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◆ 学校の名称 

プリンストン日本語学校 

Princeton Community Japanese Language School (PCJLS) 

 

◆ 学校の所在地 

校舎： Rider University, Memorial Hall 

住所： 2083 Lawrenceville Rd, Lawrenceville, NJ 08648 

電話： (609)895-5628 （原則日曜日のみ） 

 

事務所： PCJLS Office 

住所： 14 Moore Street, Princeton, NJ 08542 

電話： (609)683-5080 （火曜日～金曜日、10am～4pm) 

FAX： (609)683-7624 

E-MAIL：office@pcjls.org 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL：http://www.pcjls.org 
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Ⅰ 学校の概要 

１ はじめに 

プリンストン日本語学校のご紹介 

 

「プリンストン日本語学校の精神」 

 

 

   プリンストン日本語学校の創立は今から３４年前の１９８０年のことで、当地に在住する

日本人研究者の有志やその家族の手で立ち上げられました。創立の精神は「日本語と日本文

化を学ぶ意欲のあるすべての人に門を開く」というもので、これは今も続く学校のスピリッ

トです。この実現のために本校では他校に先駆けてカリキュラムの異なる三本のコースを開

設し、他の補習校には例のない教育二部門制を設けてきました。そのうちの教育第一部は帰

国を予定する小学部・中等部の生徒に国語教育を提供する補習校部で、国内準拠のカリキュ

ラムを提供しています。一方、教育第二部は本校が工夫をこらした独自のカリキュラムを柱

にしており、海外で育つ子どもにかけがえのない幼児教育を行う幼稚部、アメリカに永住予

定の生徒に質の高い継承日本語教育を行うプリンストン・コース、生活の中で日本語を使う

機会のない生徒に初歩から日本語教育を行うＪＡＳＬコース、そして、帰国する生徒にもア

メリカの大学に進学する生徒にも対応できるクラス編成のある高等部を開設しています。 

 

   このように多様な通学目的を持ち、異なる言語環境にある生徒の一人一人に目を向け、そ

れぞれのニーズに最もふさわしい教育の機会を提供してきたのがプリンストン日本語学校で

あり、このスピリットの実現に向けて校内のすべての人が連携して生徒を支えてきたのも私

たちの学校の特徴です。教育部門では教員の一人一人が創意と熱意を持ってクラス運営にあ

たり、一方の運営部門では、その中核にある総務オフィスの業務をはじめとして、多くの行

事や活動が保護者の手で行われてきました。教職員の多数が学校に生徒を送る保護者である

ことも本校の特徴ですが、一方の運営部門でも、各種行事の実施をはじめとして、安全管理

や図書のサービス、ファンドレージングなど、教育を支える多くの業務が父母会を中心とす

る保護者の手で行われています。このように生徒を大きく包む学校コミュニティーの支えが

あってこそ、時代を先取りするプリンストンの教育課程も可能になりました。 

 

こうした中で，学校は２０１５年に創立３５周年を迎えます。日本国内の教育が抜本的な

改革を迫られる中で、海外で育つ子どもたちに期待し、海外の学校に新しい発想を求める動

きもいっそう強くなっています。創立当時から在外生徒の多様性を尊重し、それぞれの強さ

を伸ばす教育を目指してきたプリンストンの精神はまさにこの時代の要求を先取りするもの

でしょう。日本を離れた環境の中で、帰国予定の生徒も永住予定の生徒も一つ屋根の下で日

本語を学び合う経験は子どもたちの将来にかけがえのない糧を残すものであり、海外にあっ

て多言語・多文化を理解する子どもたちを育てるプリンストン日本語学校の役割はこれから

いっそう大きくなるものと思われます。私共はこの使命を掲げて多くの方々のご支援を頂き

ながら成長を続けていきたいと思います。今年も皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いし

ます。 

 

 

                プリンストン日本語学校理事長 カルダー淑子  
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２ 学校教育目標、研修計画 

 

建 学 の 精 神  

 

日本語や日本文化を学ぶ意欲のある全ての人に門を開く 

 

設 立 目 的  

 

 周辺社会の人々に日本語と日本文化を学ぶ教育の場を提供し、同時にアメリカと日本の文化交流を

促進する。またこの目的達成に貢献するため、その他の教育的、文化的な関連諸活動も行う。 

教育方針、入学方針、入学基準、その他の学校運営上の方針の実施にあたり、人種、肌の色、性別、

宗教、国籍、民族的背景にもとづく差別を行わない。 

 

設 置 学 級 

 

幼稚部 補習校部 プリンストン（継承語）コース JASL ADULT 高等部 

 

学校教育目標 

 

一人ひとりの個性を尊重し、多様な社会の中で生きる力を育てる 
 

 

 

今年度の教員研修計画 

 
 生徒の多様性を尊重し、一人ひとりが自信をもって学ぶことができるための指導方法について研修

を深め、授業の質を高めるために、教員研修を原則として毎月、計画的に実施する。 

 研修は、補習校部とプリンストンコース合同で、幼稚部とJASLはそれぞれで、また高等部は必要に

応じて実施し、学習効率を高めるための授業事例研究と理論研究を中心に行う。特に補習校部とプリ

ンストンコース合同の研修においては、本校の日本語学習者の多様性に焦点づけて、個々の学習理解

度に合わせた指導をどのように効果的におこなうかを追究することとする。そのためにまず、授業ご

とのねらいを明確にし、その指導計画に基づいて授業し、学習者の学びの状況を見取る評価過程を確

立する必要がある。次には、個々の学習者の理解度や表現したものを分析し、つまずきを克服するた

めの手立てを持つ必要がある。 

 授業構成力は、学習者の日本語力の向上をもって計ることができるものであり、個々の学びを見取

る方法について研修を深めることは重要である。 

 今年度は、評価規準を明確にした指導計画と実践の省察、個々の学習者への見取りを実施し、その

実践事例を「学び」に焦点づけて検証していくものとする。 

上記の計画は、次の３つを重点に実施する。 

① 評価と指導が一貫した指導を行う ② 個々の学習者の変容に焦点づけた指導を行う 

③ ITを活用した指導を試みる 

具体的な方法としては、次の３つを進める。 

① 全教員が参加する実践事例集を作成する ② 外部講師を招へいし学びの質の向上に資す 

②  ITを活用した授業を積極的に進める 
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3 教育課程  
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【 教 育 課 程 】 

 
１ 授業科目 

 

２ 授業日数 

３ 学校行事等 

 

４ 学級活動 

５ 年間時数 

  

 

 
 

