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HIGHLIGHT: 第２回マザーベイビースクール卒業式！

▲

５月のハイライト

５月〜６月、インドの学校は２ヶ月間の長い夏休みになります。 在校生へは、毎日学校に来てしっかり勉強すること、先生の言う な事もあるでしょうが、勉強も遊びも沢山して、多くのことを学ん
そのため、
年度末が 5 月初旬で、
多くの学校で卒業式が行われます。 事を聞く事など、上級生らしい言葉が出ていました。
で欲しいです！ 新学期にはもういないことを想像すると、寂しい気
当校も、今年で２回目の卒業式！ 卒業生は、５年生のニーシャ・
手先が器用でしっかり者のニーシャ。幼児クラスから当校に通い、 持ちが溢れてきますが、たまに学校に遊びに来るからね！と約束し
アニーシャ・スィーラ・グディヤー・サチン・アビシェックの６名 どんな時でも笑顔が絶えなかったアニーシャ。目上の人への礼儀 てくれました☆皆、本当におめでとう !!
でした。全員、少し緊張した面持ちの中、今までの学校生活を振
が素晴らしく、成績もトップだったグディヤー。負けん気が強く、
り返っていたようです。
男の子ともしょっちゅう喧嘩をしていたスィーラ。お調子者で、先
マダン先生より、１人ずつ名前を呼ばれ前へ出て、マザーベイ 生も手を焼いたやんちゃなサチン。物静かで、黙々と何でもこなす
ビーから卒業証書を授与された子どもたち。学校生活の思い出や、 アビシェック……毎日一緒に勉強し、喧嘩し、笑い、遊び、共に
在校生へのメッセージ、先生への感謝の言葉をそれぞれに述べま 過ごした時間は、一生の思い出となったようです。先生たちも、
した。初めての事で、何を言いたいのかすっかり忘れてしまったり、 皆の門出にとっても嬉しそうでした！
思い出が沢山あり過ぎて何を言ったら良いのか言葉に詰まりなが
今後、この６名は公立の中学校へ進学します。男女別々ですが、
らも、皆揃って口にしたことは……「マザーベイビースクールに通
同じ学校へ入学のため、これからまた４年間（インドの中学校は
えて、本当に良かった！」でした。これには、教員もスタッフも感動！ ４年制）
、学生生活を共にします。また、新しいお友達も出来、色々
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今月の生徒紹介
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授業の進行状 況
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長い夏休みに入り、教科書の朗

スウェーデン刺繍を宿題に出しま

英語も教科書の朗読や暗記から、

算数も教科書の問題の他、かけ

す。解らない所はチェックしてお

で言えていた段よりも多く覚え、

この夏休みの宿題をするかしない

ようにすること、今まで暗記して

いインド人ですが、まだまだ子ど

を持ち帰り頑張っています。仕上

必ず家庭学習をすることを約束し

ることを頭に入れ、毎日学習をす

手なので、この夏の頑張りに期

促しに学校を訪れています！

読や暗 記を宿 題に出しました。

新学期より学年は上がりますが、

今までの総復習をして備えます。

かで、大きな差が出ることを伝え、

ました。
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▲

特別授業
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問題を解く事も宿題になっていま

き、新学期に先生に質問出来る

算九九の暗記も宿題です。今ま
新学期に発表します。数字に強

きた単語などを忘れないようにす

もたちはかけ算九九の暗記が苦

るようにしています。

待します。

【オンザロード主催☆第 13 回スタディーツアー告知！】
お盆休みもやっちゃいます！ オンザロード主催のスタ
ディーツアー！ 今年は８月 14 日〜18 日の５日間、日本の
お盆休みに合わせた日程なので、普段長期休暇が取りづら
い社会人の皆さんでも、参加のチャンスとなっています。
インドに行きたいけど、個人では怖いな……国際協力した
いけどどうしたら良いの？子どももカレーも大好き！刺激が
欲しい！など、参加動機はなんでもあり！ インドの歴史建
造物観光から、子どもたちとの交流を通して感じれる「貧
困の現状」など、日本では絶対に体験出来ない事ばかり
が詰まっているツアーです☆子どもたちもこのスタディーツ
アー来校を心待ちにしている位、楽しみなものになってい
ます。参加者の皆さんが考案する交流プログラムは子ども
たちの大好物♡ツアー終了後にも、
「次いつ来るの？明日？」
と質問攻めになります（笑）！ 更に、参加者同士の出逢
いは、一生もの！ スタディーツアー終了後も、同窓会を開
いたりして交流が続いています！ テロ事件などが起こって
いるこのご時世で、海外旅行というものに不安が募ること

