
 

 

 

                                                                  校長  槙島 良治 
 
 過日、多数の方のご協力のもと、日本人会夏祭りが盛大に行われました。本校の子どもたちは、心
からお祭りを楽しんでいたようです。いつにもまして素敵な笑顔がいたるところで見受けられました。
ご協力いただきました保護者の皆様、本当にありがとうございました。 
 さて、インドに来て「縁について考える機会がずいぶん増えたな」と感じています。ナマステの会
やフィルミレンゲの会ではもちろん、行事が終わったときや普段の何気ない生活の中でふと感じてい
ます。そこで、今回は心に残っている縁に関する文章を載せたいと思います。  
  
 その先生が５年生の担任になった時、一人、服装が不潔でだらしなく、どうしても好きになれない
少年がいた。中間記録に先生は、少年の悪いところばかりを記入するようになっていた。 
 ある時、少年の１年生からの記録が目に留まった。「朗らかで、友達が好きで、人にも親切。勉強
もよくでき、将来が楽しみ」とある。間違いだ。他の子の記録に違いない。先生はそう思った。２年
生になると、「母親が病気で世話をしなければならず、時々遅刻する」と書かれていた。３年生では、
「母親の病気が悪くなり、疲れていて、教室で居眠りする」と。３年生の後半の記録には、「母親が
死亡。希望を失い、悲しんでいる」とあり、４年生になると、「父は生きる意欲を失い、アルコール
依存症となり、子どもに暴力をふるう」とあった。先生の胸に激しい痛みが走った。だめと決めつけ
ていた子が突然、深い悲しみを生き抜いている生身の人間として自分の前に立ち現れてきたのだ。先
生にとって目を開かされた瞬間であった。放課後、先生は少年に声をかけた。「先生は夕方まで教室
で仕事をするから、あなたも勉強していかない？わからないところは教えてあげるから」少年は初め
て笑顔を見せた。 

 それから毎日、少年は教室の自分の机で予習復習を熱心に続けた。授業で
少年が初めて手をあげた時、先生に大きな喜びがわき起こった。少年は自信
を持ち始めていた。クリスマスの午後だった。少年が小さな包みを先生の胸
に押し付けてきた。後で開けてみると、香水の瓶だった。亡くなったお母さ
んが使っていたものに違いない。先生はその一滴をつけ、夕暮れに少年の家
を訪ねた。雑然とした部屋で独り本を読んでいた少年は、気がつくと飛んで
きて、先生の胸に顔をうずめて叫んだ。「ああ、お母さんの匂い！きょうは
すてきなクリスマスだ」６年生では先生は少年の担任ではなくなった。卒業
の時、先生に少年から一枚のカードが届いた。「先生は僕のお母さんのよう

です。そして、今まで出会った中で一番すばらしい先生でした」 
 それから６年。またカードが届いた。「明日は高校の卒業式です。僕は５年生で先生に担任しても
らってとても幸せでした。おかげで奨学金をもらって医学部に進学することができます」 
１０年を経て、またカードがきた。そこには先生と出会えたことへの感謝と父親に叩かれた体験があ
るから患者の痛みがわかる医者になれると記され、こう締めくくられていた。「僕はよく５年生の時
の先生を思い出します。あのままだめになってしまう僕を救ってくださった先生を、神様のように感
じます。大人になり、医者になった僕にとって最高の先生は、５年生の時に担任してくださった先生
です」 
 そして１年。届いたカードは結婚式の招待状だった。「母の席に座ってください」と一行、書き添
えられていた。『致知』連載にご登場の鈴木秀子先生に教わった話である。たった１年間の担任の先
生との縁。その縁に少年は無限の光を見出し、それを拠り所として、それからの人生を生きた。ここ
にこの少年のすばらしさがある。 
 人は誰でも無数の縁の中に生きている。無数の縁に育まれ、人はその人生を開花させていく。 
大事なのは、与えられた縁をどう生かすかである。 
           ＜心に響く小さな５つの物語 藤尾 秀昭 著 致知出版社より＞ 
  
 この少年と先生は、出会った縁を大切にし、互いの人生にその縁を生かしたわけですが、とても素
敵なことですね。私も、ニューデリーで出会った児童生徒、保護者、日本人会の方々、そしてインド
人の方々との縁に感謝しながら、この縁を生かしていきたいと思っています。 

ニューデリー日本人学校 学校だより 
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６日(火)、７日(水) 水泳ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ 
14日(水)、15日(木) 水泳記録会 

