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#みんなでがんばりマスク Project にさんかしてくれて、ありがと

うございました！ 

 

たくさんの イラストや しゃしんなどをみれて、ゆうきをもら

いました。 

 

いまは コロナウィルスや たくさんのことが  

よのなかでおきていますが、よくなることを  

ねがっています。 

 

これからもげんきに、にほんごを べんきょうしましょう！ 

 

Thank you so much to the students and teachers who have extended their time 

and efforts in participating in the month long ＃みんなでがんばりマスク 

project. JFLA & AATJ started this project to unite and connect Japanese 

language learners during this difficult time and the results were amazing. So 

many students from so many backgrounds and levels have gathered together to 

encourage others, share their strengths, and reminded us of the importance of 

unity. Although there is physical distance, we are able to come together and 

emotionally connect.  

 

As an organization that is committed to serving Japanese language learners and 

teachers, we received so much encouragement from seeing so many artworks, 

photos, and videos that reflect the love and spirit of each language learner. 

Thank you all for coming together and making this wonderful project a success.   
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Hana Jacinto from CSU Monterey Bay says: 

外出禁止の指令が出てからお母さんの家

事がいつも以上に増えたので少しでも手

助けになるようにルンバを買いました。

これから出来ることから手伝います。 

お母さん、毎日美味しい料理を作ってく

れてありがとう！ 

#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage #drawing #ill

ustration #photo #foreignlanguage  

#イラスト #写真  

#おうち時間 #stayathomewithJF  

 

We received a message: 皆さんありが

とうございます。二年前に小さな教

室に会いました。春の空から桜がチラ

チラ落ちました。私はみなさんの顔や笑

いを忘れません。あの時から皆は私の心

にいます。もうすぐです、まだ会いま

しょう!みなさん頑張ります!  

#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage  

#写真 #景色  

#おうち時間 #stayathomewithJF 
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Micaela M. CSUMB said: 今は日本でもアメリカでもコロナウイルスの影響で複雑な状

況になっていると思います。家で何もすることがない人達への提案です。絵を描いて

みましょう！楽器を習いましょう！この時期クリエイティブな趣味を始めるのをオス

スメです。私はこの時間を使って、最近は絵を練習したり、ピアノを練習したりして

います。自分で新しい物を作るのは本当に素晴らしい経験になります。これは暇つぶ

しではなく自分探しのいい機会ですです。 ぜひクリエイティブなことをしましょ

う！ #みんなでがんばりマス

ク #japan #japaneselanguage #drawing #illustration #foreignlanguage #hatsunemiku 

#初音ミク #イラスト #おうち時間 #stayathomewithjf 
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Anita from Southwest High School sent 

us: 今、出来なくても 焦らないで 慌て

ないで 君のマイペースで 自分信じて 

ゆっくり 

行けばいい 。 

#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage #drawing #illu
stration  

#foreignlanguage #イラスト#おうち時

間 #stayathomewithJF 

 

Claire Chuang from University of 

Pittsburgh sent us: このパンデミック

の間に、事実上あなたの家族や友人と

連絡を取り合うことを忘れないで 

ください! 

 #みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage #drawing  

#illustration #foreignlanguage  

#イラスト#zoom #おうち時

間 #stayathomewithJF 
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Kyle sent us a message: 

毎日は 

コロナウイルス 

春を待つ #みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage #flower  

#photography #花 #写真 #おうち時間  

#stayathomewithJF 

 

John Webster from CSU Monterey Bay 

sent us a message: 日本に住んでいた

時、たくさん漫画を買ったけど、今ま

で、時間がないから、読めませんでし

た。シェルターインプレイスのおかげ

で、漫画を読める時間があります。

皆、今は我慢して家で、漫画を読み、

コロナを倒した後、焼き肉に 

行きましょう。 

#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage #manga 

 #photography  

#写真 #漫画  

#おうち時間 #stayathomewithJF 
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Chelsea Hikaru Gabbard from CSU Monterey Bay sent us a message: 

今年は日本に行くつもりだったけど、コロナウイルスのせいで行けませんでした。本当に楽し

んでたのに、突然新しいニュースがきてすべてが変わった。小さい時から、春のときにある桜

が見たい思いがありました。桜は今年初めて見る予定だったのに、今悲しい気持ちしか感じれ

ない。 けれども、そのニュースが受け取ってからもう三ヶ月ぐらいがたちます。今は大学の

オンラインクラスを取っています。毎日父と母一緒にいる。カリフォルニアの天気もとてもい

い。毎日たくさん時間があってたまにつまらない気持ちがある。でもその時間でいろんなポジ

ティブのことができます。新しい趣味を探せる、家族と一緒にいられる、自己治療の時間もあ

ります。私は本当に幸せです。小さいことでも、嬉しい思いをしないと。これは一時的なので

またこれから通常の世界に戻る。みんなで一緒だから！私の希望は日本にすぐ行けることで

す。でもその間に桜を見ることを感がいている。みんなも嬉しい思いをしてください。 

#みんなでがんばりマスク #japan #japaneselanguage #foreignlanguage #桜 #写真 #イラスト  

#絵 #おうち時間 #stayathomewithJF 
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Audrey sent us a message: これは私の犬で、

好きな写真です。犬の名前はチチです。私と

家族はチチを愛します。私の犬は私を幸せに

しています。 

#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage #foreignlanguage  

#photography #dog #犬  

#写真 #おうち時間 #stayathomewithJF 

 

Ella sent us a message: 春は私の好きな季節で

す！春は友達と外で遊ぶ。コロナのせいで家

にいなければなりません。友達に会いたい！

新しい友達を描きました。:) 健康を維持して 

ください!  

