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はじめに 

 

特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会は 

1992年に創立以来、 

日本と中国の子どもたちの文通活動を支援しています。 

日本の子どもたちから、 

中国の文通相手の子どもたちがどんな暮らしをしているのか知りたい 

との要望が寄せられ、 

2017年日中国交正常化45周年を記念して作成しました。 

本書は中国大連市付近の事情を 

本後援会顧問である劉瑛氏から寄せられた原稿と写真をもとに 

作成しました。 

イラストはMicrosoft Officeのクリップアートを利用しています。 

本書が日本と中国の子どもたちの相互理解に 

少しでもお役に立てば幸いです。 
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Title： Date： 小学校の授業 2016年11月28日 

左上：算数の授業                    右上：国語の授業 

左下：英語の授業                    右下：ロボット塾 
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学校生活 
 
 

 中国の学校は，小学校6年，初級中学3年（日本の中学校にあたる），高級中
学３年（日本の高校にあたる）で、小学校と初級中学校の9年間が義務教育です。
中国では，ほとんどの学校が公立学校ですが、改革開放後は私立学校も増加し
ています。 
 

児童数 
 小学校の児童数は、その学校によります。例えば、文通をしている旅順九三
小学校は、2015年の全校児童数は約1200名でした。 
 

「实验小学」という名前 
 大連市内の文通交流参加校のなかに、実験小学校という名前の学校がありま
す。日本の子どもたちから、実験って何を実験しているの？という質問があり
ますが、実験小学校というのは、モデル校という意味で、教育の先進的な取り
組みをしている学校という意味です。 
 

上・下の2学期制 
 中国の学校は、9月が新学年開始です。上学期と下学期の2期制です。上学期
は9月1日～翌年の1月中旬、下学期は3月1日～7月中旬です。各学期の始まる日
は決まっていますが終了日はその年により、また小・中・高校により違います。 
 

授業 
 授業は月～金曜日の週5日制で，授業時間は8時00分～16時00分前後。毎日
午前4コマ、午後2コマの6コマです。午後の2コマの終了後は各種の学習プログ
ラムがあり、下校時間は16時00分ぐらいです。 
 小学校の1コマは35分授業です。 
 

期末試験と「家長会」 
 上学期は１月10日前後、下学期は7月10日前後に試験があります。それぞれ
20日ごろまでに、学年ごとに成績発表がされます。また、「家長会」という日
本の保護者面談のような日があり、担任の先生が子どもたちの成績やこの学期
の状況を説明し、休み中の注意事項や宿題を発表する面談会が実施され、上学
期や下学期が終了します。 
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学校生活（つづき） 
 

登校時間は8時 
 大連では、ほとんどの小学校は朝８時までに登校します。しかし学校によ
り、7時40分、7時50分など、それぞれ少しずつ登校時間が違います。 
 

登校したらまず体操 
 学校に到着したらまず全員で校庭に出て体操や運動をします。 
 8時からすぐに１時間目の授業が始まる学校もあれば、教室で簡単な試験、
または、前日の勉強の復習をする場合もあります。 
 2時間目と3時間目の間の休憩時間には、全員が校庭に出て、運動をします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

学校給食 
 昼食は11時30分から開始します。学校または外部の認定されたファスト
フード店から給食が用意されます。 
 

下校時間 
 下校時間は、曜日により違います。水曜日は昼食後、金曜日は午後3時に下
校する以外は、下校時間は4時ごろです。 
 
コラム1   

保護者が毎日送迎 

 日本では、子どもたちは自分で家に帰るほうが多いか
もしれませんが、中国では、小学生は、基本的に、学校ま
で各保護者が必ず毎日送迎をします。家から遠くの“質の
いい小学校”に入ったため、車でないと帰宅できない子も
いれば、家が近い普通の学校ても、通学路は交通量が多
く、乱暴な運転をする人々が多いため、子どもたちが安心
して一人で歩いて帰宅できない場合もあります。誘拐な
どの危険性もあり、子どもたちはほとんどの子が１人っ子
（今は少しずつ2人が増えていますが）なので、保護者たち
はたとえ危険性が0.1％でも、子どもを守るため、毎日往
復とも送り迎えをする方法しかないのです。 

コラム2 

学童保育「托管班」 

 保護者たちは、通常共稼ぎなので、
両親とも退社時間は5時または5時半
です。そのため自営業以外の保護者は
子どもたちを学校へ迎えに行けず、祖
父母たち、または「托管班」にお願いす
ることになります。「托管班」とは日本
の学童保育のようなシステムで、子ど
もたちは宿題をしながら保護者の迎え
を待ち、帰宅後夕食をとるため、遅い
時間に食事をすることになります。 
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学校生活（つづき） 
 

夏休みと冬休み 
 

 冬休みは、1～2月（春節期間）に約4週間，夏休みは7～8月に約7週間ある
他，国家の規定に基づく労働節（5月），国慶節（10月）等の長い休みがあり
ます。中国は面積が大きい国で、南の地方は夏が長くなるため夏休みを長く、
冬休みが短くなるよう、休日の日数を地域により調整しています。 
 

親子旅行（「親子遊」） 
 

 中国の旅行予約サイトを運営している会社の調査によると、2015年夏の子
連れ旅行（中国語では「親子遊」といいます）で行きたい国や地域・都市の
ナンバー1は日本だそうです。2位以下10位までは香港、タイ、韓国、シンガ
ポール、ニュージーランド、カナダ、台湾、オーストラリア、ロサンゼルス、
という結果だったそうです。日本は近いし、時差が1時間しかなく、テーマ
パークもあるので、親子旅行には最適のようです。 
 

