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早 い もの で今 年も 師走 を迎 えま し た。 子ど もた ちは 寒さ に負 け ずに 学校 生活 を元 気に 送っ て
いま す。
１１ 月７ 日に は、 小学 部１ 年生 と ２年 生が 動物 園に 出か けま した 。
２年 生が 動物 園の 中を どの 様に 回 った ら良 いか を考 え計 画し 、１ 年
生を 上手 にリ ード しな がら 園内 を 回っ てい まし た。 先生 が１ 列に 並
べて 同じ コー スを みん なで 回る の では なく 、主 体的 に活 動し てい る
様子 を垣 間見 るこ とが でき まし た 。パ ンダ や象 やキ リン など 、子 ど
もた ちも 興奮 しな がら 楽し そう に 見学 して いま した 。
１ １月 ８日 には 、運 動会 にも 参 加し てく れた 台湾 人学 校の ６年 生
が、 本校 のク ラブ 活動 に参 加す る ため に来 校し てく れま した 。５ ・
６校 時に クラ ブ活 動に 参加 し、 笑 顔い っぱ いに 元気 よく 交流 して い
る声 が教 室や 体育 館や 校庭 から 聞 こえ てき まし た。 来年 以降 は、 本
校か ら訪 問す るこ とも 考え てい き たい と思 って いま す。
１ １月 ９日 には 、毎 年恒 例に な って いる 日本 航空 様の ご協 力に よ
り小 学部 ５・ ６年 生を 対象 に 、航空 教 室と 環境 教室 が行 われ まし た 。
環境 教室 では 、人 間が 新し いこ と を開 発す るこ とに より 自然 が破 壊
され 、た くさ んの 野生 生物 が絶 滅 の危 機に ある こと を教 わっ たり 、
飛行 機か ら撮 影し た北 極の 氷や 氷 河の 写真 を見 せて いた だい たり し
て、 地球 温暖 化に よる 地球 の変 化 を実 際に 確認 する こと がで きま し
た。 地球 環境 を守 って いく ため に 、私 たち がで きる こと を改 めて 考 える 良い きっ かけ とな り
まし た。
１ １月 １５ 日に は、 小学 部１ 年 生と ２年 生を 対象 に、 ヤマ ト運 輸 様の ご協 力に より 交通 安
全教 室を 開催 して いた だき まし た 。日 本で は車 は左 側通 行で すが 、 この 中国 では 右側 通行 で
ある こと 。そ して 、横 断歩 道を 渡 ると きに は、 信号 が青 にな って か ら「 左、 右、 左」 を確 認
し手 を上 げて 渡る こと を教 えて い ただ きま した 。ま た、 車の 陰か ら
走っ てく る電 動自 転車 の危 険性 に つい ても 、車 の模 型や 電動 自転 車
を使 って 分か り易 く説 明し ても ら い、 しっ かり 理解 でき たよ うで し
た。 三人 ずつ トラ ック の運 転席 に 乗り 込み 、「 死角体 験」 も行 いま
した 。子 ども 達は 車を 運転 する 人 は、 いつ でも 歩行 者が 見え てい る
もの だと 思っ てい たよ うで すが 、 実際 に運 転席 に座 って みる と、 車 の前 でし ゃが んで いる 人
や車 の真 横に いる 人は 見え ない こ とが 分か りま した 。実 際に 体験 す るこ とで 、車 の怖 さや 安
全な 道路 の渡 り方 につ いて 理解 す るこ とが でき た貴 重な 体験 とな り まし た。

同 じ１ ５日 から は１ 泊で 、小 学 部５ 年生 が中 山宿 泊体 験学 習に 出 かけ まし た。 今年 は「 絆
を深 める 。集 団と して の行 動を す る。 中国 の文 化を 肌で 触れ 感じ る 。」 の３ つの 目 標を 立て て
