
 

 

 

 

                                                                  校長  岡林 保幸 

 

本年度、本校は「新しい時代に必要となる資質・能力の育成」 ― 主体的・対話的で深い学び（ア

クティブラーニング）の実践 ― をテーマに研究を行っています。 

「主体的な学び」とは、学ぶことに興味や関心をもち、自己のキャリア形成の方向性と関連づけな

がら、見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる学びです。子ど

も自身が興味をもって積極的に取り組むとともに、学習活動を自ら振り返り意味づけしたり、身につ

いた資質・能力を自覚したり、共有したりすることが重要となります。 

「対話的な学び」とは、子ども同士の協同、教員や他者との出会いと対話、

先人の考え方等を手がかりに、自己の考えを広げ深める学びです。身につけた

知識や技能を定着させるとともに、物事の多面的で深い理解に至るためには、

多様な表現を通じて、教員と子どもや、子ども同士が対話し、それによって思

考を広げ深めていくことが求められています。 

「深い学び」とは、習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特性に応じた「見方・

考え方」を働かせながら、知識を相互に関連づけてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成

したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向う学びです。

子どもたちが各教科等の学びの過程の中で身につけた資質・能力を、活用・発揮しながら物事に取り

組んだり思考することを通じて、さらにその資質・能力が向上したり、新たな資質・能力が育まれた

りしていくことが重要となります。教員にはこの中で、子どもたちに教える場面と思考・判断・表現

させる場面を、効果的に設定し関連させながら指導していくことが求められています。 

「主体的・対話的で深い学び」を実現するためには、人間の生涯にわたって続く「学び」という営

みの本質を捉えながら、教員が教えることにしっかりとかかわり、子ども

たちに求められている資質・能力を育むために必要な学びの在り方を絶え

間なく考え、授業の工夫・改善を重ねていくことが大切になります。その

ために、年間３回の研究授業並びに一人一回以上の公開受業を、教員相互

の研鑽と授業力の向上を目的に行っております。ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 
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<中学部「先輩から学ぼう」・小学部「夢プロジェクト」> 
小学部６年生や中学部はキャリア教育の一環

として外部講師をお招きして「夢プロジェクト」

と「先輩から学ぼう」にそれぞれ取り組んできま

した。 

11 月７日(火)には、中学部が国連難民高等弁務

官事務所の「清水康子」様を、11月 17日(金)には、小

学部・中学部合同でパーカッショニストであり、本校副

理事長を務められる「安井啓之（安井源之新）」様を講

師にお招きし、ご講演いただきました。清水様からは

世界の難民の現状を学んだり、安井様からは様々

なパーカッションの演奏を交えながら、よりよく

生きるためのヒントを教えていただいたりしま

した。 
 年間５回の講演から、子どもたちはたくさんの
ことを学ぶとともに、自分の生き方の参考になる
ことを吸収していきます。この度の講演でも子ど
もたちは大いに刺激を受けることができました。 

◆１０・１１月の主な出来事◆ 
＜１０月＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１日(日) プール開放最終日 

