
 

校長 岡林 保幸 

 全国の小中高校などが２０１７年度に認知したいじめが、前年度比２８．２％増の４１万４３７８件

で過去最多となりました。文部科学省が公表した問題行動・不登校調査結果で明らかにされました。けん

かやふざけ合いをいじめに含めるように改めた１６年度に続き大幅な増加となっていますが、文科省は

「積極的な認知が進み、早期の対応につながっている」と肯定的に評価しています。 

 また、中央審議会答申では、「いじめ問題は現代社会に投げかけられた大きな課題と言っても過言では

ない。家庭・学校・地域社会が緊密に連携するとともに、大人一人一人が責任を自覚し、それぞれの立場

から積極的に参加・協力を行うことが不可欠であるということを強調しておきたい。」とも述べられてい

ます。 

次ページに本校の「いじめ防止基本方針」を掲載します。 
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　ニューデリー日本人学校いじめ防止基本方針全体図

ニューデリー日本人学校いじめ防止基本方針

国のいじめ防止基本方針

いじめ防止・いじめ根絶

１ 基本的な考え方

２ いじめの定義
３ 本校の現状と課題
４ いじめの防止に向かう学校の姿勢

Ⅰ 対策の基本的な方向

１ いじめを未然に防止するための取組

２ いじめの早期発見に向けての取組
３ いじめの早期解決に向けての取組

４ いじめ問題に取り組むための校内組織

５ 機能的な組織体制

６ 重大事態への対処

７ 校内研修の充実
８ 家庭やＰＴＡとの連携
９ 検証と評価

Ⅱ 対策の内容

分かる授業づくり

だれにも活躍の場がある集団づくり

質問①：お子さんは、学校に行くことを楽しみにしている。
質問②：お子さんは、友達に対して思いやりの気持ちをもって行動で

きている。
本校の児童生徒の保護者の９割以上が、子どもたちにっとって学校は楽しく、友達に対し

て思いやりの気持ちをもって行動できていると捉えているが、１０名の児童生徒の保護者が
否定的に捉えていることを念頭に置かなければならない。

本校保護者の意識

77.3％

52.5％ 43.5％
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質問①

質問②

そう思う

そう思う
どちらかとい
うと思う

未然防止

早期発見

早期解決

その後の指導

……

……

……
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いじめを許さない雰囲気
自己有用感・道徳・人権教育

アンケート・教育相談
日頃の情報収集・相談窓口

いじめられた児童生徒への支援

いじめた児童生徒への対応

集団への働きかけ

校内研修
家庭やＰＴＡとの連携

いじめ防止等のサイクル

自己有用感・自己肯定感の育成

定期的な調査 … 個人懇談（年間3回）

教育相談アンケート（年間2回）

年間学校評価アンケート（年間2回）

臨時的な調査 … いじめアンケート

調査

「いじめとは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している

等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影

響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，

当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」

いじめの定義（法第２条）

（法第11条）

（法第13条）

「児童等は，いじめを行ってはならない。」

いじめの禁止（法第４条）

（法：いじめ防止対策推進法）

重大事態への対処（法第28条）

事案発生・事案発生の疑い

調査結果の提供及び報告

調査の実施

生徒指導委員会の判断

①生徒指導委員会委員

②特別支援コーディネーター

校内組織による調査

（調査票例使用）

職員朝会（毎日）

総務会（毎週）

研究推進会（毎週）

企画会・職員会議（毎月）

校内組織との連携

平成30年10月 ニューデリー日本人学校

１ 開催日 木曜放課後及び随時

２ 基本構成員

①校長 ②教頭 ③生徒指導主任

④各学年生徒指導担当・副担任

⑤養護教諭

⑥特別支援コーディネーター

⑦教育支援員

「生徒指導委員会」

いじめ防止等の対策のための
校内常設組織（法第22条）

聴きあい，学びあい，支えあう仲間づくり

…… 他者の役に立っていると感じることのできる工夫

…… 学級活動，部活動，委員会活動など

…… 授業についていけない焦りや劣等感などをもたせない工夫

…… 異年齢交流・活動の充実と達成感

一人一人を大切にした教育活動

いじめの要因となるストレスを取り除く

どちらかとい
うと思う 18.78



１０月の主な行事を紹介します 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしが一ばんたのしかったきょうぎ

