
 

 

 

 

                                                                  校長  岡林 保幸 

 

７名の転入生を迎え、全校児童生徒271名で３学期を始業しました。始業日から始まった「後期読

書週間」では、朝の読書や読み聞かせ、ポイントカードなどの取組により、多くの子どもたちが読書

の楽しさを味わい、積極的に読書する姿が見られました。読書は、子どもたちの心や知識や生活を豊

かにしてくれます。これからもさまざまな分野の本に触れ、読書の幅が広がっていくことを期待して

います。 

 

３学期は、１年間の「まとめ」の学期であり、「高め合う」学期でもあります。 

「まとめ」をするとは、今の学年の学習や生活をまとめて、自分や学級・学年のよさや進歩、成長

などを確認し仕上げをすることです。この１年間でできるようになったことは何か、伸びたことは何

か、がんばったことや工夫したことは何かなどを振り返って、成長した自分を見つけることです。ど

の子にもそれがあります。先ずは自分で確認してみてください。 

 「高め合う」とは、自分だけでなく、みんなで互いのよさや進歩を伝え合い、共に自信がもてるよ

うにすることです。自分のよさや進歩、成長には意外と気づかないことがよくあります。それを周り

の人が友達に伝えてあげてください。「字がうまくなったね」「すらすら読めるようになったね」「

計算を間違えなくなったね」「発言が増えたね」「わかりやすい話だね」などと、よさや進歩のよう

すを互いに伝えてあげてください。だれよりも友達に認めてもらうことは嬉しいです。嬉しいからも

っとがんばったり工夫したりしたくなります。工夫してがんばるともっともっと伸びていきます。こ

れが「高め合う」ということです。 

 そうした、「まとめ」や「高め合う」ことを表現し発揮する場が、２月

の学習発表会であり、３月の卒業式です。 

 

今、子どもたちは学習発表会を成功させるために、「友達のよさを見つ

けること」と「自分を振り返ること」を活動の中に位置づけ、一人一人が

主体的に活動し、表現する力を高め、互いに協力し合って、それぞれの発

表を創り上げようとしています。ご家庭でも応援をよろしくお願いいたし

ます。当日は、子どもたちこの１年間の成長と、笑顔と感動をお楽しみく

ださい。 
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１月の転出入 

転 入 ８名 転 出 ３名 

行司 有那（中２） 

西本 千真（小５） 

杉元 愛佳（小６） 

杉元 礼佳（小２） 

吉田 隼都（小３） 

志村 朋紀（小２） 

岡安 桔平（小１） 

栁井 友香（小４） 

小栁  穣（小１） 

太田 竜護（小２） 

榊原 広武（小６） 

現在の児童生徒数：計２７０名 

＜後期読書週間＞ 
朝活動の時間を利用して、職員が小学部３年生

までは読み聞かせを、４年生以上にはお勧めの本

の紹介を行いました。中学部の職員が小学生に読

み聞かせを行うなど、普段は接することの少ない

子どもたちに読み聞かせを行ったり本を紹介し

たりと、どの教室でも楽しい時間を過ごしまし

た。こうしたことをきっかけに本に興味をもっ

て、たくさん読書してほしいと思います。 

◆１月の主な出来事◆ 
 

８日(月) 第３学期始業式 後期読書週間 

１０日(水) 中学部統一学力テスト 

１１日(木) 第４回日本人学校理事会 

１５日(月) フリー参観ウィーク 

１８日(木) お茶会（２年） 

１９日(金) Happy Lunch Time(学級委員会企画) 

２０日(土) 第３回英検 1次試験 

２９日(月) 第５回ＰＴＡ運営委員会 

３０日(火) 小学部入学説明会 

＜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。校内放送で流れるクイズを

みんなで一生懸命考えたり、シートを敷いていつも

と違った雰囲気の中でお弁当を食べたりして楽し

みました。また、昼食後はこの日のために作ったカ

ルタに取り組みました。どの班の子どもたちからも

笑顔があふれていました。 

こうした異学年交流の活動を通して、さらに子ど

もたちの関係が深まることを願っています。 

◆転出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、封筒は絶対に開封しないようにし
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ので、取
扱いには十分ご注意ください。書類は転入
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。 

◆Ｈ３０年度 年間行事予定表◆ 
 
２月１日(木)午前０：００に、本校ホー

ムページに「平成 30 年度年間行事予定」
を掲載します。来年度のご家庭の予定を立
てられる際の参考にしていただきたいと
思います。 
説明は２月９日(金)に行われる第２回

PTA 総会の中で行います。 
 

【本校 HPアドレス】 http://ndjs.org/ 

◆子どもたちの楽しんだ「NDJSカルタ」を次ページに

ご紹介します。どのグループもこのカルタで楽し

みました。とても好評だったので、来年度も

2019 年版ができあがるかもしれませんね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
あ 温かい こたつの中で 一眠り 
い 家からは 一歩も出ずに 寝正月 
う 運動を がんばりたかった 冬休み 
え えんぎ物 げんをかついで 福を呼ぶ 
お お年玉 子どもはいいね 親が言う 
 
