
 

 

 

 

                                                                  校長  岡林 保幸 

  

 日本のサッカーＵ－１５（年齢１５歳以下のチーム）代表が使った後のロッカールームが、想像を

超えるほどキレイで他国の人々が驚いた記事を紹介します。 

日本の男子サッカーＵ－１５代表は、各国での遠征を行い、国際サッカー大会に出場し、４－０で

快勝するなど、日本ユースのレベルの高さも示しましたが、選手たちのロッカールームの使い方に、

現地の関係者は深い感銘を覚えたようです。 

「日本のＵ－１５のロッカールームを見て、ピッチ上よりも恐ろし

さを感じた」とする記事が掲載され、ユースサッカー大会における、

日本チームの試合後のロッカールームを撮影した写真が公開されま

した。 

選手たちが帰った無人のロッカールームはきれいに掃除されてお

り、中央の机といす付近には、手を付けなかったバナナやペットボト

ルの水がきれいに置かれ、使用中に出たゴミを入れたと思しき白いポ

リ袋が２つ並んでいました。 

 記事は「その清潔さは撮影者の想像をはるかに超えていた。ボトル

はきれいにおかれ、ロッカーも空っぽ。ちっとも乱れた様子がない。

選手たちは多くのカロリーを消費して、ロッカールーム内の食べ物をたくさん食べただろうに、その

痕跡が全く見られないのである」と説明しています。 

 写真を見た他国の人々からは、「これも日本のサッカー道徳の一部。自分の国のサッカーは、ボー

ルを蹴ることだけを教えて、人としての道を教えない」、「日本人は、これをやって当然のことと思

っているのだ」、「素養（そよう：ふだんの練習や学習によって身に付けた技能や知識）、この２文

字がすべてを説明している」、「われわれもやるにはやるが、他人に見せるためにやる」など、日本

のユース選手のマナーを称賛するコメントが多く寄せられました。以前には、サッカーの国際大会で

試合後のスタンドに散乱したゴミを片付けて帰る日本のサポーターも大きな注目を集めたこともあり

ました。日本人としての素養が、家庭での躾や学校での教育活動で培われていることを誇りに思いま

す。 

ピョンチャンオリンピックでの羽生選手や宇野選手、高木姉妹等、将棋界での中学生棋士の藤井六

段等、日本の若者たちの活躍を嬉しく思います。３月６日には全校児童生徒で卒業をお祝いし、金メ

ダルに値する卒業証書を授与したいと思います。 
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２月の転出入 

転 入 １名 転 出 １名 

濵浦 優翔（小２） 

 

河野 輝馨（中１） 

 

現在の児童生徒数：計２７０名 

＜ＢＢＳ訪問＞ 
８日(木)に小学部４年生から中学部３年生までの子

どもたちが、交流校である「ブルーベルズスクール・

インターナショナル（ＢＢＳ）」へ行って、交流を楽

しみました。子どもたちはこれまで練習してきたダン

スやお囃子、和太鼓を発表しました。また、様々な活

動を通して、インド文化を体験したり、ＢＢＳの子ど

もたちと親交を深めたりできました。交流の最後に恒

例のホーリーが行われ、盛大に花びらをかけ合って楽

しみました。 

◆２月の主な出来事◆ 
 

４日(日) 学習発表会 

５日(月) 振替休業日 

８日(木) BBS訪問（G４～９年） 

９日(金) 授業参観 PTA総会 

１２日(月) 学級懇談会（G４～６年） 

      中学部入学説明会 

      学年閉鎖 G８年（１４日まで） 

１４日(水) 学級懇談会（G１～３年） 

      校外学習 G３年「農場」 

      学年閉鎖 G７年（１５日まで） 

１６日(金) 校外学習 G１年「ｴｱﾌｫｰｽﾐｭｰｼﾞｱﾑ」 

１８日(日) 第３回英検２次試験 

２０日(火) G４年 1/2成人式 

２１日(水) 中学部学年末テスト（１日目） 

２２日(木) 中学部学年末テスト（２日目） 

      お茶会 G１年 

      学級懇談会（G７～９年） 

＜授業参観・ＰＴＡ総会＞ 
９日(金)に行われました第２回 PTA 総会に多

くの保護者の皆様からご参加いただきありが
とうございました。１年間、PTA 活動をリード
していただいた PTA 役員の皆様に感謝申し上げ
ます。また、新役員に選ばれた皆様、来年１年
間、どうぞよろしくお願いいたします。そして、
PTA 活動に協力してくださった全ての保護者の
皆様、本校の教育活動を支えていただきありが
とうございました。 

