
 

 

 

                                                                  校長  槙島 良治 
 
 平成２９年・２０１７年が幕を開けました。保護者の皆様、そしてご家族の皆様におかれましては、
よき新年を迎えられたことと思います。お喜び申し上げます。今年は酉年ですね。私は酉年生まれで
はありませんが、これまで鳥との関係がとても深い人生を歩んできました。例えば、渡印した３年前
までの約１０年間、烏骨鶏を１０羽ほど飼っていました。３ｍ四方の柵の中に放し飼いをしていまし
た。烏骨鶏よりも先に目を覚まし、薄暗いうちに餌や水を与え、栄養価の高い卵をいただくことが毎
朝の日課でした。そのおかげで毎日寝坊することもなく、風邪をひくこともない１０年間でした。そ
の他にも、これまで様々な小鳥をペットとして飼ってきましたが、一度だけとても珍しい鳥を飼った
ことがあります。それは、私が幼稚園児の頃のことです。羽が傷ついて飛べなくなったカラスをしば
らく飼いました。その間は、幼稚園から帰ってくるとすぐに近くの川でザリガニ
を捕り、そのカラスに与えることが私の仕事になりました。今でもその光景は鮮
明に覚えています。その後、元気になっていなくなってしまいましたが、後から父
親から聞いた話では、近くの神社の鎮守の森に放したそうです。 
 ３学期に入り、子どもたちの元気な声が校長室に聞こえています。それと同時
に小鳥のさえずりも。この２種類の声が、毎日私にやすらぎを与えてくれます。先
日、校長室の窓からカラスの姿を見ながらふと幼稚園の頃のあのカラスのことを
思い出しました。そして、思ったのです。私がニューデリー日本人学校に赴任でき
たのは、「鶴の恩返し」ならぬ「カラスの恩返し」なのかもしれないと・・・。あ
のカラスに心から感謝しています。 
 さて、話は変わりますが、先日ある新聞のコラムに目が留まりました。 
 “お正月三が日は仕事が休みだったので、休息をとることができた。目覚まし時計をセットするこ
となく自然に目が覚めるまで眠るという最高のぜいたくを楽しみ、時間を気にしながら行動すること
もなく、散歩したり、ストレッチをしたりして身体をのびのびさせることができた。緊張感がないか
ら肩も凝らないし、睡眠も足りているから気分もすっきりする。たっぷり睡眠をとると体調がいいな
あ、と思いつつ「たっぷり寝て寝貯めできたり、ストレッチを十分にして何か月分かもつようにでき
たりできればいいのに。寝貯めもストレッチ貯めもできないのだな」などと考えた。そして、貯めら
れるもの、貯められないものを思いうかべた。（以下省略）” 
 私も、同じようなことを日頃から思っています。“心の中に貯められるものとそうでないもの、貯
めやすいものとそうでないもの、貯めた方がいいものとそうでないものがある”と。気分はその最た
るものです。嫌な気分や失敗した経験の記憶は貯めやすいものですが、幸せな気分や誰かに手伝って
もらって嬉しかった記憶などは、忘れやすく貯めにくいものです。そして、その状態がしばらく続く
ことでストレスが溜まり、心のバランスを崩してしまうことがよくあります。そこで、必要になるの
が、負の感情はなるたけ貯めないとういう作業と、貯まっている感情をきちんと整理するという作業
です。そうすることで、心を豊かな状態に保つことができます。私が常日頃より子どもたちに伝えて
います「感謝の心と謙虚な心が大切です。『ありがとう』と『ごめんね』をきちんと言いましょう。」
は、負の感情を貯めずに正の感情を貯めるために、とても効果があると思っています。負の感情を消
去したり、負の感情から正の感情に変換したりすることができるからです。 
 そしてもう一つ、貯めることで心がとても豊かになるものが「言葉」です。温かい言葉、優しい言
葉、勇気が出る言葉、元気になる言葉など、心にじんわりと効く言葉を貯めておくのです。そのため
には、まずたくさんの言葉に触れなければなりません。私が子どもたちに読書を奨励している最大の
理由はここにあります。そして、出会った素敵な言葉をメモしておくといいと思います。今の自分の
心にまさにぴったりという言葉が、大事な場面で救ってくれるはずです。子どもたちが素敵な言葉に
たくさん出合えることを願っています。 
 私は、子どもたちや保護者の皆様、そしてカラスのおかげで３学期初日よりたくさんのプラスの気
分を貯めることができています。ありがとうございます。保護者の皆様におかれましても、素敵な一
年になりますようご祈念申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
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１６日(月)～１９日(木) 資源回収 
 