部 学年等 科   目   内   容 

幼稚部 年少・年中・年長 言葉，表現，人間関係，環境，健康 

小学部 1年～3年 国語，算数（選択） 

4年～6年 国語，社会，算数（選択） 

中学部 1年～3年 国語，数学（選択），社会（1年地理；2年歴史；3年公民） 

高等部 1年～3年 国語A，国語B，時事問題（表現、小論文） 

受験対策（ＡＰ，漢字），日本史，数学（選択） 

プリンストンコース 小学生、中高生 継承語としての日本語 

JASL 現地校1年～8年 外国語としての日本語 

アダルト 現地校9年～成人 外国語としての日本語 

コース名 年間授業日数 前    期 後   期 

幼稚部・小学部 

中学部・高等部・プリンストンコース 

毎日曜日 

  42 日 

4 月6 日～ 

9 月28 日 

 10 月 5 日～ 

    3 月15 日 

 JASL 毎日曜日36 日 9 月7 日～1 月25 日 2 月1 日～6 月14 日 

アダルト 毎日曜日28 日 9 月7 日～12 月14 日 1 月18日～5 月10 日 

行  事  名 月 日 時数 備      考 

入学式 4 6 1 始業式も含む 

避難訓煉     時数算定なし(年間１回) 

運動会 9 28 7 運動会４時間 練習３時間 

表現学習発表会 11 9/16 7 発表４時間 練習３時間 

学習発表会 12 14 10-9 発表５時間 練習4～5時間  

書き初め展示会 1 18  時数算定なし※国語として計画 

卒業・卒園式 3 15 2   

合      計   20-17  

コース名等 時数 期    日    等 

小学部1年～4年・プリンストンコース 2 4／6 年度始め(1)、3／15 年度末(1) 

小学部5年・6年・中学部 2 4／6 年度始め(1), 3／15 卒業式(1) 

領域 幼稚部 

保育 148 

学校行事 20 

合計 168 

領  域 高等部 

国語ⅠⅡ（現代国語） 7７ 

小論文演習（表現） 37 

数  学 （39） 

日 本 史 37 

学校行事 1７ 

小計（除：算数数学） 168 

合   計 207 

教科等 
小  学  部 

中学部 プリンストンコース 
1年～3年 4年 ５，6年 

国  語 146 139 114 117 154(148) 

社  会  7 33 34 - 

算数・数学（選択） 39 39 39 39 - 

学級活動 2 2 2 2 3 

学校行事 20 20 19 17 11or17 

小計（除：算数・数学） 168 168 168 168  

合  計 207 207 207 207 168 
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４ 年間授業および行事計画 
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[ 日課表 ] 

 

  

校時等 
時        間 

小 学 部 そ の 他 

算数・数学 11:50～12:35 

職員打ち合わせ （12:40～13:00） 

 学級活動 13:00～13:05  

1校時 13:05～13:45 

（40分） 

13:00～13:45 

（45分） 

2校時 13:45～14:30 

休 み 時 間 （14:30～14:45） 

3校時 14:45～15:30 

休 み 時 間 （15:30～15:35） 

4校時 15:35～16:20 

日本文化時事問題クラス 16:30～17:15 

   
 
      ＜備考＞ 

      ＊小学部1校時の1時間目のみ40分授業とし、それ以外は45分授業とする。 

      ＊毎月第 1日曜日は、16時 45分から 17時 45分まで職員会議とする。 

      ＊毎月第 3日曜日は、16時 30分から 17時 30分まで全体研修日とする。 
       

            ○放課後の生活について 

      ＊日本文化時事問題クラスなど、選択授業への妨げになる行動はしないこと。 

＊危険な遊びの禁止など、事故防止に努めてください。 

＊授業終了後速やかに下校すること。 
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５ 理事会及び総務オフィス 
 

＜理事会とは＞ 

・ プリンストン日本語学校の設置母体 

・ 中長期的な教育方針の決定と運営状況のチェックを行う。 

・ 理事、オフィサー、将来の人材を探索するノミネート委員会を設置する。 

・ サブ機関として、随時小委員会を設置することができる。小委員会は学校が抱える重要な課題

をプロジェクトベースで検討し、適宜理事会にレポートする。 

＜理事会の決議事項＞ 

(a) 学校の定款の設定・改正 

(b) 理事会メンバーと理事長の選出及び解任       

(c) 特別顧問の選出及び解任       

(d) 学校法人オフィサーの承認及び解任。有給オフィサーの報酬案の承認 

(e) 学校組織・コースの改廃 

(f) 年間予算・決算の承認    

(g) 年度予算執行状況の確認と監査済み決算報告書の承認 

(h) $5,000以上の不動産以外の有形・無形固定資産の購入・売却の承認 

(i) 不動産の購入と処理 

(j) 債務保証・借財の承認 

(k) 学校法人の解散 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜総務オフィスとは＞ 

・ 中長期的な学校運営の方向性の決定と運営状況のチェックを行う。 

・ 学校を運営していく上で、教育に関する事項については、教育両部門の長にそれぞれ可能な限

りの権限を付与する事を基本とするが、重要性の高い事項もしくは学校財政に与える影響が大

きい事項など、各部門単独での意思決定が難しい事項の調整・解決を図る機関として総務オフ

ィスを設置する。また、学校運営が円滑に行われるように監視・サポートし、父母会との窓口

として機能する。 

・ 総務オフィスは総務長、副総務長（VP）、教育第一部長、教育第二部長、事務所長、財務・会

計担当Mgr、副総務長（学校イベント、寄附・ファンドレージング、法規、IT・広報、図書、音

響、運動会・会場の各係担当）、父母会長で構成され、総務長は任期中、理事を兼任する。 

総務オフィスは必要に応じて構成員を増減できる。 

＜総務オフィスの活動事項＞ 

(a) 教職員の採用・解雇、教職員の給与等に関する基準設定・運用 

(b) 入退学に関する基準設定・運用 

(c) クラス数・定員の設定・変更に関する事項 

(d) 予算案作成・決定、授業料の決定     (e) 学校行事の実行に関する事項 

(f) 予算管理・会計処理、財務諸表の作成 

(g) その他現行総務オフィスに与えられた権限 

 

 

 

 

 

 

 

 

《理事会メンバー》 

理事長： カルダー 淑子 

理 事： 山田 雅章   小野 雅之   辰巳 雄一    岡本 和彦    

リー 季里   坂田 哲也   ワツキー アンドリュー   土橋善太 

＜オブザーバー＞ 

文部科学省派遣校長/教育第一部長： 長尾 重範  教育第二部長：小野 桂子  

父母会長：岡川美保子   事務所長（代行）/会計担当Mgr.：ヌーデル真由美 

《総務オフィスメンバー》 

総務長：辰巳 雄一  副総務長（VP）：坂田 哲也 （財務）岡本和彦 

文部科学省派遣校長/教育第一部長：長尾 重範  教育第二部長：小野 桂子  

事務所長（代行）/会計担当Mgr.：ヌーデル 真由美    

副総務長（担当）：山本 均（広報） 今井 耕介（図書/音響） 小川 敬信（記録） 

 芝崎 雅行（IT）吉田 健一郎（法規） 羽室 嘉智（Fund Raising） マホン 文美（運動会/会場） 

父母会長：岡川 美保子     
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６ 教職員一覧 平成２６年(２０１４年)４月１日現在 

