
 

 

 

                                                                  校長  槙島 良治 
 
 いよいよ師走に入ります。今年も、そして２学期も残すところひと月となりました。時の流れのは
やさに驚かされています。さて、１０月よりＧ９の生徒と面接をしています。その面接の中で将来の
夢について尋ねると、多くの生徒が「世界の人の役に立つ仕事に就きたい」と言っています。これを
聞いて思い出した文章がありましたので紹介いたします。 
 小学校の名前は、「ナカタアツヒト小学校」。学校のある場所は、カンボジアの「ナカタアツヒト
村」。なぜこの名が付けられたかと申しますと・・・。  
 中田厚仁さんは子どものころお父さんの仕事の関係でポーランドで生
活した経験から、どうすれば世界の人たちが争うことなく平和に暮らし
ていけるかを絶えず考えている青年でした。彼は大学を卒業後すぐに、カ
ンボジアに渡りました。長い内戦の続くカンボジアがようやく平和へ歩
み出そうとしていた時でしたので、なんとかその手伝いをしたいと国連
ボランティア活動に志願したのです。  
 平和への第一歩は民主的な選挙からスタートを切ります。彼は国際連
合カンボジア暫定統治機構（UNTAC）が１９９３年５月にカンボジア国
内で実施予定の総選挙を支援するボランティアの一員として、それは熱
心に各村に選挙の必要性を説明して回りました。最初は警戒していた村
人たちも、カンボジアのために命懸けで働く彼と触れ合ううちに次第に
心を許し、彼の周りには村人や子どもたちの笑顔がいつもあふれていたそうです。中田さんはカンボ
ジアが平和な国として新たなスタートを切る日をそれは楽しみにしていました。しかし、その選挙を
見届けることはありませんでした。あとわずかで任務が終了するという、総選挙のひと月前の４月８
日。車で移動中に何者かの銃弾がわずか２５歳の彼の命を奪ってしまったのです。 
 どうすればカンボジアの人が平和に暮らせるだろうと懸命に活動した中田さんに接した現地の人た
ちは彼を決して忘れることはありませんでした。「アツは足を引きずりながら、私たちの村を回って
選挙について繰り返し丁寧に説明してくれた。」「アツはカンボジアのことをたくさん知ろうとして
いた。」たくさんの言葉が残された中で、こんな言葉も聞かれたそうです。「アツの魂が新しい村を
作ったのだ。永遠に彼を忘れない。」中田さんの倒れた場所にはいつしかたくさんの人が集まり、ジ
ャングルを切り開いたその場所に新しい村がつくられました。そして、だれが言い出すともなくこの
村は「ナカタアツヒト村」「アツ村」と呼ばれるようになりました。やがて、カンボジアの政府も彼
の命懸けの活動をたたえ、正式に「ナカタアツヒトコミューン」、「ナカタアツヒト村」と命名した
のです。  
 この話には続きがあります。 ある年に、この「アツ村」は洪水によって壊滅的な被害を受けてしま
いました。その状況を知り、一人の日本人が立ち上がりました。厚仁さんのお父さんの武仁（たけひ
と）さんです。お父さんは全国に募金を呼びかけ、そのお金を持ってカンボジアの日本大使館を訪ね、
「ぜひ、食べる物のないアツ村を救ってください。」と手渡しました。するとそれを受けた村人たち
の思いは私たちの想像を超えたものだったのです。「私たちは今、のどから手が出るほどお米がほし
い。でも、それを我慢する。私たちは中田厚仁さんが世界平和のために生きてこられたその志や、日
本の多くの方の温かな気持ちを将来にわたって伝え残していくために、中田さんの倒れた地に学校を
つくるお金としたい。」と申し出たのでした。 
 １９９８年に小学校は完成しました。それが「ナカタアツヒト村」の「ナカタアツヒト小学校」な
のです。村人たちの心の中に永遠に生き続ける中田さんの志。私たちは多くのものをここから学べる
のではないでしょうか。地図に国境はあっても心に国境はありません。一生懸命は必ず人に伝わるも
のだと私は思っています。青空のような心の中田厚仁さんのご冥福をお祈りするとともに彼のような
日本人がいたことを誇りに思います。 
 本校の子どもたちの中からも近い将来、他国の人々から心より慕われるような活躍をする人が現れ
ることでしょう。とても楽しみです。 
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 体験コース  体験コース 

