
 

 

 校長 岡林 保幸 

 （前略）ニューデリー日本人学校ならではの国際交流行事では、インドの学生と交流を通して、様々

な驚きや発見があり、世界の広さを知ることができました。 

私は、このようなたくさんの思い出を作ってくれた、この学校が大好きです。みなの心に壁がなく、

困っているときや悩んでいるときには助けてくれる、笑顔が絶えない明るい学校。それが、ニューデリ

ー日本人学校です。 

インドでの生活はとても厳しいものです。日本では当たり前のようにできることでもインドでは、で

きないことがたくさんあります。日本に帰りたいと思ったこともありました。しかし、このような環境

の中でも、充実した学校生活を送ることができたのは、いつもそばにいてくれた友だちや私たちを見守

ってくれた多くの方々のおかげです。 

優しく指導してくださった先生方、本当にお世話になりました。私たちは、今年度、受験という大き

な試練に立ち向かいました。そんなとき、先生方はいつも相談に乗ってくださり、励ましの言葉をかけ

てくださいました。勉強で疲れ切った私たちを、いつも優しく見守り支えてくださいました。先生方の

支えがあり、今の私たちがあります。本当にありがとうございました。 

在校生のみなさん、これからの日本人学校をよろしくお願いします。苦しいことも、つらいこともた

くさんあると思います。そういうときこそ自分が成長しているときなのです。これからも自分を見失わ

ず、仲間と協力して乗り越えていってください。 

受験勉強や学校の行事等でつかれた私たちにいつも優しく接してくれたお母さん、お父さん。いつで

も私たちを後ろから支えてくれました。また、運動会や夏祭りなど、たくさんの行事にいつも笑顔で参

加してくれました。いつもおいしいお弁当を作ってくれました。厳しいインド生活の中で私たちを温か

く見守ってくれました。何よりこのインドに連れてきてくれました。この場を借りて感謝の言葉を伝え

たいと思います。本当にありがとうございました。（後略） 

 前文は、先週の卒業式で中学部の卒業生代表が読み上げた答辞の一部です。学校のこと、仲間のこ

と、家族のこと、受験のこと、先生のこと、後輩へのメッセージなどが語られていますが、最後に全て

のものへの感謝で締めくくられています。その思いは、本日、修了証書を

手にした全学年の子どもたちも同じです。 

本日、本年度予定していた全ての教育活動を終え、修了式を行うことが

できました。本年度の本校の教育に一方ならずご理解、ご支援、ご協力い

ただきました保護者の皆様並びに学校理事会、日本人会の皆様に厚く御礼

申し上げます。 

 最後になりましたが、本年度で本校の勤務を終え帰国される先生方のこ

れまでの熱心で丁寧な指導に、深く感謝申し上げます。先生方が子どもた

ちと共に築かれた伝統を受け継ぎ、新年度も「豊かな人間性と国際感覚を

身につけた、心身ともに健全な児童生徒の育成」を目指していきます。 

 

ニューデリー日本人学校 学校だより 

第１１号 
平成３１年 ３月１５日 JAPANESE  SCHOOL,  NEW  DELHI 2018 

http://www.ndjs.org/ 

 
何よりインドに連れてきてくれました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５日、小学部第５４回、中学部第３６回卒業証書授与式が、本校の体育館で行われました。 

