
 

 

 

                                                                  校長  槙島 良治 
 

間もなく１０月を迎えます。今年度のちょうど半分が過ぎました。後半も前半同様、様々な行事が
ございますが、保護者や日本人会の皆様のお力をお借りしながら成功させていきたいと思っておりま
す。ご協力よろしくお願いいたします。今回は、とある新聞から心にとまった記事を紹介したいと思
います。 

                           

 会議中に部屋に風が入り肌寒い。隣の部屋の窓が開いていたかどうか「ちょっと見てきてください。
寒いですから。」とアルバイトの女性に声をかける。「はい。」、といい返事が返ってきたが、やっ
ぱり風の状態に変化はない。会議が終わってから隣の部屋を見にいくと窓は全開。びっくりしてアル
バイトの女性に「え、窓を見てくれたんじゃないの？」と聞くと、「はい、見てきました。」驚いた。
確かに見てきたのだ。しかし、寒いから閉めてくるということは言われていないから、そのまま帰っ
てきたのである。こういうことでびっくりしてはいけない。 
 こんなこともあった。大学院生のアルバイトに、資料をインターネットで調べるように頼んだ。政
治関連の資料で、ちょうど法学部の院生だったから得意分野だと思ったのだ。その日、夕方になって
も何の返事もない。「資料はあった？」「ありました。」それで終わりである。どんな資料があった
のかという報告はない。以後驚かなくなった。頼み方を変えなくてはいけないのだ。「見てください」
「窓が開いていたら閉めてきてください」「報告してください」の３ステップ。「資料があるかどう
か調べて、何があったかを報告してください」。こちらの態度を変えればうまくいく。パソコンの入
力方法と同じで、「察して」くれないから一つ一つステップを踏んでお願いする。 
 困るのは、一方で「察しすぎ」の人がいることだ。いわゆる先読み思考をする人である。ちょっと
相手が顔をしかめているように感じると「自分のことを嫌いなのではないか」と、次々に先を読み過
ぎて気持ちを落ち込ませてしまう人である。それが当たっている場合はいいが、多くの場合は考え過
ぎ。こうした「察し過ぎ」の人と「察しない」人が同じ職場にいるととんでもないことになる。「窓
を見てきて」と頼み、見てくるだけで閉めてこない人がいると「相手はわざとそうしているのではな
いか」とイライラし「なぜ自分の言うことが聞けないのか」と怒ったり、気持ちが落ち込んだりする。
バランスよく察して適度に先を見つつ判断できる人がいないと、人間関係のトラブルが起こりやすい。 
 心配なのは、医療の現場だ。人をケアする立場の人間が「察しない」タイプだと、相手の言葉や態
度から思いをキャッチするのが難しいだろう。また受診する人が「察しない」タイプなら、問診の質
問も方法を考えないと必要な情報が得られない。医師が「察しない」タイプで受診者が「先読み」タ
イプだと、受診者は病気の悩みとともに医師とのかかわり方で悩みが生じるだろう。医師に必要な資
質はいろいろあるが、「察する」ことはその中でも大切なものだろう。にもかかわらず「察する」能
力は、外から見るだけでは分からない。この能力を育てるのは難しい。 

＜新・心のサプリ  海原 純子（日本医大特任教授）＞ 

 
 海原氏が言われるように「察する」能力を育てるのは難しいことだと強く思います。また、医師に
必要な大切な資質と述べておりますが、この能力は職業に関係なく人としてとても大事な能力ではな
いかと思います。彼女の言う「察する」能力とは、本校で言うところの『思いやり』であり、『想像
力』であるからです。そして、ほとんどの学校においてこの能力は、児童生徒に身につけさせたい大
切な能力の一つに挙げられているからです。 
 今年度後半も、『思いやり』、『想像力』、『察する』能力等、人として大切な能力を本校の子ど
もたちにしっかりと身につけさせてまいる所存です。どうぞよろしくお願いいたします。 
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９月９日(水)、10日(木) 水泳記録会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ９月16日(水) 防火暴漢避難 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 19日(土) 日本人会夏祭り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校内に不審者が侵入したらどうするか？今
年度２回目の避難訓練は侵入者に対するもので
した。 
ドアの鍵を閉めたり、放送で状況を確認した

