
 

    校長 岡林 保幸 

 子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより

よく生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものです。平成１３年には「子どもの読書活動

の推進に関する法律」が成立し、本年度４月に第四次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画も

出されました。 

今、読書を行っていない高校生の中には、中学校までに読書習慣が形成されていない傾向も見られる

ことから、生涯にわたって読書に親しみ、読書を楽しむ習慣を形成するためには、乳幼児、児童、生徒の

一人一人の発達や読書経験に留意し、家庭、学校、地域社会において取組が進められることが大切です。 

① 幼稚園、保育所等の時期（おおむね６歳頃まで）  

乳幼児期には、周りの大人から言葉を掛けてもらったり乳幼児なりの言葉を聞いてもらった

りしながら言葉を次第に獲得するとともに、絵本や物語を読んでもらうこと等を通じて絵本や

物語に興味を示すようになる。さらに様々な体験を通じてイメージや言葉を豊かにしながら、

絵本や物語の世界を楽しむようになる。  

② 小学生の時期（おおむね６歳から１２歳まで）  

低学年では、本の読み聞かせを聞くだけでなく、一人で本を読もうとするようになり、語彙

の量が増え、文字で表された場面や情景をイメージするようになる。  

中学年になると、最後まで本を読み通すことができる子とそうでない子の違いが現れ始め

る。読み通すことができる子は、自分の考え方と比較して読むことができるようになるととも

に、読む速度が上がり、多くの本を読むようになる。  

高学年では、本の選択ができ始め、その良さを味わうことができるようになり、好みの本の

傾向が現れるとともに読書の幅が広がり始める一方で、この段階で発達がとどまったり、読書

の幅が広がらなくなったりする者が出てくる場合がある。  

③ 中学生の時期（おおむね１２歳から１５歳まで）  

多読の傾向は減少し、共感したり感動したりできる本を選んで読むようになる。自己の将来

について考え始めるようになり、読書を将来に役立てようとするようになる。  

④ 高校生の時期（おおむね１５歳から１８歳まで）  

読書の目的、資料の種類に応じて、適切に読むことができる水準に達し、知的興味に応じ、

一層幅広く、多様な読書ができるようになる。 

子どもの読書習慣は日常の生活を通して形成されるものであり、読書が生活の中に位置付けられ、継

続して行われるよう、子どもにとって最も身近な存在である保護者の方々が配慮・率先して、子どもの読

書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たしていくことが求められています。ま

た、家庭における読書は、一冊の本を媒介にして家族が話し合う時間を持ち、絆（きずな）を深める手段

としても大切なものです。 

 家庭においても、読み聞かせをしたり、子どもと一緒に本を読んだり、図書館や書店に出向いたりする

など、子どもが読書に親しみ、読書に対する興味や関心を引き出すように働き掛けることが望まれます。 

 ＰＴＡ図書委員会による蔵書点検が、予定通り終了いたしました。図書委員会の皆様のご尽力に感謝

申し上げます。点検整理の行き届いた図書室に、是非ご家族でお越しください。 
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８月６～１０日まで「前期読書週間」 



７月の主な行事を紹介します 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

７月の転出入 
転 入 １４名 転 出 ５名 

林  諒 （小１） 
林  莉奈（小１） 
渡辺 篤人（小１） 
田中 尊人（小２） 
寺西 希望（小２） 
宮城 星那（小２） 
平湯 諒祐（小４） 
宮城 瑠那（小５） 
寺西 夏望（小５） 
横田 舞花（小５） 
平湯 暉人（小６） 
寺西 一樹（中１） 
横田奨之介（中２） 
埜﨑 大空（中２） 

矢田部華楓（小３） 
 
矢田部葵唯（中１） 
 
吉田 千歳（小３） 
 
栁井 友香（小５） 
 
濵浦 優翔（小３） 

現在の児童生徒数：計２６７名 

９日、５年１組で、特別の教科道徳「ナイス レシーブ」

の研究授業を公開しました。主人公陽子の気持ちを考えな

がら、さらに友情を深めるためには何が大切か、友達の考

えを聞きながら道徳的価値を深めていきました 

１８日は、１～３年生、２５日には、４～６年生が
水泳チャレンジタイムを実施しました。自分のレベ
ルに合わせて練習をし、１回目よりもさらに泳力を
伸ばしました。また、保護者ボランティアの皆様に
もお世話になり、ありがとうございました。 

 