１ ボリウッドダンス ９ ゾウ乗り 

２ カタックダンス 10 ラクダ乗り 

３ ヨガ 11 ｵｰﾄﾘｷｼｬｰ試乗 

４ バラタナティアム 12 ヘビ・サル 

５ メヘンディ描き 13 マンダラ塗り絵 

６ ランゴリ作り 14 インド計算 

７ インド料理作り 15 ヒンディー語 

８ インドアニメ鑑賞   

１１日(金) ナマステ！ＩＮＤＩＡ☆ＤＡＹ 
 
学校でゾウやラクダに乗れる日。インド文化を体験

できる「ナマステ！INDIA☆DAY」を、今年も子どもた
ちは楽しみにしていました。 
今年は例年やって来るゾウやラクダに加え、ヘビや

サルも来ました。ダンスやヨガで体を動かす子どもた
ち。オートリキシャーに乗ってスピードを楽しむ子ど
もたち。どの子の表情にも笑顔がいっぱいでした。附
属幼稚園の子どもたちも近くで見る動物たちに大喜
びでした。 
昼食では、南インド料理の試食が行われ、PTA文化

保体委員の皆様の配膳に、子どもたちは列を作りまし
た。ちょっぴり辛めの料理にも子どもたちは挑戦しま
した。チャイは甘くておいしかったようです。 
子どもたちみんながインド文化を楽しんだ１日と