教育第一部 教育第二部 
Div. 1 Principal Nagao Shigenori Div. 2 Principal Ono Keiko 

教育第一部長 長尾 重範 教育第二部長 小野 桂子 
Grade 1 Yazaki Ｓayuri Kinder. Sakura Haramoto Chieko   

小学 1年 担任 〇矢崎 さゆり 幼稚部 さくら組 ハラモト 千恵子 
Grade 1 Assistant Bullock Yuriko Sakura Assistant Chen Kazuko  

小学 1年 副担任 ブロック 由利子 さくら 副担任 チェン 佳寿子 
Grade 2 Kurita Takako Kinder. Director, Yuri Maeda Sumiko 

小学 2年 担任 栗田 高子 幼稚部 ディレクター ゆり組 ◎前田 須美子 
Grade 3   Kitade Toyoko Yuri Assistant Matsuyama Toyomi 

小学 3年 担任 北出 豊子 ゆり 副担任 松山 豊美 
Grade 3 Assistant  Barringer Megumi  Kinder. Bara Wada Yukiko  

小学 3年 副担任 バリンジャ 恵 幼稚部 ばら組 和田 幸子 
Grade 4 Sugeno Hiroko Bara Assistant Bergstrom Yuko 

小学 4年 担任 〇菅野 弘子 ばら 副担任 バーグストロム 由子 
Grade 5 Inagaki Miki  Princeton Course Elementary Yamada Toshiko 

小学 5年 担任 稲垣 美喜 プリンストンコース 小１ ☆山田 敏子 
Grade 6 Kakizaki Nobuki  Princeton Course  Assistant Nishimura Chika 

小学 6年 担任 柿崎 伸樹 プリンストンコース 小１ 副坦 西村 智佳 
Grade 7 Kasahara Tomoko  Princeton Course Elementary Shibazaki Keiko 

中学 1年 担任 笠原 朋子 プリンストンコース 小 芝崎 啓子 
Grade 8 Nakajima Hiromi  Princeton Course Elementary Steward Saito Kaoru 

中学 2年 担任 中島 弘美 プリンストンコース 小  スチュワード斉藤 香 
Grade 9 Hayashi Mari Princeton Course Elementary Kurokawa Kazuko 

中学 3年 担任 〇林 真理 プリンストンコース 小  黒川 和子 
Grade 9 – Math Maeda Fumio Princeton Course Assistant Ando Tomoko 

中学 3年 数学 前田 文夫 プリンストンコース 小  副担 安東 智子 
Japanese Culture/Affairs Moyer Yasuko Princeton Course Middle/High Fleming  Natsuko 

日本文化時事 モイヤー 康子 プリンストンコース 中高 フレミング 奈津子 

 

Princeton Course Middle/High Ringler Sonoko 

プリンストンコース 中高 リングラー そのこ 
Princeton Course Director 

Middle/High 
Moyer Yasuko 

プリンストンコース ディレクター 

中高 
◎モイヤー 康子 

職  員 
High School Doerr Neriko 

高等部 Ａ ドーア 根理子 
Accounting Manager Nudell Mayumi High School Maeda Fumio 

事務所長（代行）/会計担当 Mgr. ヌーデル 真由美 高等部 Ｂ 〇前田 文夫 
Sunday Office Assistant Suto Tomomi High School – Math Iwasaki Rie 

日曜事務 須藤 知美 高等部 数学 岩崎 理恵 
Office Assistant Kusakawa  Hanako  AP Course Ikegami Naoko 

事務員 草川 華子 ＡＰコース 池上 直子 
Office Assistant Fujimoto  Yuka JASL 1 Fujimoto Mamiko 

事務員  藤本 由佳 JASL 1 藤本 真美子 

    JASL3 Kato Makiko 

    JASL３ ☆ 加藤 真紀子 

    JASL 4 Higa Misako 

    JASL４ 比嘉 美佐子 

    JASL Director  4A Palermo Michael 

    JASL ディレクター ４Ａ ◎パレルモ マイケル 

  Adult 102 202 Hayashi Mari 

  成人 102 202 林 真理 

◎ディレクター ☆アシスタントディレクタ 

〇主任 
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７ 学校運営組織 

  

理事会 

父母会 

（執行部） 
燦燦プロジェクト 

バザー・ベークセール 

 

（会員） 
父母当番 

IT 

広報・PR 

ファンドレージング 

図書・古本 

音響 

運動会 

会場 

記録 

翻訳 

典礼 

総務長 

ムーア事務所長 

財務 

教育第一部長 

教育第二部長 

総

務
オ

フ

ィ

ス 

ノミネート委員会 

臨時小委員会 

教育第一部 

（補習校部） 

小学部 中学部 

教職員会 

教育第二部 

 

Adult 高等部 幼稚部 

教職員会 

 

JASL  プリンストンコース 

副総務長（8名） 
 

日曜事務 
ライダー大学渉外 

 

総務・会計（坂田） 

法規（吉田） 

IT・HP（芝崎） 

広報・PR（山本） 

ファンドレージング（羽室） 

図書・古本・音響（今井） 

運動会・会場（マホン） 

記録（小川） 
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２０１４ 教室配置図 Memorial Hall 
３階 

321 

 

小６ 

 

319 

 

小５ 

 

317 

 

中２ 

 

315 

 

中１ 

階段室 
女

子

ト

イ

レ 

男

子

ト

イ

レ 

303 

 

小３ 

 

301 

 

事務室 

 階 段 

南出入り口                    駐車場側 北出入り口 

320 

 

プリン

ストン

コース

小学部

低１ 

318 

 

プリン

ストン

コース 

小学部 

低２ 

316 

 

プリン

ストン

コース 

小学部

高 

314 

 

中３ 
 

310-312 

 

小４ 

 

ロビー 

306 
 

プリン

ストン

コース

小学部 

1 年 

304 

打合せ 

多目的 

 

302 

 

図書室 

P 中高部 
（3,4 校時） 

 

２階 

221 

 

幼年中 

ゆり 

219 

 

幼年長 

ばら 

217 

 

幼年少 

さくら 

215 
 

 

JASL 

1 

階段室 
女

子

ト

イ

レ 

男

子

ト

イ

レ 

203 

 

小１ 

 

201 

 

小２ 

 
階 段 

南出入り口                         北出入り口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 
Adult 

201 

JASL 

4A 

214 

Adult 

101 

JASL 

4 

210-212 

 

JASL 

3                                                                                                                                                                             

 

 

ロビー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階 

 

 

 

 
 

 

 

 

西出入り

口 

女

子

ト

イ

レ 

男

子

ト

イ

レ 

 

 

 

 

 

階 段 

南出入り口                         北出入り口 

 

 

 

 

 

 

