
 

 

 

                                                                  校長  槙島 良治 
 

 子どもたちのグラウンドを一生懸命走る姿やインディアンダンスでの笑顔が、今でもしっかりと脳

裏に焼き付いています。保護者の皆様、過日の運動会では大変ありがとうございました。  

 さて今回は、現在、広島東洋カープと日本一を競っている北海道日本ハムファイターズ栗山英樹監
督のヤクルト入団時における二軍監督とのエピソードについて紹介します。 

 

 １９８４年、入団テストを受けてヤクルトにドラフト外入団した栗山選

手。プロのレベルについていけず、自信を失います。「落ちこぼれ感覚」
を味わい、自分はここにいてはいけないのではないかとさえ思い悩む毎日
が続きます。当然、打率も上がらず、エラーの連続、練習を終えて一人合
宿所で布団をかぶっても眠れぬ毎日です。大けがをしてやめてしまえば気
も楽になるかと何度も思い悩みます。 

 そんな最悪の状態でいた栗山選手に全体練習の後、「栗、やろうか。」

と声をかけたのが、内藤博文二軍監督。将来活躍が期待できる選手中心に練習メニューが組まれてい
る中、監督自ら芽の出ない栗山選手に声をかけ、特打、特守をやるというのは異例のことです。栗山
選手は、涙が出るほどうれしかったと言っています。ところが、それでもいい結果が出ません。同期
生（ドラフト１位）の高野光は、一軍で開幕投手を務めており、同い年である栗山選手はますます落
ち込んでいきます。そんな栗山選手に内藤監督は一言次のように言いました。「栗、人と比べるな。」
「俺は、お前がほんのちょっとでもうまくなってくれたら、それで満足だ。１０個エラーしていたの
を明日はゼロにしろと言っているのではない。明日９個になればいいじゃないか。」これを聞いて栗
山選手は、気持ちが少し楽になり、野球に集中できるようになっていきます。 

 そんな内藤監督が激怒したことが一度あります。「入団時にゼロの選手が６０まで力を伸ばして一
軍と二軍を行き来するようになった。一方、８０ある選手が９０まで力をつけて、レギュラーを保っ
ている。どちらがえらいか」という監督の質問に、プロの競争の社会ではレギュラーを獲得する方が

えらいに決まっているので、栗山選手がそう答えると、「ふざけるな、６０も力を伸ばした人間の評
価ができないお前は、どんな社会でも一人前にはなれない。荷物をまとめて帰れ！」恐ろしい剣幕で
激怒したというのです。・・・その後の栗山選手は、最後の消化試合で一軍に上げてもらうことにな
ったということです。 

 

 このエピソードから、「栗山選手の努力は並大抵ではなかったはず、途中で投げ出さなかったとこ
ろが凄い」、「相対評価が当たり前のプロ野球の世界で、絶対評価の目をもった内藤監督は、個人の
生き様をきちんと評価できる立派な指導者だったに違いない」、「このようなエピソードがあって、
今の栗山監督があるのではないか」など、いくつかのことが思い浮かびました。そして、親の子ども
への温かいまなざし、教師の児童生徒を見守る確かなまなざしが子どもたちに充実感や意欲を与える
ことを改めて思った次第です。 

 今回の運動会において、これらのまなざしをいたる場面で見ることができました。素敵な一日を本
当にありがとうございました。どうぞよいディワリ休みをお過ごしください。 
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委員会 委員長 

学 級 岩宮 樹己 

図 書 小出 梨紗 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 杉本 愛実 

放 送 広瀬 二胡 

美 化 榊原 淳史 

体 育 桂  光輝 

保 健 相良 真里 

１０月の転出入 

転 入  ３名 転 出 －１名 

青山 陽向（小１） 

佐藤 太一（中１） 

佐藤 千夏（小５） 

谷口 優太郎（小３） 

現在の児童生徒数：計 273名 

10日(月) ナヴァラトリー昼食提供 
 
インドの伝統的な行事の一つ「ナヴァラトリー」。

毎年、本校ではインド人スタッフの好意により、昼
食時に子どもたちや職員にインドの伝統料理が提供
されてきました。 
今年も「アールー・キ・サブジー（じゃがいもの

カレー）」「プーリー（薄いあげパン）」「キール
（米粉・ミルク・砂糖・干しブドウ・カシューナッ
ツ・カルダモンなどを使ったスウィート・ディッシ
ュ）」を希望者が試食しました。カレーも辛みを抑
え、子どもたちでも食べやすい味付けにしてありま
した。 

