
 

 校長 岡林 保幸 

 「中高生ネット依存９３万人」－厚労省研究班５年間で倍増－の記事に目がとまりました。 

 インターネット依存が疑われる中高生が全国で推計９３万人に上るとの調査結果を、厚労省研究班が

発表しました。中高生の１２～１６％にあたり、スマートフォンの普及を背景に前回調査（２０１２年

度）の５１万人から倍近く増えています。 

 現在、子どもたちがインターネットにアクセスする手段は、パソコン、スマートフォンやタブレット、

ゲーム機など様々です。また、子どものコンピュータ利用の目的は、以前は調べものやパソコンソフトの

使用などが多くを占めていましたが、最近は友達とのコミュニケーション、オンラインゲーム、ＳＮＳの

利用など生活のあらゆる場面に広がり、子どもたちにとってインターネットは欠かせないもの、あって

当たり前のものになってきています。 

 子どもたちがインターネットを利用する際に大切なことは、保護者の方の見守る姿勢と、お子さん自

身の心がけです。保護者の方が今すぐできることとしては、パソコン・スマートフォンの設定を変更し、

アプリのインストールや課金

ができないようにする、フィ

ルタリングアプリで有害な情

報や掲示板への投稿を制限す

るといったことが考えられま

す。 

子どもたち本人は、人や自

分を傷つけず、社会のルール

を乱さないようにインターネ

ットを利用する方法を身につ

けなければいけません。 

 子どもたちがスマートフォ

ンを使う時代がやってきて、

ＬＩＮＥでのトラブルがニュ

ースに取り上げられることも

増えてきました。スマートフ

ォンは便利だけれど、正直な

ところ心配も多いというのが

保護者の方の本音ではないで

しょうか。 

こうしたトラブルを未然に

防ぐためにも、「家庭のルー

ル」を掲載しました。中学部の

みなさんには既に配布済みで

すが、再度トラブルに合わな

い、合わせないためにも、みん

なでルールとマナーを守りま

しょう。 
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中高生のネット依存 



９月の主な行事を紹介します 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

毎月、全校朝会でカンカシ先生のギター演奏を聴いて

います。今月も、3 日に、児童生徒がよく知っている曲

「ナルニア国物語」を演奏していただきました。一日の

始まりにギター演奏を聴き、心を落ち着かせて学習に取

り組むことができました。 

毎年行われている JAL 航空教室。講師として、機長の

松岡様をお招きして、1 年生から 4 年生が学習しました。 

最初に、飛行機が飛ぶ仕組みについてお話を聞かせて

いただきました。その後、紙飛行機の折り方を教えていた

だき、実際に一人一人飛行機を折って、みんなで飛ばしま

した。 

４日、中学部対象に、５名の講師の方をお招き

して、講習をしていただきました。また、実際に

練習方法や技の掛け方を教えていただき、日本の

伝統的スポーツである柔道を体験できる貴重な時

間となりました。 

 

７日、１年生が、校外学習で学校の近くにあ

る公園に行きました。そこで、インドの凧揚げ

を体験しました。風がなかったので、一生懸命

走って凧を飛ばしました。その後、公園内にあ

るインドの遊具で遊びました。 

１２日、本年度最後の道徳研究授業を４年１組

で公開しました。研究テーマである「主体的・対話

的で深い学び」をするために、話し合い活動の隊形

や板書の工夫を考え、実践しました。今後も、公開

授業を実施し、各教科においても深い学びができ

るよう研修をしていきます。 

１４日、UNICEF  INDIA の上田みさき様を

お招きして講演会が行われました。上田様はい

ろいろな国に赴任されて貧しい子どもたちのた

めに積極的に活動されています。世界には思う

ように学校へ行くことができない子どもたちが

いますが、その子どもたちのために活動を行っ

ていることを話されました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

体育委員会が全校生に体力作りを提案し、実施

をしました。中休みや昼休みを利用して、グラウン

ドを走りました。何周走ったかを数えて、事前に配

付したカードに記入し、一人一人が目標をもち走

りました。 

今年のスローガン 

～全色輝け 彩光!彩響!運動会!!～ 
 

２４日、運動会ガイダンスを開き、児童生徒会

より今年のスローガンについて発表がありまし

た。その後、体育担当の先生より、３つの事を心

掛けるよう話がありました。 

１ 一生懸命練習すること 

２ 時間を守ること 

３ 健康管理をしっかりするために、特に朝ご飯

は必ず食べること 

 また、応援団結団式では、赤白応援団が自己紹介

をし、その後、お互いにエール交換をしました。 

     

