
 

 校長 岡林 保幸 

 脳内をめぐる情報には、必ず「好き」「嫌い」といったレッテルがはられます。その結果、どんなことが起

きるのでしょうか。 

 人間の目や耳から入った情報は、神経を通って視覚中枢や聴覚中枢に届き、そこからさまざまな脳内の神経

細胞とその情報を伝える多くの神経回路を経由します。これらの神経群のことを総称し、「Ａ１０神経群」と

呼びます。 

 脳内で考える仕組みが働く前に、脳内情報は必ずＡ１０神経群を通り、「好きだ」「嫌いだ」「感動した」と

いったレッテルがつけ加えられます。 

 つまり、人間の脳が理解したり、思考したりして記憶する情報は、全て感情のレッテルがついたものなので

す。 

 このことからわかるのは、理解力、思考力、記憶力などの脳の力は、どれも最初の「感情」によってそのパ

フォーマンスが左右されるということです。一度、マイナスのレッテルをはられた情報は、しっかり理解でき

ず、思考が深まらず、記憶もしにくくなってしまいます。 

 試験に向けて勉強するとき、仕事に取り組むとき、スポーツをするときなどに、最初から「おもしろくない」

「好きになれない」と思ってしまうことはありませんか。 

 一度、「嫌い」というレッテルがはられてしまうと、脳はその情報に関して積極的に働かなくなります。脳

の理解力、記憶力を高めるには、まず「おもしろい」「好きだ」というレッテルをはらなければなりません。 

 「好きになる力」を養うことは、そ

のまま「頭をよくすること」であると

もいえるのです。 

 ポイントは、①「嫌い」というレ

ッテルがはられた情報には、脳が働

きにくくなる。②理解力や思考力、

記憶力を高めるには「好きになる

力」が重要です。 

 脳は、嫌いな人の何もかもが嫌に

なるクセがあります。嫌いな人や苦

手な人が発する情報に対しては、た

めになる話や自分にとって重要な

内容であっても、脳がマイナスのレ

ッテルをはってしまうのです。 

 こうした脳のクセを抑えるには、

まず「こういう人は苦手、嫌い」と

いった先入観を取り払い、「いいと

ころを見つけよう」という姿勢をも

つことが脳にとっていい結果をも

たらすことになります。 

（図解 脳に悪い７つの習慣より） 
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「おもしろそう」と考えれば、脳が働く 



１１月の主な行事を紹介します 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 体験コーナー  体験コーナー 

１ ボリウッドダンス ９ 馬車乗り 

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 ランチ 南インド料理 

今日は、インドの文化を学べる「ナマス

テ！INDIA☆DAY」という行事がありまし

た。いろいろある中で２つえらびました。１

つ目は、メヘンディです。メヘンディでわか

ったことは２つあります。それは、植物から

できていることです。もう一つは、メヘンデ

ィは、ふつうはおまつりやけっこんしきの時

にしますが、さいきんは、おしゃれに使われ

ているそうです。２つ目は、ボリウッドダン

スです。ボリウッドダンスでわかったこと

は、１つあります。それは、ボリウッドダン

スはたくさんの人とおどるということです。

前、私は、ボリウッドダンスを習っていまし

た。そこで、むずかいおどりもしました。ナ

マステインディアディでは、たくさんの文化

を学べたのでよかったです。 （G３） 

 

きょう、ナマステインディアディがありまし

た。らくだにのりました。たのしかったです。り

ゆうは、らくだがあるくとき、ゆらゆらしてこ

わくてたのしかったからです。また、2 ねんせい

になったら 1 ねんせいでできなかったインドの

ぶんかをたいけんしたいです。 （G１） 

 

 
 １０月２２日は、全校生が楽しみにしていたナ

マステ！INDIA☆DAY でした。体験だけではなく   

昼食には、南インド料理の試食とチャイの試飲を

しました。児童生徒はインドの様々な文化に触れ、

楽しんで体験し、インドの魅力を再発見した半日

となりました。 

指導をしてくださいました講師の皆様、昼食時

に配膳をしてくださいました PTA 文化保体委員

の皆様、体験の補助をしてくださいましたボラン

ティアの皆様、南インド料理の準備等をしてくだ

さいましたスタッフの皆様、ありがとうございま

した。 

 