り、地震や火災の際の行動とは異なります。 
大使館の佐野警備対策官をお招きし、訓練の様

子をご覧いただくとともに、子どもたちに対して
命を守るための指導していただきました。 
子どもたちは直接見ることはできませんでし

たが、学校スタッフが暴漢役となり、警備員が取
り押さえる訓練も行いました。 

２日間に分けて、水泳記録会が行われ、４月の

プール開きからこれまでの５か月間の練習の成果

を発揮しました。 

プールの底に足のつかない低学年のかわいらし

い泳ぎから、中学生の豪快なバタフライまで、学

年によって競技内容は異なりますが、みんな真剣

に今できる最高の泳ぎを見せようとがんばってい

ました。 

また、見ている子どもたちの元気のいい応援の

声もプールに響いていました。苦しくても少しで

も速くゴールをめざす子どもたちの力をさらに引

き出していたように思います。 

蒸し暑い中にもかかわらず、最後まで熱心にご

覧くださいました保護者の皆様、ありがとうござ

いました。 

日本人会主催の夏祭りは日本人学校の行事で
はありませんが、この１年に１回の日本の祭り
を子どもたちがとても楽しみにしていることが
分かります。 
前日に大雨が降るなど当日も天候が少し心配

されましたが、大きく崩れることもなく、最後
まで子どもたちも大勢のお客様と一緒に楽しむ
ことができました。 
この日のために練習してきた成果を発揮する

ことができ、みんな大満足でした。 
ＰＴＡ役員の方からは古本販売や入場者の受

付など、様々な役割で祭りを支えていただきま
した。古本販売の収益金は 68,815 ルピーとなり
ました。今年度の図書の購入費に充てさせてい
ただきます。古本をご寄付くださった方々に感
謝いたします。 

不審者役のスタッフは警備員に無事捕らえられました。 

がんばろうとするみんなの気持ちが競技の随所に見られました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