１８日、４年生が警察署の見学に行きまし

た。パトカーに乗ったり、署長さんにインタビ

ューしたりして、警察の仕事について学習し

ました。 

７月の主な出来事 
４日(水) 学校朝会（カンカシ先生ギター演奏） 
     ナマステの会 
５日(木) 中学部オンラインテスト 
６日(金) バス集会 

１１日(水) 研究公開授業（G5-1 道徳）  
１２日(木) お茶会 フィルミレンゲの会 
１３日(金)  漢字検定 
１６日(月) 児童生徒朝会（委員会発表） 

    蔵書点検～２７日まで（PTA図書委員会） 
      PTA美化校内安全点検 
１８日(水) 水泳チャレンジタイム（下学年）  

G４校外学習（警察署） 
１９日(木) ようこそ JAPAN☆DAY リハーサル 
２０日(金) ようこそ JAPAN☆DAY 
２５日(水) 中学部期末テスト１日目  

水泳チャレンジタイム（上学年） 
２６日(木) 中学部期末テスト２日目 
２７日(金) フィルミレンゲの会 
３１日(火) フィルミレンゲの会 

 

 

 

学校施設開放停止のお知らせ 

８月１５日(水)～１９日(日)まで、本校は秋季休業期

間となります。その間、プールや図書室はご利用いただ

くことができます。 

しかし、インドの祝日となっている以下の日は学校ス

タッフがお休みをいただくため、学校施設の開放を行っ

ておりません。ご理解の程よろしくお願いいたします。 

８月１５日(水)  Independence Day 

８月２６日(日)  Raksha Bandhan  

 

 

委員会発表 
１６日、児童生徒朝会で、各委員会が発表をしました。

美化委員会は掃除の仕方や道具の片付け方の実演、図書委

員会は多読賞の発表、児童生徒会は、テーマ「彩」につい

て取り上げ、気持ち良い学校生活を送るにはどうするのが

よいのかを劇で発表しました。 



２０日、BBS（ブルー・ベルズ・スクール）と交流をしました。今回は、BBS の生徒の皆さんを招待

して日本文化を紹介しました。それぞれの学年が工夫して計画を立て準備をしました。英語で話をする

練習もしました。それぞれの学年交流会では、BBS の皆様に日本文化の魅力を伝えることができました。

交流を通して日本文化の魅力の再発見、そして、現地校の生徒の皆さんと一緒に活動することで新たな

自分発見をしました。感想には、交流会を通して学んだことや楽しかったことを多く書いていました。

 

 

 

 

学年 交流内容 

G１ 盆踊り、折り紙 

G２ 室内遊び 

G３ 日本の昔遊び 

G４ 阿波踊り 

G５ スポーツ交流 

G６ 和太鼓 

G 7～9 よさこいソーラン 

書道 

茶道・浴衣着付け 



 

 

 

今回は、書道を通して交流をした。今までのよ
うこそ！JAPAN☆DAY では、とりあえず、片言
で単語を並べて会話していたけれど、今回は初め
てちゃんとした文で会話ができたなと思った。一
緒にやった相手の人も書きたいことをいろいろ
言ってくれて時間が過ぎるのが早かった。ただ、
相手の事を聞いてばかりで自分の事はあまり話
さなかったから、もっと伝えて話を深めていけた
ら良かったと思う。あと、相手の人がまわりのイ
ンド人と話をしていたので、「友達なの？」と聞い
たら「違う。」と言っていた。知らない人にも積極
的に話しかけて、友達の輪を広げていくのは、ま
ねしたいと思った。  【 G8 】 

私は、今回初めて書道を選んだ。中１ではよさ
こい、中２では茶道浴衣をやったので、中 3 では
書道かなという気持ちだった。しかし、やってみ
て、すごく楽しかった。他の２つを体験した時に
比べて英語で話せるようになっていたので、どう
したらもっと伝わるのだろうと考えながら伝え
ることができた。簡単な英語しか話していないの
に、コミュニケーションは十分とれたし、笑い合
うこともできた。お互いの似顔絵を描いたり、ド
ラえもんを描いたりして、プレゼントをし合っ
た。また、好きなスポーツの話をしたり、ソーラ
ンの感想を聞いたりすることもできた。国籍など
関係なくたわいもない話をすることができ、楽し
かった。この経験は、私に自信を与えてくれた。
日本語英語しか話せなくて恥ずかしいとか文法
間違えたらどうしようとか、今思えばしょうもな
いことで悩んでいた。今回の交流では、相手とコ
ミュニケーションをとることを第一に考え英語
を使ったので、私にとってすごく良い経験になっ
た。    【 G9 】 