 

今日のナマステ！INDIA☆DAY では、面白い発見

が２つもあった。１つ目は、ラクダ乗り体験だ。乗る

前は、期待で胸がいっぱいだったが、いざ乗るとなる

と、地面ととても離れていて、なおかつ歩く度に右左

に大きく揺れ、なんといっても自分より何倍も大き

い生き物なので噛まれるのではないか…と最後まで

ドキドキしていた。まあ、これも大人になった時に武

勇伝として語られていたらいいな。2 つ目は、南イン

ド料理だ。一ヵ月程前に食べた料理と似たようなイ

メージを持っていたけれど、カレーは液状でナンは

薄くあまり似ていなかった。なかなか興味深い味だ

った。あまり期待はしていなかったけれど、いろいろ

な体験ができて面白かった。    （G８） 

 

初めに開会式をしました。私は、司会をするのが初

めてできんちょうしたけれど、大きな声ではきはき

と言えました。司会を決める時に勇気を出して手を

上げて良かったです。次に、ランゴリをしました。み

んなでアイディアを出し合ったり花を並べる時に協

力できました。私たちは、インド国旗のように花をな

らべました。みんなで協力できたしすごく楽しかっ

たです。メヘンディもしました。自分でするのは初め

てで、上手にできませんでした。でも、自分でどうい

うものにするかを考えて実際にできたので、いい機

会でした。インドの文化を学べた楽しいナマステ！

INDIA☆DAY になりました。   （G６） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回３回目のナマステ！INDIA☆DAY だった

けれど、この３回目のナマステ！INDIA☆DAY

が変わったことといえば象が馬車になったこと

くらいだと思う。象や馬車、ラクダは日本ではそ

う簡単に乗れるものではないから、貴重な体験に

なった。今年は、メヘンディとランゴリを体験し

た。ランゴリは初めてやってどういうものかも分

かっていなかったけど、意外と楽しくてまたやっ

てみたい。ナマステ！INDIA☆DAY は、たくさ

んの方が教えに来てくださったり、インド人スタ

ッフの方が夜遅くまで、そして、早朝に来て準備

をしてくださったり、たくさんの方の協力があっ

て成り立っているんだなと感謝しています。イン

ドの文化に触れ合えて良かった。貴重な経験をあ

りがとうございました。 （G９） 

 

私は、ナマステ！INDIA☆DAY でボリウッドダンス

とインド料理を体験しました。ボリウッドダンスはふり

を音楽に合わせておどるところがとてもおもしろかっ

たです。日本のぼんおどりとは、せいはんたいでとても

はげしくおどります。インド料理を作る体験では、クミ

ンやチャートマサラなどのスパイスを入れたりして、お

いしいおいしいインド料理ができることを知りました。

作ったひよこ豆のチーラとココナッツ・ラドゥはすごく

おいしかったです。  （G４） 

 

私は、転校して初めてのナマステ！INDIA☆DAY で

した。始まる前からとても楽しみにしていました。メ

ヘンディとランゴリを体験し、それに加えてマンダラ

ぬり絵、メヘンディをかいてもらったり、ヒンディー

語を教わったりしました。メヘンディは、自分が職人

となり紙の手に自分の好きなように絵をかくという

体験でした。とても細かく複雑でむずかしかったです

が、自分のオリジナルメヘンディが上手にかけたので

うれしかったです。職人さんのメヘンディはとても素

早くかいているのに、上手でしっかりとかけていたの

ですごかったです。ランゴリは、花や花びらだけを使

って絵をかくという体験でした。もともとあったイン

ドの国旗は少しも色がまざっておらず、しかも、すき

まがあいていないのでびっくりしました。私たちは、

５年２組のことを花で表現しました。みんなで作った

ランゴリがきれいに見えました。他にラクダやリキシ

ャに初めて乗ったり馬のでかさにびっくりしたりと

楽しかったです。また、来年もこのようなインドの文

化についてもっともっと知りたいです。 （G５） 

 

