
 

 校長 岡林 保幸 

特別支援教育の推進の理念 

平成１９年文部科学省通知には、特別支援教育の推進の理念について「特別支援教育は、障害のある幼

児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一 

人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な

指導及び必要な支援を行うものである。  

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含

めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。 

さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々

の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が

国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。」とあります。 

  

全ての学校・全ての学級で行う特別支援教育  

 特別支援教育については、学校教育法第８１条第１項で、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高

等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学

習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。」と定められています。 

このように、各学校において行う特別支援教育の対象は、特別支援学級はもとより、通常の学級を含

む、全ての教育上特別の支援を必要とする児童等であり、特別支援教育は、学校教育法第８１条第２項各

号に記載されている障害種、特別支援学級については、①知的障害 、②肢体不自由、③病弱者及び身体

虚弱、④弱視、⑤難聴、⑥言語障害、⑦自閉症・情緒障害が、通級による指導については、①言語障害、

②自閉症、③情緒障害、④弱視、⑤難聴、⑥学習障害、⑦注意欠陥多動性障害、⑧肢体不自由、病弱者及

び身体虚弱者が、それぞれ示されています。 

法律上は、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとされていますが、

これは必ずしも、医師による障害の診断がないと特別支援教育を行えないというものではなく、児童生

徒等の教育的ニーズを踏まえ、校内委員会等により｢障害による困難がある｣と判断された児童生徒等に

対しては、適切な指導や必要な支援を行う必要があります。  

特に、小・中学校の通常の学級に、６．５％の割合で、学習面又は行動面において困難のある児童生徒

等が在籍し、この中には発達障害のある児童生徒等が含まれている可能性があるという推計結果（平成

２４年文部科学省調査）もあり、全ての教員が、特別支援教育に関する一定の知識や技能を有することが

求められます。 

また、特別支援教育を基盤として、障害の有無にかかわらず、全ての児童生徒等が互いの違いや個性を

認め合う学校・学級づくり、そして、全ての児童等の成長を促進する基盤的な環境整備が進められること

が、ひいては共生する社会の実現につながります。本校では、特別支援教育の推進の理念の基、小学部を

中心に坂井里香先生、吉川里沙先生、杉元真紀子先生、田村あい先生が学習支援を行っています。 
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１１月の主な行事を紹介します 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 体験コーナー  体験コーナー 

１ ボリウッドダンス ９ 馬車乗り 

２ バングラダンス 10 ラクダ乗り 

３ ヨガ 11 ｵｰﾄﾘｷｼｬ試乗 

４ バラタナティアム 12 ヘビ・サル 

５ メヘンディ描き 13 マンダラ塗り絵 

６ ランゴリ作り 14 インド計算 

７ インド料理作り 15 ヒンディー語 

８ インドアニメ鑑賞 ランチ 南インド料理 

ぼくは、きょう、ナマステインディアデーで

いろいろしました。ラクダのりと、リキシャと

ば車のりと、メヘンディをしました。アニメも

みました。一ばんたのしかったのはリキシャで

す。どうしてかというと、うんてんしゅさんが、

二しゅうしてくれたからです。 （G1） 

 

今日、ナマステ！インディア☆デーで、わた

しは、たのしくグループで回りました。たくさ

んたいけんしたけど、一ばんたのしかったの

は、馬車でした。なぜかというと、馬がはしっ

ているときに、風が体にあたって気もちよかっ

らからです。 

ほごしゃボランティアさんのおかげで、たの

しく回れました。ありがとうございます。 

わたしが今日まなんだことは、ふくリーダー

として、たのしくみんなをまとめることです。  

（G2） 

 

 

 １０月３０日は、全校生が楽しみにしていたナ

マステ！INDIA☆DAY でした。昨年までありまし

た象乗り体験は、象の頭数が減ってきていること

から、今年は馬車乗り体験に変わりました。昼食

は、南インド料理の試食とチャイの試飲をしまし

た。子どもたちは、インドの様々な文化を楽しん

で体験し、インドの魅力を再発見した半日でした。 

指導をしてくださいました講師の皆様、昼食時

に配膳をしてくださいました PTA 文化保体委員

の皆様、体験の補助をしてくださいましたボラン

ティアの皆様、南インド料理の準備等をしてくだ

さいましたスタッフの皆様、ありがとうございま

した。 

 

