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A MERRY CHRISTMAS AND  

A HAPPY HOLIDAY TO YOU! 

 

黒部 美子 

ランゲージ・ハウス保護者の皆様、今年も大変お世話になりました。幼稚部の保護者

の方々とは実際にお会いし、お話する機会があるのですが、中島、藤崎の皆様とは中々

そのような機会が持てず、来年はもっとお互いを知る時間が持てるように努力したいと思

います。何故ならば、学校というのは生徒、教員、保護者がバランスよく影響し合うこと

で、より良い環境が作られると思うからです。私の５人の子供たちがニューヨークで学校

に通っている時に見た光景も、良い学校には常に保護者の姿があり、子供たちの様子を

見たり、先生とディスカッションしたりしていました。ニューヨークは働く人たちの街です。特

に仕事を持つママがほとんどです。私の子供が通っていた保育園も、PTA ミーティングが

夜の８時から行われたこともありました。パパ達も連日の仕事で疲労困憊しているのです

が、あるクリスイベントでブレーメンの音楽隊が演じられた時、それぞれの有志が犬になっ

たり、鶏になったりして場を盛り上げていました。反対に学校に対するリクエストもしっかり

と発言して来ます。とくに学校の環境に関しては、自分の子供が一日の多くの時間を過ご

すところという意識があり、小さなことでもしっかりと見ているのだなと日本人の私はよく感

心して聞いていました。 

さて、２０２２年も終わろうとしています。１２月はクリスマスまでのウキウキと、それが終

わると一挙に慌ただしくなるのは皆さんも同じかと思います。ですのでこの時間を利用し

て今年を振り返ってみます。何よりも嬉しかったのは、日本の鎖国状態が解除されたこと

です。２０２０、２１年とランゲージ・ハウスにとっては厳しい時でした。海外からの外国人講

師を採用できない、また採用途中だった講師が入国できないという状況が続きました。加

えて多くの外国人講師達は仲間と暮らせるシェアーハウスに住んでいることから、感染す



るリスクが高く、かといってワンルームマンションに移ると孤独感が強く、メンタルに障害が

起こる場合など、コロナ禍での外国人雇用のあり方を考えさせられる時でもありました。 

もともと外国人講師のエネルギーは、楽しい飲み食いから生まれてくるのですが、海外

の実家にも帰れない、仲間とも集まれないなどは日本人が思う以上に辛い時期だったか

と思います。私はよく外国人スタッフに“Be 100% happy when you meet your students”と

言っています。先生が幸せ感を持たずにクラスに入り、子供達と向き合うのは良いことで

はありません。簡単に思われることかもしれませんが、コロナ禍はこれを維持するのが大

変難しい時期でした。ランゲージ・ハウスでは”TELL”という外国人講師のためのメンタル

サポートラインがあります。これは講師がメンタルな部分で誰かに相談したかったり、直接

英語の話せるプロのカウンセラーとコンタクトしたい時に使います。また HR(人事部)から

は、コロナ禍に講師が 1人で悩まないよう、定期的にコンタクトしたり、感染した場合の対

処法などを発信しています。私も海外で暮らしている時に必ず必要だと思ったのが、信頼

できるホームドクターの存在でした。２年間ほど外国人スタッフとのパティーやイベントは

できないまま時間が過ぎて行きましたが、人と人は一緒に飲食を共にすることでお互いの

理解を深めるというなんでもないことが、どれほど大きなことかを改めて感じた時期でもあ

りました。信頼関係を作るということでは食事を共にすることが一番だと思っています。 

今やっと海外との行き来が戻り、日本で働きたいという外国人も少しずつ戻ってきてい

ます。ただ日本円の弱さが、給与の弱さにも繋がり、今後円安が長引けば、明らかに外国

人雇用に影響が出てくることは避けられないと感じています。 

しかし、お金以上に日本の文化や暮らしに興味を持ち、日本の子供達のために貢献し

たいという外国人もまだまだいます。ランゲージ・ハウスは、外国人と日本人が共に助け

合い、充実感を持って働ける環境を維持していくこと、そしてそこが常にアットホームな場

所であることが、次の世代にも繋がっていくと確信し

ています。２０２３年はどんな年になるかではなく、ど

んな年にしたいか。皆さんもご自分のチャレンジした

いことを夢に描くだけでなく、計画し、実行してくださ

い。必ず現実に素敵なことが起こります。 



先生の
BIGGEST 

NEWS OF 
2022 

 