114 

 
高等部 

Ｂ 

112 
高等部 

Ａ 
P 中高

部（1，2

校時） 

110 
プリンスト

ンコース 

中高部 

日本時事 
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８ 校舎配置図及び避難経路図 
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９ 校内での安全対策 
 

（１）避難計画 

＜授業中＞ 

① ただちに授業を中止する。   

② 幼児・児童・生徒を整列させる。 

③ あらかじめ指定された場所に誘導し避難する。 

＜休憩時間＞ 

① 教職員や保護者は、近くにいる児童生徒に避難を呼びかけながら、避難場所に

集合する。  

② その際トイレの中も確認すること。 
 

（２）学校事故・災害の予防と処置 － 緊急時体制 

＜事前対策＞ 

① ライダー大学構内をパブリックセーフティー（スクールポリス）が巡回し、不

審者の侵入防止や事故・盗難防止などを図る。 

② 教職員、日曜当番並びに保護者が校内の不審者や事故などに注意を払う。 

③ 緊急車両駐車に備えて、ファイアレーン駐車禁止を徹底する。 

④ 食物アレルギーに関わる事故防止のため 

a) 学校に持参する昼食・間食にナッツ類を持参禁止とする。 

b) 昼食・間食は、「分け合わない」「交換しない」ことを原則とする。 

＜事後の措置＞ 

災害発生時（火事、自然災害等） 

災害が発生した場合、速やかに園児児童生徒を安全に避難させることを第一と

し、組織的な活動・対応をする。 

a) 誘導：授業中は授業者、その他の場合は学級担任が責任を持って行う。 

b) 経路： 別紙避難経路に従って行う。但し、状況に応じて臨機応変に対応する。 

c) 集合：校舎西側中庭とする。 

 学級担任は園児児童生徒を速やかに安全に整列させる。 

d)確認：教育第１・２部長は、全員安全に避難できたかどうか確認する。 

 教育部長は、学級担任より点呼確認の知らせを受け、運営部長に連絡

する。 

 

不審者発見時 

a) 発見者は、ただちに日曜事務室または父母当番に連絡する。日曜事務室は、

教育第１・２部長とパブリックセーフティーに通報する。 

b) パブリックセーフティーは、教育第１・２部長並びに運営部長と連携して

対処する必要があれば、ローレンス市警察と連携して事態にあたる。 

 

病気・怪我発生時 

学校管理下で病気の症状が確認されたり、怪我が起こった場合、園児児童生

徒の健康を第一とし、速やかに組織的な活動・対応をする。特にアレルギー症

状の確認時は、保護者や医療機関(救急車手配等)へ迅速な連絡に最大限の努力

をする。 学校や教職員は一切の医療行為を行ってはいけない。 
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緊 急 時 連 絡 経 路 

 

 

 

 
 

 

a) 日曜事務室で対応する。事務室では検温、応急処置のみとし、一切の医療行

為は行わない。保護者が引き取りに来るまでの一時預かりを行う。 

b) 日曜事務室は、保護者や緊急カードにある緊急連絡先に連絡し、園児児童生

徒を引き渡し、保護者の判断に委ねる。 

c) 保護者と連携できない時、教育部長の判断でパブリックセーフティー

（609-896-7777）を通じて911通報し病院へ搬送する。付き添いは保護者の来

院まで付き添い、引き継ぎを完了する。 

d) 二次災害を防止するため、保護者や知人による緊急時の病院搬送は行わない。 
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１０ 入退学関係諸規定 

（１）入退学等の諸規定 

 所定の用紙に記入のうえ、日曜事務室に提出するか、プリンストン日本語学校宛に郵送

  する。ただし、入学･転入学に関しては、特別な場合を除き、郵送のみで受け付ける。 

＜入学/転入学＞ 本校に入学・転入を希望するものは、事務所に連絡後、願書と入学金

および手続料を納入する。担当教育部長は、届出のあった書類を審査し面接後、施

設その他受け入れ条件を考慮し、希望コースへの入学・転入の可否を決定する。希

望コースへの入学・転入が適当でないと判断した場合は、本校の他コースへの入学・

転入を勧める。なお、継続的にアシスタントあるいは特殊なサポートが必要である

と担当教育部長が判断した場合、総務オフィスで協議の上、就学の判定をおこなう。 

  ＜退学＞ 退学届を提出する。希望により当校在学証明書及び教科書給与証明書が発行

    される。 

＜休学＞ 休学届を提出する。休学期間は4ヶ月以内とし、授業料は通常通り納める 

  こととする。4ヶ月以上は退学とみなす。 

＜復学＞ 復学届を提出する。復学の際、入学金は必要ないが、手続料として30ドルを

  収める。復学は休学後４ヶ月以内、退学後2年以内とする。退学後の復学クラスに 

    ウエイティングがあった場合、順番の最後に入る事になる。 

＜コース変更＞ コースを変更する場合は、予め担当教師・担当部長と相談した上で 

  コース変更届を事務室に提出する。 

＜選択教科変更> 年度途中で教科の選択について変更する場合は、選択教科受講・停

止届を提出する。 

＜住所電話番号変更＞ 住所・電話番号・e-mailアドレス等の変更があった場合は、 

  住所連絡先変更届の用紙に記入のうえ、速やかに提出する。 

   ＜体験入学＞  夏休み中に一時帰国し体験入学する場合、当校より体験入学依頼書が  

        発行されるので、体験入学依頼書発行願いを提出する。 

（２）必要経費 

＜入学金及び手続料＞ 

入学時に児童生徒一人につき入学金＄150及び登録料＄30を納入する。      

ただし、アダルトコースは毎学期30ドルの登録料を納入する。 
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＜授業料＞ 

・ 2014年の授業料は次の通りとする。(7,8月を除く10ヶ月) 

・ JASLおよびADULTコースについては、登録時にその学期の全額について収めること

とする。   
 

小学部 
小1～小4 $104.00 / 月   

小5～小6 $106.00 / 月   

中学部 
 

$111.00 / 月   

幼稚部 
 

$104.00 / 月   

プリンストンコース小学部   $106.00 / 月   

プリンストンコース中高部   $111.00 / 月   

JASL（現地校でG1～G8）   $480.00 / 学期   

ADULT（高校生～成人）   $520.00 / 学期   

高等部(A/B)   $111.00 / 月   

算数・数学教室   $35.00 / 月   

日本文化時事問題   $19.00 / 月   

 

 