 
私は、今年、「インド料理」「ランゴリ」を体験し

ました。インド料理は、去年もしたのですが、ちが

うインド料理を作ったので楽しかったです。少し

味がうすくなりましたが、良い思い出になりまし

た。ランゴリは初めてしました。少し難しかったけ

どとても楽しかったです。きれいにできたので良

かったです。エントランスにあったランゴリは、す

ごくきれいいで、次またやる機会があったらあん

なふうにしたいなと思いました。 

今年は、象が来なくて残念でしたがかわりに馬

車に乗りました。乗り心地が良かったです。ラクダ

とリキシャにも乗りましたが、どちらも楽しかっ

たです。メヘンディは、日本に一時帰国するときに

友達に見せようと思いました。来年、まだインドに

いたら、ナマステ！INDIA☆DAY をまた楽しみた

いです。 

今日は、インドの文化を知ることができて良か

ったです。 （G7） 

 

今年のナマステ！INDIA☆DAYも楽しみな

がら「インド」を体験することができました。

普段は、意外とインド独特の物に触れる機会

は少ないです。だから、この行事は、僕にとっ

て貴重な１日となります。今回の体験では、イ

ンド料理として、Pohaを作りました。Pohaは、

チャーハンのようなインドのスナックで朝ご

飯として食べることが多いそうです。おいし

かったです。家でも、今度挑戦できたらいいな

と思います。 

次に印象的だったのは、「インドアニメ」で

す。日本とはまた違った作りのアニメでした

が、子どもを楽しませようとする工夫がある

ように思いました。 （G9） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日、学校で、「ナマステ！インディア☆デー」

というインドの文化を知る行事がありました。「ナ

マステ！インディア☆デー」とは、学校にインドの

乗り物や動物が来たり、ヒンディー語やダンス、食

べ物を教えてくれたり、実さいにやったり食べた

りできる行事です。 

私は、ボリウッドダンス、ヒンディー語、ラクダ

乗り、馬車乗り、サルやヘビにふれ合う、カタック、

ヨガ、ランゴリをしました。グループでじゅんばん

を決めて行きました。私は、活動をおえたら、もっ

とインドの文化を知りたい、という気持ちになっ

ていました。 

カタックで、クルクル回ったので目が回りまし

た。インドのダンスで回るダンスがあるなんてび

っくりしました。ヒンディー語では、はじめてヒン

ディー語を書いてこんな字なんだなと思いまし

た。私は、今日、はじめてインドの動物や乗り物に

乗ったり料理などをしたりして、すごく楽しかっ

たです。そして、それらのことをくわしくしらべた

いと思いました。  （G3） 

 

インドの文化に関係する体験をしたけど、日本に

は日本の良いところがあり、インドにはインドの良

いところがあります。この活動を通して、「それぞれ

の国にはその国の良いところが必ずある。もっとた

くさんの国の良いところを見てみたいな。」と思いま

した。 （G5） 

 

今回のナマステ！インディア☆デーを通

していくつか気付いたことがある。修学旅

行でのダンス体験と今回のバラタを比較す

るとどちらも音楽を使わず体を動かして鈴

を鳴らしたり足を強くたたきつけて首を出

したりしていた。そうやって神に祈りをし

ているのだと思った。これもインド伝統ダ

ンスの代表する良い特色だと思った。 

また、南インド料理と修学旅行アジャン

タで食べたカレーは、どちらも酸味があり

インドのカレーは、北と南で大きく変わっ

ていると思った。インドの食文化はカレー

だと思った。なぜなら、こんなに広く人口

の多いインドだが、どこに行っても毎日食

べられているからだ。 

このように毎日のように同じ物を食べる

国はないだろうと考えたが、私達の母国日

本でも同じことが言えるのだ。それは、み

そ汁である。みそ汁は、全国どこでも毎日

のように食べられており、地域ごとに味も

異なる。この点では、インドと日本の食文

化は似ていると思った。自分が体験したそ

れぞれの国の伝統文化や食文化を大切にし

ようと思えた。（G8） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月１６日、利用しているそれぞれのバスに分

かれてバス集会を行いました。PTA バス委員の方

からお話を聞き、登下校時のスクールバス内でのマ

ナーやルール、緊急時の対応等について確認をしま

した。 

PTA バス委員の皆様、ありがとうございました。 

１０月３０日、4 回目の「先輩から学ぼう」の講演会が

行われました。今回は、学校理事副理事長兼財務小西一徳

様、黒木順様、板垣誠様、福澄浩恒様の 4 名の方による講

演と演奏でした。若い頃から音楽活動をされており、渡印

されてからも活動を続けられています。その活動の中か

ら、生徒にいろいろな話をしていただきました。これから

の人生の中で、自分がやりたいことを見つけ、続けていく

ことの大切さを感じることができました。 

今日、私は、ランゴリやヨガなどを体験しました。

その中で一番心に残っているのは、ランゴリです。

私は、今までランゴリはただのアートだと思ってい

たけど、今日の活動を通してたくさん意味持ってい

ると分かりました。私たちのグループは、下の絵の

ようなものを作ったのですが、特に意味は考えてい

なくて、今考えると、もしこれが意味を持っている

なら、四角は「安定」、円は「成長・生」を表してい

るので、「健やかに成長する」という意味を持つので

はないかと思いました。もし、次に作る機会があれ

ば意味を考えてメッセージになるようなものを作っ

てみたいです。ただのもように見えるのにたくさん

の意味を持っていてそれを作り出したインドの人は

すごいと思いました。（G6） 

 