✨ 幼稚部 ✨ 

 

みちよ先生️ 

 

ランゲージには同窓会がありません。 

でも今年の夏、５年生️の皆さんが集まる会をして

下さり、私も少しだけお顔を見ることができまし

た。 

とても大きくなった卒園生️に会えて嬉しかったで

す。 

 

Thom 先生️ 

 

This year has certainly been busy, but one of 

the biggest pieces of news for me is that my 

sister will be getting married next year. Actually, 

she got married by the court at the beginning of 

covid, but she has been waiting all this time to 

have a ceremony. So, after over 3 years, I will go 

back to celebrate with her and my family. 

 

あかり先生️ 

 

Ruby 先生️が南アフリカから来たことです(^^) 

Ruby 先生️ 

 

My biggest news of 2022: Moving to Japan with my husband.  

 

 

先生の今年の最も印象的だった出

来事について聞いてみました‼ 

今回は ILH幼稚部、プレスクー

ル、NAKAJIMA保育園、

FUJISAKI保育園の先生にお答

えいただきました。 

 

 



 We had never been in Japan before, but my husband has always loved Anime and the 

Japanese culture and food. One day he came to me and said, "Why don't we go to 

Japan?" I was really shocked, because I never ever thought of going to Japan. (To be 

honest, I did not know anything about Japan). I said to my husband, "Okay, let's go". 

And then we tried since 2018 to come to Japan! I remember the day we found out we 

are really going (in August 2022) my husband was running around and shouting for joy!  

We are so happy and blessed to be in Japan. 

 

Carlos 先生️ 

 

The biggest change in my life this year (2022) was my method of painting. I went from 

painting a few blocks at a time to many, and I now have buckets of paintings in my 

room!  

So basically, my painting method and increased workflow is my biggest change. It makes 

me happy and helps keep me calm when I feel anxiety or stress. 

 

I’m also happy to be with ILH for a little over a year now. I have loved growing with the 

Saturn and Mercury class. :)  

 

 

 

✨ プレスクール ✨ 

 

じゅんこ先生️ 

 

アナログな私がインスタ、ブログを助けを頂きながら書いてる事！読んだり、いいね👍して

下さり感謝です。横浜市からのお知らせや書類、手続きも〇イボウズのキ〇トーンへ。デジ

タル化についていけるよう頑張ります。 

 

Veena 先生️ 

 

The biggest news of the year for me is, a great success of the sports day and homecoming 

day. For homecoming day, all graduated kids and parents reunited at preschool. Cherished 

all the old memories.  

 

みお先生️ 

 

Biggest news はプレスクールに仲間入りしたことです！ 

ハロウィンや X'mas show 等の行事はもちろん楽しかったですし、一緒にダンスしたりお弁

当食べたり「みおせんせい」と名前を呼んでもらったり…みんなとの日々の生️活も Happy

が沢山あります♪ 

 

 



Parker 先生️ 

 

The biggest news of the year would have to be the addition of Carlos and Ruddette as 

teachers in the kindergarten.  They are wonderful and talented educators and the future 

looks bright for the kinder                      

 

 

✨ NAKAJIMA 保育園 ✨ 

 

Jocelyn 先生️ 

 

今年一番のニュースは結婚したことです！妻を連れてフランスに帰り、家族にあいさつす

るのが楽しみです。 

 

棚原先生️ 

 

私の今年一番のニュースは、1 年間 ZUMBA を続けられたことです。私は今まで「ダンス

は苦手」と避けてきましたが 1 月に一念発起。苦手なダンスに挑戦しようと ZUMBA を始

めました。1 年間続け、今ではすっかりダンスが大好きになりました！ 

 

 

✨ FUJISAKI 保育園 ✨ 

 

竹内先生️ 

 

就職のため福岡から上京した 

 

堀内先生️ 

 

上海時代から１０年間共にした愛猫とのお別れ、、 

 

久田先生️ 

 

親友が結婚し、人生️初！ブライズメイトと保証人になった 

 

