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アダルトコーススピーチ発表会 
去る 5月 14日、アダルトコースのスピーチ発表会が

行われました。林真理先生担任の1年目のクラスは、

各自がパワーポイントを使ってイベントなどの招待

状を読み上げ、ハル良江先生担任の 2 年目のクラス

はスピーチと自作のスキットのパフォーマンス、そ

して、パレルモ・マイケル先生担任の 3 年目のクラ

スもロールプレイを披露しました。よく工夫されて

ユーモラスな熱演に会場からは時折笑い声もあがり、

和やかな雰囲気に包まれていました。この日はアダ

ルトコース春学期の最終日で、修了証書が全員に授

与され、スピーチコンテストの後は楽しい懇親会も

行われました。三年目のコースがしばらくぶりに復

活して二年がたち、今後ますます充実することが期

待されています。 

 

国連俳句コンテスト その② 
6 月 3 日、毎年 JASLの生

徒が全員参加している、

UNIS （ United Nation 

International School ：  国

連学校)主催の俳句コンテ

スト俳句受賞式が行われ

ました。俳句コンテストには、

全米や世界各国から 1115句の俳句が寄せられました。

ＪＡＳＬ部から最終選考に 12 人（13 句）が選ばれ、当日

の授賞式は、以下の 4 名の生徒、教員部門から１名が

受賞の運びとなりました。小学生部門は、一位から三位

まで、プリンストン日本語学校ＪＡＳＬ部の生徒が独占す

るという、コンテスト応募以来初の快挙となりました。受

賞者と俳句をご紹介いたします。 

日本語部門（小学生） 

一位  ウォン リプリー  Ripley Wong 

   どんぐりの ちゃいろいぼうし わらってる 

二位 セナット ユキ イザベル  Isabelle Yuki Senat 

    そわそわと せきについたよ  おひなさま 

三位 マー リア   Lia Mah 

    きのかわの もようちょうちょに みえてきた 

日本語部門 （中学生） 

二位 マホン フィン  Finn Mahon 

    赤い葉っぱ  疲れて静かに  降りてくる 

日本語部門（教師） 

一位 ペスカ 一美  Kazumi Pestka 

    目を凝らし きらめく言葉の 海およぐ 

 リプレーさん、イザベルさん、リアさん、フィン君、ペス

カ先生、おめでとうございます！  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

Annual Haiku Contest and the award ceremony, hosted 

by UNIS (United Nation International School), was held 

on June 3. All JASL students participated in this contest 

every year. 1115 haiku were entered not only from the 

National but also from all over the world. 12 contestants 

(13 haiku) from JASL were selected for final phase. At 

the ceremony, 4 students and 1 teacher won the prize 

below. Princeton Community Japanese Language School 

JASL students won 1st to 3rd prizes for Japanese Division: 

Elementary Category for the first time since we started 

participating in the contest. Here are the winners and their 

haiku: 

Japanese Division: Elementary Category  

1st Prize  Ripley Wong 

Acorns’ brown hats laughing 

2nd Prize Isabelle Yuki Senat 

Nervously the dolls are all seated for Girl’s day 

3rd Prize Lia Mah 

A design on the tree bark begins to look like a 

butterfly 

Japanese Division: Middle School Category 

2nd Prize Finn Mahon 

A red leaf, tired, quietly, comes down 

Japanese Division: Teacher Category 

1st Prize  Kazumi  Pestka 

I stare: a sea of glistening words swimming 

Congratulations Ripley, Isabelle, Lia, Finn and Mrs. 

Pestka! 

 
 

本  日 ６月１８日・幼稚部：七夕  
・漢字検定１２：１０～ 

・補習校部夏休み宿題配布開始 

・進路懇談会 １３：００～ ３０４ 

６月２５日・夏休み前最終授業 
 

●夏休み平日オフィスの開所時間・閉所期間 

開所時間：６月２６日～７月２１日（火～金）は 10：00～14：00   

それ以外は１０：００～１６：００ 

閉所期間：７月２５日～８月４日。 

 

 

注意３Ｆ男子トイレ内で危険な行為や迷惑行為をし

ているという報告がありました。使用している学年は、

家庭でも子どもたちへの注意をお願いします。 