・本校では事務効率化を目的にクレジットカードによる授業料、教材費徴収を標準 

 決済方法とさせていただいております。ご賛同いただける方は所定の用紙 (Form 

 1)に必要事項を記入の上、事務所宛郵送願います。 

・ 毎月10日に予めご登録頂いたクレジットカードに授業料が月次請求されます。また、

同時にご登録頂いたe-mail アカウントに領収書(Ｓales Receipt)が自動送付され

ます。申込みに際しては所定の用紙をPCJLS 平日事務所まで郵送いただくようお願

いします。クレジットカードでの支払いにご同意頂ければ事務効率化、経費削減に

繋がりますので皆様のご理解とご協力をお願いします。 

    ・ なお、カードの変更、e-mail アカウントの変更、退学等の場合は、前月末日まで

     に事務所にご連絡いただければ請求を変更、停止します。（所定の用紙でお届け

     ください） 

・ 小切手での支払いの場合でも請求書はe-mailによる月次請求が行われます。小切手

のお支払いを選択された方は小切手の摘要欄に生徒名、請求書番号を記載の上、事

務所まで郵送願います。日曜事務室ではお預かりいたしません。 

 

＜兄弟割引（３人目より適用）＞ 

同一家族で複数の生徒が通学されている場合は３人目のお子様より25%の授業料割

引を行います。割引は３人目（一番学齢の小さい生徒）の授業料計算（請求書）で

行います。 
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＜編入、退学等時＞ 

月の中途で入学する場合は１カ月分を徴収させて頂きます。また月の中途で退学する

場合も、その１ヶ月分を徴収させて頂きます。 

＜教材費＞ 

 

・ 授業などで使用する教材（消耗品を含む）については教材を渡すタイミング 

    （４月、９月、12月）にあわせて、請求、徴収させて頂きます。 

 

小学部 
国語 $90.00 / 年間   

算数 $60.00 / 年間   

中学部 
国語 $60.00 / 年間   

数学 $30.00 / 年間   

幼稚部  $75.00 / 年間   

 

※  上記以外のコースは別途実額請求とします。 

 

・ 教材の請求については授業料請求と同日（10日）に行いますが、請求書は授業料と別

に送付されることをご了承ください。従って小切手でお支払いをされる方は、２つの

請求書の合計金額のCheckを作成、ご送付いただくようお願いします。 

・ クレジットカードでのお支払いを選択いただいている方は影響ございません。 

・ ノ－トは事務所で随時購入することができます。年度当初に各1冊を配布します。 
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１１ 校内生活のきまり 
このきまりは、みんなが明るく楽しい学校生活を送るために最低限守らなければならないこ

とを決めたものです。約束を守り、学校生活がすばらしいものになるようにみんなで力を合

わせて楽しい学校を作りましょう。 

 

＜プリンストン日本語学校の規則…四つの柱＞ 

1. 他人を尊重する。 

2. 公共物、私物を大切にする。 

3. 危険な行為をしない。 

4. 先生の許可無く教室を出ない。 

 

＜学校生活全般の約束＞ 

 

・プリンストン日本語学校は、多様なバックグラウンドを持った生徒が一緒に学習

していることを踏まえ、それぞれの文化を尊重し、お互いに尊敬し合う姿勢を大

切にしましょう。 

・母語や文化の異なる人たちとの積極的な交流を心がけるようにしましょう。 

・下品な言葉、乱暴な言葉は日本語、英語共に使わないようにしましょう。 

・アメリカにおける日本語学校ですから、現地校でも注意されていることはここで

もしないようにしましょう。 

・転出入者に対して温かい支援、配慮をしましょう。（温かい気持ちで転入生を迎

えましょう） 
   

＜校舎使用上の約束＞ 

  プリンストン日本語学校はライダー大学の一部を借りて日曜日だけ開かれています。 

次の注意を守り、学校の施設を大切に使いましょう。 

 

・校舎内で備品や掲示物を壊したり壊れているのを見つけたら、先生に連絡しましょう。 

・机や椅子などにいたずら書きをしたり、傷つけてはいけません。 

・教室や廊下の備品、掲示物には絶対に触れてはいけません。 

・教室や廊下などで走ったり騒いだりしないようにしましょう(ボール遊びはできません)。 

・教室はもちろん、トイレなどもきれいに使用しましょう。 

・構内の木や造形物に登ってはいけません。 

・危ないので、木の実や雪玉を人に向かって投げてはいけません。 

・一階に行って良いのは、自分の教室が一階にある生徒だけです。 

 （日曜日でも1階のロビー等で勉強しているライダー大学の人がいる場合もあります） 

・自動販売機やロビー・教室内のコンピュータを勝手に使ってはいけません。   

 

＜授業中の約束＞ 

・授業開始時刻には、席につき、学習の準備をしましょう。 

・授業中の私語を慎みましょう。 

・マンガ本、CDその他を授業中には読んだり、使用したりしないようにしましょう。 

・授業の開始、終了の際の挨拶はきちんとしましょう。 

・授業中に出歩いたり、勝手な行動をしてはいけません。 

・学校内での飲食は学校及び先生の指示に従いましょう。 

・休み時間でもほかのクラスの人たちに迷惑をかけないようにしましょう。 
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＜欠席・早退などの約束＞ 

・ 欠席、遅刻、早退をするときは、保護者は事前に学級担任に届けるようにしてください。 

・ 遅刻、早退の時は、保護者が教室の入り口で担任の先生に連絡してください。 

・ 学校、先生の指示なしに校外に出てはいけません。 

・ 学校からは欠席当日の宿題や学校からの配布物を送付は致しません。予め個人的に手配を

して、受け渡しの確認をしてください。 

 

 ～病気、事故、安全に関することについて～ 
 

＜校内における病気及び事故などについて＞ 

・ 生徒が病気、けがなどで教室での学習が困難な場合、学校は直ちに緊急連絡票によって

保護者に連絡する。当日の特別な連絡先がある場合は、担任に必ず知らせておくこと。 

・ 学校での応急手当は、少しの間横にならせるか、もし熱があれば頭を冷やすことぐらい

だけです。 

・ 生徒は体の調子が悪いときはすぐに担任に話すようにすること。 

 

＜学校としての保健に関する対応＞ 

１）児童生徒の発熱等への対応について 

・ 担任は児童生徒の健康観察を行い、発熱等の様子が見られた場合は日曜事務へ連絡する。 

・ 事務所では、保護者と連絡をとり、迎え等の依頼をする。 

２）事務所での児童生徒への保健室的対応について 

・ 児童生徒が軽度の擦過傷を負った場合は、事務室で消毒等の手当をすることがある。 

・ 事務室で対応できない負傷の場合はできる限り応急手当を施し、保護者、セキュリティ

へ連絡を取る。 

３）投薬について                   

・ 事務所では保護者からの依頼があった場合でも、投薬は一切しない。 

 
 

＜自身での移動が困難な児童生徒の避難について＞ 

・ 怪我などにより、自身で移動困難な児童生徒がいる場合、当該保護者は、移動困難であ

ることを担任及び事務所に予め連絡し、万一の場合に備え、教室付近に待機する。 
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Ⅱ 関連組織諸規程 
 