萩原先生️ 

 

推し活動で思い出に残るイベントに参加できたこと 

 

Rakia 先生️ 

職場の近くに引っ越しをした                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スピーチ！ 

 

マーキュリーになって

いっぱい覚えられるよ

うになったので、楽しく

なった 

 

スピーチがようやく

終わって、みんな

に褒められてうれし

かった！ 

 

骨折したこと 

 

公園ではっぱをと

ったこと 

 

Mercuryになって Jupiterを助

けることをしてびっくりした。

Sports Dayでお友達が前の

Winter Sports Dayより早くなっ

てたことにびっくりした。 

My Craftで時計

を作ったこと 

 

今作っている風船の周

りに白い紙を貼ってる

こと。まだまだ白を貼る

のが楽しい 

 

Sports Day 

 

Craft!!!!! 

 

 

Sports DAY 

 

カマキリの卵に寄

生虫がいたこと 

 

みんなで遊ぶこと！ 

 

 

Thanksgivingの Show 
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幼稚部 Rudette 先生に聞いてみました！ 

南アフリカのお正月はどんな感じですか？ 

In South Africa, Christmas and New Years are very special and important to us (especially 

Christmas, because we celebrate the birth of our Lord, Jesus Christ.) 

 

When I was a young child, my family would get together and we would camp at the river, go for 

boat rides, fishing and swim in the river. When I got older (teenager), I used to go out with my 

friends, staying awake until the New Year - counting down the seconds until it is the New 

Year. ！ 

As I grew older; spending time at home with my family was more important for me. We would 

have a "braai" (a barbeque) where we would "braai" meat on a fire, and have many delicious side 

dishes like potato salad, garlic bread, noodle salad, and more. We would of course also have 

dessert afterwards - usually "malva pudding" which is a sweet pudding with custard or ice 

cream.  

We used to also eat a lot of watermelon and have a watermelon fight - running around, trying to 

cover one another in watermelon pieces (it was so sticky!) 

To end off the year, and start the New Year, we would go to church late at night (11:45PM), 

have a service; sing praise and worship songs, and thank the Lord for a wonderful year that has 

passed, and pray for the coming year.  

 

ブラジルは？ 
国が広いので 3 種類ぐらいに分かれて文化
がありますが、ある地域はクリスマスイブ
はみんな真っ白い服を着て、年越しには海
岸に行って入れる 
人は海に入ることで悪いことを流すと言わ
れているそうです！ 
 

 

 

おまけ！ 

エクアドルは？ 
クリスマスもニューイヤーもとにかくターキ
ー(ターキー)を食べるそうです。 
クリスマスエピソードは 
エクアドルではクリスマスになる午前0時に
みんなプレゼントを開けて乾杯してパーティ
ーが始まるそうです！子供もみんな夜更かし
して真夜中になるのを待つのが恒例らしいで
す！ 
 



  密着カルロス 24 時 
以前よりも、先生やお友達と英語で話すことが多くなってきた幼稚部！いったいなぜ！？ 

謎を探るべく、Mercury クラスを見学させてもらいました！ 

 

               Circle Time に密着してきました！ 

 

Circle time は、基本カルロス先生が取り上げたテーマをみんなで話会う時間です。 

What did we today？” から毎回始まります。 

 

          この日のテーマは”Mean Words and Things” 

 

カルロス先生が幾つか子ども達に質問をなげかけていきます。 

"What is mean thing？" 

 "What is mean word？”  

"Do you want to pumch people with your words？” 

 

それぞれの質問にきちんと子ども達は 

"Pushing and kicking"  

"My brother says あっち行け and ばかやろう" 

 "No, I don't want" 

 と答える 

 

印象的な子どもからの質問だったのは、 

「The person saying "あっちいけ” don't say "もうあそびたくない”」。 

カルロス先生はこうゆう質問も”It's tricky thing" と言いつつも解説していっていました。 

 

生徒に一人が”You are Turcky!” と私に言ってふざけ始め、他の子もまねしはじめ。 

その時カルロス先生は、その子に「君のママは嬉しそうじゃないよ。言われて嬉しくない言葉を

言っちゃった時はきちんと”Sorry”って言うんだよ」と言ってくれました。 

カルロス先生や他の外国人講師の先生もそうですが、きちんとしたマナーをこまめに伝えるこ

とも子ども達が英語でものを伝えようと言う姿勢につながる一因なんじゃないかと思います。 

 

