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「日本人学校の強みとは」
本校は「１５の春を泣かせるな」という思いのもと、年度初めからしっかりと受験に向け
た進路指導を行っております。その一環として、先日、中学部の生徒を対象に高校入試オン
ライン説明会を開催しました。どの学年もしっかりとオンラインの画面を見ながら、担当者
の話を聞いていたのですが、画面を見つめる様子やメモの質と量から、やはり中 3 の真剣さ
が伝わってきました。中３の生徒は来年からは義務教育の枠を離れ、自らの力で社会人とな
るための第一歩踏み出すことになります。残りの時間は限られています。この説明会を機に
自分の夢の実現に向けて、より一層計画的に学習を進めてほしいです。
また、中２、中１の生徒も、やがては必ず決断する時がやってきます。保護者の皆様にお
かれましては、日頃からお子様と将来についての話をすることを通して、来る日に向けて今
からしっかりと準備を進めて頂きたいと考えます。
さて、冒頭で述べた高校入試オンライン説明会では高校の担当者の方が日本人学校の「強
み」として次のような話をされていたのでご紹介いたします。
１．日本人学校の生徒は基礎学力がしっかりと身に付いている。
２．日本人学校の生徒は国際感覚が豊かである。
３．日本人学校の生徒は語学力が高い。
これを本校に照らし合わせてみると、「１」については、本校はほぼ全員がスクールバスを
利用している関係上、授業時数は標準とされている時数より（特に小学部）多く時間を確保
して授業を進めていることが当てはまると考えます。「２」については、日本以外の文化、生
活様式などにふれることで国際感覚が豊かになるということがその理由の一つに上げること
ができます。コロナ禍の中でも本校は中国社会とのつながりを学習の中に取り入れることに
重点をおいております。「３」については、本校では特に「英語」と「中国語」に取り組んで
います。今年度より専任の外国語担当を配置しております。また、小学部においては外国語
活動の授業時数も増やしております。このような取り組みがその理由の一つに上げることが
できるのではないでしょうか。
ただ、海外にある日本人学校にただ通っているだけではこれらの力はしっかりと身につか
ないと考えます。「安易な前年踏襲は後退と同じ」と考え、年度ごとにしっかりと反省と検証、
そして改善を行っていきます。
広州日本人学校を離れても、子ども達には本校の「5 つのつながり」でみがかれた「知」
「徳」
「体」をもとにして、それぞれのステージで頑張ってもらいたいです。

「中 3 職場体験学習の紹介」7 月 14 日（木）～15（金）
○職場体験学習とは？
＜中学校：特別活動の学校行事＞学習指導要領より一部抜粋
内容

「勤労の尊さや生産の喜びを体得し、職場体験活動などの勤労観・職業観に関わ
る啓発的な体験が得られるようにする・・・」

④

＜広州日航酒店＞

※中３の生徒にとって、とても有意義な職場体験活動だったよ
うです。ご協力に感謝いたします。ありがとうございました！

＜みずほ銀行広州支店＞

＜広汽本田汽車有限公司＞
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※生徒の感想です。
（一部抜粋）

「2022 年度 PTA 夏祭り協賛企業、団体一覧表」
※子どものためにたくさんの企業、団体、個人の方から協賛品を寄付して頂きました。あり
がとうございました。以下、ご協力頂いた協賛企業などのお名前をご紹介させて頂きます。
（順不同）
1

安斯(上海)投資有限公司 (アース製薬)

2

愛信(佛山)電子有限公司

3

愛马德語言学校 (愛マンダリン)

4

広州亜必思房地産服務代理有限公司 (アパマンショップ)

5

旭化成塑料(広州)有限公司

6

朝日啤酒(中国)投資有限公司 広州分公司 (アサヒビール)

7

厦門恒安電子商務有限公司

8

広州市一幸舎餐飲有限公司 (一幸舎)

9

イーストウェストメディカルセンター

10

広州伊藤忠商事有限公司

11

安永華明会計師事務所 広州分所 (EY)

12

広州内山工業有限公司

13

櫻華メディカルセンター

14

大高梦食品有限公司

15

大冢慎昌(広東)飲料有限公司 (大塚製薬)

16

柏次 浩 (個人協賛)

17

卡西欧(中国)貿易有限公司 広州分公司 (カシオ)

18

広州天聞角川動漫有限公司 (角川書店)

19

広州関西塗料有限公司 (関西ペイント)

20

佳能(中国)有限公司 (キヤノン)

21

広州丘比食品有限公司 (キユーピー)

22

東莞虹日金属科技有限公司 (黒田電気)

23

凱欣自動化(深圳)有限公司 (黒田電気)

24

東莞市建益翔電子有限公司 (ケネックス)

25

広州開訊通信技術有限公司 (KDDI)