13日(木) 新着図書貸出開始！ 
 
図書室に新しい本が到着しました。今年到着

したのは一般向け図書や児童書など約 400 冊
です。新着本の貸出が始まると、子どもたちは
すぐに図書室にやってきました。誰もが借りた
新着本は貸出からしばらくの間は１人１冊の
制限がありましたが、今は制限なく借りること
ができます。楽しい本をぜひたくさん見付けて
ほしいものです。 
新着本のデータ入力やラベル貼り、本の整理

等をしてくださったＰＴＡ図書委員会の皆様、
大変ありがとうございました。 

来校者が学校を訪れると

図書室の蔵書の充実ぶり

によく驚かれます♪ 

17日(月) 児童生徒朝会 
 
児童生徒朝会では、後期委員会委員長の任命

式が行われ、校長先生より各委員長に任命書が
手渡されました。その後、委員会の活動方針の
説明が行われ、スローガンや具体的に取り組む
内容を委員長が発表しました。委員会の子ども
たち一人一人が「煌めき」、学校全体がますま
す「煌めく」ような活動が増えることを期待し
ています。 

◆夏祭り古本市から◆ 
 
夏祭りでＰＴＡ学年委員会が実施し

た「古本市」。多くの方が、日本の書籍
を安価な値段で購入することができ、今
年も大変好評でした。売り上げ冊数は
4,358 冊、収益金は 67,561ルピーとなり
ました。 
収益金につきましては、全額学校にご

寄付いただきました。教育活動に有効に
活用させていただきます。古本をご寄付
くださった方々、販売のためにご協力い
ただきましたＰＴＡ学年委員の皆様に
感謝申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

競技の部 優勝 白組 

小学部応援の部 優勝 赤組・白組 

中学部応援の部 優勝 赤組 

完成した全校モザイクアートと製作担当の図書委員 

23日(日) 運動会 
 
天候の心配はしなくても、AQI の数値を確認され

た保護者の方は多かったのではないでしょうか。朝
の判断で予定どおりの内容で実施するということを
来校された方に伝えたところ、安堵の声が多数あが
りました。子どもたちも保護者も待ち望んだ運動会
が無事行われることとなりました。 
どの競技を見ても、子どもたちの懸命に取り組む

姿が目をひきました。靴が脱げても最後までゴール
をめざす子、引きずられてもつかんだものを離さな
い子、疲れていても大きな声で声援を送る子。純粋
な子どもたちは何にでも真剣そのものです。結果以
上に大きなものを手にすることができた運動会では
なかったかと思います。 
大勢の保護者の皆様からご来校いただき、ありが