活動 して きま した 。孫 文の 生ま れ 故郷 であ る中 山市 。実 際に 生活 し てい た家 を見 学し 、中 国
の歴 史に 触れ るこ とが でき まし た 。そ の後 は、 キリ ンビ ール 工場 を
訪問 し、 中国 の美 味し い水 を使 っ て日 本と 変わ らな いビ ール を製 造
して いる 様子 を見 学さ せて いた だ きま した 。果 樹園 やク ッキ ー作 り
を体 験す る中 で、 教室 では なか な か触 れ合 うこ とが でき ない 友だ ち
とも 関わ り、 学年 の絆 を深 める 事 がで きま した 。１ 泊２ 日と いう 短
い体 験で した が、 記録 をし っか り 取る など 、前 向き に学 習に 取り 組
む姿 や友 だち との 会話 の中 で集 団 とし てど の様 に行 動し たら 良い の かを 考え てい る様 子が 、
多く の場 面で 見ら れた ２日 間と な りま した 。
１ ２月 に入 り４ 日に は、 ５年 生 がト ヨタ 自動 車工 場の 見
学に 出か けま した 。日 本の ５年 生 はな かな か学 校数 が多 く
て自 動車 工場 の見 学が でき ない の です が、 広州 には 自動 車
工場 があ り快 く見 学さ せて くだ さ いま した 。車 の組 み立 て
の様 子や 出来 上が った 車の 点検 の 様子 を見 学さ せて いた だ
き、 説明 の中 で５ ８秒 に１ 台車 が 出来 上が って いる 事や 世界 のト ヨ タの 工場 で１ 日に ３５ ，
００ ０台 生産 され てい る事 を聞 き 、大 変驚 いて いま した 。
５ 日に は中 学部 の３ 年生 が、 隣 りに ある オイ スカ 幼稚 園に 保育
実習 に出 かけ まし た。 小さ な子 ど もた ちに 多少 戸惑 いな がら も、
丁寧 に笑 顔で 対応 して いた のが 印 象的 でし た。 いろ いろ なゲ ーム
や紙 芝居 など も用 意し て、 楽し い 時間 を過 ごし まし た。 園児 と楽
しく 昼食 も取 る事 がで きま した 。
７ 日に は、 ６年 生が 社会 科見 学 で博 物館 、オ ペラ ハウ ス、 図書 館 、広 州タ ワー に出 かけ ま
した 。ど の見 学場 所も 子ど もた ち の興 味を 満足 させ る場 所で 、広
州に 住ん でい る子 ども たち の社 会 科見 学の 場所 とし て最 適だ った
よう に思 いま した 。な かな か個 人 では 見学 する 事の でき ない オペ
ラハ ウス の内 部も 見せ てい ただ き 、素 晴ら しい 施設 に感 動し てい
まし た。 図書 館で は日 本の 書物 も 多く あり 、少 しの 時間 でし たが
読書 に勤 しむ 事が でき まし た。 ど んよ りと した 曇り だっ たの で、
広州 タワ ーか ら広 州市 内を 一望 す る事 はで きま せん でし たが 、４ ０ ０メ ート ルの 高さ から の
風景 はや はり 格別 でし た。 大変 満 足し て帰 って きま した 。
多 くの 体験 的な 学習 の中 で、 企 業の 方々 にお 力添 えを 頂き 、子 ど もた ちの 安全 や生 活力 向
上の ため のサ ポー トを して いた だ いて いま す。 日本 の学 校以 上に 多 くの 体験 がで きる 日本 人
学校 で学 ぶ子 ども たち は、 素晴 ら しい 環境 の中 で充 実し た学 びが で きて いる と感 じま した 。
１ ２月 ２２ 日か らは 、２ 週間 の 冬休 みに 入り ます 。体 調を 崩す こ と無 く、 １月 ７日 から の
３学 期を 迎え るこ とが でき るよ う 、ご 家庭 でも お過 ごし いた だけ れ ばと 思い ます 。
今 年１ 年、 ご理 解ご 協力 を頂 き あり がと うご ざい まし た。

