
 

 

 

 

                                                                  校長  岡林 保幸 

 

①児童生徒が読書の楽しさを味わい、積極的に読書に取り組むことができるようにする。 

②さまざまな分野の本に触れ、幅広い読書に取り組むことができるようにする。 

本年度は、このことをねらいに、前期は８月２１日（月）～２５日（金）、後期は平成３０年１月１

５日（月）～１９日（金）を読書週間として、朝の読書や児童生徒会図書委員会の読み聞かせ、おす

すめの本フローチャートやポップの作成、ランキングの発表などに取り組んでいます。 

 

 「朝の読書」は、始業前の１０分間、児童生徒と教師が一緒に全

校一斉で、自分の選んだ好きな本を各クラスで読むという簡単な方

法です。 

①全校一斉で行う。 

②１０分間でも毎朝続ける。 

③読む本は何でもいい。（但し、雑誌やマンガはダメ） 

④本を読むこと以外は何も求めない。 

ここで児童生徒に要求することは、ただ本を読むことだけ、例えば

感想文とか記録のようなことは一切求めないということです。「朝の読書」のねらいとすることは読書

本来の楽しみや喜びを感じ、自由や解放感を味わい、精神の散策や心の癒し、探究心や感性等々を、

児童生徒と教師が一緒に読書をすることで、かけがえのない人生この時を、共に生き、共に学び、共

に育み、共に歩んでいきましょうということなのです。 

 本校の児童生徒は、登下校のスクールバスの中でも読書している姿を目にします。登校してから始

業までの時間を読書に充て、学校の一日が静寂の中で始まることもすばらしいことだと思います。 

 

 「うちどく」は読書をいっそう促進するだけでなく、本をコミュニ

ケーションツールとして相互理解を深め、家族の絆がさらに深まるこ

とを目指した取組です。「うちどく」にも特別なルールはありません。

家族みんなで好きな本を読んで、読んだ本について話す。これが基本

です。「うちどくの日」を決めたり、同じ本を回し読みしたり、読ん

だ本をノートに記録したり、子どもたちが考えた「うちどく（家読）

の約束」を参考に家族みんなでルールを決めてはじめてみるのも良い

でしょう。同じ本をみんなで読めば、会話もいっそう弾みます。また、

お互いに本をすすめあう、家族そろって図書室で本を選ぶなど、読む

本について相談しあうことでもコミュニケーションが生まれます。 
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８月の転出入 

転 入 １４名 転 出 ０名 

楠本 加菜（小１） 

笠井 春輝（小１） 

吉田 優莉（小１） 

小栁  穣（小１） 

結城 驍人（小２） 

白川 大希（小２） 

中村  葵（小２） 

笠井 あまね（小３） 

村上 友理（小３） 

小栁  睦（小３） 

松本 悠生（小４） 

鈴木  薫（小４） 

鈴木  斎（小５） 

結城 遥香（小５） 

 