 ５日(木) 運動会予行 

 ７日(土) 第２回英語技能検定 

 ８日(日) 運動会 

 ９日(月) 振替休業日 

１０日(火) ﾀｺﾞｰﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｽｸｰﾙ「文化祭」参加（９年） 

１１日(水) ﾀｺﾞｰﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｽｸｰﾙ「文化祭」参加（７年） 

１２日(木) お茶会（４年） 

１３日(金) １年生校外学習（学校近くの公園） 

１７日(火) ナマステ！ＩＮＤＩＡ☆ＤＡＹ 

１９日(木) ディワリ休業開始（１１月５日まで） 

＜１１月＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

６日(月) ２学期後半スタート 

 ７日(火) 中学部「先輩から学ぼう」講師：清水様 

（国連難民高等弁務官事務所 ｲﾝﾄﾞ事務所代表） 

 ８日(水) 第３回日本人学校理事会 

 ９日(木) 早稲田渋谷シンガポール校説明会 

１０日(金) 第２回漢字能力検定 

１１日(土) インフルエンザ予防接種 

巡回健康相談会（日本人会） 

１２日(日) 巡回健康相談会（日本人会） 

１３日(月) 教育相談ウィーク（２４日まで） 

１４日(火) 緊急連絡網訓練 

１６日(木) お茶会（３年） 

１７日(金) 中学部「先輩から学ぼう」講師：安井様 

（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾆｽﾄ／日本人学校副理事長） 

１８日(土) 大気汚染に関する講演会（日本人会） 

１９日(日) ６年修学旅行：ジャイプール（２１日まで） 

２２日(水) ６年振替休業日 

２３日(木) ５年校外学習：アグラー（２４日まで） 

２７日(月) 第４回ＰＴＡ運営委員会 

２９日(水) 中学部期末テスト１日目 

３０日(木) 中学部期末テスト２日目  

中学部「先輩から学ぼう」講師：山内様 

（日本人学校理事長） 

＜１１月９日 学校説明会＞ 

 「早稲田渋谷シンガポール校」の倉橋先生を

お招きして、学校説明会を行いました。中学部

の子どもたちは、普段の学習の取り組み方や、

学校の紹介に真剣に耳を傾けていました。その

充実した学習環境は子どもたちにとっても保護

者にとっても大変魅力的でした。これからの目

標の一つとなりました。 

＜１１月１８日 大気汚染に関する講演会＞ 
大使館と日本人会の共催による「大気汚染に

関する講演会」が本校の体育館を会場に行われ

ました。大使館の間宮医務官、兵庫医科大学の

島教授が大気汚染の現状とその対策について講

演されました。来場された方から身体への影響

などたくさんの質問があり、悪化するデリーの

大気汚染問題への関心の高さを伺うことができ

ました。 

上：難民について子どもたちに熱心に説明される清水様 

下：プロの音楽家としての妙技を見せる安井様の講演 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 バングラダンス 10 ラクダ乗り 

３ ヨガ 11 ｵｰﾄﾘｷｼｬ試乗 

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   

きょうは、ナマステインディアデーでした。らくだがない

ていました。オットセイみたいななきごえでした。らくだに

のってみたら、すごくゆれてました。とちゅうでたのしくな

ってきて、うきうきしました。そして、オートリキシャはす

ごくはやかったです。サルとコブラのショーはかっこよかっ

たです。らいねんもたのしみです。       （Ｇ１） 

 わたしは、「ナマステインディアデー」でメヘンディーやヨガ、

バングラ、ランゴリ、しょくにんさんのメヘンディー、りき車、ぞ

うのり、どうぶつコーナーをしました。まず、しょくにんさんのメ

ヘンディーに行きました。すごくきれいでした。つぎに、ぞうのり

のことです。今日、はじめてのったけど、とてもたのしかったです。

またのりたいです。どうぶつコーナーでは、サル・ヘビのショーみ

たいなのを見ました。すごくかしこかったです。今日は、こんなけ

いけんをしました。こんなけいけんができるのは、日本人学校だけ

だと思います。たのしかったです。          （Ｇ２） 

 今日、１０月１７日に「ナマステ！

インディアデー」がありました。この

活動はインドの文化を体験する行事で

す。ぼくは今回のインディアデーでい

つもは体験することのできないランゴ

リやメヘンディーをしました。ランゴ

リではみんなと協力して納得のいくも

のをつくることができました。メヘン

ディーは手に描きませんでしたが、紙

に少し雑でしたが描くことができまし

た。インド料理はおいしく、スタッフ

さんや保護者のみなさまに感謝です。

これからもインドの文化にどんどんふ

れていきたいなと思います。 （Ｇ６） 

 

 私は、「ナマステ！INDIA☆DAY」が３回目です。でも、毎回い

ろいろなことを学び楽しみました。また、今年もたくさんのこ

とを知れました。１つ目はバラタで初めにおどることを神にお

ゆるしをもらってからおどるそうです。そして、バラタは神の

まねみたいな物をつづけてダンスにするということを知ってす

ごくおどろきました。２つ目はメヘンディーはむずかしいこと

が分かりました。私はプロの人がしているのを見て、かんたん

なのかな？と思ったけれど、自分でやったらすごくむずかしく

て、プロの人たちはすごく上手なので、とてもすごいなと思い

ました。でも自分でやるのも楽しかったです。    （Ｇ５） 

 今日はゾウやラクダに乗って楽しかった！だけではなく、い

ろんなことを知った。とくにメヘンディ。しょく人さんはみん

な男の人で「女の人はいないの？」と思った。ちょうどある女

の子がとおりすぎて行った。前その子が「メヘンディしょく人

の人は力もちなんだって。」と話してくれたことを思い出した。

私はメヘンディをおし出すのに力がいることを知っている。そ

の時ひらめいた。男の人でないとメヘンディをおし出しにくい

んだ。私は今日、一つ学んだ。          （Ｇ４） 

 わたしがきょう味をもったのは、４－１でやっていたバラタナテ

ィアムです。はじめてインドの神様にそのおどりがかんけいあると

しりました。たとえばインドでゆうめいなねずみにのった商売と学

問の神様ガネーシャのポーズは左手がパーのポーズで右手はハス

の花を表しているそうです。ほかには、シバなど足を上げて、下に

足を下ろすと、世界をはかいするといわれていたそうです。ディワ

リ休みの時にいろいろバラタナティアムに出てくる神様を調べて

みようと思います。                 （Ｇ３） 

ゾウやラクダが無事に学校に来ました。今日はイン
ド文化を体験できる「ナマステ！INDIA☆DAY」。今年
も子どもたちはこの日を楽しみにしていました。 
昨年好評だったヘビやサルも来て、子どもたちは大