旅行以外は？ 
 

 ほとんどの両親が家庭が共稼ぎなので、夏休みや冬休み中は、子どもたち
は、おじいさんやおばあさんに預けられ世話をしてもらうか、「托管班」と
呼ばれる託児所に預けられて、宿題や勉強を見てもらうことが多いようです。 

コラム3 

 

休みは旅行に連れて行ってもらう 
 

 子どもたちにとっては、夏休みや冬休みは、毎日学校に行くより少し楽でも「お休み」
という感じは薄いようです。そのせいか「休み中にどこかへ旅行に連れて行ってもらう」
というのが、いつの間にか、常識になってしまいました。 

 基本的に、保護者達も子どもの休みの日程に合わせて有給休暇をとり、1週間くら
いの旅行へ連れて行くことが多くなりました。家族全員が揃って旅行することが難しいと
きは、どちらか一方の親、大抵はお母さんの方が、子どもとの二人旅をすることになりま
す。なので、お母さんたちは、友人たちと一緒に、３～４組の家族で一緒に旅行に行く
ことが多くなります。 

 夏休みや冬休みになると、WeChat(ウィーチャット：日本のLineのようなSNSサイ
ト）の公開情報には、旅行中の楽しそうな写真、おいしそうな食べ物やお料理の紹介が
たくさん掲載されるので、それらを参考にしたりして行き先を決めます。 

 両親とも仕事の休みが取れず、子どもをどこにも旅行に連れて行けない場合は、親
は自分の子に対して大変申し訳ない気持ちになるのです。 
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授 業 
 

 

勉強する科目 
 小学校の授業は主要科目の言語(国語)、算数、英語以外に、音楽、道徳（しつ
け・マナー教育）、図工、パソコン操作、体育等があります。 
 中学や高校では、言語・文学，数学，英語，物理，化学，生物，歴史，地理，
政治，体育，音楽，美術，情報技術，一般技術，労働技術，青春期の心理と健康
の17科目の他，生徒が自由に選択できる研究学習（ビデオ映像制作，将棋，等）
があります。 
 またサークル活動として，合唱，舞踊，話劇，ロック音楽，歴史，アニメ，美
術，科学技術，体操，バスケットボール，卓球，サッカー，文学等があります。 
 

一コマ35分授業 
 小学校の授業は1時限が35分間です。 
 午前中は４クラスがありますが、水曜日だけは早めに始まり、午前中5クラス
があります。 
 午後は、午後1時から2クラスあり、その後、自習や勉強以外の学習、例えば、
絵画・棋・英語・スポーツ等の「趣味クラス」もあります。 
 

休み時間 
 ２時間目が終了したときに、30分くらいの体操時間があります。子どもたちは
全員キャンパスに出て、走ったり、体操をやったりします。 
 

ある小学2年生の時間割 

  1 2 3 4 5 6 

月 国語 英語 国語 音楽 図工 図工 

火 算数 国語 国語 自習 道徳 体育 

水 算数 国語 英語 自習 体育   

木 算数 国語 国語 パソコン 道徳 体育 

金 算数 国語 音楽 体育 自習 英語 
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 5時45分  お母さんに起こしてもらいます。目を覚ますのに2分もかかります。 
 
 6時00分  朝食（アワのおかゆ）後、10分間かけて歯磨きをし、着替えをして登校。 
 
 6時30分      児童公園に着き、1時間ほど武術の練習をします。 
      学校へは自家用車で送ってもらいますので、車の中で英単語の復習や 
      九九の暗記や詩の復習をします。 
 
 7時40分  学校に到着後すぐにキャンバスに整列。国旗掲揚式に参加します。 
                   国旗掲揚式は毎週月曜日だけ行われます。 
 
11時30分  昼食の時間です。昼食は学校給食です。通常、おかずは肉料理と野菜が 
       中心で、主食はご飯か、小麦粉でできた饅頭（マントウという“肉まん” 
       の中身のない皮だけのもの）です。 
 
 昼食後   キャンバスで遊んだり、教室で絵を描いたり、この時間を利用して 
       宿題をしたり、家に戻ってリラックスする子どももいます。 
 
 1時00分  午後の授業開始。35分授業が4コマほどあり各授業間の休み時間は10分です。 
 
 3時50分  授業が終了し、下校時刻です。ただ下校前に宿題をノートに記入します。 
      クラス単位で学校の正門まで整列して出ていき、それぞれの親やおばあさん、 
      おじいさん、または、託児所の人たちが迎えに来ます。 
      保護者が仕事で迎えに来られない子どもたちは、学校の近くにある 
      有料託児所に預けられます。 
 
 4時30分  家に到着後、すぐに宿題、復習（その日の学習内容を全部ノートに 
      書く）、それに予習もします。 
 
 6時00分  夕食 
 
 6時30分  7時からの英語学習の予習をします。 
 
 7時00分  30分間のインターネット利用による英語学習に参加。 
 
 7時30分  まだ学校の宿題が終わっていなければ続けてやり、終わっていれば、 
      お母さんが宿題を確認します。 
 
 8時30分  寝る準備をします。 
 
 9時00分  ベッドに入って寝ます。 

 

 

 

ある小学2年生男の子の月曜日 
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早朝の公園 2016年11月7日 

左上：早朝武術練習         右上：朝市 

左下：お弁当屋さん         右下：早朝武術練習 

Title： Date： 
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塾 
 
 