応援団長・副団長の紹介 
小学部応援団長：三木裕太郎（赤）・結城 遥香（白） 

  副団長：米倉 杏 （赤）・樋渡 大和（白） 

中学部応援団長：窪田 雄大（赤）・鈴木 伶央（白） 

  副団長：前田 真帆（赤）・藤本 三省（白） 

 今年もあいにくの天候のため、グラウンドの状態も悪く、校舎内での開催となりました。夏祭りに

向けて、それぞれの学年で、和太鼓・ソーラン・お囃子・御神輿を担ぐ練習を一生懸命しました。体

育館での発表となりましたが、多くの皆様に温かい拍手をいただきありがとうございました。 

夜は、天気も回復しグラウンドで盆踊りをすることができました。祭りのフィナーレを飾る花火も

盛大に打ち上げられ、２０１８日本人会夏祭りを無事終了することができました。 

  



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

９月の転出入 
転入 ６名 転出 ０名 

横田 遥 （小６） 
横田 颯 （小２） 
鈴木 沙季（小５） 
鈴木 佑奈（小３） 
小野澤智明（小５） 
小野澤佳明（小１） 

 

９月２８日現在の児童生徒数 計２７２名 

１学期末に保護者の皆様からお寄せいた

だいたアンケートについて集計し、自由記述

欄のみご紹介いたします。 

数値につきましては学校ホームページに

アップしてありますので、そちらをぜひご覧

いただきたいと思います。貴重なご意見を多

数いただき、ありがとうございました。 

＜ニューデリー日本人学校ホームページ＞ 

「http://ndjs.org」 

９月の主な出来事 
３日(月) ナマステの会  着任式（吉川里沙先生） 

学校朝会（カンカシ先生ギター演奏） 

４日(火) 緊急連絡網訓練② 

     外務省スポーツ交流事業柔道講習会（中学部） 

５日(水) JAL航空教室（G1～4）中学部テスト前学習会 

６日(木) G５お茶会 第 3回 PTA運営委員会 

7日(金) バス集会③  G1校外学習（学校近くの公園） 

１０日(月)  中学部中間テスト  

１２日(水) G4-1研究公開授業  

ボランティア委員会資源回収 

１４日(金) 先輩から学ぼう（中学部） 

１７日(月) 児童生徒朝会（前期委員会反省） 

１８日(火) 運動会前グランド石拾い① 

１９日(水) ボランティア委員会資源回収 

２０日(木) 盆踊り全校練習① 

２１日(金) 盆踊り全校練習② 

２２日(土) 日本人会夏祭り 

２４日(月) 運動会ガイダンス G9アジア実力テスト 

２６日(水) ボランティア委員会資源回収 

３０日(日) プール開放最終日 

私は夏祭りに友達と行きました。

いろいろなお店があり、初めてだっ

たのでとてもおどろきました。ぼん

おどりを全校児童でおどるのも初め

てだったのでおどろきました。日本

の学校では全校児童が学校に来るこ

ともなかったので、みんなでおどる

のがこんなに楽しいのかと思い、ま

たおどりたいと思いました。今年の

夏祭りは、私の中で最高の思い出と

なりました。 （G4） 

 

今年もまちにまった夏祭りが

ありました。私が一番楽しみだっ

たのは、友だちと屋台をまわるこ

とです。でも、ちょっとざんねん

だったのが、朝、雨がふって外で

屋台が出せなかったことでした。

来年は、雨がふらずに外で屋台を

友だちと見てまわりたいです。次

は、ANA の店に行ってみたいで

す。 （G3） 

 

今日は、まちにまったお

はやしを発表する夏祭り。

今までがんばってきたおは

やしを笑顔でがんばりたい

と思いました。えんそう後

は、セリフを間違えずに言

えて、「良かった。」と言われ

てうれしかったです。次の

発表もがんばるぞ。 （G5） 

 