小学部 中学部 

児童会長 小峰 凜太郎 生徒会長 鳥倉 瑠七 

児童会副会長 盛岡 勇太 生徒会副会長 篠原  凜 

 〃 福田 玲音  〃 河野 胡春 

８・９月の転出入（２学期分） 

転 入 ＋１９名 転 出 －３名 

黒川 倫太郎（小４） 

渡邉  凛（小４） 

渡邉  麗（小２） 

淺井 咲孔（小４） 

藤本 三省（小５） 

藤本 叶望（小３） 

栗田  匠（中２） 

栗田 ちさと（小５） 

栗田  光（小１） 

上田 佳音（中２） 

上田 佳蓮（小４） 

米田 太智（小２） 

小出 純也（小５） 

小出 真也（小５） 

白井 颯花（小１） 

堀木 心晴（小３） 

本村 匠真（小２） 

ｼﾞｬﾃｨﾔ シダント

聖徳（小４） 

ｼ ﾞ ｬ ﾃ ｨ ﾔ 朝来葉

（小２） 

上田 佳音（中２） 

上田 佳蓮（小４） 

村山  魁（中２） 

現在の児童生徒数：計２６５名 

後期授業料、バス料金の納入にご

協力いただきありがとうございま

す。 

まだお済みでない方は１０月９日

(金)までに納入をお願いいたしま

す。学校事務室の根元事務員に小切

手もしくは銀行での入金票、９月９

日配布の納入票を一緒にお持ちくだ

さい。よろしくお願いいたします。 

９月１７日(木)に後期児童生徒会役員選挙が行われました。立ち

会い演説会では、緊張しながらも各自が抱負を堂々と述べ、自分へ

の投票を呼びかけました。誰が当選しても、しっかり活動に取り組

むだろうと思えるほどみんな立派な演説でした。 

選挙の結果、以下の児童生徒が接戦を征して当選しました。後半

の日本人学校の取組をリードし、活動を盛り上げていくメンバーを

ご紹介します。思う存分活躍してくれることを期待しています。 

上：立ち会い演説会での演説の様子 

下：校長先生から任命書を渡される役員 

10月２日(金)は「GANDHI JAYANTI

（マハトマ・ガンジーの誕生日）」、

22日(木)は「DUSSEHRA（悪に対する

神々の勝利を祝う祭り）」でインド

の祝日となります。学校スタッフも

休みをいただくため、すべての学校

施設・プールの開放を行いません。

ご了承願います。 

なお、今年度のプール開放は 10月

25日(日)をもって終了となります。

それまではぜひご活動ください。 

◆１学期学校評価の結果について◆ 
１学期に保護者の皆様からお寄せいただいたアンケートに

ついて集計いたしましたので結果をお知らせします。 

自由記述欄のみ本紙面でご紹介します。貴重なご意見を多

数いただき、ありがとうございました。残念ながらすべての

ご質問・ご意見と、それに対するお返事をここにお載せする

ことができません。ご容赦いただきたいと思います。 

数値につきましては学校ホームページにアップいたします

ので、そちらをぜひご覧ください。 

 

ニューデリー日本人学校ホームページ「http://ndjs.org」 

http://ndjs.org/


 
 
 
 
（１）学校・教室環境  

①休日に学校利用の際に感じる危険性について 

学校開放で利用が予想される際に、危険性が考えられる修復等がないようにスタッフに伝えていきます

。土曜日は午後６時までスタッフが職員室に在中していますので、何かありましたらお伝えください。 

 ②校内の不用品の整理について 

新校舎移転の際に、多くの不要物等がでてきました。長期休業中などを利用して少しずつ整理、廃棄処

分をしています。 

 ③PM2.5に対する教育について 

昨年度より、アメリカ大使館のデーターを用いて、大気汚染時の屋外での活動制限を行い、教室内に２

台の空気清浄機を設置しました。今年度は11月に専門の方から児童生徒対象に話を聞く機会を計画してい

ます。 

 
（２）教育課程関係  

①学級懇談時の保護者待機場所について 

日程や施設上、そうした場所を設定する余裕がありません。30分間ですので、ご理解とご協力をお願い

します。 

 

（３）児童生徒指導  

①称賛とお願い 

これからも、折にふれて人権意識を高める指導をしていきます。また集団行動を大切にし、規律ある学

校生活が送れるよう指導を継続していきます。 

②蚊への対策について 

デング熱への対策として、大使館の医務官を招いて、児童生徒に向けた注意喚起を行いました。蚊取り

線香やリキッドの継続使用、校地内の殺虫剤散布等の環境整備をしっかり行っていきます。また虫よけス

プレーの使用を随時指導していきます。長袖、長ズボンの着用について呼びかけはできますが、最終的に

は各家庭の判断に委ねています。 

③新校舎のトイレの「のれん」の汚れについて 

「のれん」については、長期休業中にクリーニングしました。併せて児童生徒にハンカチを持つこと、

「のれん」で手を拭くことのないよう指導していきます。 

④生徒手帳がない、中学生としての意識の欠如について 

現在、日本国内事情と異なる本校において、生徒手帳に明記する内容量の規則はありません。きまりは

ありますが、各児童生徒が意識して守っている状況です。中学生としての意識、自覚は日々の学校生活の

中で高めていけるよう指導していきます。 

 

（４）学習指導  

①水泳技術の向上について 

PTA総会で紹介させていただいたとおり、小学部は目指す到達目標を設定しています。個人差はありま

すが長い距離を泳げるようになったり、タイムが短縮したりと成長が見られます。今後も技術の向上を目

指して指導していきます。 

②学力定着の判断材料について 

本校では４月に前年度の学習内容が定着しているかをみるCRTテストを日本国内と同時期に実施してい

ます。各教科、項目について個人シートで振り返れるように記載されていますのでご活用ください。 

 