26

深圳言鼎企業咨询有限公司 (ゴンテイ)

27

広州山九物流有限公司

28

広州三協貿易有限公司 (三協)

29

広州樱之舞教育咨询有限公司 (桜の舞ヨガ・ダンススクール)

30

佳天美(広州)国際旅行社有限公司 (JTB)

31

広州当先国際貿易有限公司 日尝君 (シーアンドイー)

32

伍彩汇業(広州)貿易有限公司 (GENDA)

33

汐彩 日本料理

34

CYNERGI (美容室)

35

加特可(広州)自動変速箱有限公司 (ジヤトコ)

36

新作アスコットおやじの会

37

傑富意(広州)諮詢有限公司 (JFE スチール)

38

昌齢坊漢方総合診療所

39

広州寿司郎餐飲有限公司 (スシロー)

40

世达志(広州)投資顧問有限公司 (スターツ)

41

広州泉盛餐飲有限公司 (すき家)

42

住電電装商貿(上海)有限公司 広州分公司 (住友電工)

43

全日本空輸株式会社 (ANA)

44

日本財産保険(中国)有限公司 広東分公司 (損保ジャパン)

45

大金空調技術(中国)有限公司 広州分公司 (ダイキン)

46

槌屋(上海)国際貿易有限公司 広州分公司 (槌屋)

47

広州広愛興汽車零部件有限公司 (テイ・エステック)

48

東芝物流(上海)有限公司 広州分公司

49

東曹(広州)化工有限公司 (東ソー)

50

東陶机器(広州)有限公司 (TOTO)

51

広汽豊田発動機有限公司 (トヨタエンジン)

52

広汽豊田汽車有限公司 (トヨタ自動車)

53

豊田汽車技術中心(中国)有限公司 広州分公司 (トヨタ自動車)

54

東京海上日動火災保険(中国)有限公司

55

東普雷(佛山)汽車部件有限公司 (東プレ)

56

豊田通商(広州)有限公司

57

東莞外夫会

58

東風日産乗用車公司(日産自動車)

59

NX 国際物流(中国)有限公司 広州支店 (日本通運)

60

NX 汽車物流(中国)有限公司 (日本通運)

61

日清食品(中国)投資有限公司

62

日本航空 広州支店 (JAL)

63

日鉄諮詢(北京)有限公司 広州分公司 (日本製鉄)

64

広州西鉄国際貨運代理有限公司 (西日本鉄道)

65

在広州日本国総領事館

66

広州花園酒店 (ガーデンホテル)

67

天連布(上海)貿易有限公司 広州分公司 (林テレンプ)

68

広州阪和貿易有限公司 (阪和興業)

69

万代南夢宮(上海)娯楽有限公司 広州分公司 (バンダイナムコ)

70

広島県人会

71

広汽日野汽車有限公司 (日野自動車)

72

藤鶴割烹

73

本田貿易(中国)有限公司 (ホンダトレーディング)

74

本田技研科技(中国)有限公司 (ホンダ)

75

松尾 秀昭 (個人協賛)

76

広州松下空調器有限公司 (パナソニック・エアコン)

77

松下万宝(広州)圧縮機有限公司 (パナソニック・コンプレッサー)

78

松下万宝美健生活電器(広州)有限公司 (パナソニック・美健)

79

松下万宝(広州)電熨斗有限公司 (パナソニック・アイロン)

80

広東松下環境系統有限公司 (パナソニックエコシステムズ)

81

松下電器全球采购(中国)有限公司 (パナソニックグローバル)

82

丸紅(広州)貿易有限公司

83

三井物産(広東)貿易有限公司

84

三井住友海上火災保険(中国)有限公司 広東分公司

85

三井住友銀行(中国)有限公司 広州支店

86

三菱商事(広州)有限公司

87

三菱日联銀行(中国)有限公司 広州支店 (三菱 UFJ 銀行)

88

三菱電機(広州)圧縮機有限公司 (三菱電機)

89

瑞穗銀行(中国)有限公司 広州分行

90

広州未来投資発展有限公司 (未来不動産)

91

明治(中国)投資有限公司 広州分公司 (明治製菓)

92

広州楽仕物業服務有限公司 (広州ラクラシ不動産)

93

広州東品文化発展有限公司 (広州ニコプチ編集部)

94

広州市安住信息科技有限公司 (友和アパート)

95

尤妮佳生活用品(中国)有限公司 (ユニ・チャーム)

96

広州和睦家医院 (広州ユナイテッドファミリー病院)

97

広州点米信科人力資源有限公司 (夢真ビーネックスグループ)

98

広州益力多乳品有限公司 (ヤクルト)

99

吉田拉链(深圳)有限公司 広州分公司 (YKK)

100

和楽 日本料理