現在の児童生徒数：計２５７名 

＜テロ対策避難訓練＞ 
２３日（水）今年度２回目のテロ対策の避難

訓練が行われました。今回は日時を子どもた

ちに知らせずに訓練を実施しましたが、非常

を知らせるアラームが鳴ると、子どもたちは

すぐに安全な場所に身を隠し、無言で放送に

よる指示を待つことができていました。 

＜中学部混声三部合唱発表＞ 

 ２５日(金)に中学部が混声三部合唱の発表を行

いました。曲は「心の中にきらめいて」。保護者の

方にご来校いただき、体育館に爽やかな歌声を響か

せました。２月に行われる学習発表会でも、中学部

の合唱を聴くことができます。さらにレベルアップ

した合唱を披露してくれることを期待しています。 

◆８月の主な出来事◆ 
 

２日(水) ６年生「夢プロジェクト」 修学旅行説明会（８年） 

３日(木) 第１回夏祭り実行委員会 

４日(金) 第１学期終業式 

５日(土) 秋季休業開始（～１５日） 

１４日(月) 編・転入学説明会 

１６日(水) 第２学期始業式 

２１日(月) 読書週間（～２５日） 

２２日(火) 第２回学校理事会 個人懇談旬間開始（～３１日） 

２３日(水) テロ対策避難訓練  水泳ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ（下学年） 

２４日(木) ７年生校外学習（三菱東京ＵＦＪ銀行） 

２５日(金) ２年生校外学習（学校周辺） 低学年バス避難訓練 

      中学部混声三部合唱発表 水泳ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ（上学年） 

２８日(月) デング熱対策講演 

２９日(火) ９年生校外学習（大使館） 

３０日(水) 中学部「先輩から学ぼう」 講師：佐藤様 

３１日(木) お茶会（７年） 

◆「蚊（火）」の用心を◆ 
２８日(月)、大使館の間宮医務官からデ

ング熱対策の講演をしていただき、蚊に

刺されないようにするために以下のポイ

ントをご指導いただきました。 

・ 長時間外出する時は長袖・長ズボ

ン、靴下を着用する。 

・ 虫除けの薬は肌が出ている部分に

広く繰り返し塗る。 

＜塗り忘れやすい場所＞ 

首の横・腕の外側・膝裏・くるぶし 

＜水泳チャレンジタイム＞ 

 ２３日(水)と２５日(金)の２日間、放課後

の時間を利用して、小学部の子どもたちが水

泳の練習に取り組みました。今年度２回目の

「水泳チャレンジタイム」です。９月に行わ

れる記録会に向けて少しでも泳力をアップさ

せようと、みんな真剣でした。ご協力いただ

いた保護者の皆様ありがとうございました。 

９月にも６名の
転入が予定され
ています。友達
が増えると楽し
いですね。ぜひ
もっと増えてほ
しいものです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よさこいソーランの発表で私は大きな達成感を得ました。昨年も自