は、チェッコリたまいれです。どうしてか

というとチェッコリたまいれでおどった

りたまをいれたりするのがたのしかった

からです。かけっこでは、３いだったので、

つぎは、１いになりたいです。 （G1） 

 

「ぜったい１いなってやる。」と思っていたリレーせん

がはじまります。ぼくは、スタートラインに立ったしゅん

かん、「ぜんいん、いっきにぬかしてやる。」と、思って走

りぬきました。ぼくは、心の中で、「今は、3 いだ。もうす

こし。」と、思いました。 

その時、４いが近づいてきてぬかされそうになったけ

ど、３いでぎりぎりゴールできました。ちょっとくやしか

ったけどうれしくなってきました。  （G2） 

ぼくは、うん動会を終えてうれしかったこと、楽

しかったこと、くやしかったことについて書きま

す。 

うれしかったこと、楽しかったことは、うん動会

当日に、晴れてくれたことと、インディアンダンス

をまちがえずにおどれたことです。 

くやしかったことは、3・4 年きょうぎのグルグル

サイクロンで 1 回せんはかったけど、2 回せん 3 回

せんはまけてしまったことです。自分の組がきょう

ぎの部と小学部おうえんの部で負けてしまったこ

とがこのうん動会の中で一番くやしかったです。 

今年は自分の組がまけてくやしかったけど、こん

どは、かてるようにがんばりたいです。 （G3） 

 

 

 

 １０月７日、運動会を開催しました。児童生徒会のテーマのように、一人一人が一生懸命頑張り輝きま

した。特に全校で取り組んだ応援合戦、インディアンダンスは大変見応えがあり、彩光！彩響！の運動会

となりました。 

ご来賓の皆様には、ご多用の中、早朝よりご臨席を賜りましてありがとうございました。 

 

 

私は赤組で、負けてしまいました。もっと全力を

出せたと思います。しかし、運動会のために、放課

後残ってくれて赤組・白組を引っぱってくれた団長

さんと応えん団のみんなががんばってくれた応えん

はさすがだなと思います。ゆう勝するために必死で

がんばってくれた人に感しゃしたいです。負けてし

まったけど、最高の運動会になったと、私は思いま

す。 （G5） 

 

私にとって今年の運動会はさまざまな苦労が

ありました。今年の運動会で私は応援団を務めま

した。初めは 8 年生のサポートをできるような応

援団になろうと思っていて全然意見も言えず 8年

生に言われた通りのことをやっていました。しか

し、意見がない分、話合いもなかなか進まず、白

組の進み具合に驚く時もありました。だから、私

は、女子ダンスの踊りを考えることにし、もとを

アレンジして考えました。やってみると、自分で

考えたことが全体に伝わっていく達成感や楽し

さを感じることができました。そこから、７年生

全体も「リーダー」という自覚をもち、積極的に

練習したり教えたりするようになりました。ま

た、赤組応援団は、後半になると私も含め、多く

の人たちが頭痛や発熱で休んでしまうようにな

り、この時、赤組全体が苦労しました。しかし、

応援団がいない分、９年生がアドバイスをしてく

ださったり、８・７年生がふりやタイミングを早

く覚えてくれたりしました。赤組全体が協力した

ことで一つになれたと思います。応援団だけでな

く、赤組全体が一つになれたことで、中学部応援

で勝つことができたと思います。今回、応援団に

なって苦労したことは多かったけれど、その分、

仲間の大切さや自分から取り組むことの大切さ

などの多くのことを学びました。 （G7） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぼくは、運動会であまりいい成績ではありませんで

した。けれども、なぜか運動会の終わりには、「楽しか

った。」と思えました。ぼくは、昔、ネガティブで１位

になれないと思っていましたが、今では、結果がよく

ても悪くても楽しかったと思えます。なぜかなと考え

たとき、パッと思い浮かびました。運動会を盛り上げ

たかったからだと思います。他の学年がやっていると

きは、一生けんめい応援をし、自分のときは、全力を尽

くして運動会をやりました。今年の運動会は最高でし

た。（G6） 

 