最初、緊張してしまい、あまり上手に英語を話
すことができなかったけれど、だんだん慣れてき
て、片言ですが話すことができました。「どっこい
しょ、どっこいしょ。」の手の回し方が反対で、直
すのに少し時間がかかってしまいましたが、一緒
に踊り伝えたことで上手に踊ることができまし
た。一生懸命教えて良かったなと思いました。よ
さこいソーランを教えたことによって何かを人
に教えるのは、難しいということを知りました。
9 年生に教えてもらった時は、熱意があって頑張
るぞと思ったけれど、いざ BBS の生徒に教える
となると、上手に振付けを教えることができなか
ったり、みんなとダンスが合わなかったりと、ハ
プニングがありました。でも、発表では私達と
BBS の生徒の心が一つになった感じがしてとて
も気持ちが良かったです。一日とても楽しかった
です。  【 G7 】 

私は、今回の和太鼓の取り組みで自分の強さを
知ることができました。集中すれば「もっと上の
自分を求められる」という強さです。また、英語
が少しできるようにもなりました。さらに、苦手
なもの（こと）でも、楽しもう！と努力するよう
になりました。BBS の子と一緒に練習していく中
で、そんなに英語ができないため、途中からあき
てきてしまいました。すると、BBS の子もおもし
ろくないと思い、楽しそうには見えなくなりまし
た。その時、どうにかしなきゃ！と思いました。
英語で伝えなくても楽しけりゃいいんだ！と相
手が楽しくなるような工夫をするようになりま
した。    【 G6 】 

ようこそ！JAPAN☆DAY で自信がついたこと
は、「みんなの前でどうどうと発表して大きな声
を出す」ということです。何回もおはやしの練習
をしてみんなの前でどうどうと大きな声を出す
事を意識しながら練習できたので、今回のおはや
しを成功させることができたのだと思います。 
がんばったことは英語です。ぼくは、あまり英

語は得意ではないけれどこのミニ運動会で英語
が少し話せるようになりました。  【 G5 】 

今日は、待ちにまったようこそ！JAPAN☆
DAY だ。4 年生は、あわおどりを教える。私の目
標は「あわおどりの説明をできるだけ英語で話
す」ということだった。練習の時は、「つかれた。」
という言葉しかでなかった。けれど、BBS の子達
にたくさん教えるぞ！とがんばった。先生に「上
手になったね。」と言われ、自信がついた。いよい
よ本番だ。練習の成果を出すぞ。私と友達は、BBS
の子達に教えた。BBC の子達はかけ声が上手だっ
た。だから、目標を達成することができた。練習
をがんばって良かったと思う。さいごに、みんな
で輪おどりをした。みんなえがおでおどれていた
ので、みんながんばったんだなと思う。ようこそ
JAPANDAY を通して、BBS の子達とも仲良くし、
インドと日本をつなげていきたいと思った。来年
も BBS と交流をしたい。  【 G4 】 

今日は、ようこそ！JAPAN☆DAY で最初はき
んちょうしたけれど、だんだんなれてきました。
楽しかったです。また、BBS の人たちも楽しんで
いました。楽しんでもらえて良かったです。店ば
んの時は、BBS の人にくわしく教えました。BBS
の人が、一人けん玉ができるようになりました。
わたしも、うれしかったし BBS の人もうれしか
ったと思います。すごく楽しかったです。                 

【 G3 】 

今日、ようこそ！JAPAN☆DAY がありました。
2 年生は、日本のあそびやさんをしました。なに
があるかというと、わなげ、ゴムでっぽう、豆つ
かみ、しゅりけん、オセロ、魚つりです。わたし
がやったお店は、豆つかみです。豆の数は、300 つ
ぶです。人数が多かったので、1 くみの豆つかみ
と 2 くみの豆つかみを分けました。わたしは 1 く
みの豆つかみでした。わたしの店に来てくれた
BBS の人は、はしのもちかたはちがっていたけれ
ど、豆をつかめていたのですごいと思いました。                 

【 G2 】 

わたしは、シュレシタくんとともだちになれて
とてもうれしいです。おわかれするのは、さびし
いです。でも、また 2 ねんせいになってあえると
うれしいです。  【 G1 】 



