
ニュージーランドの学校では新学年が、補習校では４学期が始まっています。４学期は、現在の学年から上の学年へと移行する重要な学期で、補習校の運営も最も多忙な時期です。そして、昨年の４月と比べてお子さんたちの成長を感じられるのもこの時期です。学年が上がるにつれて、いろいろな事情から学習の継続が難しくなり、生徒数が減っていくのが本校の特徴です。なるべく多くの子どもたちが、学習を継続できることを願うとともに、お別れする子どもたちにとっても、ここで過ごした時間が楽しく有意義なものであったことを願ってやみません。 
    

＜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＞    １月１月１月１月 20202020 日（第日（第日（第日（第 10101010 回）の主な議題回）の主な議題回）の主な議題回）の主な議題    1）卒業キャンプの実施と準備について  Springfield の Smylies に宿泊し、野外活動などを行う。参加費は 1 人 105 ドル。引率 3 人。 2）2011 年度クラス編成の見通しについて  小学部 1学年から３学年は２クラス確定。 今年度と同程度のクラス数になりそう。 小学部 4学年については微妙な状況。 算数(数学)は９割が選択。 付属幼稚園は２クラスになるか微妙な人数。 付属幼稚園は小学校入学の下地を作る重要な場であることを強調し、ご理解いただいて入園増を図っていく必要がある。 3）2011 年度予算と教員給与について  定期昇給は凍結し、研修手当てを支給する。  給与や昇給について 11年中に再検討する。 4）次期運営理事について  理事の最大定数は 8人なので、あと 2人増員できる。適任者を探す。 

２２２２月月月月３日（第３日（第３日（第３日（第 11111111 回）の主な議題回）の主な議題回）の主な議題回）の主な議題    1） 文科省からの視察訪問について 文部科学省国際教育課課長補佐 関百合子氏  東京学芸大学準教授 見是千賀子氏 の両氏が２月 19日に本校を視察訪問されます。 2） 卒業キャンプの引率手当てについて 日当 75 ドルを支給する。 3） 来年度の卒業キャンプの実施について 人的、金銭的に負担はあるが、通常の学校生活では得がたい貴重な体験であり、次年度も実施する方向で条件を整備する。 ＊キャンプの写真がウェブサイトにあります。 
http://www.cjssnz.org/days/2010/term3.html ４）平成 23 年度クラス編成について  小１～小３は各２クラス、小４～小６および中学部は各１クラス。幼稚園は 2クラスの予定。合計 13～14 教室になる。 

    

＜＜＜＜LOOKING TO TRY SOMETHING NEW?LOOKING TO TRY SOMETHING NEW?LOOKING TO TRY SOMETHING NEW?LOOKING TO TRY SOMETHING NEW?＞＞＞＞    

The thrill of the new year arrives as our 

Japanese school year narrows into its final 

term which means there will be a buzz of 

activity as we round out the year.   

Interestingly the beginning of the year is 

usually a time people think about trying 

something new or exploring new skills.  

 If this is you then please think about 

becoming a member of our school Board of 

Trustees.  The Board oversees the running of 

the school and generally keeps an eye on 

things by meeting once a month to hear about 

what is happening and make decisions about 

upcoming events.  It is not a large investment 

of time but it is a position of responsibility 

that requires a passion for ensuring a happy 

well balanced school.  

 If you have any interest at all please call Mr 

Matsuzaki  on 3553977 or myself on 

3886266.  (Brian Parker)  

    

  

カンタベリー日本語補習校 

運営だより     
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＜新理事を募集中です＞＜新理事を募集中です＞＜新理事を募集中です＞＜新理事を募集中です＞     年度末の 3月は「別れ月」。卒業生を送るとともに、ご活躍いただいた運営理事の中にも、留任されない方がおられます。運営理事会の理事の定数は５人～８人ですので、新しく理事になられる方を２～３人募集中です。ボランティアなので、自ら名乗りを上げていただくのが一番なのですが、本校の歴史で自発的に名乗りを上げてくださったのはパーカー理事くらいだと思います。日本人の奥ゆかしさが保たれているようですので、適任と思われる方をご存知でしたらお知らせください。「出会い月」の 4月から、新しい理事の方を含めて補習校の運営に取り組みたいと思います。お問い合わせは、松崎(Ph：355-3977)まで。  
＜新年度クラス編成について＞＜新年度クラス編成について＞＜新年度クラス編成について＞＜新年度クラス編成について＞    第 11回理事会報告にあるとおり、平成 23 年度のクラス編成は、小１～小３は各２クラス、小４～小６および中学部は各１クラス、幼稚園は２クラスを予定しています。毎年この時期は、入学希望調査の集計結果が気になるところです。教育環境上、学習集団としては 1クラス 15～25人程度の生徒数が適正規模と考えています。これをもとに来年度のクラス編成を進めてまいります。保護者の皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。 
    

＜＜＜＜日本人会運動会日本人会運動会日本人会運動会日本人会運動会申し込み申し込み申し込み申し込み 19191919 日まで日まで日まで日まで＞＞＞＞    

第 15回カンタベリー日本人会運動会の参加申し込みは２月 19 日までです。毎年恒例のこの行事の主催は日本人会ですが、本校と日本人会が交わした協定によって、サンタパレードと運動会は協力し合って開催することになっています。どうぞご家族で奮ってご参加ください。 
    

    

    

    

＜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＞    

ご用やお問い合わせは執務時間内にお願いします。         

日時日時日時日時            火・水火・水火・水火・水  10：：：：00～～～～14：：：：00 

                    金曜日金曜日金曜日金曜日   12：：：：00～～～～16：：：：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 

URL     http://www.cjssnz.org/ 

 

開催日開催日開催日開催日    ３月６日（日）３月６日（日）３月６日（日）３月６日（日）9:30 受付開始受付開始受付開始受付開始 

                10:00 開会開会開会開会        15:00 終了予定終了予定終了予定終了予定 

会場会場会場会場   Marshland Domain (Prestons Road) 

※※※※ 雨天の場合は雨天の場合は雨天の場合は雨天の場合は 13 日に順延日に順延日に順延日に順延 

 