＜学習発表会＞ 
子どもたちは、この日の発表のために昨年末から準備を進めてきました。

しかし、本番直前に感染性の強い風邪がはやり、練習を休まなければならな

い子どもたちがたくさんいました。４日(日)の学習発表会はそんな意味でも

はらはらドキドキでした。そんな不安も吹き飛ぶほど、どの学年も工夫を凝

らした発表をステージ上で披露しました。終わってみれば今年も大変見応え

のある内容の発表ばかりで、どの学年の子どもたちもこれまで練習してきた

成果を十分に発揮していました。ご覧になった保護者の皆様はどのような感

想をおもちになったでしょうか？小学部１年生のネズミ姿がかわいらしい劇

から、本格的な衣裳まで用意した中学部生徒による自作のミュージカル、そして、

一人一人の思いを伝えて叩ききった６年生の和太鼓の演奏まで、それぞれの学年が今

年１年間の成長ぶりを存分に見せました。子どもたちのステージでの発表、教科の作

品としての表現など、子どもたちの１年間の確かな学びと成長を感じた一日でした。 



 学年 発表 

１ 小学部４～６年 合唱「やさしい風」 

２ 小学部１年 劇・合奏・合唱「『おむすびレッツゴー！！』～はじめていっぱい１年生～」 

３ 小学部２年 劇「８歳のハローワーク」 

４ 小学部３年 劇「知りたインド？教えたインド～ラーマーヤナ物語～」 

５ 中学部 ミュージカル「Beauty And The Beast」 

６ 小学部１～３年 合唱「きっとできる」 

７ 小学部４年 ダンス「NDH36 スプリングコンサート」 

８ 小学部５年 劇・お囃子「G５探偵団～おはやし・アグラを調査せよ～」 

９ 小学部６年 和太鼓「感動～心に響く演奏を～」 

10 中学部 合唱「証～あかし～」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日、学習発表会がありました。５年生は、

