
 

校長 岡林 保幸 

 新年度より、本校は二学期制を導入いたします。 

二学期制（にがっきせい）とは、学校の一年間の課程を二つの学期に分けて行う制度で、前後期制（ぜんこ

うきせい）ともいいます。 

 二学期制により、教育課程（学校の教育目標を達成するため、児童生徒の発達に即して、学芸各分野から得

られる教材や学習活動を選択・配列した指導計画の体系）を系統的に編成することで、児童生徒の疲労と多忙

を解消し教育効果を上げることができます。また、２０２０年度から必修化されるプログラミング教育も整備

することができます。 

 一番のねらいは、時期的に生じていた児童生徒の疲労と多忙を解消し教育効果を上げることにありますが、

今まで行ってきた行事への取組が系統的になりバランスが良くなることや授業日数が増えるなどのメリット

もあります。 

 一方で、一般的な二学期制の課題としては、中学部の定期考査や通知票発行の回数が減ることから、学力実

態の確認や保護者にとっても評価についての情報を得る機会が少なくなるなどの課題があります。 

 そこで、本校では中学部オンライン学力テスト並びに単元テストを適時に実施することで学力を把握する

と共に、個人懇談並びにフリー参観ウィークをバランス良く配置することで、学校と保護者が連携を密にする

ことができるようにしています。 

 具体的には明日ホームページ上に、平成３１年度の年間行事予定を掲載いたします。皆様でご覧いただきご

理解のほどよろしくお願いいたします。 
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二学期制（前後期制）の導入について 

 



１月の主な行事を紹介します 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 9 日、3 学期始業式を行いました。一年間のまと

めの時期です。次の学年に繋がるよう学年のまとめをし

っかりしてほしいと思います。校長先生からも「学習発

表会や卒業式などがありますが、それぞれの学年で一生

懸命取り組みましょう。」と話されました。 

１月１８日、G2 が校外学習でバサントス

クエアモールへ行きました。班ごとにモー

ルの中にあるビッグバザールを探検しまし

た。決められた時間内で班ごとにテーマを

決め、自分たちで調べ、計算をして買い物

をしました。事前学習や日頃の計算力を実

生活に生かす場となりました。 

保護者ボランティアの皆様には、お忙し

い中、ご協力いただきましてありがとうご

ざいました。 

１月１７日、２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、本年度も２月の小学部１年生の

お茶会が最後となりますが、よろしくお願いいた

します。 

１月１１日、本年度最後のバス集会が行われま

した。PTA バス委員会の皆様による年間５回の実

施。バス通学における児童生徒の安全を守るため

に活動していただきましたことに感謝申し上げ

ます。 



 
1 月 14 日から 18 日までの一週間、第 2 回目のフリー参観ウィークを実施いたしました。今回

より小学部下学年の公開時間を２校時から昼休みまでといたしました。公開時間を限定した理

由として、下学年の授業は参観する保護者も特に多く、丸１日 

かつ１週間の参観で子どもたちが集中力を保つことができず、 

学習の質を維持するのが困難だと考えたためです。なお、フリ 

ー参観ウィーク以外の授業参観をご希望される方は、学級担任 

にご相談いただければと思います。また、幼稚園に弟妹をもつ 

ようなご家庭から、幼稚園の送り迎えと合わせて参観したいと 

いうご意見がありました。そうしたご意見を参考にしながら、 

次年度のフリー参観ウィークを計画させていただきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３学期もボランティア委員会が中心となり、下

記の日に資源回収を行います。この収益金は、学

用品等を購入して近くの教会に届ける予定です。

ご協力よろしくお願いいたします。 

日時 ２月１１日（月）～１５日（金）の朝 

   ※呼びかけて回収する学年 

   １１日…４・５・６年生  

   １２日…１・２・３年生 

   １３日…中学部 １４・１５日…全校 

場所  エントランスに設置するポリバケツ 

回収  ・古紙 ・ペットボトル 

    ・ペットボトルキャップ ・缶   

  

１月２１日の児童生徒朝会で、３つの委員会が発表しまし

た。体育委員会は、２月に実施する「サーキットトレーニン

グ」について説明し、学級委員会は、「大きな声で明るく楽し

く目線を合わせてあいさつできるようにしよう」と呼びかけ

ました。また、放送委員会は、学習発表会に向けて、見所や

意気込みなどをインタビューする特別放送について発表し

ました。 

１月１８日、８年生が３回目の附属幼稚園児との交流をしました。家庭科「成長を振り返ろう」の

学習の中で、２学期は、２回の附属幼稚園実習を行いました。年少、年中、年長の 3 グループに分

かれて、それぞれの年齢に応じた遊びを考えて一緒に遊び、お弁当も食べました。 

今回は、園児を中学部へ招待し特別教室を見学した後、一緒に遊びました。そして、学習の最後に

は、まとめとして、幼稚園の里見主任教諭から３回の交流会についてお話を聞き、園児からお手紙

をいただきました。 

交流を通して、園児との関わりの難しさや楽しさを感じ取ると同時に、自分の幼児期を振り返り

家族や周囲の人の支えによって成長していることに気づくことができました。 

 
先週から、インフルエンザや発熱、咳など

による症状で欠席したり体調不良を訴えた
りする児童生徒が増え、１・２・３・５年生
は学年閉鎖になりました。特に、インフルエ
ンザには、注意が必要です。インフルエンザ
は、抵抗力が低下すると感染しやすく、感染
力がとても高いウィルスとして有名です。イ
ンフルエンザにかからないように、下記の点
に気を付けて過ごしましょう。 