（５）ＰＴＡ関係  

①ＰＴＡの活動のあり方について 

日頃より、保護者の皆様にはPTA活動にご協力していただき大変感謝しています。各委員会によって、

その仕事や役割は異なりますが、学校の運営していく上で、それぞれ大切な活動をお願いしています。今

後とも学校教育活動にご協力をお願いします。 



②バスの朝の連絡先ついて 

現在のスタッフの雇用状況では、現状や時間帯を維持することで精一杯です。８時30分以降に根元事務

職員にご連絡ください。 

③バスのメンテナンスについて 

雨季の時期になると道路が冠水し、バスの下部が水に浸かってしまうためにエンジントラブルは避けら

れない状態です。トラブルが起こった日のうちに、整備士が夜遅くまで整備をしています。また長期休業

中にも定期的なメンテナンスチェックを行っています。 

 

（６）英会話   

①英会話での宿題について 

英会話の授業では、現在特別な宿題は課していません。週２回の授業では課題を与えるのは難しいのが

実情です。ただし、不定期ですが講師によっては簡単な課題を与えている場合もあります。 

②英会話のカリキュラムについて 

それぞれの学年で使用するテキストが決まっています。英会話講師が各クラスの英語力を考え、適切な

教材を選ぶようにしています。また現在、ALTと英会話担当者で各学年での到達目標を明確にしたカリキ

ュラムの作成を進めています。到達目標を示すことで、児童生徒が目標をもって授業に取り組めるように

していきたいと考えています。併せて講師のトレーニングも実施していく予定です。 

③英会話のクラス分け方法について 

毎週英会話担当者と全ALTでミーティングの機会をもち、児童生徒の情報交換を行い、弾力的なクラス

編成を随時行っています。昨年度から日本人教員が各クラスに入ることにして、学習の様子を観察し、ミ

ーティングに反映させています。また様々な授業スタイルに触れさせる意味でも、学期ごとの講師の配置

変更を行っています。 

 

（７）学校評価アンケート  

①無記名への要望 

保護者の皆様に責任ある意見を書いていただくという観点で記名をお願いしています。厳しいご意見も

真摯に受け止める姿勢でいますので、遠慮なくご記入いただければと思います。 

 

（８）その他  

①行事の日程設定について 

年度当初のPTA総会の開催時期は、夏休み前までに個人面談、フリー参観が設定されていて、今年度の

日程より遅い時期に設けることは難しくなっています。幼稚園は慣らし保育の期間となり、幼稚園のお子

様がいらっしゃる保護者の方にはご面倒をおかけしますが、よろしくお願いします。 

②土日や放課後のクラブ活動の設定について 

週休日や放課後のクラブ活動の設定は特に考えていません。日本人会のサークル活動等をご利用いただ

ければと思います。 

③全校児童生徒名簿の個人情報について 

ここインドという地で生活するにあたり、クラスを超え、地区等で連絡を取りあうことに活用している

という多数のご意見を耳にします。在外という特殊事情を考慮して配布しています。今後も各家庭におい

て、個人情報の取扱いに充分注意していただければと思います。 

④アオケレに回数増加、強化ついて 

過去の経緯と現状を踏まえ、いただいたご意見を参考に検討していきます。 

⑤担任への連絡方法と担任のメールアドレスドメインについて 

SMSについて、学校の職員は貸与される機器は日本語対応のないものです。日本語対応できる機器の所

持については様々です。個別に担任にお問い合わせください。また情報セキュリティの観点から「＠ndjs

ドメイン」については今後検討していきます。 

⑥授業料の振込みについて 

振込の確認が取れていないことについては事務と確認をして再発防止に努めます。また授業料の支払方

法については昨年度と同様です。会社名での振込みについては会社名の後に個人名が入るようにお伝えく

ださい。それ以外は後期に配布する「後期ルピー授業料等納入について」を参照してください。 

 