たん偵団とおはやしでした。中でもおはやしが

心に残っています。なぜなら、練習の時よりも

上手に出来たからです。例えば、「さくら」で

は「やー。」がそろうようにずっとなめらかに

ふき、「からす」では、体育館全体にひびかせ

られました。最後に、「スキーの歌」です。山

の上からすべってくるようなイメージで出来

ました。このように、おはやしもげきも練習よ

りもとてもいいものに出来ました。だからこれ

からも、おはやしにたくさんちょうせんしてい

きたいと思いました。       （Ｇ５） 

 練習以上のものを出せたと、とても思いま

した。本番ではどの曲も一定のテンポで、大

きな声で、大きな動きで演奏でき、これまで

以上のやりがいを感じました。とても良い発

表に出来たと思います。１年間和太鼓活動を

行って、私は「努力」することの大切さを良

く学びました。和太鼓は簡単に良い音が出な

くて、初めのころはとても難しいなと思って

いたけれど、じょじょに慣れていき、日々練

習を積み重ねることで和太鼓が上達したの

で、どんな事でも努力を積み重ねることが大

切だと思いました。       （Ｇ６） 

 ぼくが学しゅうはっぴょうかいでがんばったことは、大きなこえではっぴょうすることです。

りゆうは、れんしゅうのときにこえがとおくまできこえてなかったからです。そのために、口

を大きくあけていうことがわかって、本ばんで大きなこえではっぴょうができてよかったです。

インディアンダンスではすこしわすれたけれどおもいだしておどれたのでよかったです。げき

のさいごにおむすびころりんのがっそうがありました。ほかのがっきにつられないようにタン

バリンをたたきました。しっぱいをしたところは、セリフをいうところのさいごが小さくなっ

てしまったところです。ぼくはとてもくやしかったので、らい年の学しゅうはっぴょうかいで

はさいしょからさいごまで大きなこえではっぴょうしたいです。          （Ｇ１） 

 学習発表会をせいこうさせるためにたくさん練習してきました。けれど、

うまくいかず、大へんだったこともありました。練習の時、みんなの心を一

つにしないと息が合わなかったり、ふりつけが合わなかったりしたことで

す。みんなの息が合わない時は、友だちとアドバイスし合ったり、うまくい

ったときは、「今のいいね」と声をかけたりしました。毎日、練習していく

うちに、みんながまとまって心が一つになりかけているのを感じました。仲

間がいないと学習発表会はせいこうできません。わたしがこの学習発表会で

学んだことは、友だちときょう力すること、友だちを大切にすることです。

次の発表会でも、みんなときょう力して発表会を成功させたいです。（Ｇ３） 

今日は学しゅうはっぴょう会がありました。わた

したちのげきの時にみんなにわらってもらえてよか

ったです。そしてわたしが休まなくてよかったです。

なぜよかったかというと、休んだらみんなのすばら

しいげきを見られないからです。みんなのげきはす

ごくれんしゅうしたんだということがつたわってき

ました。一番おもしろかったのは「び女とやじゅう」

です。でも、ぜんぶのげきがおもしろかったです。

来年のはっぴょう会も楽しみです。    （Ｇ２） 

 ぼくは学習発表会の初め、まったくきんちょうをして

いませんでした。ところが、ステージに上がると観客が

みているのでとてもきんちょうしてあせり、「アルト」

なのに「ソプラノ」も歌ってしまったり、かんでしまっ

たり、ぼーっとしてしまったりして G４の発表の時は三線

の音もずれ、おどりのふりつけをまちがえてしまい、し

っぱいばかりでした。それでも、とも紀くんや太ちくん

が「声大きくてよかったよ。」とほめてくれて、やさし

いなあと思いました。ぼくが、この学習発表会で学んだ

ことは、「そなえあればうれいなし」と言う事と「必ず

近くのだれかがみている」と言う事です。「そなえあれ

ばうれいなし」の理由は、その時はだいじょうぶでも本

番の時すごくきんちょうしたからです。「必ず近くでだ

れかがみている」の方は、さっきも書いたように、見て

いない！と思ったとも紀くんや太ちくんが見ていてくれ

たからです。ぼくはこの経験を生かし、日本の学芸会の

時にやく立てたいです。           （Ｇ４） 
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 １月に行われました本年度２回目の学校評価にご協力いただきありがとうございました。多数の貴重なご意
見をいただきました。今回の学校評価を生かしながら、来年度の学校運営を改善してまいります。紙面で全て
にお答えすることはできませんが、その一部を紹介いたします。また、以下の本校のホームページに集計結果
がアップされますので、そちらも併せてご覧ください。  【ホームページアドレス】 http://ndjs.org/ 
 
（ア）学校・教室環境 
  ①セキュリティについて 

 メインゲートにおいて、今後、保護者IDカード着用の徹底および入校者の確認作業の徹底を図っていきたい
と思います。ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、ご協力をよろしくお願いします。 

  ②空気清浄機・教室環境について 

 本校では、AQIの数値が高い場合は、空気清浄機をターボ運転することで対応しています。また、空気清浄
機のフィルター交換と清掃も定期的に行っています。今後も、メンテナンスとクリーニングも含め、計画的に
行っていきます。教室環境についても、毎日の清掃の他、定期的にクリーニングを行っています。安全で安心
な環境のもと学習ができるよう、今後も環境の美化・整備に努めていきます。 

  ③蚊への対策について 

 日常的にオールアウトや蚊取り線香などで対策をしています。また、デング熱やチクングニア熱が心配され
る時季や蚊が大量に発生する時季については、定期的に薬剤を散布しています。しかし、それでも校内の蚊を
「０」にすることはできません。虫よけスプレーの塗布の励行を徹底するように子どもたちに指導していきま
す。 