私は、このナマステ！インディア☆デー

は４回目です。今までは、ただ楽しい１日

でした。ですが、この４年生になって新し

い「学び」になりました。「学び」とは、イ

ンドの文化を知り体験することで、インド

のことをわかり合える１日だったというこ

とです。さい初は、楽しい日としか思って

いませんでしたが、今となっては思いが大

きく変わりました。 

私が体験した活動は、たくさんありまし

たが、その中で、ランゴリが一番の「学び」

につながりました。なぜなら、形によって

表している物がちがうからです。一番はっ

きりおぼえているのが、○です。○の意味

は、生命や成長を表しています。一つ一つ

の形では、意味が大きく変わることを初め

て知りました。すなや花でもようを作りま

す。私は、花で作りました。友だちの３人と

いっしょに考え、作った物はとてもうまく

できました。友だちとの仲が少しだけ深ま

りました。 

私は、このナマステ！インディア☆デー

がとてもインドをひきつけているように感

じられました。とてもまん足で、さい後ま

でまなべました。  （G4） 

 

１１月２２日、３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。 
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２２日から２３日の 2 日間、G5 の校外学習が行われました。初めての宿泊を伴う校外学習という

ことで、子ども達は、ワクワクドキドキしていました。1日目は、アグラ城、タージマハル見学をし、

インドの歴史について学びました。2日目は、象嵌細工体験でインドの文化に触れ、本田自動車工場

では、日本の最先端の技術やものづくりへの思いを知ることができました。インドでの校外学習は、

日本で体験できない貴重なものとなりました。 

１１月１９日、後期委員長任命式があり、校長先生より任

命書を手渡されました。その後、各委員会長が重点目標を発

表しました。 

     後期児童生徒会 委員会長 
学級委員会         前田 真帆      

図書委員会         西村 夏 

ボランティア委員会     鈴木 伶央      

放送委員会         黒木 望羽 

美化委員会         横田 奨之介     

体育委員会         大杉 英太郎 

保健委員会         髙島 悠衣  

私は、校外学習一週間前に転入しま

した。だから、周りの子たちと仲良く

なれるか不安でした。しかし、初めて

のお泊まりを初めての友だちとするこ

とでたくさんのお友だちと仲良くなれ

ました。そのおかげで、私の不安が消

えました。その話を家族にしたら喜ん

でくれました。その顔を見て、私も笑

顔になれました。この校外学習は、私

にとって宝物となりました。校外学習

で仲良くなった友だちと一緒にがんば

りたいです。 （G５） 

 



 

１１月の転出入 
転入 ４名 転出 4名 

武田 優菜（小5） 
武田 紗菜（小２） 
澤田 奈名子（小5） 
大塔 香凛（小4） 

田中 竜成（小６） 
田中 凛奈（小５） 
越智 皐太郎（中３） 
越智 飛瑛 （小５） 

１１月３０日現在の児童生徒数 計２６８名 

 
１１月の主な出来事 

２日(金) ディワリ休業前集会 フィルミレンゲの会 

３日(土) ディワリ休業日（～１３日まで） 

１４日(水) 学校朝会（カンカシ先生ギター演奏）  

ナマステの会 

１６日(金) バス集会 個人懇談（～２７日） 

１９日(月) 児童生徒朝会（後期委員長任命式） 

      教育相談旬間（～３０日） 

２０日(火) 日本人学校理事会 

２２日(木) G5校外学習 アグラ・Honda Cars 

      （～２３日） 

      G3お茶会 

２５日(日) G6修学旅行 ジャイプール方面（～２７日） 

２６日(月) フィルミレンゲの会 

２８日(水) 中学部期末テスト G６修学旅行振替休業日 

２９日(木) 中学部期末テスト 

 
１２月の主な予定 

１１日(火)～１４日（金） 個人懇談 

２１日(金) ２学期終業式 

２２日(土)～１月８日 (火) 冬季休業日 

 
 

 

 

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。  

  

 １２月２５日（火） Christmas  

 １２月２９日（土）～１月３日（木） 

           年末年始休業日 

  １月２６日（土）  Republic Day 