 
２学期が始まり、水泳シーズンも終わりが近づい

てきました。今シーズンの水泳の取組の成果を確認

するために、「水泳記録会」が行われました。 

それに先だって小学部では２回目の「水泳チャレ

ンジタイム」を行い、参加希望者が泳力ごとに分か

れて練習に取り組みました。 

水泳記録会では、友達や保護者の声援を受けて、

少しでも速く、苦しくても最後まで泳ごうとする子

どもたちの姿が印象的でした。どの子も泳ぎ切った

後の満足感を感じていました。 

蒸し暑い中、最後まで熱心にご覧くださった保護

者の皆様、ありがとうございました。 

12日(月) デング熱予防講演会 

21日(水) 暴漢避難訓練 
 
流行を見せる「デング熱」や「チクングニア

熱」にならないようにするため、大使館の間宮
医務官をお招きして講演会を行いました。 
また、不審者が校内に侵入したという想定

で、避難訓練も行いました。訓練後には避難の
様子をご覧になった大使館の高橋警備対策官
から講評をいただきました。 
どちらもインドで安全に生活するためには

必要な知識と経験です。自分の命をしっかり守
るための指導を受けることができました。 

24日(土) 日本人会夏祭り 
 
毎年、本校を会場に行われる日本人会主催の

夏祭り。今年も子どもたちが大活躍しました。 
６年生の力強い太鼓が、好天の空に響き渡り

ました。５年生のお囃子の演奏の中、１年生が
お神輿を担ぎ、会場内を巡幸しました。中学部
はよさこいソーランの演舞を行いました。この
演舞が、中学部にとって最後の発表となりま
す。子どもたちの表情もいつも以上に引き締ま
って見えました。まさに有終の美と言える発表
だったと思います。 

７日(水) G9大使館訪問 
 
毎年、中学部３年生は日本国大使館を訪問

し、大使と懇談をさせていただいています。 
はじめに、松前領事から大使館の役割につい

てお聞きしました。そして、大使公邸に移動し
て平松大使と懇談しました。 
普段、大使と直接お話をする機会のない子ど

もたちは、終始緊張気味でした。それでも様々
な質問に大使から答えていただき、予定してい
た懇談時間があっという間に過ぎてしまいま
した。天皇陛下が植樹された木の前で撮影した
写真は、すてきな思い出の１枚となりました。 

上：小学部の水泳チャレンジタイムの様子 

下：水泳記録会で、リレーに取り組んだ子どもたち 

左：暴漢役を取り押さえる警備員 右：デング熱講演会の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

小学部 中学部 

児童会会長 樋渡  葵 生徒会会長 市野 大祐 

児童会副会長 峯脇  慶 生徒会副会長 安東 吉平 

 〃 山内 咲穂  〃 石川 友美華 

９月の転出入 

転 入 １１名 転 出 －７名 

髙橋 紗和（小１） 

角倉 颯太（小２） 

降井 理紗子（小２） 

降井 雅治（小５） 

高島 奈津（小３） 

高島 悠衣（小６） 

林谷 彬生（小４） 

野末 晃樹（小５） 

相良 真里（中２） 

渡部 光英（中３） 

田辺 優真（小３） 

加藤 太一（小５） 

加茂野 京（小２） 

加茂野 青（小２） 

加茂野 和（小６） 

加茂野 樹（中３） 

八木 快斗（小３） 

八木 悠斗（中２） 

 

現在の児童生徒数：計 271名 

◆後期授業料納入のお願い◆ 
後期授業料の納入を９月末までにお願いしていました。

まだ、手続きを済まされていない方は、至急お願いいたし

ます。 

なお、銀行振込による納入の際、IFSCコードの記入を求

められることがあります。振込先の「三菱東京 UFJ銀行ニュ

ーデリー支店」のコードは以下のとおりです。 

IFSC CODE：BOTM0ND3611  
(Bの次は英語のオー、Mの次は数字のゼロです) 

振込みをされる場合は、お勤めの企業名の他に児童生徒

の氏名が分かるようにしていただけると、事務の混乱が避

けられます。ご協力をよろしくお願いいたします。 

◆学校施設開放中止のお知らせ◆ 
１０月の以下の３日間はインドの祝日で、学校スタ

ッフがお休みをいただくため、プールや図書室の開放を行

いません。 

２日(日)：ガンジー生誕日 

１１日(火)：ダシャラ 

３０日(日)：ディワリ 

なお、今年度のプール利用は１０月１６日(日)をもって

終了いたします。それまではぜひご活用ください。 

 

９月２２日(木)に後期児童生徒会役員を決めるための立ち会

い演説会と選挙が行われました。 

立ち会い演説会では、立候補者と応援者が４年生以上の児童

生徒に熱心に投票を呼びかけました。日本人学校をどんな学校

にしていきたいかを真剣に考え、自分の言葉で伝えました。 

選挙の結果、以下の児童生徒が役員として選ばれました。日

本人学校がますます活気づくように積極的に取り組んでくれる

ことを期待しています。 

上：立ち会い演説会での候補者 

下：任命書を受け取った新役員 

◆鍵の落とし物について◆ 
ご自宅のドアのものと思われる鍵を預か

っています。「ＣＯＡＣＨ」のキーホルダ

ーと一緒に校門前に落ちていました。お心

当たりのある方は職員室までお申し出くだ

さい。 

◆１学期学校評価の結果について◆ 
１学期末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いたします。貴重なご意見を多数いただき、あり