  ④ハトへの対策について 

 学校の構造上、ハトの飛来を防ぐことは困難です。そのため、巣の撤去や１日の中でも数回の定期的な清掃
をすることで対応しています。 

（イ）教育課程関係 
  ①行事および長期休業について 

昨年中に「長期休業アンケート」を実施し、保護者のみなさまのご意見を広く集めさせていただきました。
ご協力いただき、ありがとうございました。来年度の長期休業については、学校としての考えを基本とし、そ
れらのご意見を参考にしながら計画いたしました。また、行事を含めた年間計画につきましても、さまざまな
条件（環境・祝日等も含め）を考慮しながら、より良いものにしたいという思いをもって計画をしています。
しかしながら、適正な授業実施のためには行事の精選も引き続き検討していかなければなりません。ご理解と
ご協力をよろしくお願いします。 

  ②日課について 

 本校は、「日本国内と同等の初等・中等教育を行うこと」を目的としており、学習指導要領に準拠した授業
を行っています。その上で、準英語圏にある在外教育施設という特色を生かし、「英会話」の授業を追加して
いるため、週５日制では７時間目の授業実施が避けて通れません。日課にゆとりをもたせるためには、大きな
変更が必要になります。今後も引き続き検討していきます。 

  ③中学部の副教科担当について 

 ダンス係は７年生が中心の時が多くて、３人しかいないのに

大丈夫なのかと不安だったけれど、その分たくさん成長でき

た。今までこんなに短時間で成長したことはないと思う。７年

生だけだったから意見も出しやすかったし、ダンスの２人がい

てくれたからがんばれたのだと思う。８年生の前で話すことに

も慣れたし、来年に自信が出た。来年は、小道具が楽しそうだ

と思ったからやってみたいし、台本作りもおもしろそうだと思

った。今年の８年生の様子から学んだことも生かして、初めて

後輩ができるから、上手く関われたら良いと思う。 （Ｇ７） 

 とうとう今年最後の行事もおわってしまった。昨年も思ったこ

とだが、学習発表会はあっというまにおわってしまう。今年は９

年生で劇の舞台に出ることはなかったけれど、裏でしごとをして

いてもおわるのが早く感じられた。劇の間のシーンなどがかわる

幕と幕の間で外から声がもれてきたり、役者が演じている時に笑

い声が聞こえてきたりすると、自分も前から見たかったなーと

か、自分も出たかったなーという気持ちが次から次へと出てき

た。しかも裏から見ているだけでも楽しいのだから、前から見る

ことができたらどれだけ魅力的だっただろうと前から見られな

かったことをくやしく思った。来年は今のメンバーではなくなる

し、私も見られないが、劇をすることを楽しんでほしい。（Ｇ９）  小学５年生ではじめて中学部のミュージカルを観たときに、

あまりのレベルの違いに驚き、自分もこうなりたいと思いまし

た。学習発表会の準備では、実行委員としてみんなを引っ張っ

ていくことの難しさやしなければいけない仕事が多く、思って

いたよりも大変でした。しかし、大変なことがあった分だけ、

自分が成長できたのではないかと思います。その成長を無駄に

せず、これからも頑張りたいと思います。     （Ｇ８） 



 中学部の教員数が限られている以上、週当たりの授業数が少ない副教科については必ずしも専科の教員が授
業を担当できるわけではありません。これは、国内でも同様の状況です。職員の経験や特性、担当授業時数等
を考慮して計画的に教科担当を決めています。また、担当になった教員は、少しでもよい授業にしたいという
思いをもち、授業準備をしています。 

（ウ）児童生徒指導 
  ①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、笑顔があるれる学校」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。学校職員や保護者のみなさまが
その模範となるよう、協力しながら指導していければと思います。ご協力をよろしくお願いします。 