とうございました。子どもたちの活躍する姿をご覧
になった感想を何かの機会にお聞かせいただけると
ありがたいです。 

運動会で僕はたくさんのことを学

べた。仲間や先輩との連携プレー、

自分の限界を超えること、そしてな

により笑顔がつくるエネルギーだ。

応援合戦のダンスを踊っていると

き、最初は覚えてまだわずかという

のもあったせいか、楽しいという感

情はなかった。「義務」のように考

えていた。しかし、応援団から「笑

顔で踊ってー」と言われてそうした

時から、僕の世界は輝き始めた。最

初は楽しくなくとも笑顔でいると、

なにごとも楽しくなるのだ。そう僕

はこの運動会で学べた。笑っている

だけで楽しくなれるのだと学べた。 

         （Ｇ７） 

今回、運動会に向けて一番全身全霊取り組んだ

のは応援だ。応援団長として短い期間の中、仲間

と協力し、応援の部優勝に導くことができた。運

動会が終わった今、一番感謝したいのは位寄さん

をはじめとする赤組応援団の仲間たちだ。彼らが

いなければ優勝なんかできなかったし、心が折れ

ていただろう。僕が倒れたときだってしっかりフ

ォローしてくれた彼らには感謝してもしきれな

い。本当にありがとう。中２の終わりまであと５

ヶ月ぐらい。３月までこの仲間たちと力を合わせ

ていろいろなことに挑戦していきたい。（Ｇ８） 

ぼくは、うんどうかいでたま

いれがむずかしかったけれど、

３こうまくはいってうれしかっ

たです。さいしょはインディア

ンダンスがうまくおどれなかた

けれど、みんなのおかげでおど

れるようになりました。あつか

ったけれど、うんどうかいたの

しかったです。   （Ｇ１） 

今日は、うんどう会がありま

した。うんどう会ではいろんな

きょうぎがいっぱいあると聞い

たらドキドキいっぱいの気もち

になりました。だけどこんなこ

とでまけないぞと思いました。

一ばんにするしゅ目は、たまい

れです。おかあさんといっしょ

にやるのでおかあさんとがんば

ろうと思いました。よういスタ

ートと言われると、ひっしでた

まをなげました。それで、どっ

ちがかったのかを言われる時、

ドキドキしました。けっかはっ

ぴょうは白ぐみがかったけど、

かたづけは赤ぐみがかちまし

た。また、もっともっとがんば

りたいです。    （Ｇ２） 

この学校で最後の運動会はあっというまでいい思い出

が作れました。運動は苦手だし好きじゃないけど、みん

なで優勝目指して全力で練習する日々はとてもやりがい

を感じました。今年は応援の部で勝てなくて悔しかった

けれど、７年や８年が一生懸命教えようとしていたこと

は嬉しかったし、最後の運動会をこの学校でできて本当

によかったです。             （Ｇ９） 

（抜粋）ぼくは応えん団として、応えん内容を考えたり、教えたり、

とても大変だったけれども、自分から応えん団になったからにはがん

ばってゆう勝するぞと思うと、自然と力が出ました。本番当日は、精

一杯大きな声を出せました。結果は赤９９点、白９９点で同時ゆう勝

でした。たった１点の努力をすれば単独ゆう勝ができたとなると、こ

うかいにむねがいたみます。だから、次の運動会では応えん団にな

り、必ず勝てるように努力をしたいです。        （Ｇ５） 



 

◆ 本校のスクールスタッフを紹介します。学校にお越しの際に見かけることも多いかと思います。よろし

くお願いいたします。この他に、スクールバスにかかわるバスドライバー・コンダクターが32名、附属幼

稚園のスタッフ５名がいます。スタッフの支えがあって、日本人学校は運営されています。 

 

       
事務長 事務員 会計士 会計士 通訳 看護師 バス主任 

ﾖｷﾞ 

Yogheendran 

ねもと しほ 

根元志保 

ｺﾞｰｼｭ 

Ghosh 

ｱﾐﾙ 

Amil 
ﾗｰｼｰ 

Rashi 

ｻｼﾞｬﾆｰ 
Sajani 

ﾍﾞﾆｰ 
Benny 

       

保安技師長 保安技師 電気技師 電気技師 用務員 用務員 用務員 

ﾋﾟﾚｲ 

Pillai 
ﾗｳﾙ 

Roul 
ｱｰﾅﾝﾀ  ゙

Anand 
ｻｯﾄﾅﾑ 

Satnam 
ﾗｲ 

Rai 
ｽﾚｯｼｭ 

Suresh 
ﾄﾗﾗﾑ 

Tularam 

       

庭師 庭師 庭師 庭師 ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ ﾊﾞｽﾒｶﾆｯｸ ﾗｲﾌｶﾞｰﾄﾞ 

ｶﾝﾀ 

Kanta 

ｻﾝｼﾞｰﾌﾞﾝ 

Sanjeevan 

ﾌｰﾌﾞﾗﾙ 
Hub Lal 

ﾌｰﾙｶﾘｰ 
Phool Kali 

ｼﾞｬｸﾞﾓﾊﾝ 

Jagmohan 
ﾊﾐｯﾄ  ゙

Hamid 

ｱﾝｷｯﾄ 

Ankit 

       
主任清掃員 清掃員 清掃員 清掃員 清掃員 清掃員 清掃員 

ｸﾞﾗﾌ  ゙

Gulab 
ﾆﾃｯｼｭ 

Nitesh 
ｻﾝﾃﾞｨｰﾌ  ゚

Sandeep 
ｱｶｼｭ 
Akash 

ﾛｰﾋｰﾄ 

Rohit 
ﾁｬﾝﾊﾟ 

Champa 
ﾏﾝｼﾞｭ 
Manju 

      

 

主任警備員 主任警備員 警備員 警備員 警備員 警備員  
ﾗｼﾞﾝﾄﾞﾗ 
Rajender 

ｱｼﾞｰﾄ 
Ajith 

ﾃﾞｨﾈｯｼｭ 
Dinesh 

ﾀﾏﾝｸ  ゙
Tamang 

ｳﾞｨﾉｰﾄ  ゙
Vinod 

ﾀﾊﾞｯｻﾑ 
Tabssum 

 

 