喜び。ダンスやヨガで体を動かし、オートリキシャに
乗ってスピードを楽しみ、花びらできれいな模様を描
き…。どの子も笑顔いっぱいに活動を取り組みまし
た。突然ゾウがおしっこをする姿に、居合わせた子ど
もたちが驚く場面もありました。 
昼食として、南インド料理の試食が行われ、ちょっ

ぴり辛めでインドらしい料理を子どもたちは味わい
ました。食事と一緒に出されたチャイは、甘くておい
しく飲めたようです。 
子どもたちみんながインド文化を楽しんだ１日。

指導してくださった皆様、配膳をしてくださった 
ＰＴＡ文化保体委員の皆様、ボランティアとして協
力してくださった皆様、ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０・１１月の転出入 

転 入 ６名 転 出 ２名 

藏地 舞美（小１） 

藏地 奏美（小１） 

大窪 華音（小２） 

太田 竜護（小２） 

加納 将馬（小２） 

田中 那野（小２） 

碓井 和平（小４） 

大窪  響（小４） 

平野 清隆（小４） 

加納 みなみ（小５） 

藏地 美海（中１） 

山内 咲穂（中２） 

安永 和磨（小３） 

現在の児童生徒数：計２７２名 

委員会 委員長 

学 級 有田 遥香 

図 書 佐久間 達也 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 上村 優羽 

放 送 久保 花菜美 

美 化 桝田 雅晴 

体 育 篠原 希来 

保 健 笠原 秀飛 

 メヘンディの体験では手に絵をか

くむずかしさを知ることができまし

た。その後職人さんのところへいく

とすらすらとかいてくれて、いつも

のことだけれどびっくりしました。

今年は９年生なので最後のイベント

でした。今年は去年のれなかったゾ

ウにものれたし、メヘンディもして

もらえたので楽しかったです。日本

にかえる前にインドのことを体験で

きてよかったです。    （Ｇ９） 

 私はインディアンダンスを体験し、繰り返し

練習することの大切さを知りました。何事にお

いても一度やっただけではなかなか上手にな

ることはないと思います。勉強も演劇もダンス

も水泳もソーランも、日々の練習が大切だとい

うことを改めて気づかされました。私は今年で

ナマステインディアデーは４回目でした。毎年

同じことをやっていても毎回何かを得られる

ことができる貴重な体験だと思います。普段ふ

れられない文化を経験できたことは私にとっ

て良い思い出になりました。    （Ｇ８） 

 これまでバングラというものを知

らなかったけれど、体験でどういうダ

ンスか、またどうしてつくられたかを

知れた。いろんな体験を通してインド

についていろいろ知れた。インドのダ

ンスがすごくたのしかった。これまで

一口しか食べたことのなかったココ

ナッツカレーをふくめて完食するこ

とができた。写真をとってくれる人の

まえで少しとめてくれるリキシャの

人のやさしさにおどろいた。（Ｇ７） 

◆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

ートについて集計し、グルモール５月号で自由記述欄の

みご紹介いたしました。 

数値につきましては学校ホームページにアップしてあ

りますので、そちらをぜひご覧いただきたいと思います。

貴重なご意見を多数いただき、ありがとうございました。 

＜ニューデリー日本人学校ホームページ＞ 

「http://ndjs.org」 

17日(金) 新着図書貸出開始！ 
 
この日を待つ子どもたちが少なくなかった

ことは、貸出の列をつくる様子で分かります。
今年到着した新着本の貸出が始まりました。今
年は一般向け図書や児童書など約 500 冊を購
入しています。貸出からしばらくの間、新着本
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。 
新着本のデータ入力やラベル貼り、本の整理

等、ＰＴＡ図書委員の皆様、大変ありがとうご
ざいました。皆様、ぜひ図書室にお越しくださ
い。楽しい本が待っていますよ。 

13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。今年のテーマは
「笑」です。「ゴミも積もれば『笑み』となる」
など、ユニークな目標と取組でそれぞれの活動
を充実させてほしいものです。 

全校２４７人でスタ

ートした今年でした

が、その後の転入で

現在は例年並みの

児童生徒数となって

います。 

◆転出にかかわるお願い◆ 
 
年末や年度末に既に転出が決まっ

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
返金が遅れることになりますので、ご
注意ください。 

http://ndjs.org/