なりました。ご協力いただいた皆様、ありがとうご
ざいました。さて来年はどんな動物がやってくるこ
とでしょう？ 

今日、ナマステインディアデーがありました。らくだ

やぞう、さる、へびが学校へ来ました。いろいろあった

けど一ばんたのしかったのは、ぞうのりです。ゆっくり

歩いていたけど、どしどし歩くので、わたしはおちたり

しないかこわかったです。ぞうはゆっくり歩いてくれた

ので、のるじかんも長かったです。おりて、わたしは、

ぞうはつかれているのに、のせてくれてありがとうと思

いました。                （Ｇ２） 

今日、ナマステINDIA☆DAYがありました。ゾウに乗ったり、メヘ

ンディなどをしたりしました。 

まず、インドの文化についてです。学んだことが三つあります。学

んだことの一つ目は、インドの乗り物についてです。理由は、インド

の乗り物のリキシャはき色と緑のものだけではなく、青と白のリキシ

ャもあったからです。 

学んだことの二つ目は、南インドりょう理についてです。理由は、

南インドりょう理は北インドりょう理とちがって、暑いので油があま

り使われていないそうだからです。 

学んだことの三つ目は、ゾウやラクダについてです。理由は、昔の

人びとはリキシャなどができるまでゾウやラクダを乗り物にしていた

んだろうなぁとそうぞうできたし、「どうして、ゾウやラクダはイン

ドの文化なんだろう」というぎ問もあるからです。（後略）（Ｇ３） 

（前略）わたしが学んだことは二つあります。一つ目は「おしゃれ好

き」です。らくだもきらきら、メヘンディはおしゃれしづらいところ

をする、インド人は本っ当におしゃれ好きだと分かりました。 

二つ目は「フレンドリー」です。ボリウッドなんかはとくにそう

で、「カモッーン！！」「ヒュー！！」とか言って、人をまきこんで

いく（楽しくさせるといったほうがいい？）ので、「この人、こわ

い」や「なんかいや」と思っていても、フレンドリーな心はかくれて

いるのだと思いました。このようなことを学ばせてくれた INDIADAY、

協力してくれた人に感しゃです。            （Ｇ４） 

♪ ！！ 

お味の程は？ 

今日はナマステインディアデーでした。ナマステイン

ディアデーは前から友達に聞いていたけれど、今日見て

みると、とても興奮するイベントでした。私は、ランゴ

リとメヘンディを選びました。ランゴリは、家の玄関先

にやるもので、とてもきれいでした。メラなどで見たこ

とはありましたが、その時はただすごいなと思うだけで

した。自分でできて本当によかったです。メヘンディは

私にとって初めてのメヘンディで、最初、職人さんにや

ってもらっているときは、意外と簡単そう！と思いまし

たが、実際にやってみると、うまく出なかったり、くっ

ついてしまったり、とても大変でした。 

インドだからできるこの貴重な体験、いつか役立てて

いきたいです。              （Ｇ６） 

わぁ！ 
大きい 



 

 

 

 

 

 

１６日(水)～１８日(金) Ｇ８ アジャンタ・エローラ ■■■■■■■■■■■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■■■■■■■■■■■■ ２０日(日)～２２日(火) Ｇ６ ジャイプール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学部２年生の修学旅行のスローガンは「煌めけ！

