14/2020
3/21/2020
3/28/2020

二学期スタ－ト

書初め1

延長授業（2時まで）

書初め2

延長授業（2時まで）

豆まき (全学園イベント)

延長授業（2時まで）
お休み

Midwinter Recess

延長授業（2時まで）

二学期最終日

4/04/2020
4/11/2020
4/18/2020
4/25/2020
5/02/2020
5/09/2020
5/16/2020
5/23/2020
5/30/2020
6/06/2020
6/13/2020
6/20/2020

延長授業（2時まで）

三学期スタ－ト

延長授業（2時まで）
延長授業（2時まで）

お休み
お店屋さん活動
ブルックリン大運動会
延長授業（2時まで）

オープンハウス for 新Pre-Kクラス
※学園児童は全員参加

お休み

BJAFAキッズキャンプ（2泊3日）
新Pr-Kクラス 入園選考会

プレゼンテーション(全学園イベント)・修了式

※学園児童・生徒は全員参加

• メモリアルデ－・キッズ・キャンプ
• 夏祭り
• 借用校PS261のFall Fest

※新年度は調整中のため、こちらは今年度(2019−2020年
度)スケジュールになります。

ブルックリン日本語学園へようこそ

Pre–Kクラス一日の流れ（例）

※昨年10月のPre–Kクラス学習指導案より抜粋

テ－マ

授業の狙い

言語学習の狙い

探検

NYの秋（季節）を知

話す

「季節は何ですか。」「秋です。」「ヒュ－－－ぽ
と。」「〜です。（赤です。）」「〜色の葉っぱを
ください。」「甘酸っぱいです。」

聞く

本の読み聞かせ
『ばけばけはっぱ』『どんぐりころころ』

読む

漢字「木」の認識

書く

まんべんなく塗る

り、秋にはどのような
サブテ－マ

秋の色をみつけよう
数回にわたり行われる
メインテ－マ「探検」
の中の一つ

ものがあるかを考え、
秋の色を見つけたり、
言葉で表現して遊ぶ中
から興味と表現を結び
つける。
活動

9:15
- 9:20

学習言語領域／話す

聞く

読む

書く

登園
• 挨拶
• 鞄を自分の場所に置く
• 水筒、道具箱、宿題ファイルを所定の場所に置く
• シ－ル帳にシ－ルを貼る

挨拶をする
自分の名前を読む
先生に質問し、教わる
日付を読む（認識する）

不思議な葉っぱ
• クレヨンで塗ると出てくる不思議な葉っぱ探し

教師の指示を聞く
友達と日本語で話す
わからないことは教師に聞く
葉っぱが全部浮き出るように
まんべんなく塗る

9:35

片付け
• 片付けの合図を学ぶ

教師の指示を聞く
友達と日本語で話す

9:40

朝の会
• 朝のうた
• 挨拶、返事
• 天気予報（晴れ、曇り、雨、ときどき）

朝のうたを歌う
挨拶をする「おはようございます。」
名前を呼ばれたら返事をする
天気予報を言う
「きょうの天気は何ですか。」
「晴れ（曇り、雨、晴れ、ときどき曇り）で
す。」

9:50

漢字「木」
• 「木」という漢字が何に見えるか考えてみんなで意見を言う
• みんなで「木」になってみる
• 「木」の成り立ちを理解する
• 季節の移り変わりを知る
• 漢字「木」をみつける
• 「秋」はどんな季節かみんなで意見を出し合えるように導く
（例：葉っぱの色はどうなるか、暑かったのが今はどうか、
みんなの洋服はどう変わるか、動物はどうかなど）
• 夏の木を秋の木に変化させる

「季節は何ですか。」
「〜です。」
教師の話を聞く
感じた事を話したり、友達の意見を聞いたり
同意したりする
葉っぱの色の変化についてわかる事を話す
教師の質問に対し、自分の意見を言う
友達の意見を聞いて反応する

10:10

外遊び「秋を見つけよう」「校庭の散策」
• 校庭にある秋を見つける
• 木がこの後どうなっていくと思うか問いかけ考える
• 最後に大きな木を見て葉っぱの話をし、みんなで葉っぱにな
って飛んでみる
• 「赤い葉っぱがヒュ－－－ぽと」「黄色い葉っぱがヒュ－－
－ぽと」など言いながら、両手を広げてくるくる回る

教師の話を聞く
秋を見つけながら、気付いた事を話したり、
友達の意見を聞いたり、同意したりする
何色の葉っぱがあるか言う（赤、黄色、緑、
茶色）
「ヒュ－－－ぽと」