１ 父母当番 
 

＜父母当番マニュアル＞ 

 父母当番は、児童生徒が安全で楽しい学校生活を送る上で、非常に大切な役割です。プリンストン

日本語学校では、父母の方々に毎週交代で、当番にあたっていただいています。  

○ 毎回４人の方に父母当番にあたっていただき、授業時間は事務室の仕事、休み時間は児童生徒の

監督、また校舎内外に不審者がいないかどうか、巡回する仕事をしていただきます。  

○ 父母当番の方は、必ず１２時２０分に事務室にお集まりください。都合が悪く当番ができない方

は、前もって代わりの方を探し、変更したことを事務室までご連絡ください (当番の前に本人に

確認の電話をしてください)。 

 

- 父母当番 安全指導面での心がけ - 

・ 緊急事態発生時の速やかな連絡対応をはかれるよう、父母当番時に校舎内への不審者立ち入り

警戒、児童生徒の安全指導を心がけて頂くようお願いします。 

 

＜具体的事象＞ 

緊急事態への対応………… 何か起きた場合、携帯等を用いて直ちに運営責任者、両教育部長に連絡

を入れる。 

校舎内への不審者の警戒…  部外者、不審者の侵入がないか、注意する。状況に応じて連絡をする。 

生徒の生活・安全指導……………  危険な行動をしていないか、喧嘩等がないか、窓から物を投げた

り、きまりを守らない行動をしていないか注意する。暴れたり走ったりしているときは注意する。 

（１階の立ち入りは、高等部の生徒とその保護者のみ許可。関係者以外は１階に行かないでください。

コンピュータの使用、自動販売機の使用は禁止している） 

休み時間、外遊びの安全監視… 雨天時、降雪時の場合は外遊びをさせない。危険なことをしている

のを見かけたら、即座にやめさせる。また、注意を聞き入れないような場合は、速やかに担任や両教

育部長に連絡する。休み時間終了時、外に児童生徒が残っていないかを確認し安全監視を終える。 

   

 

   けがや事故への対応    

① だれが、いつ、どこで、だれと、どのように、どこが、どうなったのかを把握する。 

②発生現場から移動できる場合……日曜事務室につれてきて応急処置。 

③発生現場から移動できない場合（頭部強打、骨折、急に倒れたなど）その場で応急処置の指

示を待つ。 

            

      【救急病院への移送について】…… 部長 / 職員 / 当番 

 

＜連絡＞・発見者は上記の者に連絡する（携帯等で同時に通達） 

＜判断＞・病院に移送するかどうか判断する。 

    ・けがの状況により、自家用車か又は救急車かを決める。 

＜連絡＞・保護者 （連絡先は職員室に名簿あり）         

    ・総務長 

    ・大学 

＜移送＞・原則として１名で行うが、状況に応じ、２名以上が付き添う。 
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−父母当番の主な仕事内容 − 
 

 

12:20 p.m.    ・事務室に集合。仕事内容の説明を受ける。当番の役割分担を確認する。 

          ・授業に必要な教材等を各教室に運ぶ。 

        ・日曜事務室にお茶の準備をする。 

 

12:35 - 1:00 p.m. ・休み時間開始時にベルを鳴らす。 

        ・父母当番３名は、中庭で遊ぶ児童生徒を休み時間終了まで監督する。オレンジコ

ーンを指定された場所 (絵図参照) に置く。黄色いテープを造形物に巻く。 

 ・父母当番１名は、２階の中央階段で校舎内の児童生徒の監督にあたる。 

       ・関係者以外は１階に降りないように、監督する。 

                ・休み時間終了時にベルを鳴らす。 

        ・休み時間終了後、生徒が校舎に戻るまで責任を持つ（外に児童生徒が残ってい 

ないかどうか、確認すること）。 

 ・オレンジコーンを事務室に戻す。 

 

1:00 - 2:30 p.m.  ・授業開始、授業終了時にベルを鳴らす。 

         ・配布物 (学校からのお知らせ、依頼されたプリント) をコピーし、学級ごとに仕 

分けする。 

        

2:30 - 2:45 p.m.  ・休み時間開始時にベルを鳴らす。 

        ・父母当番３名は、中庭で遊ぶ児童生徒を休み時間終了まで監督する。   

      ・父母当番１名は、２階中央階段で校舎内の児童生徒の監督にあたる。生徒が１階 

に降りないように監督する。 

 ・休み時間終了時にベルを鳴らす。 

 ・休み時間終了後、生徒が校舎に戻るまで責任を持つ（外に児童生徒が残っていな 

いかどうか、確認すること）。 

 ・黄色いテープを外す。オレンジコーンを事務室に戻す。 

 ◎ 不審者がいないかどうか、随時、校舎内外を巡回してください。 

2:45 - 3:30 p.m.  ・配布物を各教室に届ける。 

       

3:30 - 3:35 p.m.  ・中央階段、校舎内で子どもの監督にあたる。 

 

（トイレ休憩） 

              

4:00 p.m.        ・後片付け開始（幼稚部などのキーボード・トイレの踏み台等の回収）。 

          

4:20 p.m.        ・授業終了のベルを鳴らす。 解散        

   
      
注意事項 

・緊急の事態が起きた時は、必ず事務室に連絡し、指示に従ってください。 

・休み時間の遊び場は中庭に限る。それ以外の場所には行かないように監督する。         
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２ 図書室利用ガイド 

 

（１）利用規定 

・ 図書室の利用は、生徒の在学、教職員の在職時のみに有効である。 

・ 蔵書は、学校の貴重な財産なので、大切に扱うこと。 

・ 図書の貸出返却は、図書係の指示に従うこと。 

・ 貸出期間は、４週間とする。学校行事等で返却期日に図書室閉室の場合、返却期日の

前の週もしくは５週目の１時までに返却すること。 

・ 本は一人５冊までとする。 

・ 図書を期限が過ぎても返却しない者に対して、督促状にて通達する。そこから２週間

経過しても返却されない場合は、紛失とみなし、一律２０ドルで弁償をしてもらう。

一度弁償金を払った場合は、後で紛失したものが見つかっても、返金はできない。 

・ 授業で必要な場合の一時的な貸し出し（辞書など）も、全て生徒各自のバーコードに

よる貸し出しの手続きを行う。（やむを得ない場合は先生の指示により、先生のバー

コードを使用することも可、また既に５冊借りていて生徒のバーコードでの入力がで

きない場合は、図書係に相談）返却は、原則当日。 

 

・ 紙芝居に関しての規定は別途 7）に記載。 

 

（２）利用時間 

  ・ 貸出は、PCJLS開校日の１２時から午後４時まで、返却も１２時から午後４時までと

する。（４時以降の返却は、処理が翌週になります） 

・ 夏休みの貸し出しについては、別途規定する。 

 

（３） 貸出 （図書室での閲覧は除く） 

・ 図書係に、「クラス」と「名前」を告げる。 

・ 借りたい本を図書係に提示し、バーコード処理(貸出手続き)をする。 

 

注）尚、新入生、編入生に関しては、事務局からの報告を受けた後、バーコード作成に 取

り掛かるため、入学後すぐには貸し出しできないことがあります。ご了承ください。 

 