俺等の修学旅行～インドの歴史を体感しよう～」で

す。空港に朝早くから集合した生徒たちは、ムンバイ

を経由して目的地のアウランガバードへ飛びました。

夕方には現地舞踏学校で伝統舞踊を体験しました。 

翌日は、アジャンタ石窟群へ。アウランガバード

からバスで３時間。そのスケールの大きさに圧倒さ

れました。夕方には細密画を体験しました。夜には

翌日誕生日を迎える友達のためのささやかな誕生パ

ーティも開かれました。最終日の３日目はビビカ・

マクバラを訪問した後、エローラ石窟群へ。インド

の悠久の歴史を堪能した実り多い３日間でした。 

バスに半日乗車して目的のジャイプールへ到着しまし

た。まずはシティパレスを、そしてジャンタル・マンタル

を見学しました。夕食にターリーを食べた後は、カルベリ

アンダンスに臨みました。 

翌日はアンベール城へ。全員がゾウタクシーに揺られて

入城し、壮麗な内部をじっくり見学しました。午後はブロ

ックペインティングに挑戦しました。夜のレクリェーショ

ンでは、男装やら女装やら、子どもたちのユニークなアイ

ディアいっぱいの発表で盛り上がりました。 

最終日の３日目は風の宮殿へ。ジャイプールを満喫した

３日間となりました。クラス全体の結束を深められた修学

旅行。生涯忘れられない思い出となりました。 

普段、インドに住んでいるとはいえ、インドの文化にふれることは

あまりなく、こうしてインドの文化を体験できたことはとても良い経

験だったと思う。                   （Ｇ９） 

普段はインドにいるけどほぼ家から出られないから、インドをたく

さん肌で感じることができて良かった。この日は、いつまでも忘れら

れない思い出になると思います。            （Ｇ７） 

インドの文化は私の全然知らないものですが、その中

に仏や相手への感謝、尊敬の気持ちがこめられているの

でインド人は優しい人たちだなと思った。人の文化なん

てそう簡単にまねできることではないけれど、日本にい

たらこのインドにも出合えず気づけなかった。今は他の

国のことも知りたいという気持ちになれたので、どんど

んいろいろなことを見ていきたい。     （Ｇ８） 

修学旅行最終日でした。３日間本当にあっという間だっ

たなぁ…という感覚が強く自分の中に残りました。運動会

の時にも１分１秒がとても大切なことを学んだけれど、今

日は改めて気付かされたように思いました。他学年より入

れ代わりが激しく、人数も少ない中、自分も G８として仲

間に入れてもらっていることが今更ながらにまた嬉しく感

じました。３日間の観光もとても面白く、興味深いものが

多かったです。（中略） 

たくさんの人の支えがあり、成り立っていた修学旅行。

とうとう終わってしまったという感じは強く残りますが、

旅先で出会ったいろいろな人や、今回の修学旅行をよりよ

いものにするために協力してくれたたくさんの方々と仲間

に感謝の気持ちでいっぱいだ。だからこそ、これからの生

活でいっぱい恩返ししていきたい！      （Ｇ８） 

「究極の修学旅行」この言葉は出発式の時、榊原

先生が話していたことです。帰ってから「究極」と

いう言葉の意味を調べてみました。「物事をつきつ

め、きわめること。また、その最後の到達点」とあ

りました。「究極の修学旅行」は「安全に自分たち

で楽しむ」ことです。これが修学旅行で目指すべき

ところでした。私はこの目標は達成できたと思いま

す。事前に自分たちで準備し、いろいろ工夫をして

最後に思いっ切り楽しむことができました。 

修学旅行ではたくさんのインドの文化にふれるこ

とができました。インドのことをもっと知ることが

できて、楽しめて、さらに仲良くなれる一石三鳥の

修学旅行でした。           （Ｇ６） 



２４日(木)・２５日(金) Ｇ５ アグラー ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

１１月の転出入 

転 入  ５名 転 出  ０名 

田中 竜成（小４） 

田中 凛奈（小３） 

西山 煌章（小５） 

西山 央彩（小２） 

秋田 リーナ（小４） 

 

現在の児童生徒数：計 278名 

朝日が昇る前から集合したにもかかわらず子どもた

ちは元気いっぱいでした。１日目の訪問は黒タージマ

ハルの跡地から始まりました。そして、タージマハ

ル、アグラー城へ。その後は、ガネーシャの絵付け体

験、大理石工場の見学と実に盛りだくさんでした。ホ

テルでの夕食後のレクで盛り上がった後には、翌日に

誕生日を迎える友達のために花束とケーキが用意され

ていました。 

翌日は Noidaにある HONDA自動車工場を見学させて

いただきました。校外学習のために様々なご準備をい

ただき、また、自動車製造ラインを間近で見ることが

でき、社会科の学習を深めることができました。帰り

のバスの中で、「このままもう一度アグラーに行きた

い！」という声が聞こえました。それほど子どもたち

は２日間を楽しむことができました。 

８日(火) 「先輩から学ぼう」最終回 
 

中学部がキャリア教育の一環として取り組ん
できた「先輩から学ぼう」も今回が５回目。今
年度最後となりました。今回の講師は本校理事
長の中北様です。中北様は「日立 INDIA」に社長
としてお務めであり、冬季パラリンピックのス
レッジホッケー日本代表監督でもあります。 

2010年のバンクーバーパラリンピックで準優
勝した際の銀メダルを日本の選手からわざわざ
本講演のために借りてきてくださいました（メ
ダルは 15 名の選手しかもらえないとのことで
す）。生徒１人１人が、貴重なメダルを首にか
けていただき、その重さを実感しました。 
今年度、ご講演くださった５名の講師の皆様

に感謝いたします。どの講演でも大変興味深い
お話をお聞きすることができ、生徒は大いに刺
激を受けることができました。 

２日間という短い間でしたが、たくさんのことを知る

ことができました。（中略） 

そして、HONDA工場では、車を実際につくっているとこ

ろを見られて感動しました。はく力まん点の機械たち

が、私たちの車への興味を深めてくれました。とても勉

強になったと思います。 

班では、みんながそれぞれの役わりをはたしていたと

思います。班長はみんなをまとめる、時計係はみんなに

時間を教える、食事係は「いただきます」のあいさつ、

記ろく係は写真を、保健係はしおりの回しゅう、レク係

はレクのきかく…。たくさんのことをすることができま

した。 

最後にはマナー。うるさくしない、ぎょうぎよくなど

たくさんのことを学習できました。また、次は６年生の

修学旅行です。次のためにも旅行のマナーを身につけて

おきたいです。              （Ｇ５） 

◆児童生徒の転出にかかわるお願い◆ 
 
年末や学期途中に転出が決まっている児童生徒

の保護者の方は、「転校（退学）願」の提出をお願
いいたします。この書類の提出をもって、事務手続
きを始めます。提出が遅くなりますと学費やスクー
ルバス利用料金の返金が遅れることもありますの
で、ご注意ください。 