か かるたで ぼろ負け 
き 今日はおせち 昨日もおせち 
く ぐうたら生活 まんきつ中 
け けん玉 こま たこあげ 
こ 今年の目標 書き初めで 三日坊主 
 
さ 三が日 おせちをつつく NDJS 
し 正月に かるたをしている NDJS 
す 酢の物で なますを作る NDJS 
せ せり・なずな ごぎょう・はこべら・ほとけのざ 

すずな・すずしろ 春の NDJS 
そ そろそろ来るかな 年賀状 
 
た だいだいを ながめて食べる かがみもち 
ち 力もち もちつき楽しい お正月 
つ つくしもね もうすぐはえる 季節かな 
て 手袋を はめればいつでも あったかい 
と どんど焼き みんなで輪になり いただきます 
 
な なぜか空気が悪い インドでのお正月 
に 日本で過ごすお正月は とても楽しい 
ぬ ぬくぬくと 心があたたまる言葉 ありがとう 
ね 年末の 大掃除は 大変だ 
の のりを食べて過ごす お正月 
 
は ハッピーな 一年ずっと 続けよう！ 
ひ 日をあびて 輝く笑顔 いつまでも 
ふ ふり向くと 大事な言葉 「ありがとう」 
へ 減らないで 私の楽しみ お年玉 
ほ ホカホカと ずっとこたつに ひきこもり 
 
ま まだかな～？ 早く欲しいな お年玉 
み 見てみよう 大晦日といえば 紅白歌合戦！ 
む 難しいけどやってみよう！ 今年の目標 書き初めで 
め めいっぱい 今年もしっかり 全力でがんばろう 
も もっとほしいな お年玉 
 
や やられたらやりかえす みんなで一緒に 雪合戦 
ゆ 雪だるま デリーじゃめったに 見られない 
よ よろしくね 今年も一年 がんばるよ 
 
ら 来年のことを言えば 鬼が笑う 
り りんりんと 鈴を鳴らして 鐘がわり 
る るんるんと いろんな人から お年玉 
れ れんこんの 穴をのぞいて 遠めがね 
ろ 論より証拠 
 
わ 笑うものには 友来たる 

<資源回収のお知らせ> 
 
ボランティア委員会では、

以下の資源の回収活動に取り

組んでいます。 

・ペットボトル 

・ペットボトルキャップ 

・古紙 

12月 15日(金)よりこれま

で４回実施しました。来月

は、２月２日(金)、９日(金)

の２日間実施いたします。回

収にご協力いただけるとあり

がたいです。 

集めた資源は業者に引き取

ってもらい、その収益金を恵

まれない子どもたちが通う施

設へ寄付する予定です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門 賞 氏名 学年 題名 

作文 優秀 大串 泰心 小１ ぼくにとってのインド 

作文 優秀 折戸 美暁 小２ インドの生きものたち 

作文 優秀 藤井 康平 ﾆｺﾗｽ 小４ マリーゴールドの首かざり 

作文 優秀 髙山 結衣 小５ インド生活 衣・食・住 

作文 佳作 佐藤 千夏 小６ インドの暑さと生活の工夫 

詩 優秀 峯脇  慶 中１ インドの野良犬 

詩 佳作 藤井 康平 ﾆｺﾗｽ 小４ ニューデリー日本人学校 

詩 佳作 樋渡  葵 中１ また会える日まで 

俳句 優秀 國分 那月 小３ くもり空これがインドのお正月 

No 氏名 職種 本 校 勤 務 転出先 

１ 髙橋 雅彦 教頭 ３年 新潟県 

２ 後藤 勇人 教諭 ３年 福島県 

３ 齋藤 拓也 教諭 ３年 静岡県 

４ 宮内 雅史 教諭 ３年 茨城県 

５ 杉本悠美子 教諭 ２年 千葉県 

６ 川端 美帆 教諭 ３年 大阪府 

７ 仲里 百代 教諭 ３年 沖縄県 

８ 小俣 孝史 教諭 ２年 神奈川県 

９ 蒲田 雄太 教諭 ２年 大阪府 

10 鈴木 貴子 ｶｳﾝｾﾗｰ ５年 － 

海外子女教育振興財団主催「第 38回海外子女文芸

作品コンクール」に本校の子どもたちが応募しまし

た。その結果、９名の子どもたちの作品が入賞しま

したのでお知らせいたします。 

今年度も世界中の日本人学校や補習校、国際学校

などから 40,479点もの応募がありました。今回も自

らの体験等を生き生きと描いた力作が多数揃いまし

た。その中で入賞した皆さんおめでとうございまし

た。入賞者には賞状と記念品が送られます。こちら

に届きしだい表彰をいたします。 

http://www.joes.or.jp/bungei/index.html 

また、多数の応募と優れた作品が認められた学校

に送られる「学校賞」をいただくことができました。 

右のホームページに入賞者リストが掲載されて

いますのでよろしければご覧ください。 

本年度末をもちまして異動する職員をお

知らせします。３月をもちまして、以下の

10 名が日本人学校を離れます。 

冬季休業期間を利用して、校舎の安全対

策強化工事を行いました。まだ、細かな調

整の続いている箇所もあります。２月中に

終了の予定です。 

上左：新校舎各階に取り付けられたテロ対策安全シャッター 

上右：強化された新校舎各階の避難用非常扉 

下左：強化された体育館扉（体育館ｷﾞｬﾗﾘｰ・プール扉も同様） 

下右：強化された幼稚園出入口扉（中庭側扉も同様） 