した。今までの図工の時間で終

わらなかった物を仕上げるため、
刺し方のプリントや好きな色の糸

げた子は、
「もう１枚！」と、催

もあると思いますが、現地を知り尽くしたスタッフが添乗
し、日本からの渡航まで万全のサポートをします。この夏、
一生の思い出と友を作りにインドで過ごしませんか？ 是
非、沢山の方々のご参加お待ちしています！ 詳細はこちら
から→
https://otr.or.jp/topics/ind̲2017̲0116̲13.php

ラーム（８歳・男子・１年生）

いつもはにかみ笑顔のラームは、ちょっぴりシャイで
寡黙な男の子。好きな科目は、ヒンディー語。好き
な食べ物は、豆のカレーとご飯。好きな遊びは、カ
バディーとかくれんぼだそうで、休み時間には目一
杯外で体を動かしています。少し勉強が苦手なよう
で、授業中の集中力は皆無……（涙）
。解らない問
題に行き詰まると、どこかを眺めてボーっとしたり、
鉛筆で一定のリズムを取っていたりしますが、周りの
子どもたちの邪魔になるようなことはせず、独特の空
気感の中にいる感じを受ける、不思議な雰囲気を醸
し出す子でした。しかし、先生に見つかり毎日怒ら
れてしまう（笑）
。その繰り返しで、徐々に問題も解
けるようになり、勉強が楽しくなったようで、ボーっ
とすることも少なくなりました！ 新学期から２年生に
進級し、新しいことを沢山覚えられることが、今は
何より楽しみになっているそう。将来の夢は、
警察官！
理由は本人にも解らないみたいですが、いつかラー
ムが警察官となって、インドで活躍することを期待し
ます☆
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STAFF:

MADAN JHA
（マダン・ジャー）

男性・マザーベイビースクール教員・24歳

▲

今月のスタッフ

今年で当校の教員４年目を迎える、マダン先生。教
員の中では最年少ですが、貫禄があり、とてもそう
は見えません。授業の進め方はユーモアがあり、休
み時間も子どもたちと一緒に遊び、とても人気のあ
る先生です！ 常に子どもたちのことを考え、どう教
えれば理解するのか、何が彼らには必要なのかなど
を考えながら指導してくれる、熱心で頼りがいのあ
る彼。教養があり、
時に特別授業ではそれを披露し、
子どもたちの知識も広げてくれています。
マダン先生からのコメント
皆さん、こんにちは！ 今月、無事に教え子たちを卒業させる事が出来、嬉しい気持ちでいっぱい
です。インドで無料の教育提供をして頂き、本当に嬉しく思います。このような活動は、インドに
はまだまだ必要です。貧富の差が激しく、未だに学校に通えていない子どもたちはもの凄い数。
当校のある村も然りで、子どもに教育を受けさせるよりも、働き手として学校へ通わせていない
親もまだ多くいます。これからも、経済的理由によって学校に通えていない子どもたちへ、より良
い教育を提供出来るよう、他スタッフと共に頑張ります！

FROM VARANASI

▲

☆お知らせ☆

インドのカレンダーは、縦読み式に記載されています。
見慣れるまでは少し見にくいですが、ヒンドゥー教とイ

スラム教の祝日が、その日に合わせた写真や絵と一緒

に記載されていて、祝日の多い月はとても華やかです。

日本ではなかなか手に入らない一品！ お土産にいかが
ですか？

NPO法人 オンザロード

Mother Baby School
マザー・ベイビー・スクール

ADDRESS: 3/12, Rastapur, Ramnagar, Varanasi-221001, INDIA
MOBILE: (+91)99186 -91623
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