がとうございました。申し訳ありませんが、すべてのご質問・ご意見と、それに対

する回答をここに記載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セキュリティ強化について 

 保護者のみなさんにＩＤカードの携帯を呼びかけるとともに、セキュリティ・スタッフに対してセキュリテ
ィ・チェックの手順を確認し、確実に行うよう指導していくことで警備を強化します。 

本校では、安全対策として防犯カメラの設置や防犯ベルの設置、不審者侵入時を想定した避難訓練（年1回
）の実施をしています。今後も、施設・設備の安全管理を進めながら安全な学校づくりに努めていきます。 

 ②ハトのふんについて 

現在スクールスタッフに、定期的な清掃を依頼しています。今後、ハト除けに関して具体的な対策を検討し
ていきたいと思います。 

 ③プールの水質について 

循環器のフィルター交換時に、汚れが入り少し水が濁りやすくなっているようです。水質に関しては基準値
の範囲ですので、プールの使用に問題はありません。 

また、プールの階段の使用に際しては、授業後、階段を使用する前に必ずタオルで体を拭くという指導を徹
底していきます。また、階段を支える柱に関しましては、安全確保のため、緩衝材を巻きました。 

 ④子どもの健康に関する相談について 

現在本校では、フォーティスから派遣されたナースが保健室に常勤しております。子どもの健康に関しては
担任がナース等と連携しながらご相談にお応えしてまいりますので、まずは担任に相談をいただければと思い
ます。 

 ⑤デング熱への対策について 

オールアウトの確認に加え、デング熱のシーズンには定期的に敷地内に薬剤を散布してデング熱の感染源と
なる蚊への対策を行っています。また、外に出る際には必ず虫よけスプレーを使用するよう、今後も継続して
声掛けを行っていきます。また、意識の高揚を図るため、９月初めには、大使館の医務官を招いて、児童生徒
に向けた講演を今年度も計画しております。 

 

（２）教育課程関係 
 ①行事について 

学習指導要領の内容を確実に行っていることに加え、英会話など学習指導要領の内容以上のものも行ってい
ることや、近年の学校規模の変化などの理由から、これまでと同じように行事を続けていくことはとても困難
です。行事によって得るものの大きさも十分に理解していますが、通常の教育活動を最優先に考えなければい
けない中で、行事の精選は避けて通れない課題です。行事の精選については慎重に議論して考えていきたいと
思いますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 ②スナックタイムの導入について 

現在の教育課程の中に、スナックタイムを導入するのは難しいのが現状です。 

 ③夏祭りの開催時期について 

例年、雨季が終わる9月に夏祭りは計画されています。また、デング熱のリスクを少しでも排除できるよう
夏祭り前には定期的に薬剤の散布を行ったり、当日も蚊取り線香を用意したり、児童生徒の服装に関する注意
や虫よけスプレーの励行も行っています。 

デング熱の時季を避けるためには、日程を早める以外の選択肢はなく、雨季の中での夏祭りということにな
ります。その場合、天候や蒸し暑さへの心配に加え、多くの日本人会員のみなさまや本校児童生徒が楽しみに
している夏祭りとは、少し趣の違うものになるのではないかと考えます。しかし、そういったことも含め、日
本人会と相談をしながら実行委員会の中で来年度は開催時期を検討したいと思います。 

 ④日曜参観の日程について 

行事の精選も含めまして、振替休業のない日曜参観の実施の有無やその時期について検討してまいります。 
 

（３）児童生徒指導 
 ①あいさつについて 

本校では「さわやかなあいさつが飛び交い、笑顔があふれる学校」を目指しています。さわやかなあいさつ
ができるよう指導を続けていくとともに、学校職員が模範となれるよう心がけていきます。ご家庭でもご指導
いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

  

（４）学習指導 
 ①水泳の指導について 

本校では、日本の学習指導要領の1学年上を基準に水泳学習の目標を設定しています。目標自体は変わって
いませんが、児童生徒の入れ替わりや担当者の専門性も課題かもしれません。しかし、子どもたちの泳力を伸
ばそうと試行錯誤しながら指導を続けてきました。今後も継続して指導を続けていきます。 

 ②定期テストについて 

学習内容に大きな変更がない限り、類似の出題があることは避けられない場合もありますが、子どもたちに
とって不平等なものにならないよう、出題者が共通意識をもち、細心の注意を払って問題の作成にあたってい



