
まだまだ寒い日が続きますが、凍てつく土を押しのけて水仙がすくすくと伸びています。寒いのも今月いっぱい。風邪をひかないよう注意されて、毎週元気な姿を見せてください。 
    

＜運営理事会＜運営理事会＜運営理事会＜運営理事会    開催記録＞開催記録＞開催記録＞開催記録＞    ７月１日（第４回） ・2010～2015 年収支予想いついて ・スポンサー広告について ・「09 年度講師反省意見まとめ」から ・「校長所感」から課題の検討 ・代替講師謝礼(時給)の決定  ８月５日（第５回） ・教育課程(日課表)の一部改定について ・教育懇談会の開催について ・法的に必要な英文記録の整備について ・補習校ウェブサイト立ち上げについて ・宿泊を伴う校外活動の是非と対応について ・児童のおやつ購入にかかる問題点  次回（第６回）は９月２日に開催予定  
＜来＜来＜来＜来年度の授業料は据え置き＞年度の授業料は据え置き＞年度の授業料は据え置き＞年度の授業料は据え置き＞    運営理事会では、パーカー理事と宮本主事が作成した 2015 年までの収支予想について検討しました。その結果、来年度の授業料は現行のまま据え置く方針を確認しました。この方針は、昨年の授業料値上げ提案の際に、前理事長から表明されておりましたが、改めて現理事会として再確認したものです。前号でお知らせの通り、日本政府からの補助金は、前年より 31％(1 万5000 ドル)減少しました。その一方で、保護者の皆様には、250 ドル(64％)の大幅な授業料値上げを飲んでいただきました。この結果、当校の予算収入に占める授業料の比率は 20％上昇して 80％となりました。今後２年間は、日本政府の補助金がさらに減額される事態となっても、現在の授業料でやっていける見通しです。しかし、今後予想される物価や人件費の上昇に加え

て、さらなる日本政府補助金の減額があった場合、2013 年からは毎年 1万ドル以上の赤字が累積することが予測されます。その対策として、以下のことが検討課題に上がりました。 ＊新規スポンサーや補助金の獲得 ＊ファンドレイズの取り組み強化 ＊児童生徒の増員と退学者の減少をはかる ＊教職員給与体系の見直し（次年度以降）  
＜＜＜＜より上質なより上質なより上質なより上質な教育を・・・校長所感から教育を・・・校長所感から教育を・・・校長所感から教育を・・・校長所感から＞＞＞＞    

7 月 1 日に開催された第４回運営理事会で、堀井校長から一学期の状況をふまえての所感が提出されました。所感の内容は多岐におよびますが、子どもたちの学力格差の存在、意欲や目標を失いかけてる子どもたちがいること、教師の授業力を高めるとともに学校として組織的に対応することの重要性が指摘されました。また、基本的なこととして「なぜ補習校で学ぶか」ということを今一度、家庭内でしっかり話し合っていただき、保護者と学校の連携協力を良い形で深めていく必要があるとの指摘でした。 ＜今年度に取り組むこと＞ ＊ 組織的な学校教育の推進 ＊ 教職員の指導力・授業力の向上 ＊ 教育課程「日課表」の見直し ＊ 教育懇談会の開催 

  

カンタベリー日本語補習校 

運営だより     
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・・・・・・・・・・・・・・・・教師も子ども達もゆとりをもって本校で学ぶこと教師も子ども達もゆとりをもって本校で学ぶこと教師も子ども達もゆとりをもって本校で学ぶこと教師も子ども達もゆとりをもって本校で学ぶことこそ大切なことです。私は決して楽を求める学こそ大切なことです。私は決して楽を求める学こそ大切なことです。私は決して楽を求める学こそ大切なことです。私は決して楽を求める学校教校教校教校教育を言っているのではありません。学習量は少なく育を言っているのではありません。学習量は少なく育を言っているのではありません。学習量は少なく育を言っているのではありません。学習量は少なくとも、しっかりとしたとも、しっかりとしたとも、しっかりとしたとも、しっかりとした上質な教育上質な教育上質な教育上質な教育を子どもたちに提供を子どもたちに提供を子どもたちに提供を子どもたちに提供すべきであると思っています。補習校が子ども達のすべきであると思っています。補習校が子ども達のすべきであると思っています。補習校が子ども達のすべきであると思っています。補習校が子ども達の心の拠り所になって欲しいと切望します。そのため心の拠り所になって欲しいと切望します。そのため心の拠り所になって欲しいと切望します。そのため心の拠り所になって欲しいと切望します。そのためには、形だけの教育に走らず、しっかりと子ども達をには、形だけの教育に走らず、しっかりと子ども達をには、形だけの教育に走らず、しっかりと子ども達をには、形だけの教育に走らず、しっかりと子ども達を見据え、育て上げる教育こそ本補習校には必要で見据え、育て上げる教育こそ本補習校には必要で見据え、育て上げる教育こそ本補習校には必要で見据え、育て上げる教育こそ本補習校には必要です。在外の教育施設で日本の教育を受ける子どもす。在外の教育施設で日本の教育を受ける子どもす。在外の教育施設で日本の教育を受ける子どもす。在外の教育施設で日本の教育を受ける子ども達はあらゆる意味で環境に恵まれてません。だから達はあらゆる意味で環境に恵まれてません。だから達はあらゆる意味で環境に恵まれてません。だから達はあらゆる意味で環境に恵まれてません。だからこそこそこそこそ、みんなで支えあい、協力し合い、高めあう教みんなで支えあい、協力し合い、高めあう教みんなで支えあい、協力し合い、高めあう教みんなで支えあい、協力し合い、高めあう教育が必要なのです育が必要なのです育が必要なのです育が必要なのです。  ・・・・・                          ＜校長所感より＞ 