今年の運動会で得たものは、最後まで

あきらめないことだ。運動会が始まって

すぐの徒競走で白組はわりと絶望的だ

った。中学部の最初の競技で負け、差は

さらについた。この時点で、あきらめて

いた。そこから全然出番がなく、最後の

方の大玉とリレーで勝てば勝てると思

える差になっていた。リレーは見守るだ

けだったけど、最後まであきらめない気

持ちが勝利につながったと思う。最後ま

でがんばるということは、運動会だけで

なく、日常でも生かせると思う。 （G8） 

 

きんちょうしながら、開会式とラジオ体操

をむかえました。その後、おうえん合せんで全

力をつくしました。次にやるきょうぎが、ぐる

ぐるサイクロンになりました。3・4 年生が入

場し、１回戦が始まりました。自分の番になっ

て回っている時、前にけがをしたところを地

面に打ち前よりひどいけがになってしまいま

した。２回戦からは、コツをつかんできて、失

敗しなくなってきました。そのまま赤組に、勝

つことができました。だけど、そのけがで、イ

ンディアンダンスでバランスをくずしたりと

きょう走で４位をとってしまったりしまし

た。閉会式で、ドキドキワクワクしながら数字

を見ていました。 

結果発表。数字がちょっと見えた時、「今年

のゆう勝は白組です。」という言葉が耳に入っ

て、ものすごくうれしかったです。ぼくは、け

がをしても何度も失敗しても立ち上がり続け

れば、きっとできるということが分かってき

ました。 （G4） 

 

私は、ニューデリー日本人学校で５回運動会を

しました。その中で今年の運動会は一番充実して

いました。私達は、最高学年で受験勉強があるの

で、応援団やダンスリーダーを８年生にまかせて

しまいました。また、応援が中学部と小学部でわ

かれたりして、応援の練習が増えたりしていそが

しかったけれど、私たち全員が参加する行事はも

う少ないので楽しかったです。そして、応援で笑

顔になってくれたのでよかったです。 

私は、全校児童生徒で協力して大玉を運ぶ大玉

運びが一番記憶に残っています。日本の学校では、

小学校と中学校がわかれているので、小学部と中

学部が協力できるこの競技はすごいなと思いまし

た。今年の白組では、ほとんど大玉を落とさずに

運べてしかも、勝つことができたので、うれしか

ったです。今年は、白組が競技の部で優勝し、赤組

が応援の部で優勝しましたが勝敗に関係なく、全

力で楽しむことができたので良かったと思いまし

た。 （G9） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７日、早朝よりインド人スタッフの皆様が準備をし