ブルックリン日本語学園へようこそ
Pre-Kクラス一日の流れ（例）

※昨年10月のPre-Kクラス学習指導案より抜粋
活動

学習言語領域／話す

聞く

読む

書く

10:20

学年合同の時間
• 葉っぱバスケット（フル－ツバスケット）
• 席を移動する際に「ヒュ－－－ぽと」と言いながら移動
• 「ハリケ－ン」で全員移動する

教師の指示を聞く
ゲ－ムで使用する葉っぱの色を言う（赤、黄
色、緑、茶色）「ヒュ－－－ぽと」
呼ばれた色の葉っぱの子達は移動

10:35

本の読み聞かせ 『ばけばけはっぱ』
• 色－な色、形の葉っぱがある事に気付くように声掛け
• 目が赤い木の実など、どんなものでできているかの発言を促
す
• どんな動物が隠れているか、考えて発表する
• 「ふ－っ！」とみんなで一緒に吹いてみる
• それぞれの動物の音に合わせて動作も考える（例：たぬき→
「ぽこぽん」お腹を叩く）

本の読み聞かせを聞いて
反応する
友達の話に反応する （感想を話す、同意す
る）
「ふ－っ！」「たぬきがぽこぽん。」「うさ
ぎがぴょんぴょん。」「ぶたがぶ－ぶ－。」
「ライオンががお－っ。」「かいじゅうがど
すん、どすん、ぎゃお－！！」「きんぎょが
すいっ。」

10:45

♪おいしい秋みつけた
• 歌詞に出てくる物の写真を用意
• 歌に合わせて秋をイメ－ジする

歌う
「秋だよ、秋だよ、何がある。」「〜ですよ
。（茶色くなった栗ですよ。）」

10:55

トイレ、手洗い
アップルサイダ－の味見／おやつ
• アップルサイダ－を試飲し、色、味などわかる事を話し合う
• りんごを見せて、りんごはどこにあるか、りんごを搾ってア
ップルサイダ－ができる話をする

どんな色、どんな味かを話すしたり、友達の
意見を聞いたりする
「甘い、すっぱい、甘酸っぱいです。」
おやつを受け取ったとき「ありがとうござい
ます。」と言う

11:20

あひるのあくび 「たぬきがたこあげたちつてと」
• 「たぬき」（ばけばけはっぱのたぬき）
• 「たこあげ」の写真、イラストを見て語彙を確認する
• たぬきになってたこあげのまねっこあそびをする

教師の話を聞く
「たぬき」「たこあげ」と言う

11:25

工作「葉っぱのペンダント」
葉っぱを使って「はっぱちゃん」を作り、ペンダントにする
• 持参した押し葉を使い、台紙にはっぱちゃんを作る

教師の話を聞く
何色の葉っぱがあるか言う（赤、黄色、緑、
茶色）
「ヒュ－－－ぽと」
わからないことは教師に聞く
名前を書く、目を描く

11:40

♪どんぐりころころ
• どんぐりがころころ落ちた所から歌への導入

歌う

11:55

秋の自然の紹介
（どんぐり、まつぼっくり、紅葉した葉など）
• 色、形、感触はどうかを考える
• どんぐり等を用意し、色や形、感触等を話し合う

思った事を話す
友達の意見を聞いたり、同意したりする
「茶色、赤、黄色、オレンジ」
「手のひらみたい」「つるつる。すべすべ」

12:00

•
•

教師の話を聞く
教師や友達の話に対し反応したり、
意見を言う

•

かかし（実物と写真）
かかしとはどんなものか、どんな役割を持っているのか、
かかしについて視覚から伝える
日本にもアメリカにもかかしがあることを知る

12:10

宿題の話
• 自分だったらどんなかかしを作ろうか？

教師の話を聞く

12:15

•
•

持ち帰るものを復唱する（かばん、水筒、お
道具箱、ファイル、シ－ル帳など）

12:20

降園

自分で自分の物を入れられるようにサポ－ト
宿題 「かかしをつくろう！」

帰りのあいさつをして降園

2020 – 2021年度 新Pre-Kクラス 募集要項
対象・条件
Pre-Kクラス：生年月日が2016年1月1日から12月31日までのお子さんで、日本語での日
常会話と指示内容が問題なく理解できること。