ぼくは、今日一日いろいろな体験をすることがで

きました。例えば、ラクダや馬車、メヘンディ、リキ

シャ、インド料理、ボリウッド、ヨガなどです。一番

心に残ったことは、インド料理とラクダ乗りです。イ

ンド料理では、３つのカレーが出て、とてもおいしか

ったです。また、チャイも温かくて甘かったです。ラ

クダ乗りでは、ラクダが途中で木の葉を食べ出した

のでとてもびっくりしました。でも、１年ぶりにラク

ダに乗れたので良かったです。今日は、インドのいろ

んな文化に触れ体験できたのでインドの人達に感謝

をしたいです。 （G７） 

 

今日、ナマステ！INDIA☆DAY でした。こ

としは、はじめてのナマステ！INDIA☆DAY

だったのでとてもどきどきしました。一ばん

心にのこったのは、３つあります。一つ目は、

さるのショーを見たことです。なぜなら、さ

るが小さいたいこにあわせてジャンプして

わをくぐっていたのでとてもすごかったで

す。さるは２ひきいて、その１ぴきは、ダン

スをしていました。さるのショーをはじめて

見たので、さるは、そんなすごいことをする

んだなとおもいました。二つ目は、自分でか

いたメヘンディです。なぜならむずかしいけ

れど、自分でかくことができたからです。メ

ヘンディは自分でかくのがはじめてだった

のでうまくいかなかったけれど、先生にほめ

られたのでよかったです。三つ目は、バラタ

です。バラタをたんとうしている先生が「バ

ラタは、インドの南のおどりだよ。」と教えて

くれました。バラタは、すこしむずかしかっ

たけれど、うまくおどれました。らい年はも

っとうまくおどりたいと思いました。わたし

は、今日、はじめてインドの文かを知りまし

た。インドでもいろいろなことをすることを

はじめて知りました。らい年は、もっともっ

とインドのことを知りたいです。  （G２） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度から新しい名称「集団宿泊学習」として、アグラのタージ・マハル、アグラフォートで５年生全員が

楽しく充実した２日間を過ごすことができました。集団宿泊学習のキャッチフレーズとして作った「３つの C」

（chance「今しかない！」 challenge「やってみよう！」 change「できる！」）で子どもたち一人一人が具体

的な目標を意識しながら行動班で自由行動をすることができました。タージ・マハルでの自由行動やバスと夕

食後のレク、自由時間の部屋の中でも子どもたちは「心のスイッチ」の ON、OFFを的確に切り替えながら、子

どもたち中心で活動していました。当初より教師側で用意したタージ・マハルとアグラフォートに関する問題

集を行動班で協力しながら自分たちで調べたり、ガイドさんの説明を集中して聞いたりして、一生懸命答えを

考えていました。全ての活動がねらいに沿って順調に行われ、笑顔いっぱいで帰校することができました。 

１１月８日、安心、安全にスクールバスで登下校できるようバス

集会を行いました。PTA バス委員の方からお話を聞き、登下校時

のスクールバス内でのマナーやルール、緊急時の対応等について確

認をしました。PTA バス委員の皆様、ありがとうございました。 

１１月 6 日の講演会では、WHO（世界保健機関）の座光

寺正裕様にお越しいただきました。現在のお仕事に就かれ

るまでの悩みや心の葛藤、そして、それを経ての進路選択

と現在のお仕事の状況をお話していただきました。 

Ｇ８のアジャンタ・エローラへの修学旅行。「学習と Enjoy の調和 ～令和の修学旅行は一味違う

～ 」のめあてを大切にし、インドの文化と歴史を肌で感じる貴重な二泊三日となりました。１日目の

舞踊体験、２日目のアジャンタ石窟寺院見学と細密画体験、３日目のビビカマクバラ見学とエローラ石

窟寺院見学など「百聞は一見に如かず」の言葉通り、教室では学べないものを学んだ修学旅行でした。 

 