⇒ カルロス先生が一方的に話すわけではなく、きちんと子ども達と双方向の会話をするスタ

イルがあるから、以前よりも英語で言葉が出やすくなってきているのではないか。 

 

※テーマに関しては、先生達の MTG で出た話題や子ども達が取り上げて欲しい話題等様々

だそうです。 

※もし英語の単語が出てこない場合でも、子どもの言った日本語を英語に直して一緒に言わ

せる 



 

 

  

 

子どもたちが質問に答えるまで、じっと待つ 

 

子どもたちの意見は否定する言い方はせずに、その意見を受けとめる 

上記二点→間違っても大丈夫な雰囲気を作る。もちろん、発音や英語での言い方はその都度

直してくれる 

 

正しいことを教えようとするときは、目と目を合わせて。 

→例：私に「You are turkey!」と言い続けていい顔をしなかった私の様子も見ていたカルロス先

生。生徒に何が悪かったのかをきちんと論理的に説明してくれた 

 

時間が限られてる際に、発表出来る人数を決めて発表をさせている←決まっている発表者の

数があるので、子どもは競い合って手を上げる感じ！ 

 

遊びの中で、英語のクイズをしながら遊ぶ 

（例 on the slide, he pass the kids who answered the questions like "A, B, C, D. What is the 

next letter?") 

 

登園してきた子供たちに、質問したり言葉をかけたり子供たちと少しでも会話をするようにして

いる。 

 

カルロス式 子供に対する声がけの仕方 

静かにしてほしい時に 

 Which one can be quiet first!?  Jupiter or Saturn!? 

子供たち、一気に静かになりました！ゲーム感覚もあって楽しそうにしていました。 

 

 

 

  



 

 

 

問)自宅でのおすすめの英語の勉強方法はある？ 

How was your day!? 

って必ず子供に聞いてください。ふざけたり、答えてくれなかったりする事もあると思うけど、親子のコミ

ュニケーションもとれるし、英語でなんて言って良いのかわからない単語など、一緒に勉強するのも良

いと思います。 

 

あとは読書と音読！！ 

幼稚園から配られる Curious George の本はとてもおすすめです。 

発音や phonics に気をつけて読んでもらえると良いと思います。 

 

問)発音は親が日本人の場合教えるのはかなり難しい。日本人は日本人独特のアクセントがあるの

で、むしろ変な発音を覚えてしまわないか心配です。 

回答)その場合は人気のある英語の本だったら今は大体 YouTube に音読されているものがあります。 

それを親子で見て勉強するのも良い方法だと思います。 

 

phonics や発音を勉強するのにカルロスがオススメする本は Dr. Seuss💛 

 

この写真 の作成者 不明な作成者 は CC BY-SA-NC のライセ

https://grace8484.blogspot.com/2011/03/happy-birthday-dr-seuss-day-late.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.prindleinstitute.org/books/oh-the-places-youll-go/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 

            

 

  A Happy Holidays from NYC 

 

今年の NYCにはコロナ前の活気が戻っている。5th Aveは世界中から Big city Christmas を目指してやってきた人々で

溢れていた。ほとんどの人がマスクを外し楽しそうに話している。驚くことに完全者の数は東京より低く、また感染者数も話

題にならない。 

ブロードウェイのミュージカルやリンカーンセンターのオペラのチケットは完売、レストランは予約が無ければ席はない。 

ランゲージ幼稚部の先生だった Timo と再会した。今は小学校で音楽の先生をしている。日本の子供達のしつけがいかに

いいかを現在実感しているとか。日本を離れて日本の良さを感じる毎日だと言う。 

話しはこれくらいにして、NYCのクリスマス をランゲージのみなさんとシェアする！ 

 



 

 



  