「学前班」は幼稚園入園前の塾 
 中国では、小学校に入る前は、幼稚園なのですが、「学前班」という学習塾
に入り、1年間小学校1～2年の知識を事前に勉強させるのが普通です。 
 

小学1年生では入学前の学習が常識 
 小学校の1年生は1クラス40人ですが、そのうち「学前班」で勉強してこな
かったのは２～３人で、ほぼ全員が勉強してきています。ですから、学校の先
生は０から教えるのではなく、全員が分かっていることを前提に、基本の学習
指導をせず、さっさとパスします。 
 

自宅でつききりで勉強させる 
 それに、学習指導要領の内容から見ても、基礎をゆっくり教える時間はない
のが現状です。 
 例えば、中国語のピンイン（中国語の漢字の読み方で、アルファベットで表記されます）は
1ヶ月で学習期間が終了します。「学前班」で勉強してこなかった子は、入学
して最初の半年は、毎日学校から帰ると母親がつききりで、このピンイン表記
を勉強させなければなりません。予習と復習、先生の代わりに基礎の勉強を教
え、覚えさせ、自分で作った模擬テストをさせます。そうしないと、先生から
「お宅の子は勉強の速度に問題があるようですね。もっと自宅で教育していた
だかないと」と注意されます。2年生になってからやっと皆さんと同じレベル
に追い付くことができます。さらに引き続き、毎日の学校での勉強状況、予習
の確認、復習の手伝いなど、毎日勉強の面倒をみなければならず、子どもを
ほっておくわけにはいきません。先生からの宿題以外に、参考図書を買って、
家で自分でテストを作って、とにかく、つききりで勉強させなければならない
のです。 
 

通う塾は数学、物理、化学、作文 
 小学校で作文などの塾に通う子どもたちもいますが、中学校に入ると、数
学・物理・化学の塾に通うのが当たり前になります。長期の休み中に次の学期
の項目をとりあえず塾で勉強し、学期中も毎週少なくとも週に1回は通います。 
 塾に通わない子はいないわけではないのですが、その場合でも、自分で本を
買って、学校とは別に自習をしなければならないはずです。 
 中学３年生や高校3年生になると進学テストがあるので有名校の有名な先生
による1対1の個人指導型の塾も必要となります。 
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英語学習 
 

 2016年に、ある会社が、中国全土に向けて、小学生向きのインターネット英
語学習教室を無料で開始しました。 
 

 方法は、このサイトのアプリがダンロードされたパソコン・スマホ・ipadなど
を、学校の教室内に持ち込ませ、毎週木曜日の夜、30分間のインターネット授業
を開催するものです。 
 

 各学年のレベルに応じたテーマが決められ、英語が母国語の先生がネット上に
現れ、画像を通して教えます。 
 

 英語の教師は、時差がほとんどないためかもしれませんが、フィリピン人の先
生が多いようです。これらの英語の先生は、ほぼ全員が、アルバイトでインター
ネットで英語を教えている人たちです。 
 

 子どもたちは、各自自分の端末で画面を見て勉強するので、教室内で数百人が
一緒に勉強しても、全く問題はありません。 
 

 もちろん「手を挙げて先生の質問に直接答えたい」ということはできません。
また、毎日そのネット学習以外に30分くらいの英語の勉強もあり、小学2年生は
英語の「発音」を少しずつ習います。 
 

 「英語教育は、先生と面と向かって勉強するのが一番」という意識が強かった
親の世代も、この無料の授業を通じて価値観が変わりました。交通に時間をかけ
ることなく、とても効率よく勉強できる利便性の上、外国人教師家庭教師を雇っ
て、直接、教室や自宅にまで来てもらい英語を教えてもらうコストより、ずっと
安いのですから。 
 

 つまり、面と向かった外国人の先生との個人授業料は1時間500元（約8,000
円）くらいするのですが、ネット授業の場合は100元未満（約1,600円）で済み、
授業料の差があまりにも大きいです。 
 

2017年からは英語教育は小学３年生から開始か 
 

 「2017年から英語の教育は小学3年生からにするらしい」との話もがあります。
子どもたちが中国語のピンイン表記（中国語の漢字の一文字一文字の読み方のア
ルファベット表記）をまだ把握していないうちに英語の勉強を始めてしまうと、
中国語のピンイン表記と英語の単語のスペリングが混ざってしまう危険性が高い
からです。 
 

 しかし、幼稚園の4、５歳ぐらいのときから英語の塾に通わせる親がかなり多
いのが現状です。それは、親たちが「英語が流暢に話せることイコール将来いい
就職/外国へ留学・定着しやすい」と思うからなのです。 
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コラム4 

子を塾に通わせるママたちの想い 

 

 ピアノやその他の楽器の塾に通う子もいますが、音楽関係の楽器類は毎日家で30分
以上練習しなければならなく、疲れきった子どもたちは、テレビドラマを見たい、とか、遊び
たい、などで練習に怠けるようになります。そこで、心配する親とよく激しく喧嘩をします。 

 他に、英語の塾や司会、絵画、水泳の塾に行かされる子どもたちも多く、土日も休みは
ありません。 

 教育ママと幼い子との考えは、なかなか、一致しないのです。 

子どものときの教育を怠ったら大変なことが 

 中国は、競争の激しい社会です。子どもたちが小さいころの教育を怠けたばかりに、受
験戦争でいい大学に入れず、特に秀でた才能もない場合、その結果として、生活程度が
一般の人たちよりも1段階も2段階もレベルが落ちてしまうのです。その子どもが気が付い
たときはもう遅く、その後、自分でどんなにがんばっても、もう一般の人たちの生活レベルに
さえ到達することができなくなってしまうのではないか、という不安でいっぱいのため、親は、
子どもの教育に狂ったようになってしまうのです。 