分なりに踊っていて達成感を得ましたが、今年ほどではありませんで

した。練習で苦しかったほど達成感が大きいことが分かりました。 

また、ＢＢＳの生徒との交流では、コミュニケーションの大切さを

知りました。私は今まで最初のイメージで相手の性格を勝手に決めて

しまっていました。しかし、しっかりとコミュニケーションをとるこ

とで相手のことをよく知ることができ、その人の性格は、最初のイメ

ージとは全く違うものでした。交流を通して、交流相手が日本の何が

好きか、何のテーマパークが好きかなど、たくさん話を聞くことがで

きました。                      （Ｇ８） 

私は今回が最初で最後の「ようこそ！JAPAN☆DAY」で、

最初はあまり楽しみではなかったけれども、実際にイン

ドの人たちと交流したらとても楽しかったです。茶道の

時に、インドの人たちが真剣に茶道部の方の話を聞いて、

日本の文化を理解しようとしていたのを見て感動しまし

た。他にも、浴衣を着せてあげた時に、インドの人たち

が笑顔だったのでうれしかったです。インドの人たちが

日本の文化を理解してくれたので、私もインドのことを

もっと知ろうと思いました。        （Ｇ９） 

おりがみを

おるのがＢＢ

Ｓのこがじょ

うずでした。び

っくりしまし

た。きょうはた

のしかったで

す。 （Ｇ１） 

わたしは、「ようこそ！JAPAN☆DAY」であやとりをやりました。あ

やとりでは、「もちつき」「二人あやとり」「ほうき」の３つのしゅ

るいのあやとりがあります。まずさいしょに女の子のインドのお友だ

ちがきました。それから、わたしは、「ほうき」を教えました。そし

て、一っぱつでできました。わたしは、一っぱつでできるなんてすご

いと思いました。それから１１人も教えることができました。これは、

みんなでいっしょにじゅんびしたからだと思います。そして、英語も

たくさんしゃべれて、１年生のときよりせい長したと思いました。ら

い年もこの学校にいたら、みんなときょう力してやりたいです。 

（Ｇ２） 

私は、めあてができたかできていないか分かりません。

なぜかというと、ちゃんとせつ明はできたけど、えいご

の紙をみながらやっていたので、ＢＢＳの子にその紙を

のぞかれてしまったりしたのがしっぱいの一つでした。

よかったところは、いいパートナーがみつかったことで

す。ドジーちゃんです。かみがとても長くてとてもかわ

いい女の子です。次にＢＢＳの子がきたら、ドジーちゃ

んみたいな子がいたらな～と思います。ドジーがいいゆ

めがみられますように。          （Ｇ３） 

（太鼓のたたき方を教えるとき）

予定とちがう人が来てビックリし

たけどがんばって教えることがで

きました。よく考えたら、たぶん初

めて全く日本語がしゃべれない外

国人と話した気がします。英語で教

えるのは大変だったけど、すごく良

い経験になりました。  （Ｇ６） 

ぼくがいちばんがんばったことは、おはやしと英語です。おはやし

は、みんなでだんけつしてあわせられたのですごくうれしかったで

す。この先のおはやしもみんなでだんけつしてがんばっていきたいで

す。つぎにがんばったことは英語です。ＢＢＳの人と話すときに英語

をつかうから英語をがんばりました。ＢＢＳの人とたくさん会話がで

きました。友だちもたくさんできたのでうれしかったです。ＢＢＳの

人とつなひきや玉入れができたのですごくいい体験ができました。来

年もＢＢＳの人とたくさんの友だちになりたいです。   （Ｇ５） 

今日、エイサーの説明を英語で話すことができたから、これからの

大きなイベントでも、自信をもって頑張りたいです。セリフをみんな

がアドバイスしてくれたからうまくいきました。一人でおどるより、

みんなで息を合わせて踊った方が良い気持ちになることが分かりまし

た。セリフでも、大きな声で言えたので、うれしくなりました。あと

終わった時に逃げないでできました。初めの言葉で少しまちがえてし

まったけど、まちがえた後も大きな声で自信をもって言えました。言

葉が通じなくてもジェスチャーをすれば通じるということが分かりま

した。                        （Ｇ４） 

書道は二度書きしてしまったり、少しルールがちがっ

たり、英語が何言っているのか理解できなくて、曖昧にう

なずくことしかできなかった。それでも、最後までずっと

笑顔でいることだけはできたと思う。分からなくて、先生

や周りに聞いたり、一人じゃ何も分からなかったけど、今

回教えた子のことは多分これからずっと忘れないと思

う。来年、「ようこそ！JAPAN☆DAY」のときは、もっとも

っと英語を勉強して、少しでも多くのコミュニケーショ

ンをとって、私と話をしたＢＢＳの生徒が日本ってすて

きだな、またきたいな、そう思って、たまに思い出せるよ

うな、ＢＢＳの生徒の心を少しでも動かせるようにした

い。そのためには英語と、相手のことを考えること。もっ

ともっと勉強して、練習して…。しっかりもう今日からが

んばっていきたい。私が得たのは、一つの小さな目標。だ

けど目標を達成するためにはたくさんの努力が必要な

…。言葉で言うのは簡単でも、多分実行するのはとっても

難しいから、一つずつ、コツコツ、つみかさねでがんばっ

ていこうと思う。             （Ｇ７） 

 校舎の安全対策強化工事が始まりました。

まずは秋休みを利用して、新校舎１階のグラ

ウンド側の窓の外側に、アルミ製の格子が設

置されました。これで暴漢の窓からの侵入を

防ぐことができます。次は窓への飛散防止フ

ィルムの貼り付け作業になります。この工事

は冬季休業まで続く予定です。 

７月２８日(金)に、ＢＢＳ（ﾌﾞﾙｰ･ﾍﾞﾙｽﾞ･ｽｸｰﾙ）
の子どもたちを本校に招いて行われました「ようこ
そ！JAPAN☆DAY」の子どもたちの感想を紹介しま
す。どの学年もすばらしい交流となりました。 



 

 