＜＜＜＜教育教育教育教育懇談会を開催・・・８月２８日懇談会を開催・・・８月２８日懇談会を開催・・・８月２８日懇談会を開催・・・８月２８日＞＞＞＞    子ども達が意欲的に学び、いきいきと活動する魅力的な補習校にしていくため、現状の分析と将来を展望した方策を考え、理解し合うために補習校の教育についての教育懇談会が開催されます。保護者の皆様はふるってご参加ください。    

    

    

＜＜＜＜広告スポンサーを募集広告スポンサーを募集広告スポンサーを募集広告スポンサーを募集（保護者会通信）（保護者会通信）（保護者会通信）（保護者会通信）＞＞＞＞    寄付金集めの一環として、保護者会通信に広告欄を作り、広告を掲載してくれるスポンサーを募ることにしました。募集や集金の実務は、新田理事を中心に保護者委員会で行います。広告のサイズはＡ４の８分の 1、年８回以上の発行で、1件につき年間 200 ドル程度の寄付とすることを検討中です。広告の掲載希望が多数あったり、保護者会通信の発行回数の都合などで、この「運営だより」にも広告が掲載されることがあるかもしれません。  
＜＜＜＜ZADAZADAZADAZADANKAINKAINKAINKAI    for English Speakersfor English Speakersfor English Speakersfor English Speakers＞＞＞＞    ７月 24 日に保護者委員会主催の座談会が「補習校って何？堀井校長と話そう」というテーマで、日本語を解しない保護者のために初めての試みとして英語で行われました。この座談会には保護者委員会代表の新田理事のほかパーカー理事と平沢理事も保護者として参加しました。 
I thought for the first meeting that catered for 

English speakers, it was a very good one.  

It was well conducted because of the use of a very 

good translator, Mr Jeff  Peters and Ms Joanne. 

I would like to see Japanese and Kiwi parents 

working together more closely, in fact I think it is 

imperative if the school is to survive and develop.  

All our parents are unique in the sense that they are 

all dealing with the issues of bi-culturalism. We all 

have a lot to learn from each other. We need to 

ensure all parents have a voice and an opportunity to 

contribute in our school.  I think meetings like this 

one are a good step in the right direction. 

                                                       ＜Brian Parker＞ 

    