建前では“ゆったり”教育を推奨する 

 WeChat(ウィーチャット：ＬｉｎｅのようなＳＮＳサイト）では、よく母親たちが 

「子ども自身の成長を“ゆったり”見守るだけにしましょう」 

というような文章が毎日出ます。それを読むと、 

「なるほど。焦ってはいけないのだ」と、不安にかられた自分の心を反省するのです。 

しかし、担任の先生に 

「お宅のお子さん、これじゃだめですよ。もっと勉強に力を入れていただかないと」とか、周
りの“優秀な他人の子”の様子を見ていると、“ゆったり”できないのは事実です。 

親も子も疲れきってしまう現状 

 結果として、自分自身で考えることができない子、考える時間を作ることができない子、
考えても疲れてしまう子、になってしまい、たとえ“いい大学”に入っても「将来何をするの
か」という目標もなく、挙句の果ては、憂鬱になって就職できない子、になってしまう恐れも
あるでしょう。 

 次から次へと、教育に対する建前と本音の矛盾が押し寄せ、まるで、大きな渦に巻き込
まれていくように、ついに親も子も疲れきってしまう、というのが現実なのです。。。 
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コラム7 

下校後の塾通い 
 

 女の子の場合が多い
ですが、ピアノやダンスの
塾に、週に3回以上、下
校後に通います。時間は
1時間ぐらいです。 

 

コラム8 

サッカー練習 

 火曜日と木曜日は午後4時か
ら5時30分まで学校でサッカー
の練習があるため、帰宅時間が
遅くなります。なので、そのあとに
やるべきことが、時間的にさらに
慌しく、忙しくなります。 

  

 

コラム6 

自宅での学習 
 

 できるだけ午前しか授業のない水曜日や金曜日、土日
に、予測できる復習をまとめてします。だいたい、1週間分
くらいを一段階とした試験があるため、事前に模擬テスト
のようなものを自分で作ってやってみます。 
 

コラム5 
 

1年の塾費用は車1台分 
 

 塾の費用は、なんと1時間2,000元(約3万円）程度ですが、週に数か所の塾に通う子も
多く、進学のための私的な教育費用に年間30万元（約450万円）もかけることになります。 
車の値段が高い中国でも、その車1台を購入する分ぐらいの費用になる、というのは、冗談で
はありません。 
 大学の程度は良し悪しで、今は私立大学も氾濫しており、お金さえ払えばどこかの大学に
は入れます。しかし、高校は、たとえば大連には重点高校が10校しかなく、本当にいい学校は
そのうち3～5校しかないのです。 
 
 
 

コラム9 

粟（アワ）のおかゆ 
 

 朝一番でまだ目覚めていない
胃には、「アワ」のお粥が最高の
朝食です。これは基本的に毎朝
お父さんが早起きして作ってくれ
ます。お父さんが作れない日は、
温めた牛乳と、前の日にお母さん
が買ってきたパンや大福または
ケーキを食べ、食欲のある日はさ
らに、卵の料理や炒めたベーコン
等を食べます。 
 
 アワのおかゆには、こんなお話
もあります。 
 ある人の夫が欧米人で、奥さん
は毎朝お粥を食べますが、長い間

夫は見むきもしなかったのです。
その欧米人の夫にとっては「変な
食べ物」だとしか見えなかったので
しょう。数年前、夫は病気で入院
しました。中国では、病院では食
事が出ず、病院の周辺には患者
さん向けの出前レストランが多数
あります。夫は朝食に「アワのお
粥」を食べるしかなく、そのうちだ
んだん好きになってしまったのです。
今は、少し具合が悪いとすぐ、奥
さんに「黄色いお粥」を作ってくだ
さい」と頼むようになったそうです。 
 
 中国では、出産後や病気の際、
胃に優しく栄養バランスのとてもよ
い「アワ」の「黄色いお粥」を食べ
るのです。 
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制 服 
 

 

学校指定制服とクラス服 
 

 中国では中学校までは義務教育なので教育費が無料ですが、いつの間にか
公立学校では教材だけが有料となりました。学校の制服は無料ですが、デザ
インはあまり満足のいくものではなく、その上無料の分、材質もあまりよく
ないです。 
 

 小学校では、制服は毎日着用ではないのですが、月曜日と木曜日だけは必
ず学校の制服を着て登校しなければなりません。1週間に２日だけなので、制
服は1セットしかなくても足ります。制服は小学生のときには、1年生、4年生
の際に年間で２回、無料配布されます。 
 

 翌日に特別の活動があるときには、クラス制服を着ます。クラス制服は、
学校指定の制服が質もデザインもあまりよくないため、各クラスごとに、ク
ラス制服・運動服1セットずつ、全員が一緒に相談しながら注文し自費で買い
ます。制服の一種として認められていますが、他の学校から先生が授業を見
学してくるときや合唱などの際は、正式な学校制服を着ます。 
 

中学生の紅いスカーフ 
 

 中学校になると「共産主義青年団員」になりますが、隊員としての「紅领
巾（国旗の一角を代表し、赤い三角形のスカーフ、ネクタイを結ぶやり方で
首に巻く）」をつけます。 
 