ボランティア委員会の企画で、１６日(月)～

１９日(木)の４日間にわたり、ペットボトル、

新聞紙、ビン、缶の資源回収を行いました。今

年度２回目となります。皆さんの協力のおかげ

で、たくさんの資源が集まりました。ご協力あ

りがとうございます。 

集めた資源は業者に引き取ってもらい、金額

は 4,267ルピーになりました。今回の収益金は

恵まれない子どもたちが通う施設への寄付を計

画しています。 

２１日(土) ＢＢＳスポーツ交流参加 
 
交流校である「ブルーベルズ・スクール（ＢＢＳ）」

とのスポーツ交流会が行われ、本校からも６年生と
中学２年生が参加しました。今年はＢＢＳ創立 60 周
年にあたり、記念行事として会場を「ジャワハラ・ネ
ルー・スタジアム」に変更し、盛大に開催されました。 
６年生はオープニングセレモニーで和太鼓演奏を

披露しました。曲は「天地」「絆」の２曲。和太鼓の
勇壮な響きがスタジアムいっぱいに響き渡り、観客
から大きな拍手が起こりました。 
また、スポーツ交流会には中学２年生が参加し、ド

イツ、ロシア、韓国など様々な国の生徒と運動を通し
て交流しました。玉入れ、ムカデレース、手押し車な
ど、どの競技も選手には笑顔があふれていました。 
児童生徒の送迎など早朝よりご協力いただきまし

た保護者の皆様、ありがとうございました。 

みんな揃って 
ごちそうさま 
でした！ 

皆さん一緒に 
はい、チーズ！ 

他校のパフォー
マンスも見応え
十分でした。 

１０日(火) Happy Lunch Time 
 
普段清掃に取り組んでいる縦割り班のメンバーで楽

しくお弁当を食べ、レクリェーションを楽しむ「Happy 
Lunch Time」を児童生徒会が企画しました。 

中学生が中心となり、小学１年生までの子どもたちが

一緒に楽しむことができるこうした機会はとても大切

だと思います。児童生徒会から出題されたクイズをみん

なで一生懸命考えたり、いつもと違った雰囲気の中でお

弁当を食べたりと、いつもの昼食時間以上に楽しみまし

た。昼食後はレクリェーション。トランプ、ＵＮＯ、い

す取りゲーム、だるまさんが転んだ、ハンカチ落とし等

々、どの班の子どもたちも笑顔いっぱいでした。 

こうした異学年交流の活動を通して、子どもたちの関

係がいっそう深まることを願っています。 
 



  

１４日(土) 餅つき体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たくさんの方々の協力を得て、今年も餅つきを
行うことができました。 

60kg の餅米を用意し、子どもたちは食べたり、
ついたりと、日本の文化を楽しみました。今は日
本国内でも餅つきを体験する機会は少なくなりま
した。インドで初めて餅つきを体験する子もいま
す。杵の重さを実感したり、自宅からあんこやの
り、お醤油を持参して、つきたてのおもちの味を
楽しんだり、子どもたちにとっては貴重な体験と
なりました。 
閉会式で校長先生から説明があったように、今

年でこの餅つき体験の活動は終了となります。材
料の入手の難しさ、用具の老朽化等々様々な理由
によります。終了を惜しむ気持ちも子どもたちの
作文に書かれていました。インドで食べたつきた
てのお餅の味と、協力してくださった大勢の方へ
の感謝の気持ちを大人になっても忘れずにいてほ
しいと思います。 