＜＜＜＜授業を邪魔する授業を邪魔する授業を邪魔する授業を邪魔するバラバラバラバラ小銭＞小銭＞小銭＞小銭＞ 

  
＜保健係＜保健係＜保健係＜保健係    当番表当番表当番表当番表        8888 月月月月＞＞＞＞    日日日日        付付付付    12:5012:5012:5012:50～～～～15:0015:0015:0015:00    14:5014:5014:5014:50～～～～17:0017:0017:0017:00    ８月７８月７８月７８月７日日日日    ｷﾞﾙﾌｪﾀﾞｰｷﾞﾙﾌｪﾀﾞｰｷﾞﾙﾌｪﾀﾞｰｷﾞﾙﾌｪﾀﾞｰ        朱美朱美朱美朱美    ｳｨﾙｿﾝ澤田ｳｨﾙｿﾝ澤田ｳｨﾙｿﾝ澤田ｳｨﾙｿﾝ澤田    美奈美奈美奈美奈    井上井上井上井上        若葉若葉若葉若葉    黒田黒田黒田黒田        恵美子恵美子恵美子恵美子    8888 月月月月 14141414 日日日日    楊楊楊楊                美雅美雅美雅美雅        ﾏｯｿﾝﾏｯｿﾝﾏｯｿﾝﾏｯｿﾝ        千裕千裕千裕千裕    ｳｫｰﾄﾞｳｫｰﾄﾞｳｫｰﾄﾞｳｫｰﾄﾞ    ゆかりゆかりゆかりゆかり    ﾁｬｰﾙﾁｬｰﾙﾁｬｰﾙﾁｬｰﾙﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝ    直子直子直子直子    8888 月月月月 21212121 日日日日    松田松田松田松田        陶悟陶悟陶悟陶悟    嶋崎嶋崎嶋崎嶋崎        和文和文和文和文    ﾊｲﾆｶﾞｰﾊｲﾆｶﾞｰﾊｲﾆｶﾞｰﾊｲﾆｶﾞｰ    真也子真也子真也子真也子    ﾐﾚｯﾄﾐﾚｯﾄﾐﾚｯﾄﾐﾚｯﾄ        章乃章乃章乃章乃    8888 月月月月 28282828 日日日日        森森森森                まゆみまゆみまゆみまゆみ    繁田ｵｰｸﾘｰかおる繁田ｵｰｸﾘｰかおる繁田ｵｰｸﾘｰかおる繁田ｵｰｸﾘｰかおる    小坂小坂小坂小坂        美和子美和子美和子美和子    白鳥白鳥白鳥白鳥        猛猛猛猛    ９月４日９月４日９月４日９月４日    松本松本松本松本            源源源源    片野片野片野片野            智美智美智美智美    ｱﾗﾝｱﾗﾝｱﾗﾝｱﾗﾝ        ｸﾞﾗﾝﾄｸﾞﾗﾝﾄｸﾞﾗﾝﾄｸﾞﾗﾝﾄ    ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰみどりｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰみどりｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰみどりｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰみどり     
＜図書係＜図書係＜図書係＜図書係    当番表当番表当番表当番表        8888 月月月月＞＞＞＞    日日日日        付付付付    13:2013:2013:2013:20～～～～15:2015:2015:2015:20    15:2015:2015:2015:20～～～～17:2017:2017:2017:20    ８月７８月７８月７８月７日日日日    宮宮宮宮                    吉克吉克吉克吉克    栗本栗本栗本栗本            路子路子路子路子    8888 月月月月 14141414 日日日日    徳尾徳尾徳尾徳尾            邦彦邦彦邦彦邦彦    武井武井武井武井            浩明浩明浩明浩明    8888 月月月月 21212121 日日日日    曽我曽我曽我曽我            博博博博        油屋油屋油屋油屋            かおるかおるかおるかおる    8888 月月月月 28282828 日日日日    ﾉｰﾄﾝﾉｰﾄﾝﾉｰﾄﾝﾉｰﾄﾝ            美和美和美和美和    浜田浜田浜田浜田            勤士勤士勤士勤士    ９月４日９月４日９月４日９月４日    ﾌﾞﾙﾓｱﾌﾞﾙﾓｱﾌﾞﾙﾓｱﾌﾞﾙﾓｱ        千映子千映子千映子千映子    西岡西岡西岡西岡            もりおもりおもりおもりお    

 
＜補習校事務室＜補習校事務室＜補習校事務室＜補習校事務室    執務時間＞執務時間＞執務時間＞執務時間＞ 
ご用やお電話は執務時間内にお願いします。 

当番の都合が悪くなったときは、 必ず交代の人を手配してください。 図書係が不在の場合、図書の貸 し出しは一切できなくなります。 

日時：８月２８日（土） 午後１時開場    １時１０分開始 会場：アイラムスクール・ホール  おやつを買うための小銭は、きちんとしまっておけるようにしてあげてください。授業中に机上に置いたり、玩んだりしているうち紛失してしまう事例が数件報告されています。おやつも買えず、学習にも悪影響がでてしまい悲しいです 

日時日時日時日時    火・水・金火・水・金火・水・金火・水・金  10：：：：00～～～～14：：：：00 

                     土曜日土曜日土曜日土曜日   9：：：：00～～～～17：：：：30 

電話番号電話番号電話番号電話番号  （０３）３４８－９５１２（０３）３４８－９５１２（０３）３４８－９５１２（０３）３４８－９５１２ 

住所住所住所住所   66 Ilam Road, Ilam,Christchurch 

郵送郵送郵送郵送    P.O.Box 31141, Ilam 8444 

 