在インド日本国大使館、平松特命全権大使をはじめ、多くのご来賓、保護者の前で、小学部

２３名、中学部１５名の児童生徒が、校長より卒業証書を受け取りました。 

担任から名前を呼ばれると堂々と返事する姿には、ニューデリー日本人学校で過ごした日々

への充実感と、それぞれの目標、進路に向けて、新たにスタートできることへの喜びと自信に

満ち溢れ輝いていました。また、在校生も、大変すばらしい態度で卒業生を送りました。 

一時帰国のため式に参加できなかった２名の小学部中学部児童生徒も、１１日に来校して卒

業証書を校長より受け取りました。 

小中学部卒業生３８名のこれからの活躍を願っています。 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

爽やかな挨拶、一生懸命な清掃活動、

上学年が見本となり下学年が追い付こ

うとする姿。ここ、ニューデリー日本人

学校で、とても気持ちの良い姿をたく

さん見させていただきました。そんな

姿を見ると、私も毎日凛と背筋が伸び、

思わず笑顔になりました。 

出会いと別れの多いこの場所で、多

くの人々と関われたことは私の教師人

生のみならず、わたしの人生の宝物で

す。お別れが近付くことを実感したと

き、寂しさを感じるのも幸せだなと思

います。 

この宝物を胸に、またいつかどこか

でお会いできることを期待して、日本

に帰ります。２年間、本当にお世話にな

りました。ありがとうございました。 

《野村 華子》 

３年間中学部の担任をさせていただき、入学式

２回、卒業式１回と貴重な経験をさせてもらいま

した。そして、この学校では、久しぶりの中学部

の担当になり、とてもドキドキしていたのです

が、明るい生徒と温かい保護者に助けられながら

３年間務めることができました。私は、ここニュ

ーデリーで、日本人学校で働きたいという夢を叶

えることができました。挑戦するまで、時間がか

かりましたが、行動したことで、たくさんの生徒

や保護者に出会うことができました。そして、み

なさまのおかげで、楽しいインド生活を送ること

ができました。ありがとうございました。４月か

らは北海道に帰ります。－20℃を体験したい方

は、ぜひお越しください。また、いつかどこかで

会いましょう！ 

《大平 裕二》 

 この度、北海道に帰任することになりました。歴

史あるニューデリー日本人学校で小学部、中学部の

多くの子ども達と関わることができ、幸せいっぱい

の３年間でした。 

 自己記録を目指す水泳記録会、全員が勝利に向か

う熱い運動会と笑顔がはじけるインディアンダン

ス、それぞれの学年が彩溢れる発表をする学習発表

会、このインドでしか経験できないナマステ！

INDIA☆DAY、ようこそ！JAPAN☆DAYなど、どの行事

を切り取っても日本の学校にはないここでしか体

験できない行事、時間を子ども達と共有できたこと

が何よりの思い出です。多くの方々に感謝です。あ

りがとうございました。 

 ニューデリー日本人学校の益々の発展を北海道

から願っております。 

《大串 和弘》 

ニューデリー日本人学校の皆さん、

今まで本当にありがとうございまし

た。皆さんが学校で毎日様々なことに

一生懸命に取り組む姿や、日々たくさ

んのことを積み重ねて成長していく

姿に、いつも支えられ、励まされて、

教員として皆さんと関わることが私

の１番の生き甲斐でした。皆さんのお

かげで、かけがえのない時間を過ご

し、皆さんと過ごした時間は大きな財

産となりました。皆さんそれぞれ違う

道を歩んでいきますが、ここニューデ

リー日本人学校で過ごした日々を糧

として、やりたいことに真っ直ぐ、

様々なことにどんどん挑戦し、充実し

た幸せな人生を送ってほしいと思い

ます。皆さんのことをずっと思ってい

ますし、ずっと応援しています。 

《今野 未由貴》 

日本から、ここニューデリーに降り

立ってから早三年を迎えました。最初

のうちは、インドの洗礼を受けながら

厳しい毎日を過ごした１年目。しかし、

毎日、キラキラと輝いてる子ども達か

らの励ましを受けながらインドの生活

にも慣れました。１年目、２年目と過ご

しながらいつの間にか３年目。 

この３年間で、多くの子ども達を見

送ってきました。フィルミレンゲする

子ども達は、どこか不安そうなところ

もありますが、みんな新たな場所へ行

くという希望に満ち溢れていました。

ここインドでの快適とは言えない生活

が子ども達を逞しく成長させているよ

うに思います。また、こうして成長して

いく子ども達のかげには、保護者様の

支援があることを痛感致しました。 

３年間、ダンニャワード、フィルミレ

ンゲ! 

