
 

 

 

                                                                  校長  槙島 良治 

 

  先日、ラジャスタン州で51℃を記録し、60年ぶりにインドの最高気温記録が塗り替えられました。
ここニューデリーも負けずに暑い日が続いていますが、本校の子どもたちは暑さにも負けず毎日元気
に学校生活を送っております。保護者の皆様には、いつもご支援いただきましてありがとうございま
す。 
 さて、校長室や職員室で仕事をしていますと、子どもたちの声があちらこちらから聞こえてきます。
授業中ですと音楽室からの美しい歌声だったり、体育館からの気合の入った掛け声だったり。そして、
毎朝エントランスから聞こえてくるのが元気なあいさつです。児童生徒会のメンバーが中心となり、
あいさつ運動をしてくれているおかげもあり、毎朝子どもたちから元気をいただいています。このあ
いさつについて、大変参考になる文書を紹介したいと思います。 

 
 「あいさつには三つの種類がある」といいます。一つ目のあいさつは
「禮」という字をあてた「あいさつ」。自然の豊かなめぐみや人々への

思いに応えるあいさつ。周囲への感謝、人間の力を超えた恵みへの感謝
のあいさつといったらよいでしょうか。食事の前の「いただきます」、
「ごちそう様でした」や行事が事故なく終わって「ありがとうございま
す」、子どもが健やかに育って「ありがたい」、協力してもらって「あ
りがとう」という言葉は、感謝の気持ちを込めてのあいさつということ
になります。 
 二つ目は、「挨拶」です。「挨」も「拶」も共に「胸をたたく」、「押

し返す」といった意味です。「一挨一拶」が語源で、道元は寺の学問所では、師家（教師）が「しっ
かり、がんばろう」と弟子の胸をたたき、弟子がそれに応えて「はい、がんばります」と師家にその
意志を伝えるものだといっています。現在ではいわゆる、人と人との「今日もよろしく」といった意
味の日常のあいさつです。 

 三つ目は、「節」という字をあてたあいさつ。礼節をもって人に接するとか節度をもって生活する
といった自分自身への問いかけの意味をもったあいさつです。授業の後先のあいさつは、教師や級友
へのあいさつでもありますが、他に休み時間と授業への区切りをつける、気分を入れ替える自分自身
への問いかけのあいさつです。ですから学校は、授業のはじめと終わりのあいさつを大切にしている
のです。入学式や卒業式の最初と最後に「一同礼」をする学校がありますが、これは「節度」の意味
です。 
                ＜山西 実 氏（元春日部市立春日部中学校長）の文書より＞ 
 
 今後も単なる「あいさつをしっかりしよう」という指導だけでなく、子どもたちの生活や生き方と
重ね合わせながらあいさつの意味を指導することで、「世界一のあいさつ」ができる学校にしていき
たいと思っています。 
 いよいよ明日から夏休みになりますが、お子様にとりまして充実したものになりますよう願ってい
ます。そして、７月４日（月）の朝に、子どもたちの元気なあいさつの声が聞こえてくることを楽し
みにしています。 
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５月６日(金) バス避難訓練 

 