（エ）学習指導 
  ①基礎的・基本的な学力の定着に向けて 

 基礎的・基本的な学力の定着は本校にとって重要な課題です。学校・学部で学力のより一層の定着に向けた
取組を検討していきます。 

（オ）PTA関係 
（カ）感謝 
（キ）英会話 
  ①英会話の授業時数について 

英会話の授業を増やすためには教科の授業時数を減らすことが必要となります。学習指導要領に準拠した教
育活動を行うことを目的とした現在の教育課程では、英会話の授業を増やすことは難しいです。その中でより
英語に触れる機会をつくるため、１～３年生は朝活動時に週１回の英語活動を取り入れています。また、児童
生徒の英語力を高めるためにも、授業をより充実したものにできるよう英会話講師と研修を積んでいきます。 

  ②英語教育の充実、授業内容について 
 １～３年生は英語の基本であるフォニックスの習得と単語力やコミュニケーション能力の向上を目標に授
業を行っています。４年生以上はそれぞれが目標をもって取り組めるようなコースを設定しているので、自分
の英語力に合ったコースを選択してほしいと思います。また現在、カリキュラムの見直しを行っています。次
年度の英会話開始時には、本校の新しいカリキュラムをお伝えいたします。 

  ③英会話講師の発音について 
 本校ではイギリス出身のジェームズ先生以外はインド人講師を採用しています。インドの英語を表現する「
ヒングリッシュ」という言葉もあるように、発音はアメリカ英語やイギリス英語とは異なります。同様に、ア
メリカ英語とイギリス英語でも発音の違いがあります。「英語はコミュニケーションツールの一つ」という考
えのもと、正確な発音の習得を目標とするのではなく、コミュニケーションを楽しみながら能力の向上を目指
せるようにしていきます。 

（ク）学校評価アンケート 
（ケ）その他 
  ①プール使用および開放について 

 おむつの取れていない乳幼児につきましては、プールの衛生管理の観点からこれまでと同様に使用の制限を
させていただきます。また、プール開放の期間につきましては、経費の観点からも、本校の水泳学習実施期間
を基本として考えていきたいと思います。ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

  ②スクールバスについて 

バス運行委員会様より以下のような回答がございました。 

ポイント到着が明らかに遅延しているのに、遅延連絡が保護者に来ないケースとしては、バスがポイントの
直近にあるが渋滞で近づけず、コンダクター→ベニーさん（orミヌさん）→バス委員→保護者と連絡網が回っ
ているうちに、バスがポイントに到着する可能性が高い、という場合が多いようです。コンダクターが保護者
へ直接遅延連絡ができればいいのですが、コンダクターの多くはヒンディー語しか話せないため、コンダクタ
ーと保護者が直接連絡を取り合うことはほとんどありません（ポイントに保護者が来ていない場合は直接連絡
をしているようですが）。また、あまり複雑な要求（今回のような遅延の際は直接保護者にする等）をコンダ
クターにできないという事情もあります。 

バス待ちをなくすことについては、現在のバスの台数やバススタッフの人数ですと難しい状況です。例えば
月曜日の場合、現在は、１年生は５校時で終了、６校時はバス待ちをし、15:45発のバスで下校しています。
そして、２～９年生は６校時で終了し、同じく15:45発のバスで下校しています。もし、１年生がバス待ちを
なくして５校時終了後に下校する場合、バスは14:45発とし、（火・木曜と同じ）、次に２～９年生の授業が
終了する15:45までにバスが学校に戻ってこなければなりません。しかし、バスが1時間で児童を送迎して学校
に戻ってくることは不可能ですので、１年生には６校時をバス待ちの時間とし、６校時終了後に全校一斉下校
としています。木曜日の３年生の７校時バス待ちも同じ理由です。もしバス待ちが不要でしたら、保護者によ
るお迎えをお願いします。 

  ③学校HPの活用について 

学級通信やお知らせ等のペーパーレス化については、運用におけるメリット・デメリットを精査しながら検
討していきたいと思います。なお、本校にはwebを管理する専門のスタッフが常駐しているわけではございま
せんので、セキュリティ面での堅牢性が保てるかどうかや、写真等のデータをweb上にアップロードする際の
回線速度等も勘案して考えたいと思います。 



 