#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage #foreignlanguage  

#illustration #drawing #イラスト #絵  

#おうち時間 #stayathomewithJF 
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Yukiko sent us a message: 日本語で

話しマスク。  

#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage #zoom  

#おうち時間  

#リモート #stayathomewithJF 

 

Emily Hedrick from Southwest 

High School sent us a message: こ

れは父です。私と父は音楽が大好

きです。父はベースギターを教え

てくれます。楽しい、希望が持っ

ています。#みんなでがんばりマ

スク  

#japan #japaneselanguage #foreig

nlanguage #父 #photography  

#写真 #おうち時間  

#stayathomewithJF 
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Keiko Takenaka, Japanese 

language specialist at Gen-J 

program in Chicago wrote a song 

called Remember Hiragana, 

featuring special guest Kumo! 

Click image for video!  

#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage #song  

#hiragana  

#曲 #video #おうち時間  

#stayathomewithJF 

 

Maddie sent us a message: コロナ

はとてもチャレンジングです。 そ

のあいだに何か新しいについて学

びをください。 私はギターをひく

に学びます。 #みんなでがんばり

マスク  

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage #guitar  

#ギター #illustration #drawing  

#イラスト #絵  

#おうち時間 #stayathomewithJF 

 

https://youtu.be/3ctmCakpJl8
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Grayson Jensen from Southwest High 

School sent us a message: 今、コロナウ

イルスが来ましたから、たくさん不安

があります。でも、私は友だちと話を

して、うれしいになります。コロナウ

イルスがないの時、友だちと活動をさ

れるのを楽しみにします。  

#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage #illustration  

#イラスト 

#おうち時間 #stayathomewithJF 

 

Maddie Tatum from Southwest High 

School sent us a message: 今、学校に

行ってはいけません。でも毎日先生た

ちと生徒たちも一緒にはたらいていま

す。今言語を勉強しにくいですよ。そ

して、テクノロジーを使って、宿題を

して、生徒のみんながんばりマスク!ま

で大丈夫になりますね。 

#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage #study #勉強  

#おうち時間 #stayathomewithJF 
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Abby Grabowski from Southwest High 

School sent us a message: 私たちは家で

います。友達や家族で会いません。学校

やいん食店でいきません。でも、花を咲

いてとりが歌ってです。世界は再び始ま

る。  

#みんなでがんばりマス

ク #japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage  

#花 #flower #写真 #photography  

#おうち時間 #stayathomewithJF 

 

Lily Drew from Southwest High School 

sent us a message: コミュニティは平和

と愛のために重要です。 

#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage  

#和食 #japanesefood  

#おうち時間 #stayathomewithJF 
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Ella Osweiler sent us a message:  

希望があればみんなが繋がれる 

#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage  

#イラスト #illustration  

#おうち時間 #stayathomewithJF 

 

Rosita sent us a message: さすが花 

ちるにみれんはなかりけり - Issa 

Kobayashi #みんなでがんばりマス

ク  

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage #絵 #painting  

#おうち時間 #stayathomewithJF 
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Grace sent us a message: こんにちは！

医者と肝心の人、ありがとうございま

す！今は難しい時間と思います、でも

頑張ってくれてありがとうございま

す！ 

#みんなでかんばりマスク ！！！

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage #mask #マスク  

#おうち時間 #stayathomewithJF 

 

Maddie sent us a message: 今でも

木、空、や花々が美しく咲いていま

す。私たちの未来を一緒に楽しみまし

ょう！#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage #絵  

#イラスト #illustration  

#おうち時間 #stayathomewithJF 
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Erika Nahkala from University of 

Wisconsin-River Falls sent us her 

video project (Click the picture): 

これは私のクラスプロジェクト

です。私たちはドラえもんの秘

密道具を作りました！私の秘密

道具は「愛しています窓」で

す。 

#みんなでがんばりマスク

#japan #japaneselanguage  

#foreignlanguage  

#ドラえもん #doraemon  

#ビデオ #video 

#おうち時間 #stayathomewithJF 

 

We received a video (click the picture) from 

D'Angelo from CSU Monterey Bay with the 

message: 皆ガンバ辛くてもきつくても皆ガンバ 

もしかしたら今からこれからパッションを見せた

ら明日でも大丈夫一人じゃないからきっと大丈夫 

皆でがんばりマスク俺と一緒にファイトするなら

かなり必ず勝つ 

#みんなでがんばりマスク  

#japan #japaneselanguage #foreignlanguage #ra

p #ラップ  

#おうち時間 #stayathomewithJF 

 

https://www.instagram.com/tv/CAVsBNdDGGa/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAWKmeJjy0d/
https://www.instagram.com/explore/tags/%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%A7%E3%81%8C%E3%82%93%E3%81%B0%E3%82%8A%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF/
https://www.instagram.com/explore/tags/japan/
https://www.instagram.com/explore/tags/japaneselanguage/
https://www.instagram.com/explore/tags/foreignlanguage/
https://www.instagram.com/explore/tags/rap/
https://www.instagram.com/explore/tags/rap/
https://www.instagram.com/explore/tags/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97/
https://www.instagram.com/explore/tags/%E3%81%8A%E3%81%86%E3%81%A1%E6%99%82%E9%96%93/
https://www.instagram.com/explore/tags/stayathomewithjf/
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Hiro Zeller-sensei from Walter Colton Middle School us a message: 慣れないオンライン

授業で初めてマスクを作って、つけてみました。同じ教室にいられなくても、心を一つ

に皆で乗り越えよう！ 

#みんなでがんばりマスク #japan #japaneselanguage #foreignlanguage  

#クラス #class #middleschool #中学 #mask #マスク #おうち時間 #stayathomewithJF 
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www.instagram.com/jflalc