（４） 返却 

・ 返却専用箱に本を返す。 

・ 自分で書棚に本をいれないこと。書棚への整理は、図書係が行う。 

注：バーコードによる返却手続きを行う。返却確認が必要な場合は、その場で図書係に確認依

頼をする。 

 

（５） 貸出期間の延期 

・ 貸出期間の延長をしたい場合は、本を持参し図書室にて再度貸し出しの手続きをする
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こと。 

 

（６） 図書検索 

図書係は、本の検索、保管場所の確認のみ行う。貸出状況、返却日等の情報は本人に

のみ提供。貸し出し中の本の追跡、返却日、借りた人の情報は開示しない。 

 

（７） 紙芝居の貸出 

・ 紙芝居の貸出期間は２週間、紙芝居の貸出数は一人２冊までとする。 

・ 生徒には貸し出さない。（高額な弁償責任があるため） 

・ 貸出の際は必ず、貸出リストに必要事項を記入すること。 

・ 貸出・返却時にページがすべて揃っているか、破損や落書き等はないか図書係と確認

すること。 

・ 紙芝居の中には、セリフの部分がコピー用紙の貼り付けになっているものもあるので

同部分を破らないよう注意すること。 

・ ページの紛失、破損・落書き等がある場合は、弁償する。（１冊４５ドル） 

・ 一度弁償金を払った場合は、後で紛失したものが見つかっても、返金はできない。 

・ 紙芝居舞台は原則として、貸し出しはしない。だだし、イベント等の場合は、保護者

のみに、一週間貸し出し可能なので、係りに要相談。破損した場合は弁償する。(175

ドル) 

 

借りる前に同意書に署名する。 

 

 

 

【附 則】 

この規程は、平成２５年（２０１３年）４月１日より施行する。 
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Ⅲ 沿革
 

1980 

年度 

4月6日 プリンストン日本語教室開校  

ニュージャージー州より学校法人として認可 

正式名称：「プリンストン日本語学校」 

借用教室はプリンストン大学ジョーンズ・ホール 

日本語成人学級開始 

初代校長：中田清一 

初代理事長：川本博久（1985年まで） 

運営委員長：小野雅之（2003年まで） 

日本語コース成人学級(ADULT)開始 

ニューヨーク補習校研修会に参加 

（1981年・83年-85年） 

第１回学芸会 

1981

年度 

日本語学校ガレージセールを行い、収益を運営

資金に充当 

ピクニックを開催（現運動会の前身） 

プリンストン大学East Asian Studies より学

資金の寄付 

２代目校長：小川信夫 （1987年まで） 

1982

年度 

ニューヨーク補習校より派遣教員を招き、懇談

会を開催（1986年・88年） 

第１回運動会 

ADULTクラス中級開設 

「Japan Seminar」講演会をプリンストン大学ジ

ョーンズ・ホールで開催 

Corporate Secretary：小野咲子 

（後に運営局長・部長 2005年まで) 

1983

年度 
初めての小学部卒業生 

1984

年度 

学校図書貸し出しのための整理完了 

教育巡回指導班来校による懇談会・教育相談 

1985

年度 

始業前書道教室を開始（希望者） 

カリキュラム・進級について第１回対策会議開く 

図書・ビデオ室設置ビデオ室設置 

初めての中学部卒業生 

２代目理事長：山田雅章（1995年まで） 

1986

年度 

授業時間を4時間に拡張 

第１回夏期教室開校（8/11～8/15） 

希望者のみ算数補習クラス開始 

中学部生徒が１・２・３年と揃い、複式2クラス

の授業を開始 

1987

年度 

父母会設立の準備活動開始 

ブック・セール 

派遣教員申請書を提出 

３代目校長：シャ－ウィン吉川裕子（1992年まで） 

1988

年度 

現地アメリカ人高校生対象に第2外国語として

の日本語クラス開始 

古教材セール 

1989

年度 

初代文部省派遣教頭：斉藤和彦（1992年まで） 

父母会準備委員会結成 父母会規約を作成 

日本語学校事務所設立 

父母会準備委員会主催のバザー 

1990

年度 

父母会発足 第1回父母会総会 

初代父母会長：野村一雄 

第１回新任者研修会 

夏期教室をはじめてプリンストン校独自で実施 

1991

年度 

小5～中3に社会科授業を開始 

レクチャー・シリーズ開催（講師：佐々木隆生・

袴田茂樹） 

日本語を教えたい人のためのワークショップ開

講 

プリンストン日本語学校開校10周年記念誌発刊 

２代目父母会長：村木英治 

1992

年度 

第2代文部省派遣教頭：瀬井健二（後に校長、1

995年まで） 

第1回 日米文化交流エッセイ・コンテスト実施 

第1回 日米文化交流プログラムにより、本校生

徒3名が日本訪問 

４代目校長：真鍋 信子（1994年まで） 

カリキュラム委員長：牧野成一（1997年まで） 

３代目父母会長：穂藤尚男 

1993

年度 

海外子女文芸作品コンクール全校出品 

第１回表現学習発表会（小5－高校） 

第1回書初め会 

４代目父母会長：太田勝人・遠藤良治 

1994

年度 

教育講演会：河合隼雄「家庭における父性と母

性」: 藤本幹子「育てたい優しさ」 

第2回 日米文化交流プログラムにより、本校

生徒１名が日本訪問 

５代目父母会長：宮本良二 

1995

年度 

５代目校長：佐川慶三 （第3代文部省派遣、19

98年まで） 

高等部の国語を進路別２クラスの選択制に変更 

校舎移転検討委員会設置 

第3回日米文化交流プログラムにより、本校生徒

3名が日本訪問 

創立15周年記念講演会：中村喜春「日本の古典

芸能と江戸っ子芸者一代記」：町田宗鳳「自然

とエロスと死」 

創立15周年記念誌完成 



 

                         