 一度、このスカーフをなくしたことがあります。学校へ行く途中にある雑
貨店で３元（約50円）で買いました。また、ある時、着用を忘れてしまった
ときは、クラスのWeChat(ウィーチャット）でのグループチャットで、担任
の先生からクラス全員に知らせる公開連絡の場で注意されてしまいました。 
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コラム10 

親たちが自主的に作る「クラス制服」 

 子どもに対する愛が溢れて、どこにその愛情を注げばいいか分からない親にとっては、
学校の制服では満足できません。 

 特に、より有名な公立学校では、数年前からクラス一同で「クラス制服」を作って、購入
することが恒例になりました。 

デザインはネットから 

 デザインはインターネットから選び、日本や香港、韓国からのコピーのように見えますが、
一応「イングランドスタイル」制服と名乗っています。 

 しかし、シャツや背広など、やはり小学生向きではなく、どうにも似合いません。学校では、
運動もするから、めったにこのおしゃれなクラス制服を着装するチャンスがありません。また、
運動服もまた1セット別に購入させられます。これは運動会に使われます。運動会は、年に
2回しかないのですが、こちらのほうは、なんとか平日も着られるので、お金の無駄使いに
はならないようです。 

 小学３年生以後になると、親もわが子に対する情熱がだんだん冷めてきて、クラス服を
買うことは殆どなくなります。しかし、困るのが学校制服です。小学校は1年生、4年生の時
期に1セットずつ購入することになっていますが、子どもたちは3年間で、かなり背が高くなり、
あっというまに小さくなって着られなくなったり、ズボンの股が割れて、だめになったりします。 

 小学校の制服は、服装市場で同じものを、上下セットのみ、高く売っていますが、中学校
や高校の制服は、より人数が限られているので、一般の市場では見当たらないのです。 

 高校になると、有料で買えますが、サイズは、身長だけの違いなので、痩せていても太っ
ていても、同じものです。運動不足でかなり太っている子が多く、買っても、買っても、すぐ
破れてしまうという悩みは解決できません。 

 まして、中学校からは毎日制服だけの着用なので、小学校よりも重大な問題で、親は、
ただただ、嘆くことしかできないのです。 
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課外授業 2016年秋 

左上：6年生の卒業祝賀会         右上：教室でお誕生会 

左中：休み時間                          右中：模擬中古市場を校庭で 

左下：保護者持ち寄り料理の日         右下：保護者持ち寄り料理の日 

Title： Date： 
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「家長会」という保護者面談 
 

 日本語の「父兄会」という言葉は英語の表現から来た言い方かもしれませんが、この漢字
のままを中国語として読むと、とても面白い意味になります。 
 日本でも、父や兄だけでなく、母も、祖父・祖母も、たくさんの方々が保護者であるわけ
で、表現が議論になっていますが、中国では「家長（親）会」と言い、実態は「母親会」と
いうのが正しいかもしれません。 
 「家長会」は、自分の子どもの１学期（半学期）の間の勉強・紀律・学校各種活動（運動
会など）への参加状況の報告、親への要望、休み中の宿題・注意事項の説明等が行われます。
保護者達は、全員参加することが義務付けられています。 
 

小学校 
 小学校では、毎学期に1回ずつ保護者開放日があり、学期末には必ず「家長会」が開かれ
ます。 
 小学校のときの保護者開放日は自由参加で、忙しい親はいつも大体参加できず、約半数の
親たちが参加します。小学生は全員、親が来校することを期待しているのですが、親が来ら
れない子はかわいそうに思われます。 
 「家長会（保護者面談）」では、わが子がどの中学校に入れるかは、戸籍登録住所のエリ
アによって学区で自動的に分けられており、成績とは関係がないため、成績に対するプレ
シャーはそれほど強くありません。基本的に、担任の先生が半年間のわが子の学校での様子
を撮影した写真をプロジェクターに投影して親に説明し、休み中の注意事項に関して説明す
るだけなので、とても気楽です。 
 

中学校 
 中学校からは年1回は保護者開放日があり、学期中・末に各学期ごとに2回ずつ「家長会」
があります。 
 子どもたちは、小学生のとき、あれほど心待ちした保護者開放日なのに、中学生になると
急に親のことがうさん臭くなり、「先生が緊張してしまう」とか「他の親が来ないのに、恥
ずかしい」などと言い、親たちが参観日に参加したくても、子どもに嫌がられるようになり
ます。 
 「家長会」は、今度は親のほうが大変気が重くなります。どの高校に入れるかは子どもの
成績次第です。男性の担任先生はあまり細かく指摘・要望しないので、まだいいのですが、
担任が女性の先生の場合、生徒達の悪い癖の指摘や、怠けてよく勉強しない、などの注意が
多くなり、覚悟して学校に行きます。 
 

高校 
 子どもが高校生になると、保護者面談日は「絶対来ないで」と、理由も説明もなしに硬く
拒否されます。 
 高校での「家長会」の面談内容は、大学進学のこともあるため、中学校とほぼ同じです。
しかし、生徒たちが反抗期に入ったり、大人になったふりをして先生に抵抗したりするなど、
先生も悩みが多くなります。 
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コラム11 
 

親たちと 
「保護者開放日」と 

「家長会」 
 
 「家長会」には、ときおり、父親の姿がち
らほら見えますが、保護者開放日には、父
親の姿は基本的に見えず、ほとんどが母親
たちです。 

 
 小学生のときから「家長委員会」が各ク
ラスに設置され、先生の代わりに、この委員
になった親たちが、学校での日常のお知ら
せや雑務、問題・意見集めと先生との交流
を行います。 
 しかし、いかに「お父さん達、今度の家長
会には、ぜひ参加してくださいね」と呼びか
けても、無駄なのです。もちろんこの「家長
委員会」も、ほぼ全員お母さんですが。。。 
 