もしスクールバスが途中で故障し、動か

なくなったら…。そうした事故に備えて今

年もバスからの避難訓練が行われました。 

各バスコースに分かれて、実際にバスの

故障が起こったという想定で実際の避難を

実施しました。子どもたちはバスコンダク

ターの誘導で、少人数に分かれて落ち着い

て避難していました。煙を吸わないように

ハンカチで口を押さえる姿からは、真剣に

取り組もうとする姿勢を感じました。本当

に事故が起こってしまった場合も、訓練と

同じように避難してほしいものです。 

低学年児童のみ対象のバス避難訓練が８

月３日(水)に予定されています。 

５月４日(水) 新体力テスト 
 

子どもたちの体力を客観的に評価するため

に、毎年この時期に、体力テストを実施してい

ます。午前中、全校の子どもたちが一斉に取り

組みました。 

会場の体育館とグラウンドは５種類の運動

に取り組む子どもたちの熱気に包まれていま

した。普段はあまりすることのない運動に全

力で取り組んだ子どもたち。結果が既に各自

に配付されていますので、ご確認ください。 

５月３日(火) Ｇ７・８進路学習説明会 

６日(金) Ｇ９進路説明会 
 

中学部の生徒対象に、進路や学習への取組方を説明する会が

開かれました。中学３年生は高校受験や推薦という自分の進路

の決定が日々近づいて来ます。１・２年生にとってもそれほど

先のことではありません。今のうちから受験に備えた学習を積

み重ねていくことが必要です。 

保護者の方もこの会に参加し、生徒と一緒に職員の話に熱心

に耳を傾けていました。受験にはご家族の協力は不可欠です。

希望の進路に進学できるようにがんばりましょう。 

５月 12日(金) Ｇ９お茶会 

 

各学年が１年に１回、日本文化であるお茶を

楽しみます。まずは中学部３年生からです。お茶

をおいしくいただく姿と一緒に、慣れない正座

に苦戦する姿も見られました。 

日本人会茶道部の皆様にはこの会のために、

様々なご準備をしていただきありがとうござい

ます。１年間どうぞよろしくお願いいたします。 

足がシビれて…。 

お茶会では、作法として白い靴
下を履くようにお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会 委員長名 委員会 委員長名 

学級委員会 大根 心平 美化委員会 松田はるか 

図書委員会 山田 彩愛 体育委員会 松井 春風 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ委員会 西森 大基 保健委員会 米澤 鈴音 

放送委員会 鳥倉 瑠七   

５月の転出入 

転 入 ０名 転 出 －10名 

 杉山 友太（小５） 

水野 勇彌（小６） 

鈴木 晴翔（小５） 

鈴木 海翔（小３） 

川崎斗優真（中２） 

川崎 堅斗（小５） 

髙𣘺 真穂（小６） 

髙𣘺 和幸（小３） 

金武 はな（小３） 

宮田  春（中９） 

現在の児童生徒数：計 262名 

◆夏休み中の工事について◆ 

○ 体育館の壁の張替と天井塗装工事が５月 28 日(土)よ

り始まります。工期は夏休み終了までです。工事期間中

は体育館への出入りができなくなります。また、工事の

ための資材の搬入等が行われるため、学校においでにな

る際は、十分にご注意ください。 

○ 夏季休業中に、旧校舎２階のトイレのパーティション

（仕切り）の取替工事を行います。その間、トイレの使

用ができません。ご不便をおかけしますが、工事中は旧

校舎１階の来客用のトイレか視聴覚室手前のプール用

トイレをご使用ください。よろしくお願いします。 

５月 24日(火)・25 日(水) 
第１回水泳チャレンジタイム 

 

自分の水泳のレベルに合わせて練習する「水

泳チャレンジタイム」が１～３年生、４～６年

生に分かれて２日間行われました。 

職員だけでなく保護者ボランティアの方から

もご参加いただき、普段の水泳の学習とは違う

指導を受けることができました。プールの各コ

ースは、参加を希望した子どもたちで一杯に。

放課後の 45 分間があっという間に過ぎていき

ました。 

次回の実施は９月です。自分の目標を決めて

それを達成できるように、この夏休みはどんど

ん泳いでほしいものです。 

新しい学校でも活躍し

てください。これから

も応援しています。 

そして、時々、ニューデ

リー日本人学校の友達

のことを思い出してく

れると嬉しいです。今

までありがとう。 

前期委員会の委員長が決定し、５月９日(月)の児

童生徒朝会で任命式が行われました。委員をまとめ

て充実した活動となることを期待しています。 

◆フリー参観ウィークにご来校ありがとうございました♫◆ 
５月 16日(月)～20日(金)行われました「フリー参観ウィーク」に大勢の

保護者の方からご来校いただきましてありがとうございました。 

いただいた感想やご意見につきましては、可能な限りお答えしていきま

す。これからも子どもたちの学習の様子をご覧いただきたいと思います。 

任命書、松井春風

殿。あなたを体育

委員会の委員長に

任命します。 



 
 