３代目理事長：寉見浩喜（2003年まで） 

６代目父母会長：久井勲 

1996

年度 

校舎をライダー大学ローレンスビル・キャンパ

ス メモリアルホールへ移転 

インターネット・ホームページを開設 

第4回日米文化交流プログラムにより、大阪府の

中学生2人受け入れ 

第2回東部地区補習授業校理事長・運営委員長会

議 本校にて開催 

教育講演会：大江健三郎「私が子供だった頃」 

７代目父母会長：久木元豊 

1997

年度 

幼稚部4歳児クラス開設 

「声明と舞楽法会」公演主催 

学校運営及び学習指導に関するアンケート調査 

教育講演会：青木富貴子「私のあめりか物語」 

カリキュラム委員長：ナズキアン富美子 

（2000年まで） 

８代目父母会長：真崎由美 

1998

年度 

６代目校長：今井清仁 （第4代文部省派遣、2

001年まで） 

教育講演会：津田武「子どものための健康相談」 

: 須田哲夫「美しい日本の魅力・テレビの放送

現場から」 

９代目父母会長：寺田秀雄 

1999

年度 

海外子女教育振興財団 巡回指導班 教育講演

会（講師：石井光信） 

初めて漢字検定・児童検定テストに参加 

教育講演会：冷泉彰彦「プリンストンと日本文

学」 :マイケル・グレイ二エツ「絵本作家グレ

イ二エツさんといっしょに」 

10代目父母会長：下村聡 

2000

年度 

創立20周年記念日米文化交流エッセイ・コンテ

ストの優勝者を日本に送る 

創立20周年記念講演会：中島和子「家庭で育て

るバイリンガル」 

幼稚部3歳児クラス増設 

教育講演会：松永はつ子「なぜＮＹで絵を描い

たのか」 

カリキュラム委員長：カルダー淑子（2004年まで） 

11代目父母会長：金井潤一 

2001

年度 

７代目校長：佐々木光治 （第5代文科省派遣、

2004年まで） 

教育講演会：小澤康司「911後の心のケア」 

12代目父母会長：金井毅雄・龍神嘉彦 

2002

年度 

「たけのこ教室」(小1，2年生対象)開始 

小学校低学年の生徒数が一定を越えた際の補助

教員制を開始 

「漢字進級テスト」読み・書き部門導入 

JASL スピーチコンテスト 

「第8回北米東部地区補習授業校理事長・運営委

員長会議」を主催 

教育講演会：マナス貴美子「アメリカと日本の 

『チガイ』のたのしみかた」 

13代目父母会長：渓英敏 

2003

年度 

「たけのこ教室」（小2,3年生対象）開始 

「たけ教室」（中学生対象）開始 

教育講演会：三浦良一「みんなで絵本を作ろう」 

:小川道子「アメリカの高校生」:中島和子「海

外で育つ子供たちの言葉と教育」 

４代目理事長：間島進吾（2005年まで） 

14代目父母会長：上野もと子 

2004

年度 

８代目校長（教育第一部長）：大川内智 （第6

代文科省派遣、2006年まで） 

教育第一部（補習校部）と第二部を開設（教育

第二部長：リー季里 2012年まで） 

総務オフィス開設（初代総務長：加藤隆 2006

年まで） 

海外子女教育振興財団「在外教育施設教育活動

等援助事業」の助成金により「多様な生徒に対

応するカリキュラムの構築」プロジェクト実施 

教育講演会：森真佐子「海外で生きる子どもと

親の心のケア」 :バーンズ静子「長期滞米生徒

の言葉の教育と心のケア」 

15代目父母会長：ドーア根理子 

2005

年度 

「プリンストンコース」に名称変更 

「プリンストンコース②」(小学校2，3年生対象) 

「プリンストンコース③」(小学校4，5，6年生

対象) 

教育講演会：カルダー淑子「在外児童生徒の語

彙獲得－補習校調査から」 

初代事務長：フェイ 薫（2007年まで） 

創立25周年記念文化祭 

16代目父母会長：マンダリス友理子 

2006

年度 

９代目校長（教育第一部長)：堀之内一天（第７

代文科省派遣、2009年まで） 

ＮＹ商工会議所の助成金により、「多様な生徒

に対応するプロジェクト」実施 

５代目理事長：カルダー淑子 

２代目総務長：小林将之（2009年まで） 

17代目父母会長：湯山元（2008年まで） 

2007

年度 

総務オフィス・父母会の組織改編を行う 

ＮＹ商工会議所の助成金により、プリンストン

コース中等部設立 27 



 

                         

会計事務を合理化 

２代目事務長：坂野慶司（2009年度まで） 

2008

年度 

ＮＹ商工会議所の助成金により、プリンストン

コース及びJASLの整備を継続 

PCJLS事務所をMoore Streetに移転 

教育講演会：広瀬浩二郎「つるつるとしなやか

に、ざらざらとしたたかに－『考・交・耕』を

もたらす『手学問のすすめ』｣ ワークショッ

プ：「手さぐり、手ざわり、手ごたえ－物にさ

わる、心にさわる」 

 アジア災害復興支援募金 

18代目父母会長：上原恵 

2009

年度 

１０代目校長（教育第一部長）：安部小彌太（第

８代文科省派遣 2012年まで） 

ＮＹ商工会議所の助成金により長期滞在・永住

の児童生徒の教育課程の整備を継続 

海外子女教育財団の助成金により｢実践報告書

(2009年度)｣を作成 

ワークショップ：「切り絵」久保修(文化庁文化

交流使) 

19代目父母会長：高見智子 

 

2010

年度 

 

第３代総務長；辰巳雄一（2010年9月より） 

初代事務所長：荒木孝子（2012年5月まで）  

ＮＹ商工会議所の助成金により長期滞在・永住

の児童生徒の教育課程の整備を継続 

プリンストンコース中高部設立 

教育フェア―開催 

北米東部地区補習授業校講師研修会・研究協議

会（会場:在NY日本国総領事館）理事長、第二教

育部長が講師として参加 

創立30周年記念講演会：冷泉彰彦「オバマのア

メリカと日本」 

児童生徒への講演会：山本 均「ノーベル賞とク

ロスカップリング」（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞィｽﾌﾟﾚｰcorp） 

20代目父母会長：矢田泰久 

2011

年度 

教育講演会・子ども相談会実施 

 講師；お茶の水大学院教授 榊原洋一 

ＮＹ商工会議所の助成金により長期滞在・永住

の児童生徒の教育課程の整備を継続 

児童生徒への講演会：山田雅章「宇宙のプラズ

マと夢の光エネルギー[核融合]」（物理学博士 ﾌﾟ

ﾘﾝｽﾄﾝﾌﾟﾗｽﾞﾏ研究所） 
第21代父母会長 高見智子 

2012

年度 

11代目校長（教育第一部長）：長尾重範（第９

代文科省派遣） 

教育第二部長：小野桂子  

ＮＹ商工会議所の助成金により長期滞在・永住

の児童生徒の教育課程の整備を継続 

プリンストンコース小学1年クラスを新設する 

教育講演会：前田文夫「アメリカの大学入試事

情」 

文部科学省国際教育課 神代浩 課長 本校視察 

第22代父母会長 吉田一美 

2013

年度 

ＮＹ商工会議所の助成金により長期滞在・永住

の児童生徒の教育課程の整備を継続 

カルダー理事長が継承語について文部科学大臣

にブリーフィングを行う（ワシントンで） 

校舎改修工事のため5月～8月を仮校舎（Scienc

e棟他）で授業 

教育講演会：広瀬浩二郎「世界をさわる―博物

館と社会をつなぐ『手学問のすゝめ』」（国立民

族学博物館 准教授）：バーンズ静子「親と違う文

化・言語環境で育つ子供達：その子育てについ

て」（NY日本人教育審議会） 

第23代父母会長 土橋善太 

2014

年度 
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