コラム12 
 

一人っ子の教育 
 

 ある高校の先生のお話です。ある日、女
子トイレで男女関係に関するおしゃべりをし
て教室に戻らない女子生徒数人を見つけ
ました。そこでこの女子生徒たちにお説教
をしたのですが、彼女たちに見事に反撃さ
れてしまっただけでなく、その後、彼女たち
の親までが学校に来て、校長先生にクレー
ムをした、ということがありました。先生たち
にとって、学校にどんな子がいて、その子た
ちの親がどんな考えの人たちなのか、さっぱ
りわからない時代なのです。 
 

本物の教育者 
 まじめな先生はストレスが多くなり、かなり
悩みます。なので、高校2年生の学期中の
「家長会（保護者面談）」では、「点数だけ
に重点をおき、それ以外はどうでもいい、と
いうのは間違いです」ということが強調され
ました。 
 

 一人っ子が多い生徒達のなかには、子ど
ものころから自己中心的に育っている子も
多くいます。そのため、「クラスのため」、「団
体のため」という協力精神、団体意識を育
成しなければならない、というお話が、校長
先生から、わざわざ、あるほどです。 
 

 体育祭などの前には、「本日は子どもを
休ませたい」と先生に電話をしてくる親がい
ます。「そんなことは絶対に許しません」と

怒った担任の先生がいたそうで、教育意識
を持っている“本物の教員”は、まだ残って
いるのだなあ、と、密かに心の中でその先生
をほめたいと思いました。 
 

 家庭内で、「常識」教育が欠けている中
国。学校の先生も社会意識に左右され、
中々、理想を貫く教育をすることができない
のが現実です。親達が子どもを壊れやすい
ガラスのように扱い、過保護にし、点数さえ
高ければよい、自分が損をしていなければ
よい、後はどうでもよい、という保護者も、
少なくないのが現状です。 
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先日、小学2年生の午前中の授業を見学しました。 
 

授業前の30分テスト 
 まず授業前の30分間は、算数の計算テストから始まり、テストの朗読、詩の朗読など、
授業に入るまえの30分が十分に活用されました。 
 

自ら考えさせる国語の授業 
 それが終ると授業が始まりました。まず、国語の授業です。台湾の漫画「友をレンタ
ルする」という絵本を正面の画面に投影し、子ども達に「主人公は何を言っているので
しょうか」、「どういう思いで言っているのでしょうか」などの質問が出されました。
この質問を考えることにより、「友情を大切にしましょう」、「自分の回りにいる人た
ちをずっと大事にしましょう」などということを教えます。涙が流れてしまって話すこ
とが出来なくなる子どもたちも何人かいて、親達も感動してしまいました。 
 

英語のみで行う英語の授業 
 次に英語の授業が始まりました。子どもたちをグループに分けて競争させたり、プロ
ジェクターなどを利用したりして、基本的に先生も子どもたちも英語だけの授業になり、
塾に通っているのとあんまり変わらないような、予想以上に質の高い授業でした。 
 3コマ目は「品格道徳授業」です。学業の点数とあまり関係ないので、ここで帰られ
た親が多かったです。親にとってはなんの授業であるかまったく分かりにくい名前なの
ですが、実際に参観してみて見ると「大連の特産は？」とか、「白菜の料理方法は？」、
「リンゴの種類は？」など、写真、ビデオを通じて生活の常識を教える授業で、とても
面白かったです。 
 

変わる小学校の授業内容 
 10年前に比べ、小学校の授業はますます質が高く面白くなってきたことを、実際に授
業参観して知りました。 
 
 授業の合間には、子ども達がキャンバスに出て、走りまわって運動をしていました。
風が強いため、繩飛びの授業はとりやめとなりましたが、知育だけではなく、体を鍛え
ることも大いに重視されています。 

ある小学２年生の授業参観 
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いろいろな授業 2016年11月7日 

左上：１年生の合唱             右上：美術の授業 

左下：美術の授業              右下：美術の授業 

Title： Date： 
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運動会 2016年9月30日 

上と左下：2時間目と3時間目の間の    右下：大連市内の小学校の運動会 

    休憩時間の運動               

Title： Date： 
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運動会 
 

 基本的に9月末と4月末、つまり、それぞれ国慶節（１０月１日）と労働節
（５月１日）の休み前に、秋の運動会と春の運動会が開催されます。 
 

小学校の運動会 
 小学校では、よく走れるかどうかは別として、できるだけ全員が参加できるよ
うに、担任の先生ががんばり、秋の運動会自体も「趣」をメインに、団体協力や
協調性を第一にする項目が多いようです。 
 

中学校の運動会 
 中学校になると、生徒達も恥ずかしくなり、自分がうまく走れない、などの理
由で、どうしても参加したくない生徒も増えてきます。一方、運動神経が高い子
は、数種目に参加します。 
 

高校の運動会 
 高校になると、特に、よりレベルの高い高校では、運動（サッカーなど）が得
意なために特別入学できる「体育特長生」がいて、基本的に各クラスの「特長
生」の試合になります。2年生からは文科系・理科系のクラスに別れます。 
 