てインド伝統料理を振る舞ってくださいました。児童生

徒もインドの文化に触れる良い機会となり伝統料理を

楽しんでいただきました。 

インド伝統料理メニュー 

・アールー・キ・サブジー（じゃがいものカレー） 

・プーリー（薄いあげパン） 

・キール（スィートディッシュ） 

スタッフの皆様、ありがとうございました。 

１０日、マネサールのマルチスズキの工場見学

をしました。工場に着くとその大きさに驚きまし

た。そして、会社や工場について説明していただ

き、生徒は、とても興味深そうに聞いていました。  

その後、工場見学をし、たくさんの機械が動い

ている様子や自動車が完成していくのを直接見

ることができ、とても楽しそうでした。また、た

くさんの質問をしたことで、もっといろんなこと

を知ることができました。今回の校外学習は生徒

たちにとってとても有意義なものになりました。 

１１日、4 年生がお茶会に参加しました。緊張

しながら作法の説明を聞き、日本の伝統的な文

化を体験しました。 

茶道部の皆様、毎月、貴重な体験の場を作っ

ていただきまして、ありがとうございます。 

１７日、CANON  INDIA 小林一忠様、中道加

奈絵様をお招きして講演会が行われました。お二

人ともに、海外で生活するようになったいきさつ

をお話していただきました。生徒たちは、しっか

りと話を聞きました。これからの進路選択に向け

て有意義なものとなりました。 

１８日、立会演説会がありました。立候補者のす

ばらしい所信表明と力が入った応援演説でした。そ

の後、投票を行い役員が決定しました。 

２９日には、校長先生より任命書を手渡されました。 

      後期児童生徒会役員 
生徒会長    棚橋 咲心 

生徒会副会長  岩井 優有  窪田 雄大 

児童会会長   吉原 彩世 

児童会副会長  藤本 叶望  髙橋 秀伍 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

１０月の転出入 
転入 ０名 転出 ３名 

 山田 陽仁（小３） 
峯脇 慶 （中２） 
峯脇 彩永（小４） 

１０月３１日現在の児童生徒数 計２６８名 

1 日目、ムンバイを経由しアウランガバードへ向かいました。飛行機の遅れがありましたが、舞踊の体

験を予定通り行い、全員元気にホテルに着きました。 

2 日目、アジャンタ石窟寺院見学や細密画を体験しました。細密画では、事前に選んだデザインで作品

を作りました。仕上がった作品は世界に一つだけの思い出の作品となりました。 

3 日目、ビビカ・マクバラ、エローラ石窟寺院を見学しました。そして、最後は、お土産屋で買い物を

しました。家へのお土産もあったことと思います。 

しかし、一番のお土産は、たくさんの体験をして、集団宿泊生活の中で友達と様々なことを学び、元気

に帰ってきたことです。これらの経験を今後に生かして、学校生活を送ることを期待しています。 

第２回目の収益金は、Rs4,583 でした。第１回目の収益金も合わせて文房具

品を購入し、学校近くにある教会の施設を訪問し、文房具を寄付しました。施

設には、障がいのある子どもたちが生活しています。ボランティア委員会の代

表生徒が購入した文房具を手渡しました。子どもたちは、とても嬉しそうでし

た。日本人学校の児童生徒も喜んでいました。今後も、ボランティア委員会は、

資源回収を続けていきます。 

これまでのお礼を述べるとともに、これからもご協力をお願いいたします。 

 
10 月の主な出来事 

４日(木) 運動会予行 

７日(日) 運動会 

８日(月) 振替休業日（７日分） 

９日(火)  後期スタート 選挙管理委員会  

１０日(水) G7校外学習（マルチスズキ マネサール工場）  

後期役員選挙公示 

１1日(木) G4お茶会 

１5日(月) 後期役員選挙告示 

１7日(水) ナヴァラトリ昼食提供  

中学部先輩から学ぼう 

（講師 キャノン 小林様 中道様） 

１8日(木) 立合演説会 

２２日(月) フィルミレンゲの会  （G8G4 峯脇さん） 

２４日(水) ～２６日（金） G8修学旅行 

２９日(月) 児童生徒朝会（後期児童生徒会役員任命式） 

３０日(火) ナマステ！INDIA☆DAY 

３１日(水) 中学部先輩から学ぼう 

     （ 講師 学校副理事長兼財務理事 小西様 ） 

 
11 月の主な予定 

３日(土)～１３日（火） ディワリ休業日 

２２日(木)～２３日（金） G5校外学習 

２５日(日)～２７日 (火)  G6校外学習 

２８日(水)～２９日 (木)  中学部期末テスト 

 
 

 

 

新着図書 約 500冊 貸出開始！ 
「10 歳までに読みたい本名作シリーズ」

「2018 年本屋大賞」など多くの本を購入し

ました。児童生徒は、図書室へ行き新しい本

を手に取って読んだり借りたりしています。 

PTA 図書委員の皆様には、整理をしていた

だきまして、ありがとうございました。     

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。 

 ７日(水)  Diwali  

アジャンタでは、暑くて階段も多くて

本当にもういやになりそうで辛かった。

だけども、壁の彫刻や絵もすごくて、見

る価値はあるなと思った。 

また、山頂まで登る途中で何度もあき

らめたけれど、やっぱり山頂からの景色

はすごくよく、来て良かったと思えた

し、励ましてくれた友達にも感謝した

い。 （2 日目の感想より） 

 