【３日目】とうとう３日間の修学旅行が終わってしまっ

た。最初は「３日もある」と思っていたけれど、今は「３日

しかなかった」と感じた。夜の友達との雑談、トラブル。こ

ういうのも含めて修学旅行だな～と思った。そして、楽しか

ったり疲れたり、とても感情を表に出せたと思う。これは自

分なりの進歩だと思う。他に「成長したな」と思ったことや、

発見したことがいろいろあったから、そういう意味でもとて

も良い修学旅行になった。 

私は、タージ・マハルとアグラ城に行って学んだ

ことは 3 つあります。1 つ目は、奥さんが３１人い

るということでした。２つ目は、タージ・マハルに

は大理石にいろいろな種類があることです。３つ目

は、アグラ城に図書館と本を読む所に２つゲートが

あるということです。1 泊２日で５年生で行くのは

初めてだったけど、自分が成長したと思ったこと

は、自分の仕事を自分から取り組んでやれたことで

す。１、２組と仲良くなれたし、みんなとたくさん

協力してたくさん思い出ができたので良かったで

す。お土産もいろいろ買えて、タージ・マハルとア

グラ城のこともたくさん知ることができました。 



１１月１７日、本校グラウンドにて釜本サッカース

クールが開催されました。多くの児童生徒が参加し、

ミニゲームやリフティング大会などをしました。また、

主催の株式会社 Three Bond 様より 24 個のサッカー

ボールをいただきました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

１１月の転出入 
転入 １名 転出 ０名 

後藤 瑠有（小５）  

１１月２９日現在の児童生徒数 計３２２名 

１１月の主な出来事 
４日(月) 学校朝会（カンカシ先生ギター演奏） 

ナマステの会 

６日(水) 中学部「先輩から学ぼう」 

講師：WHO 座光寺正裕様 

７日(木) 中学部「日立ハイテクノロジー 

～電子顕微鏡体験特別授業～」 

８日(金) バス集会  

１１日(月) 教育相談旬間（～２９日） 

１３日(水) G8 修学旅行（アジャンタ・エローラ ～１５日） 

１４日(木) G5 理科特別授業 

「車のモーター（Honda Cars India Limited）」 

２０日(水) G9 中間テスト（～２１日） 

日本人学校理事会 

２１日(木) G5 集団宿泊学習（アグラ ～２２日） 

 G3 お茶会 

２４日(日) G6 修学旅行（ジャイプール方面 ～２６日） 

２７日(水) G６修学旅行振替休業日 

２８日(木) 中学部「先輩から学ぼう」 

       講師：在インド日本国大使館 菊池将稔様 

 
１２月の主な予定 

２日(月) 中学部中間テスト（G７G８） 

５日(木) G5 校外学習（Maruti Suzuki） 
１０日(火) 個人懇談（～１３日） 

２０日(金) 冬季休業前集会 

２１日(土) 冬季休業日（～１月７日） 

 
 

 

以下の日は学校スタッフがお休みをいただくため、

学校施設の開放を行っておりません。ご理解の程よろ

しくお願いいたします。  

 １２月２５日（水） Christmas  

 １２月２８日（土）～１月３日（金） 

           年末年始休業日 

   １月２６日（日） Republic Day 

１１月２１日、今回は３年生がお茶会に参加し

作法の説明を聞き、日本の伝統的な文化を体験し

ました。茶道部の皆様、毎月、貴重な体験の場を

作っていただきまして、ありがとうございます。 

１１月１４日、講師として Honda Cars より村上

様、栗田様にお越しいただき、自動車に使われている

モーターについて学習しました。ドアやドアミラー

の内部構造が見えるように電流を流して実際にモー

ターによってドアや窓やミラーが動く様子を見た

り、本物の車を見ながらモーターが使われている箇

所を推測したりしました。本物を自分の目で見る機

会をもてたことで、モーターを身近に感じられるよ

うになりました。 

１１月７日、日立ハイテクノロジーのご協力の

もと、1 ミリの 10 万分の１の世界を卓上電子顕微

鏡で観察しました。昆虫の目にはいっぱいの目が

集まっていること、ヨーグルトの蓋には、実は細

かなでこぼこがあること、蚊の針にはのこぎりと

ストローのように分かれていること等、知ってい

るはずのものなのに、細かく見ることのできない

世界を堪能できる 1 時間となりました。この経験

を生かして、将来ノーベル受賞者がニューデリー

日本人学校から出てくれると嬉しく思います。 