今年でもちつき体験は最後なのできねでもちを力いっぱいたたきました。 

今回、お父さんとお母さんがボランティアでさんかしてくれました。お父さ

んは力をこめてもちをこね、お母さんは手がえしをしてがんばっていました。

そのすがたを見て、ぼくも力が入りました。ぼくは、がんばることが大切だと

思いました。終わった後、ついたおもちを４個食べました。とてもおいしかっ

たです。その時、ひとつひとつあいじょうがつまっていると思いました。 

（Ｇ３） 

ぼくは、おもちつきをやりました。おもちつきを三かいやりました。すこし

しかできなかったけどたのしかったです。 

きねはおもったよりかるかったので、つくのはらくしょうでした。ぼくたち

のチームはいちばんさいごにつきました。おかあさんたちがおもちをひっくり

かえしてくれました。ペッタン、クルン、ペッタン、クルン、ペッタンのとき

に、せんせいがてつだってくれました。だからかるかったです。  （Ｇ１） 

わたしはおもちをたべました。おもちのあじは３しゅるいあって、わたしは

ぜんしゅるい食べました。わたしが一ばんおいしかったなとおもったおもちは

さとうじょうゆです。つきたてのおもちはとてもやわらかくておいしかったで

す。わたしは食べているとき、こんなおいしいおもちを食べられるのはお母さ

んたちのおかげだなと思いました。わたしはぜんぶで４こ食べました。もっと

食べたかったです。また家でもつきたてのおもちを食べたいです 。（Ｇ２） 

私は、今日のもちつき体験で心に残ったことは二つあります。 

一つ目は、教頭先生の話です。なぜ教頭先生の話が心に残っているかという

と「感しゃの気持ち」という言葉が心に残ったからです。いろいろな人が手伝

いをしてくれているといって、私も感しゃしなければいけないなと思ったから

です。 

二つ目は、おもちをついたことです。なぜおもちをついたことが心に残った

かというと、今年最後のもちつきだし、ごとう先生が日本から持ってきてくれ

たからです。私たちがついている横でも大人の人は一生けんめいついていてす

ごうなと思いました。 

私は今年で終わりの行事をできて本当によかったし、感しゃの気持ちも自分

から思えるようになったのでよかったなと思いました。来年は、同じように感

しゃする行事ができたらいいなと思いました。          （Ｇ４） 

今日は、最後のもちつき体験でした。今年は五

年生になっておもちの配膳することになりまし

た。配膳は簡単だと思ったけれど、少しむずかし

かったです。それぞれのリクエストに合わせて、

早く渡すことがむずかしかったです。次におもち

を試食しました。全ての種類のおもちを食べて、

どれもおいしかったです。私はニューデリー日本

人学校に来るまでおもちをついたことも、つきた

てのおもちを食べたこともありませんでした。イ

ンドに来て、日本にいた時よりも日本の文化を味

わうことができました。このもちつき体験が毎年

できたのは、もち米をわざわざ日本からもってき

てくれたり、もちつき体験の日まで計画してくれ

たりした保護者の方、手伝ってくれたスタッフさ

んのおかげだと思います。もちつき体験が今年で

終わってしまうのは悲しいけれど、このおもちの

味を忘れずに、もしおもちを食べることがあった

ら、この日のことを思い出したいです。（Ｇ５） 

今日はもちつき体験がありました。きなこ・砂

糖じょうゆ・しょうゆ・白もちの四種類のおもち

を食べることができます。昨日、みんなでといだ

もち米を、みんなが美味しそうに食べてくれてい

たのでとても嬉しかったです。 

もちつきでは、うすに入ったもち米をきねでつ

きました。ようち園で持ったきねはとても重く感

じましたが、今はあまり重く感じなく、「成長し

たんだなぁ。」と思いました。 

わざわざ学校にお手伝いに来てくださった保護

者のみなさん、もち米を運んで来てくださった後

藤先生、ありがとうございました。  （Ｇ６） 
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１月の転出入 

転 入  ４名 転 出 －２名 

山下 倫太郎（小４） 

村上 晴紀（小３） 

村上 沙樹（小１） 

遠藤 音羽（小１） 

加来 悠太（小２） 

上田 桜々花（中１） 

 