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。 

 ２日(火)  Gandhi Jayanti 

１９日(金)  Dussehra  

 尚、プールにつきましては、9月 30日が利

用最終日となります。 

私は、7 年生から合わせて合計 7 回ソーランを踊ってきました。そして、8 年生になってソーランに対する思い

が変わりました。7 年の時は、早く終わってほしい、どうでもいいかな、と正直ずっと思っていました。しかし、

8 年生になった今、私のソーランに対する気持ちは変わりました。なぜかは、分からないです。今は、7 年のみん

なの手本になるような踊りをしたいです。9 年生のみなさんは、今までとてもソーランをがんばってきていまし

た。それは、一緒に踊って分かりました。だから、その 9 年生の分まで、9 年生になってもソーランをがんばっ

ていきたいです。 （G8） 

 

PTA古本市のお礼 
 PTA の皆様にご協力いただきまして、 

51，560 ルピーの売り上げがありました。収

益金は、子どもたちの教育活動に役立てさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

http://ndjs.org/


平成３０年度 第１回学校評価アンケート結果（自由記述欄への回答）について 

 
（ア）学校・教室環境 

  ①セキュリティ対策について 

 セキュリティ・チェックの手順を再確認し、確実に行うように指導をしてきます。保護者の皆

様におかれましても、ID カードの携帯やセキュリティ・チェックへのご協力をよろしくお願い

します。また転出児童生徒の保護者 ID カードの回収についても検討したいと思います。 

  ②ハト・蚊への対策について 

 ハトについては、中庭１階部分のハトが巣を作りやすい部分を金属板で覆ったことで、巣の数

が減少し改善が見られました。今後も対策を進めていきます。また、蚊については、オールアウ

トや蚊取り線香などで対策をしています。また、デング熱やチクングニア熱が心配される時季や

蚊が大量に発生する時季については、定期的に薬剤を散布しています。加えて、虫よけスプレー

の塗布の励行を徹底するように子どもたちに指導していきます。 

  ③ケータリングサービスを利用した定期的なインド食の提供について 

 ナヴァラトリの昼食提供やナマステ！INDIA☆DAY の南インド料理の試食を通して、子ども

たちにインド料理に親しんでもらいたいと考えております。 

  ④運動会について 

 運動会における大気汚染への対策は、各家庭に配付されている「大気汚染に対する本校の対応

について」に準じて行います。当日のＡＱＩが高ければ、日程を短縮して実施する予定です。ま

た、熱中症を防ぐためにも競技全体を見直すことでスムーズな運営ができるように取り組んでい

きます。なお、当日のお弁当の保管場所については、例年、教室や体育館など空調の効いた屋内

に置けるようにしていますので、ご安心ください。 

 

（イ）教育課程関係 

  ①保護者が参観する行事の偏りについて 

 行事については、小学部の活動だけでなく、中学部の定期テストに向けた学習期間や部活動を

考慮して計画しております。特に１学期前半は夏季休業日までの日数が限られているため、行事

が偏る週が多くなっております。どうかご理解をお願いいたします。 

  ②１日あたりの授業時間の短縮について 

本校では学習指導要領に準拠した日課に「英会話」の授業を追加しているため、週５日制では

７時間目の授業実施を避けて通れません。日課にゆとりをもたせるためには、大きな変更が必要

になります。今後も保護者の皆様からの声に耳を傾けながら慎重に検討していきます。 

  ③ＰＴＡ総会の開始時刻について 

 同日に授業参観・学級懇談・ＰＴＡ総会を行っているため、現在のような時間設定となってお

ります。どの活動も年度初めに行う意義があるものですので、実施日をずらすことは難しいです。

総会開始時刻を早めることができるか検討させていただきます。 

  ④体力向上のための取組について 

 昨年度より体育館に体力づくりコーナーを設けたり、体育委員会が中心となってランニングや

長縄跳びの取組を行ったりすることで、児童生徒が体を動かせるような環境づくりに取り組んで

います。また、水泳学習後の継続的な運動やＡＱＩが高くなる時季の運動量の確保をするための

取組も行います。具体的には、縄跳びカードを用いた屋内でもできる縄跳び活動や学期の一度の

縄跳び集会を行い、運動量の確保に努めます。なお、登校後の時間帯については朝読書や朝学習

等、室内で行うことのできる活動に充てることを基本としております。ご理解をお願いいたしま

す。 

 