（ア）学校・教室環境 

  ①セキュリティ対策について 

 セキュリティ・チェックの手順を再確認し、確実に行うように指導をしてきます。保護者の皆さんにも

IDカードの携帯やセキュリティ・チェックへのご協力をよろしくお願いします。 

 セキュリティ対策については、昨年度外部の専門家に依頼をし、本校のセキュリティについてアドバイ

スをいただきました。その中で、優先順位を決め、今後学校施設の安全性を確保できるよう、順次工事を

行っていきます。 

 また、不審者やテロリストの侵入を想定した「テロ対策避難訓練」（年２回）を実施します。 

  ②HPの活用について 

 HPの内容の見直しや、さらなる活用の方法等、ご意見を参考にしながら今後検討していきたいと思いま

す。 

  ③蚊への対策について 

 今年度は、蚊の発生の少ない時期にオールアウトの使用を止める試みをしました。経費の節減の面から

も、必要な時期にのみオールアウトを使用していければと考えています。 

 また、蚊の発生の多い時期には、オールアウトの使用はもちろん、虫除けスプレーの使用を呼びかけた

り、定期的に校内における蚊の生息場所への薬剤の散布を行ったりしています。 

  ④緊急時の判断について 

 正確な情報収集に努め、迅速に適切な判断をしていけるようにしてまいります。 

  ⑤空気清浄機について 

 現在、各教室に２台、また新校舎に関しては各階廊下に３台の空気清浄機を設置しています。教室の広

さに関して必要十分な機能をもっているものです。また、AQIの数値によってはターボ運転で対応してお

りますので。ご理解いただければと思います。 

  ⑥校外での学習活動について 

 気温や大気汚染の数値を注視しながら校外での学習活動を行っています。また、水分補給やマスクの着

用、虫除けスプレーの使用など、適切な指導も合わせて行っていきます。 

  ⑦プールの水質管理について 

 プールの水質管理につきましては、これまでも残留塩素やｐHの数値等、日本国内と同等の基準で検査

を行っておりました。今後は、プール入り口に検査結果を掲示することで、保護者の皆さんやプールを利

用される方にお知らせしていきます。 

 

（イ）教育課程関係 

  ①長期休業について 

 長期休業について多くのご意見をいただきました。気象条件や大気汚染の様子、教育活動の効率等諸条

件を考慮して計画をしましたが、長期休業計画について再検討を要望する声が多く寄せられています。来

年度の計画を立てる際に、保護者の皆さんの考えを広く伺う機会を設けたいと考えていますので、ご協力

をよろしくお願いいたします。 

  ②行事について 

 これまでもお伝えしているように、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。 

  ③授業日数・時間割について 

 長期休業計画とあわせ、授業日数や時間割については今後検討していきたいと思います。 

  ④英語教育について 

 本校の目的は「日本と同等の初等・中等教育を行うこと」であり、学習指導要領に準拠した教育活動の

実践し、しっかりと学力を付けていくことを目指しています。現在のところ、大幅な授業数の増強を行う



計画はありません。 

  ⑤部活動について 

 本校の部活動は、なかなか思うように運動機会を得ることができないインドの生活の中で、中学部の生

徒に必要な運動量を確保するというねらいのもと行われています。その趣旨をご理解いただければと思い

ます。 

  ⑥スナックタイムについて 

 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。低血糖症など必要な場合

については個別に対応させていただきますので、ご相談ください。 

 

（ウ）児童生徒指導 

  ①児童生徒のあいさつについて 

 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。家庭や学校が

子どもたちにとってあいさつをはじめとする生活習慣を身に付ける基本の場です。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、学校職員がその模範となるよう心掛けていきます。ぜひ、ご家庭

でもご指導いただけますよう、よろしくお願いします。 

 

（ケ）その他 

  ①スクールバスについて 

 運行コースについてはスクールバス運行委員様に依頼し、その可否についてご検討いただいています。

また、スクールバス内の飲食については、低血糖症など必要な場合については個別に対応させていただき

ますので、ご相談ください。 

  ②宿題０デーについて 

 「宿題０デー」の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきましてありがとうございました。 

③個人情報の取扱いについて 

 学級通信やグルモール等につきましては、個人情報に配慮をしながら作成をしています。また、全校児

童名簿等につきましては、必定な情報を精査しながら作成していけるよう、今後検討をしていきます。イ

ンドにいながらも、個人情報の扱いについては慎重に進めていきたいと考えておりますので、何かお気付

きの点がありましたらお伝えいただければと思います。 

  ④コロニー内の通行について 

 年度初めに「各家庭のドライバーへの注意喚起について（お願い）」という文書を配付し、多くの保護

者の皆さんが集まる行事などの際にも、同乗のお願い等の呼びかけをさせていただいています。コロニー

内の道路状況については住民の皆さんも問題視しています。 

  ⑤食事提供時の留意点 

 衛生面につきましては、これまで同様、今後も注意していきます。また、食事の内容や辛さについては

個人差がありますので、ご家庭で相談の上、昼食の用意をお願いします。 

  ⑥休業日の図書室の利用について 

 貴重なご意見、ありがとうございました。利用マナーの改善も含めまして、今後検討していきます。 

  ⑦夏祭りの敷地内巡回について 

 夏祭りの時にも、警備員を増員したり、本校チョキダールが定期的に敷地内の巡回をしたりして、安全

確保に努めています。 

  ⑧日本人会への入会について 

 入学説明会や転入学説明会、PTA総会でも本校の設置団体がデリー日本人会であることや日本人会への

入会が必要であることを確認させていただいております。再度日本人会への入会に関する文書を配付する

とともに、入会状況の確認方法等についても今後検討していきます。 

 