 「特長生」たちは学校を代表して試合に参加するため、よく授業をサボったり
する人もいるため、理科系より文科系の方が勉強しやすく、1～2の文科系クラ
スに集中して在籍することになってしまい、運動会は圧倒的に文科系クラスの勝
ちとなります。 
 そこで担任の先生は、「No１になるためではなく、がんばった、ということ
だけでいいのですよ」とか「クラスのためにがんばりましょう」と提唱します。 
 
 しかし、誰も参加しない種目、特に長距離競争が問題となります。女子の長距
離といっても800mしかないのですが、参加者を募っても誰も手を挙げず、先生
がどの種目にも参加しなかった数人のうち、2名を指名したら、その夜、その子
たちの親から電話が入り、いろんな理由で参加を拒否してしまいました。 
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各種コンテスト 
小学校 

 小学校では、運動会以外のコンテストは基本的にありません。 

 

中学校 

 各種の団体や組織が「歌大会」や「英語弁論大会」や「囲碁キャンペーン」等、
いろいろなコンテストをやりますが、基本的にそれぞれの種目や科目の通学塾を
通じて参加するか、先生を通じて連絡があり、自由に参加することが多いです。 

高校 

 高校になると、「数学オリンピック」、「物理オリンピック」、「化学オリン
ピックがあり、省・市レベルの優勝者であれば、一部の大学へ優先入学が申請で
きます。ただし、こういう分野別オリンピック大会の内容は、大学レベルの内容
で、高校の勉強とまったく関係がなく、その試合への出場を準備するためには、
高校の勉強にも大きな影響がでます。この大会に参加した挙句、優勝できなかっ
た場合、普通に大学受験するにはかなり損をします。つまり、これらのオリン
ピックに参加するのは、一つの賭け、と言っても過言ではありません。 

 このほか、高校では部活があって、「国連模擬」とか「ロボットコンテスト」
等がありますが、優勝したら大学に優先的に入学できるもの以外は、一部の担任
の先生からは参加を反対されますし、親達もあまり参加させたがらないようです。  

 

コラム13 

コンビニ運営活動 

 ある高校では、学校の中にコン
ビニがあり、その運営を各クラスご
とに1週間ずつ担当する、という活
動があります。 

 担当の当番になると、週末に売
れそうな商品を選んで卸屋さんか
ら仕入れ、1週間販売してから、次
のクラスに引き継ぎます。 
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コラム14 

一人っ子が親になったら 

 一人っ子の親達は結婚しても、人間的にまだ未熟な部分もあり、仕事で疲れ、家事も
ろくにできない親たちが珍しくなく、どちらか一方の親が面度を見てくれたり、お手伝いさ
んを雇って家事を手伝ってもらったりします。子どもができたら、おじいさん、特におばあさ
んに面倒を見てもらうのが当たり前になり、見てくれない祖父母は非難されます。また、
親自身が結婚前の生活のままで、夜遅くまで遊んだり、寝坊したりし、生まれた赤ちゃん
を全面的におばあさんに預けたままにする親もよくあります。そういう場合、祖父母の孫
に対する甘やかしが通常となり、自己中心的な子どもに成長することになります。 

在宅で仕事をするようになる母親も 

 おじいさんやおばあさんが孫の面倒を見てくれない場合、お母さんの方が仕事をやめ
て子どもの世話をせざるを得ないケースも増えています。その場合は、もちろん、お父さ
んの収入がかなりあることが前提です。今はインターネットによる通販やWeChat(ウィー
チャット：LineのようなSNSサイト）を利用した販売が流行しています。在宅で仕事がで
きるようになってきているので、自宅で子育てをするお母さんもよく見かけます。 

夫の収入が主となり専業主婦が急増 

 小学校の下校時間が早いため、幼児期に子育てのために家庭に入り、子どもが幼稚
園や小学校に行くようになっても、経済的に必要がなければ、そのまま専業主婦になっ
たまま、社会や職場に戻らない女性もいるようになりました。在宅での仕事は時間的に
自由なので、中々サラリーウーマンにもどれなくなります。もちろんお父さんが子育てや
家庭の面倒を見るのも一つの選択肢ですが、現代の中国では、夫が外で働き、それが
主な家計の収入源であることが多いようです。 

  

家庭生活 
 

ほとんどが1人っ子 
 中国では1979年から一人っ子政策が始
まりました。2016年から二人目の出産が
自由になりましたが、大部分の家庭はお
父さんとお母さんと子どもの３人家族で
す。 
 

ペット 
 現在の小学生の親たちは、それぞれが
一人っ子の場合が多いため、家族は、お
じいさん、おばあさんと同居している場
合もあり、大人4人に子ども一人の5人家
族もありますし、両親の親族であるおじ
さんやおばさんと同居している家族もい
ます。子どもたちには兄弟姉妹がいない

ため、自宅でペットの犬を飼う家庭も多
いのですが、都市部ではネコをペットと
して飼う家庭はほとんどみかけません。
ネコはネズミを退治するための動物で、
ペットとしてはあまり普及していないか
らでしょうか。 
 

家の中では靴を履いています 
 日本のように玄関で靴を脱ぐ習慣はあ
りません。西洋社会のように家の中は床
張りです。スリッパなどに履き替えるこ
ともあります。 
 

ベッドで寝ます 
 子どもたちは、子ども部屋でベッドで
寝ます。 
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年 中 行 事 
 

 

中国の子どもたちからの手紙には、 

いろいろな年中行事について書かれています。 

中国の子どもたちが楽しみにしている行事やお休みには 

どんなものがあるでしょうか。 

 

 

 

 

 