 
・手洗いとうがい ・マスクの着用  

 ・不必要な外出を控える 
・生活習慣を整える 
・脱ぎ着しやすい服を着る   



   

 

 

１月の転出入 
転入 １２名  転出 ３名 

金内 萌奈美（中１） 
金内 諒介 （小５） 
髙橋  凛  （小５） 
髙橋  令  （小３） 
髙橋 輝  （小１） 
黒野 一樹 （小４） 
木下 小雪 （小４） 
深川 紗代 （小２） 
西島 杏美 （小２） 
田中 幸希 （小２） 
橋本 栞里 （小１） 
倉澤 聡一 （小１） 

河口 泰斗（小６） 
平石 七音（小１） 
藤田 舷水（小２） 

１月３１日現在の児童生徒数 計２７２名 

 
１月の主な出来事 

９日(水) ナマステの会 3学期始業式      
身体測定（～18日） 

１０日(木) 中学部オンライン学力テスト 
１１日(金) バス集会 
１４日(月) 日本人学校運営理事会 

フリー参観ウィーク（～１８日） 
１７日(木) お茶会（G２） 
２１日(月) 児童生徒朝会（委員会発表） 
      PTA美化校内安全点検 
２４日(木) ２年生学年閉鎖（～２９日） 
２５日(金) ５年生学年閉鎖（～３０日） 
２６日(土) Republic Day（学校施設開放なし） 
２８日(月) PTA運営委員会 
      １年生・３年生学年閉鎖（～２９日） 
２９日(火) 小学部入学説明会 
 

２月の主な予定 
３日(日) 学習発表会 
４日(月) 振替休業日（２月３日分） 
５日(火) 学校朝会（カンカシ先生ギター演奏） 
６日(水) BBS訪問（G４～G９） 
８日(金) 授業参観 PTA総会 

１１日(月) 学級懇談会（G４～G６）  
中学部入学説明会 

１２日(火) 学級懇談会（中学部） 
１３日(水) 学級懇談会（G１～G３） G３校外学習 
      G６夢プロジェクト 
１５日(金) G１校外学習 
１８日(月) PTA美化校内安全点検 
２０日(水) 中学部学年末テスト 
２１日(木) 中学部学年末テスト お茶会（G１） 
２５日(月) 児童生徒朝会（委員会発表） 
 

 
 

インドの祝日、学校行事準備、学校行事で、学

校施設の開放を行っておりません。ご理解とご

協力の程よろしくお願いいたします。 

  

   ２月 ２日（土）学習発表会準備 

   ２月 ３日（日）学習発表会 

   ３月２１日（木）Holi         

  

以下、体育館のみ利用停止 

※ 3月 ２日（土）卒業式準備のため 

   3月 ３日（日）卒業式準備のため 

 
２月１日(金)午前０：００に、本校ホー

ムページに「平成３１年度年間行事予定」
を掲載します。来年度のご家庭の予定を立
てられる際の参考にしていただきたいと
思います。 

説明は２月８日(金)に行われる第２回
PTA 総会の中で行います。 
 

【本校 HPアドレス】 http://ndjs.org/ 

3月をもちまして、以下、１０名の職員がニューデ

リー日本人学校を離任いたします。 

 

No 氏名 職種 本 校 勤 務 転出先 

１ 大平 裕二 教諭 ３年 北海道 

２ 大串 和弘 教諭 ３年 北海道 

３ 氏原 求 教諭 ３年 山梨県 

４ 番野 春奈 教諭 ３年 大阪府 

５ 新里 康 教諭 ３年 沖縄県 

６ 奥田 政憲 教諭 ２年 福岡県 

７ 今野未由貴 教諭 ４年 宮城県 

８ 野村 華子 教諭 ２年 島根県 

９ 福原 和美 教諭 ３年 岐阜県 

10 坂井 里香 教育支援員 ４年 広島県 

 

 

先週、配付いたしました学習発表会プログラ

ムにおきまして、以下のとおり一部誤りがござ

いましたので、ここに訂正し、お詫び申し上げ

ます。 

小学部 6年生 和太鼓  

「思いの伝わる演奏を」 

         ↓ 

訂正 「思いを伝える演奏を」 