《新里 康》 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、学校スタッフの方々

から、「ヒンディー語」を学び、

日本人学校の先生方から、「人

に教える、伝えることの大切

さ」を学び、保護者の皆様から

「こどもとの接し方」を学ば

させていただきました。４年

間でしたが私も日本人学校の

生徒だったとおもいます。４

年間、本当にお世話になりま

した。そして心より感謝申し

あげます。また会う日まで。フ

ィルミレンゲ。 

《教育支援員 坂井里香》 

春の訪れを感じる季節となりま

した 

初めて、インドの地を訪れ、不安

とともに、期待を胸一杯にふくら

ませてニューデリー日本人学校に

赴任しました。 

生徒たちと出会った瞬間、その

目の輝きにびっくりしました。と

同時に、これからの日々を精一杯

頑張ろうという決意を胸に秘めた

ことを思い出します。 

 その思いは、みんなの活動とと

もにさらに大きなものへと変わっ

ていきました。夏祭り、運動会、学

習発表会などみんなは本当にすば

らしい成果をあげてくれました。

これらの行事だけでなく、学習や

日々の生活もよく取り組んでいま

した。 

これからもこの気持ちを大切に

してください。そして、ありがと

うございました。      

《奥田 政憲》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《名前》奥田 政憲 

あっという間の３年間が過ぎようとして

います。赴任前は、インドでこんなに楽しく

過ごすことができるとは思ってもみません

でした。かわいくてがんばりやさんの子ど

もたちやあたたかい保護者の皆様、熱意の

ある教職員や学校スタッフに恵まれて、充

実した教員生活が送れたことに感謝してい

ます。ここでの生活は、間違いなくわたしの

宝物です。日本に帰っても、ここで得た経験

を糧にまい進して行きます。これまで多大

なご理解とご協力をいただき、ありがとう

ございました。どうぞみなさま、お元気でお

過ごしください。フィルミレンゲ！ 

《番野 春奈》 

赴任してまだ間もない頃、子供達が

「分からないことは、どんどん聞いてく

ださいね。」と笑顔で声を掛けてくれて、

とても親切にしてもらったことを懐か

しく思います。あっという間の３年間で

したが、この学校で明るく元気な子供

達、そして行動力溢れる保護者の皆様に

出会えたことに感謝します。本校には日

本各地、世界各国からたくさんの子供達

が転入してきますが、それぞれの持つ多

様な価値観に刺激を受け、楽しみながら

毎日を過ごすことができました。こんな

貴重な経験はもう二度とできないと思

いますので、この３年間は私にとって一

生の宝物です。これまで様々な場面で支

えてくださりありがとうございました。

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り

いたします。フィルミレンゲ。 

《氏原 求》 

To everyone at New Delhi Japanese 

School 

 

Thank you so much for always making 

me feel included. The Japanese 

community has been so kind to me. 

Teachers, parents and children have all 

made me feel very welcome. I am so 

grateful. 

 

I am very sad to leave the Japanese 

School. It has been an amazing 

experience, teaching all the wonderful 

children. I wish I could stay forever. 

 

However, my biggest dream came true 

in January. I became a father. I now 

have a beautiful daughter, called Lana-

Rose. I will now start a new chapter in 

my life, looking after her and my wife.  

 

I will never forget NDJS. You will 

all stay in my heart forever. Thank you. 