 
 
 

【１．収入の部】 

No 項目 予算 決算 対予算増減 執行率 備考 

10  入学金 9,500,000  14,500,000  5,000,000  153％  入学生及び転入生 121人 

20  授業料 74,976,000  71,745,000  -3,231,000  96％  272人（平均）分、授業料返金、 
体験入学費用 Rs.25,000 

30  寄付金 4,704,000  6,150,336  1,446,336  131％  日本人会寄付、運動部校舎使用料 

40  研究等助成金 13,107,307  16,094,294  2,986,987  123％  大使館から昨年度補助収入、校舎借料 

50  内部移転 2,377,900  2,377,900  0  100％  附属幼稚園 

60  その他雑収入 150,000  60,969  -89,031  41％  カバリ 

70  定期預金利息 5,076,260  5,516,251  439,991  109％  Rs.37,232,898*7.5%定期預金利息-Tds 

80  新校舎建設会計
からの繰入れ 

39,820,641  39,820,641  0  100％  Rs.37,232,898（銀行借入額）＋
2,577,743（FCRA(寄付金)残金） 

  収入合計 149,712,108  156,265,391  6,553,283  104％   

【２．支出の部】 

No 項目 予算 決算 対予算増減 執行率 備考 

10  施設費 21,440,019  14,311,348  -7,128,671  67％  体育館床張替工事、旧校舎教室改修 

20  教育費 8,510,708  8,173,785  -336,923  96％  教材費、図書費、印刷費、体験活動費 

30  保健・保険費  2,132,662  1,879,564  -253,098  88％  傷害保険費、検診費、衛生材料費 

40  給与 41,942,087  39,506,122  -2,435,965  94％  事務員費、スタッフ費、英会話講師費 

50  備品費 5,153,370  7,085,290  1,931,920  137％  備品購入費、備品修理費、消耗品 

60  交通費 1,000,000  303,609  -696,391  30％  旅費、交通費 

70  通信費 550,000  494,458  -55,542  90％  電話代、インターネット費 

80  水道･光熱費 8,252,198  5,628,013  -2,624,185  68％  電気水道費、燃料費 

90  事務費 2,333,445  1,551,492  -781,953  66％  事務消耗品費、行事費、PTA諸費 

100  車両費 170,000  68,248  -101,752  40％  公用車燃料費、公用車修理費 

110  相談費 4,379,950  4,374,817  -5,133  100％  弁護士費用、会計補助員他給与 

120  会議費 200,000  0  -200,000  0％   

130  警備費 1,640,652  1,640,652  0  100％   

140  雑費 600,000  351,148  -248,852  59％  新聞、飲料水、IDカード 

  支出合計 98,305,091  85,368,546  -12,936,545  87％    

【３．新校舎建設に係る支出の部】 

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 10,637,972  10,637,972  0  100％    

161  ローン利息支払 3,829,669  3,793,826  -35,843  99％    

  支出合計 14,467,641 14,431,798  -35,843  100％    

【４．収支の部】 

No 項目 予算 決算 対予算増減 執行率 備考 

162  前年度繰越金 41,812,645  41,812,645  0  100％   

163  年間収入 149,712,108  156,265,391  6,553,283  104％   

164  年間支出 112,772,732  99,800,344  -12,972,388  88％   

165  年間収支 36,939,376  56,465,047  19,525,671  153％    

166  今年度繰越金 78,752,021  98,277,692  19,525,671  125％  162+165 

167  内、旧校舎建替え
のための貯蓄 

0  83,372,262  83,372,262    １年間 Rs4,000万を当てる。2014
年度、2015年度の２年間分 

168  内、その他繰越金 78,752,021  14,905,430  -63,846,591    銀行残高（166-167） 

５月 16日(月)に行われました「第２回学校理事会」で平成 27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より確認していただきました。今年

度も適切に予算の執行に取り組んでいまいります。 

 



 