一名以上の保護者が日本語を母語とし、毎日必ず、家庭内にて学園の宿題や課題をお子
さんと一緒に楽しみながら取り組み、日本語習熟に必要な学習サポートがしっかりと行
えること。
保護者の協力が必要なクラスアクティビティや学園の運営上のサポ－ト、また年間を通
じたBJAFAのコミュニティイベントに対し積極的な参加と協力ができること。
※新Pre-Kクラス以外の学年は欠員が出た場合のみの随時募集となります。
募集人数 24名 (1クラス12名 x 2クラス予定 )
ご入園までの流れ
5月 2日(土) ：オ－プンハウス・ウェビナー 午後3:30 – 4:40
※入園願書公開開始（オンライン）、 出願開始

5月15日(金) ：出願 締め切り（すべてオンラインとなります。）
5月30日(土) ：入園選考会 午後1:30～5:30 のうち、各15分程度ずつを予定。
※方法：オンラインにて
6月 6日(土) ：入園選考会 予備日
6月10日(水) ：選考結果通知（Eメールでのご連絡となります。）
6月15日(月) ：入園金および学費納付締め切り ※オンラインによるお支払い
入園願書の受付（出願）
すべてオンラインでのご提出になります。
期間：2020年5月2日(土)～15日(金)
リンク：http://bjafa.org/nihongogakuen/school-enrollment/
※出願料の返金は如何なる理由があってもできかねますので予めご了承ください。

【出願料】

50ドル（ ※オンラインによるお支払い）

【必要なもの】

お子様の顔写真（※）

※写真は２MB以内の画像ファイルで帽子などがなく正面から撮られた顔写真。普段か
ら眼鏡をかけている場合には眼鏡装着の写真で構いませんが、レンズに光などが反射し
ていない状態の写真をご使用ください。オンライン願書よりアップロードしていただき
ます。（ご入園後授業でこちらのお写真を使用します。）

2020 - 2021年度 新Pre-Kクラス 募集要項
入園選考会

出願が受領された方を対象にお子様の観察調査による入園選考会を実施いたします。
今回は、借用校が使用できませんので、オンラインでの観察調査となりますのでご
了承ください。
【日時】 5月30日（土） 午後1:30〜5:00
6月 6日（土） ※予備日 午後1:30〜5:00
【場所】 ご自宅からオンラインにて参加
【実施時間】 １グループ数名に対して 各15分ずつ
【詳細】 出願されました方へ後日ご連絡させていただきます。
選考結果通知

入園選考結果は6月10日（水）までにEメールにてご連絡差し上げます。
入園金・学費の納付

入園が許可された場合には、別途ご提出いただく情報等の詳細(緊急連絡先／入園同
意書)をお知らせいたします。入園金と一学期分の学費の合計$1,250のインボイスをE
メールにてお送りいたしますので、オンライン決済により、6月15日(月)までにお支
払いください。
【入園金】 $390
【一学期の学費】$860
【2020 - 2021年度学費】

1学期 (9－12月) : $860
2学期 (1－3月) : $718
3学期 (4－6月) : $718
年間合計

$2,296

※入園金及び学費・教材費・施設使用料は如何なる理由があっても返金できかねま
すので予めご了承ください。
※学費の一部は５％を上限にブルックリン日系人家族会コミュニティイベント運営
に活用されます。
【お問合せ】ブルックリン日本語学園 事務局: nihongogakuen@bjafa.org

所在地・連絡先
借用校：NYC公立小学校 P.S. 261
314 Pacific Street
Brooklyn,NY11201
運 営：BJAFA
525 Court Street, #C4-4
Brooklyn NY 11231
連絡先：nihongogakuen@bjafa.org
ＨＰ ：BJAFA.org/nihongogakuen/

ブルックリン日系人家族会
BJAFA: Brooklyn Japanese American
Family Association

ブルックリン大運動会

ブルックリン日本語学園を運営する、
ブルックリン日系人家族会（BJAFA:
Brooklyn Japanese American Family
Association）は、ブルックリン近郊に
在住する日本人・日系人家族の子育て
支援を目的に2011年に設立されたNY

ブルックリンお正月祭

州認可非営利団体（501(c)3 NY Not-forprofit Organization）です。
BJAFAでは、
(1) 日本人・日系人の子供達に日本語
と日本文化を伝えるための活動、
花笠音頭＠Sakura Matsuri

夏祭りプレイデ－ト

(2) 日本人・日系人家族と子供達同士
を結びつけるための活動、
(3) それらをサポ－トするための情報
発信と啓蒙活動の3つを活動の柱に
運営されています。

メモリアルデーキッズキャンプ

ＮＹ州 公認非営利法人

ブルックリン日系人家族会