《James Macnamara》 

 「一期一会」 

お茶会に参加して、「和敬清寂」とい

う言葉を教えていただいてから、茶道の

言葉を調べるようになりました。「一期

一会」は、茶道に詳しくない私でも知っ

ていた言葉ですが、最近改めていいなぁ

と思います。皆さんと過ごした今日まで

の日々は、思い返せば、１日として同じ

日はありませんでした。３年間本当にあ

っという間でした。しかし、思い返せば

たくさんの思い出がありました。毎日

が、私の宝物です。笑顔が素敵な素直な

子ども達、あたたかい保護者の皆様、今

までご理解とご協力をいただき本当に

ありがとうございました。ここでの経験

を人生の糧として、これからも精進して

まいります。「一期一会」の出会いを大

切に、どんな時も、笑顔を忘れず、皆様

らしく、いらしてください。本当にあり

がとうございました。フィルミレンゲ。 

《福原 和美》 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月の転出入 

転入生０名 卒 業・転 出 ５１名 

 森山陽和子（小１） 

高橋 沙弓（小１） 

清水 良丞（小１） 

鈴木 優羽（小２） 

吉田 優莉（小２） 

佐々木優太（小２） 

置塩 桔平（小２） 

中嶋 和毅（小２） 

大平 青空（小２） 

大串 泰心（小２） 

氏原萌奈子（小２） 

藏地 舞美（小２） 

藏地 奏美（小２） 

有本 至 （小２） 

土屋 翔 （小２） 

下出明日香（小３） 

鈴木 美羽（小４） 

松山 祥吾（小４） 

角倉 颯太（小４） 

綾  和奏（小５） 

佐子山千明（小５） 

倉光 優輔（小５） 

高橋 優奈（小５） 

鈴木 薫 （小５） 

桝田 真央（小６） 

松橋瑚太郎（小６） 

堀木 心晴（小６） 

樋渡 大和（小６） 

鈴木 斎 （小６） 

山下倫太郎（小６） 

畠山菜々海（中１） 

戸田 諒生（中１） 

松山 美桜（中１） 

高橋 律樹（中１） 

樋渡 葵 （中２） 

藏地 美海（中２） 

阿部 麗華（中３） 

有田 遥香（中３） 

石井 愛奈（中３） 

岡本  和（中３） 

笠原 秀飛（中３） 

行司 有那（中３） 

小林 龍弥（中３） 

佐久間達也（中３） 

佐藤 太一（中３） 

根石奈那子（中３） 

桝田 雅晴（中３） 

松井 奏磨（中３） 

松橋 美夕（中３） 

宗沢のどか（中３） 

𠮷岡 莉菜（中３） 

現在の児童生徒数：計２２１名   

３月の主な出来事 

５日(火) 卒業証書授与式 

１１日(月) 全校朝会  日本人学校理事会  

１５日(金) 修了式 フィルミレンゲの会 

 離任式 

 

4 月の主な予定 

１０日(水)  着任式 ナマステの会 

前期始業式 入学式 

１５日(月)  第１回 PTA運営委員会 

１９日(金)  授業参観 懇談会 PTA総会 

２１日(日)  JOBA個別懇談（～２４日） 

２３日(火)  個別懇談（～２６日） 

２４日(水)  テロ避難訓練 

２５日(木)  プール安全祈願 

３０日(火)  緊急避難訓練 

 

 

 

 

 
 

 

 

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。 

 ３月２１日（木）  Holi 

  ４月 ６日（土）  新学期準備のため 

４月１０日(水) 
   ８：２０  登校（通常どおり） 
   ８：３０  着任式 
   ８：５０  ナマステの会 

（全校生で転入生を迎える会） 
   ９：１０  前期始業式 
  １０：００  入学式 
  １１：１０  学級活動・帰りの会 
  １１：４５  終了・下校 
    １２：０５  スクールバス発車 

◎ 当日、各教室にて新しい学級の名簿を掲示し
ます。 

◎ 当日の服装 
襟付き、または、それに準ずる服装でお願い

いたします。 

3月１６日（土）～4月 9日（火） 

上記の期間は、日本人学校は春季休業となりま

す。平日は、図書室・PTA室の利用のみ可能です。 

また、休み中は、プール更衣室・トイレの改修工事

を行う予定です。トイレは、旧校舎トイレをご使用

ください。 

ご来校、施設ご利用の際は、十分ご注意ください。 

本日をもちまして本年度の教育活動がすべて終了

いたしました。保護者の皆様をはじめ、教育活動に

ご協力くださったすべての方々のおかげで、３０年

度の教育活動を全て終えることができました。 

本年度も多くの児童生徒がインドを離れますが、

本校での学びを宝物として、それぞれの地で活躍す

ることを願っています。 

また、新年度からは、新たな職員を加え、児童生

徒が逞しく成長するよう取り組んでまいります。4

月からも変わらぬご支援とご協力をいただけますよ

うよろしくお願いいたします。 

1年間、ありがとうございました。 

 

 

 