きます。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。 
  

（５）ＰＴＡ関係 
 ①感謝 

 保護者の皆様におかれましては、本校の教育活動に多大なるご協力をいただき、こころより感謝しておりま
す。これからもよろしくお願いいたします。 

 

（６）英会話 
 ①英語学習について 

本校では、英語圏にある日本人学校という特色を生かし、週2回の英会話（英語活動）を通して、英語力の
向上を目指しています。今年度より、年間を通したカリキュラムを作成するとともに、選択制の習熟度別クラ
ス編成としました。その目的は、各クラスでの学習内容を明確にし、児童生徒が自分の英語力向上に向けて、
目標をもって取り組めるようにするためです。英会話講師をはじめ、全職員で話合いを進め、英会話（英語活
動）の授業を、より充実させていきたいと考えています。 

 

（７）学校評価アンケート 
 ①学校評価アンケートへの提案 

 必要によっては詳しくお話を聞きたいという趣旨や、責任をもって意見を書いていただきたいことから記名
でのアンケートをお願いしています。よりよい学校づくりのための厳しいご意見は真摯に受け止め、今後に生
かしていきます。忌憚のないご意見を遠慮なくお書きいただければありがたいです。また、アンケートの機会
を待たず、お気付きの点がありましたらいつでも学校にお伝えいただければと思います。 

 

（８）その他 
 ①学校ＨＰについて 

 学校ＨＰについては、昨年度末よりセキュリティの関係上閲覧できない状態が一部で続いていました。問題
解決に向けて努力を重ねてまいりましたが、専門的な内容も多く、なかなかうまくいかずにご迷惑をおかけし
てしまい申し訳ありませんでした。ようやく問題が解決し、現在ではＨＰが閲覧できる状態になっています。
今後ともよろしくお願いいたします。 

 ②フィルミレンゲの会について 

「誘導」に関するご意見につきましては、メッセージを読んだ子と花輪をかけた子が花道の最後で待つ形を
試させてもらっています。「ピアノの生演奏」に関しては、委員会の仕事との兼ね合いもありますので、放送
の音量を下げることで対応していき、「ピアノの生演奏」については今後検討していきます。 

③スクールバスについて ～部活動時のバスの運行について～ 

バス運営委員会で10月より、部活動終了後のバスを水曜日のみ運行することを計画しております。詳細はバ
ス運営委員会よりお知らせがあります。金曜日の運行については15:45の便が部活動終了時までに帰校できな
いため運行できません。 

④スクールバスについて ～リース・バス～ 

リースについては緊急時以外の使用は現在計画していません。来年度以降の内容については新規バスを購入
していくなど中長期的な計画の下で値上げを判断しているとバス運営委員会から報告されています。詳細につ
いてはPTA総会時にバス委員会より説明がありましたので、そちらを参考にしていただきますようお願いいた
します。 

⑤離任式について 

 昨年度から、着任式・離任式ともにそれぞれが別々に行うことになっております。 

 ⑥保護者の施設利用について 

 保護者の皆さんだけではなく、日本人会員の方々にも学校の施設（図書室・プール・体育館等）を利用して
いただく機会があると思います。決められたルールの中で、気持ちよく施設を利用できるよう、ご理解とご協
力をお願いいたします。 

⑦授業料について 

 現在のところ、授業料の値上げの予定はありません。今後さまざまな要因（物価の上昇・児童生徒数の激減
等）で授業料を再考しなければならない状況は考えられますが、その場合は、ご迷惑にならないよう、事前に
お知らせをさせていただきます。 

⑧個人情報の保護について 

 個人情報の保護の取り扱いについては、十分に注意してまいります。全校児童生徒名簿の作成については、
今後検討してまいります。 

 

 

 
 
 



 

◆ ＰＴＡ活動で大変お世話になるＰＴＡ運営委員の皆様です。１年間よろしくお願いいたします。なお、

八木会長はお子さんの転出により会長を辞任され、新会長として１０月から「仲川 雄飛」様が就任され

ます。八木会長、半年間日本人学校のためにご尽力いただき本当にありがとうございました。心から御礼

申し上げます。これからもぜひご活躍ください。（役員の皆様の敬称は略させていただいております。） 

 

ＰＴＡ三役 バス運行委員会・バス委員会 

  

上村 妙子  篠原 輝美  

八木 正人  安東 邦彦 

柳 麻里子 市野 幸恵（バス運行委員） 

（バス委員）秋山 彰子 松橋万里子 

（バス視察会）伊納 美樹 

学年委員会 文化保体委員会 

  

原田みどり    福田 寿代 渡邉 奈穂      荒野 早苗 

美化委員会 図書委員会 

  

小林安祐子       乃一 貴代 松本 清美    庄司奈津子 