（ウ）児童生徒指導 

  ①児童生徒のあいさつについて 

 本校では、「さわやかなあいさつが飛び交い、笑顔があふれる学校」を目指しています。今年

度も児童生徒会が中心となってあいさつの取組を継続して行っています。家庭や学校が子どもた

ちにとってあいさつをはじめとする生活習慣を身に付ける基本の場です。さわやかなあいさつが

できるよう指導を続けていくとともに、学校職員がその模範となるよう心掛けていきます。ぜひ、

ご家庭でもご指導いただけますよう、よろしくお願いします。 



（エ）学習指導 

①インドの環境・特色を活かした授業づくり 

例年、職員研修の中でデリーの現地校を訪問し、授業視察や現地教員との意見交換会を行って

おります。視察会の中で得たものを活用しながら、今後も授業改善に努めていきます。 

 

（オ）ＰＴＡ関係 

  ①ＰＴＡ活動について 

 学校要覧に示されている「ニューデリー日本人学校ＰＴＡ規約」に沿って、ご協力をお願いし

ております。活動内容の量や周知の方法については、ＰＴＡ役員の皆様にご相談する中で検討し

ていきたいと思います。 

 

（カ）英会話 

  ①英語教育について 

 英会話の授業では、英語に親しみながら、楽しく英語を身に付けることを目的にゲームなどの

アクティビティを行っています。今後は、更に毎時間のゴールを明確にし、様々な活動を通して

児童生徒に英語が身に付いていくよう努力していきたいと思います。習熟度別のクラスの中でも

児童生徒の差がありますので、平均的な理解度に合わせた授業展開になっています。児童生徒全

員が興味をもって参加できる内容になるように、授業内容など検討していきたいと思います。ま

た、習熟度別クラスについては英検の結果などもふまえて、検討していきたいと思います。 

 

（キ）その他 

  ①スクールバスの運行について 

現予算内でバス運営委員会によって運行については決定しています。バスの老朽化もあり、買

い替えのための計画的に新規バスの購入を行っていますが、バス１台当たりの導入には５００万

ルピー（バス代、初期費用、スタッフ給料等）程度必要となります。バス待ちや合同便を解消す

るために１０台のバスを新規購入した場合、各家庭におおよそ２０万ルピーの負担がかかり、新

規バスの購入は容易ではありません。バスセクションからは長時間の乗車になる合同便のコース

設定について、具体的な要望があれば調整を検討したいとの回答をいただいております。 

③人材の確保と資質の向上について 

 本年度より、学校ＨＰ上に求人案内を掲載するなどして、これまで以上に安定した人材の確保

に努めています。また、全職員を対象とした研修や若手職員を対象とした研修など校内研修を行

うことで資質の向上に努めていきます。 

  ④準備する学用品について 

 学校要覧だけでなく学校ＨＰ上に学用品が掲載されているため、日本からでも閲覧可能となっ

ております。どうぞご利用ください。 

  ⑤スクールカウンセラーについて 

 昨年度まで勤務していた鈴木カウンセラーは家事都合によりご退職されました。本校としまし

ても引き続きスクールカウンセラーの確保に努めます。 

  ⑥フィルミレンゲの会について 

 フィルミレンゲの会は、転出する児童生徒との別れを惜しみ、最後の思い出が作れる機会とす

ることをねらいとして、児童生徒会役員が中心となって行っています。フィルミレンゲの会がね

らいに則したものとなるように、指導を行っていきます。また、参観する保護者や小さなお子様

に対しても、引き続き会への協力を呼びかけていきます。 

⑦水泳チャレンジタイムにおける扇風機の設置について 

 ご意見ありがとうございます。本要望については次年度への申し送り事項に加え、設置を検討

していきます。 

⑧支援を要する児童生徒への対応について 

 特別支援教育の資格をもつ教員が中心となり、教育支援員を活用しながら校内の支援体制を整

えることで、これまで以上にきめ細やかな学習支援が行えるようにしていきます。 

 

 