＜プレスクール浦西先生のインタビュー＞ 

〜限られた時間の中で濃く過ごしてほしい〜 

優しい声と笑顔が印象的なプレスクールの順子先生。日々子供に教えられている、とプ

レスクールへの思いを話してくれました。今回は一緒に働く先生のこと、子供たちへの思

いを伺いました。 

■保育はチームワーク 

先生の国籍、価値観、保育観が異なる中で、順子先生は「伝えなきゃいけないことは伝

える。ためないようにしている」と言う。順子先生を中心にしたチームワークは、スタッフ

の雰囲気を良くし、結果として子供たちにとって居心地の良い保育環境を作っているの

だろう。「見てると、子供が先生を好きだから英語も入っていくんですよね」と話す。 

■一人でできる子を育てる 

黒部園長も式辞や保護者会などで度々語る、「一人でできる子を育てる」ILHの方針だ

が、もちろんプレスクールにおいても大事にされていることの一つだ。あいさつ、着替え

る、靴を履く、食事をするなど基本的なしつけは日本人保育士だけでなく、外国人講師も

一緒に行っている。1年を 4期に分けて目標をたてて関わっているという順子先生。そ

れこそ、スタッフのチームワークがなければできないことだそうだ。入園当初は毎日を過

ごすことだけで精一杯だった子供たちも、今は来客に対し「Hello‼」と元気よくあいさつし、

遊んだ後のおもちゃは先生の声掛けだけで片づけていた。 

■登園の頻度が違ってもみんな充実して学べるように 

プレスクールでは月に１回 Newsletterを発行している。その中に月の英語教育の計画

を詳細に掲載しているのだが、これはスタッフ全員で話し合い、決めているとのこと。

「Month theme」をもとに、会話（声掛け）、クラフト、本、歌の内容まで具体的に示されて

いる。保護者の中にはこれらをもとに、事前に YouTubeなどで予習をしていることもある

という。どの先生も「（登園の）頻度は違っても、できるだけ同じように学んでほしい」思い

で、限られた時間の中、子供たちの園生活を濃く、充実したものになるよう、日々取り組

んでいる。 

■２０２２年度のこれまでと、卒園に向けて 

4月に入園し、Sports Dayや Halloween といった大きなイベントを経験した子供たち。

「大きなイベントごとに本当に成長しているのがわかるんですよね」と笑顔をうかべる順

子先生。「今も Christmas Showの練習みんな頑張ってるんですよ」と。卒園に向けて、さ

らに大きく成長してくれたらと嬉しそうに話していた。                                 

(2022.12初旬) 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILH History 

私の長男と次男は勉強が嫌いだった。ただ不思議なことにニューヨークでは二人ともソコソコに名の

ある私立学校に通っていた。今でも次男が学校の面接試験を受けた時のことを思い出す。

Collegiate school はニューヨークにある男子校で１６２８年からの歴史を持つ。今まで色々な学校を

見て来た中で、私が一番好きな学校といってもよい。学校紹介の中にこのような言葉がのせられて

いる。 
 

At Collegiate, we acknowledge and embrace the tradition of the past, 

while embracing the change to come. We believe this will allow our 

boys to thrive in the future. 
 

歴史を知ることで未来を変えることができるというような内容だが、教育の中にそれがバランスよく導

入されていて、常にチャレンジ精神を感じる校風が力強い男子教育を実践していた。次男が面接を

受けた時、待合室にはもう1人の男の子がいた。よく喋る子で、とても５歳児が使うとは思えない単語

を使っていた。その子に比べると次男はすでに緊張のしっぱなしで無言、ああこれではこの子に勝て

ないと諦めていた。ところが数日後に合格通知が届いた。入学後面接を担当した先生と話す機会が

あり、あのよく喋る、頭の回転の早そうな子の姿が見えないが入学したのかと聞いたら、その子供が

この学校で成長できる幅が少ないというのが理由だった。しかし次男は成長できるとかできない以前

の問題で、入学してからが苦難の毎日となってしまった。 

 

アンケートや取材等に 

ご協力頂いた幼稚部＆プレスクール＆ 

Ｎａｋａｊｉｍａ保育園＆Ｆｕｊｉｓａｋｉ保育園

の保護者様方や先生方、 

どうもありがとうございました！ 

そして、良いお年をお迎えください！ 

 

Ｗｅ ａｐｐｒｅｃｉａｔｅ ｙｏｕｒ 

cooperation on ILH Connection！！ 

Best wishes for the new year!! 

 

ILH Connection 編集者一同 