現在の児童生徒数：計 271名 

◆転校（退学）願の提出のお願い◆ 
 
本年度中に転学される予定のあるお子様の保護

者の方は、「転校（退学）願」をご記入いただき、
学級担任にご提出ください。学費等の返金がある場
合は、返金後に領収書をいただく必要があります。
「転校（退学）願」の提出が遅くなりますと、事務
手続きに支障が出ることもありますので、転出が決
まりましたらできるだけ早くご提出いただくよう
にお願いいたします。 

◆転校の際の書類について◆ 
 

 お子様が転出の際に、転校先の学校に提出する書
類を用意いたします。日本国内の学校であれば、転
校後に学校間で郵送する書類ですが、日本人学校の
場合、保護者の方から直接転学先にご提出いただき
ます。中身は以下のものです。 

●在学証明書 
●指導要録の写し 
●健康診断票／歯の検査表 
●教科用図書給与証明書 

なお、封筒は開封することのないようにしてくだ
さい。また、紛失した場合、再発行のできないもの
も含まれています。取扱いには十分ご注意くださ
い。書類は転校初日か、それ以前に学校に提出する
ようにお願いいたします。 

◆来年度年間行事予定表◆ 
 
来年度の年間行事予定表を２月１

日(水)に本校ホームページに掲載し
ます。来年度のご家庭の予定を組まれ
る際に参考にしてください。 

【本校HPアドレス】 http://ndjs.org/ 

 

◆住所変更届提出のお願い◆ 
 
インド国内で転居をされた場合は、

「住所変更届」を学級担任にご提出く
ださい。ご自宅の所在をはっきりさせ
るとともに、学校内の書類の記載内容
を変更する必要があります。 

私にとって今回の餅つき体験は３回目だった。

毎年考えることは「ただで餅を食べられる」だっ

たが、今年は開会式からその考えが変わってい

た。「感謝の気持ち」という言葉を聞いて、そう

いえば様々な人たちが私たちの為に頑張ってくれ

ていたんだということに気がついた。日頃からそ

ういうことを考えていれば気づいていたのかなと

思った。 

開会式が終わった直後、私たちの班は試食をし

ていた。そこでは保護者の方々だけでなく、５年

生の人たちも手伝ってくれていた。私も昔はこん

なことをしていたなぁ、ありがとうって言われて

嬉しかったなと思ったので、ありがとうと言うこ

とができた。ありがとうと言う方も悪くないなと

思った。（後略）         （Ｇ８） 

今日は私にとって三回目、そして、この学校での最後のもちつき体験でし

た。開会式で教頭先生から「感謝の気持ち」をもち参加しようと言われまし

た。そこで、このもちつき体験という行事はさまざまな人に準備してもらっ

ており、その人たちがいなければなり立たないことなのだなと気付きまし

た。だから私はもちをつくときやもちを食べるときなど、さまざまな場面で

感謝の気持ちをもち、行えました。朝早くから学校に来てくださり、手伝い

をしてくれた保護者の人々やスタッフさんなどに支えてもらい、最後のもち

つき体験にふさわしい思い出がつくれたと思います。      （Ｇ７） 

今日の餅つき体験は、どれもいい思い出ばかりです。中学一年生、二年生

の時よりもうまく餅をつくことができたり、清掃の縦割り班の友達といっぱ

い話すことができたり、みんなの写真を撮ることができたり…。今日でニュ

ーデリー日本人学校での餅つき体験が終わってしまうのは悲しいです。きな

こ味、しょうゆ味などいろんな味を残りの時間でみんなと楽しく食べられる

といいです。（後略）                    （Ｇ９） 

世界中にある日本人学校・補習授業校を支援してい
る「海外子女教育振興財団」から、在外教育施設の安
全対策のための資金援助をしていただきました。校舎
外壁に避難のための非常扉を設置したり、外部からの
侵入防止のための工事や監視用カメラを新規に購入
したりすることに充てさせていただきました。 
これからも安心して子どもたちが通うことのでき

るように、学校の安全対策を改善していきます。 