 

平成 29 年度 学校会計決算報告 

 5 月 18 日（金）に行われました「第 1 回学校理事会」で昨年度学校会計決算が承認されましたので、ご報

告いたします。本校の会計が適正に処理されていることを理事の皆様に確認していただきました。今年度も、

適切に予算執行に取り組んでまいります 

【１．収入の部】   (単位： INR)  

No 項目 予算 決算 対予算増減 執行率 備考 

10  入学金 8,450,000  13,000,000  4,550,000  154%   入学生及び転入生 101人 

20  授業料 65,208,000  68,707,000  3,499,000  105%  
 260人(平均)分,授業料返金, 

体験入学費用  

30  寄付金 4,500,000  8,509,814  4,009,814  189%   日本人会寄付,ｻｰｸﾙ活動電気使用料金 

40  研究等助成金 25,956,277  26,193,792  237,515  101%  

 大使館から昨年度補助収入,校舎借用, 

 在外施設安全強化策工事補填 

（海外子女教育振興財団より） 

50  内部移転 2,005,000  2,005,000  0  100%   附属幼稚園 

60  その他雑収入 200,000  358,140  158,140  179%   カバリ（資源回収等） 

70  定期預金利息 10,750,000  8,840,864  -1,909,136  82%    

80 
 新校舎建設会計 

 からの繰入 
0  0  0  0%    

   収入合計 117,069,277  127,614,610  10,545,333  109%    
       

【２．支出の部】   (単位： INR)  

No 項目 予算 決算 対予算増減 執行率 備考 

10  施設費 23,700,000  19,200,343  -4,499,657  81%  
 PCルーム床張り替え, 

校舎壁の水漏れ修理 

20  教育費 7,070,000  6,392,201  -677,799  90%   教材費,図書費,体験活動費,印刷費 

30  保健・保険費 1,921,992  1,633,163  -288,829  85%   検診費,衛生材料費,傷害保険費 

40  給与 45,116,850  45,611,491  494,641  101%   事務員費,スタッフ費,英会話講師費 

50  備品費 8,310,000  8,157,868  -152,132  98%   備品購入費,備品修理費,消耗品 

60  交通費 400,000  301,250  -98,750  75%   旅費,交通費 

70  通信費 590,000  496,159  -93,841  84%   電話代,インターネット費,郵便費 

80  水道･光熱費 6,100,000  5,205,679  -894,321  85%   電気・水道費,燃料費 

90  事務費 1,627,000  1,597,681  -29,319  98%   事務消耗費,行事費,PTA諸費 

100  車両費 150,000  198,291  48,291  132%   公用車燃料費・保険費・修理費 

110  相談費 4,745,000  4,919,240  174,240  104%   弁護士費用,会計補助員他給与 

120  会議費 0  0  0  0%    

130  警備費 3,222,792  3,222,792  0  100%   警備員,CCTV 

140  雑費 400,000  426,479  26,479  107%   新聞（日本語）,飲料水,IDカード 

   支出合計 103,353,634  97,362,637  -5,990,997  94%    
       

【３．新校舎建設に係る支出の部】  (単位： INR)  

No 項目 予算 決算 対予算増減 執行率 備考 

160  ローン元本返済 5,318,986  5,318,986  0  100%   東京三菱 UFJ銀行,みずほ銀行 

161  ローン利息支払 3,191,391  2,507,463  -683,928  79%   東京三菱 UFJ銀行,みずほ銀行 

   支出合計 8,510,377  7,826,449  -683,928  92%    
       

【４． 収支の部】   (単位： INR)  

No 項目 予算 決算 対予算増減 執行率 備考 

162  前年度繰越金 143,120,816 143,120,816  0  100%    

163  年間収入 117,069,277 127,614,610  10,545,333 109%    

164  年間支出 111,864,011 105,189,086  6,674,925  94%  

 2.【支出の部支出合計】 

+ 

 3.【新校舎建設に係る支出支出合計】 

165  年間収支 5,205,266 22,425,524 17,220,258  431%   163-164 

166  今年度繰越金 148,326,082 165,546,340  17,220,258  112%   162+165 

167 
 内,旧校舎建替えのた

めの貯蓄 
137,981,322 154,764,562  16,783,240  112%  

 １年間 Rs4,000万を当てる。 

 2015～2017年度分 

168  内,その他繰越金 10,344,761 10,781,777   437,016  104%   銀行残高（166-167） 