2017年の祝日の日程が発表されました。 

 

元旦 ２０１７年 １月 １日（日） １２月３１日（土）～ １月 ２日（月） ３連休 

春節 ２０１７年 １月２８日（土）  １月２７日（金）～ ２月 ２日（木） ７連休  

清明節 ２０１７年 ４月 ４日（火）  ４月 ２日（日）～ ４月 ４日（火） ３連休 

労働節 ２０１７年 ５月 １日（月）  ４月２９日（土）～ ５月 １日（月） ３連休 

端午節 ２０１７年 ５月３０日（火）  ５月２８日（日）～ ５月３０日（火） ３連休 

国慶節 ２０１７年１０月 １日（日） 
１０月 １日（日）～１０月 ８日（日） ８連休 
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年中行事 
 

清明節(チンミンジエ/qīngmíngjié) 
 

 毎年4月4日は清明節と呼ばれる祝日で、先祖のお墓参りに行く日です。日
本の3月のお彼岸に似ています。冬至から106日目で、春の訪れを感じさせる
時期です。通常、中国の祝日の日程は旧暦で決められるはずですが、なぜかこ
の祝日だけが西暦で決められているそうです。以前は４月５日でしたが、最近
４月４日に変更になりました。 
 
 中国の東北部には、日本やロシア等の人たちが過去の戦争のために多数亡く
なっています。その人々の慰霊のために「無名戦士の墓」を中国の人々が建立
しています。一年に一度のこの日にも、誰もお参りにくる人々がいない無名戦
士の墓に、近くの小学校や中学校の子どもたちがお花やお供えを持ってお参り
をしています。 
 

 土日を入れるようにしてこのお休みをとる人が多いのですが、みなさんが一
斉にお墓参りに行きますので、お墓が集中している地域に行くまでの道は車が
大渋滞し、歩いたほうが早いくらいです。 
 

  1人っ子政策が始まって以来、子どもの数が少なくなり、100年後には誰が
先祖のお墓参りに行くのか、多少心配はあります。ただ、中国ではお墓には、
所有権がなく、単に、数十年の使用権しか持つことができません。そこで、冗
談半分ですが、その心配をする前に、お墓が他人に売られてしまい、別の人の
お墓になってしまって、お墓の中でまったく知らない人たちと同居するという
大混雑が始まってしまうのではないか、という心配をする人もいます。  

お墓の近くで販売されているお墓参り用の花束 
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年中行事  

労働節（ラオトンジエ/ láo dòng jié） 

 

 毎年5月1日は労働節です。 

 日本や他の国々ではメーデーと呼ばれていて、中国でも全国的な祝日ですが、
中国では5月1日なので、一般的には、51（ウーイー）と呼ばれています。この日
から5月3日まで三日間連休になります。 

 この日には、高速道路料金が無料になったり、博物館や美術館などの入場料も
無料となるなど、観光地が大変混みます。各地では、国や社会に貢献した人々が、
この日に表彰されます。 

 

年中行事  

国際児童節（アートンジエ/ér tóng jié） 
 

 毎年6月1日は児童節です。 

 中国の子どもたちからの手紙には、よくこの児童節に旅行に連れていっても
らった話やプレゼントをもらった話が出てきます。中国の“子どもの日”にあた
ります。 

 なぜ、この日が“子どもの日”になったのでしょうか。第2次世界大戦後の
1949年11月、「国際民主女性連合会」という大会がモスクワで開かれ、全世界の 
児童の権利を保障し世界の子どもたちを守りましょう、ということを決めました。
これを記念して毎年6月1日は全世界の「子どもの日」になりました。中国では
1950年からこの日を国際児童節として定め、14歳未満の子どもたちは学校がお休
みです。 

 日本では“子どもの日”というと「端午の節句」を思い出します。しかし、中
国では「端午節」は「子どもの日」ではありません。次ページに紹介しています
のでご参照ください。 
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年中行事 
 

端午節 
(ドゥアンウージエ/ duānwǔjié) 
 
 

 毎年旧暦5月5日は端午節という中国
の三大伝統節句（他の２節句は春節、
中秋節）のひとつです。日本でも5月5
日は「端午の節句」がありますがお祝
いする意味がかなり違います。 
 

由来 
 河に身を投げた詩人の屈原は、秦の
侵略に抵抗した楚の貴族です。秦が侵
略してくることを王様に進言したので
すが聞き入れられず、結果として楚は
侵略されてしまったため、自分の至ら
なさを嘆き、ペキラという河に身投げ
しました。屈原はたいへん人望が厚
かった人だったので、その体を魚が食
べてしまわないようにと、人々が一斉
に船を出し、河にたくさんの粽（ちま
き）を投げ入れたり、太鼓を叩いて魚
を追い、ご遺体を助けた日という説も
あります。だから「端午節は“端午快
楽”ではなく、お墓参りの日“端午案
康”と言うべき」と言う人もいます。 
 

 それでこの日は中国では全国民が粽
（ちまき）を食べる習慣ができました。 
 
 
 
 

粽（ちまき） 
 粽は大きく2種類があります。 
北方の地方は糯米に赤豆またはナツメ
（食べる際に砂糖をつける）を入れた
ものを意味するのですが、これに対し、
南の地方では、糯米に味をつけたお肉
を入れたものが多いです。現在は、北
方地域でもお肉入りの粽を好む人が増
えています。 
 

 以前は、粽は家庭で手作りしたもの
しかありませんでした。糯米や包むた
めの葉っぱを一晩水にさらし、翌日、
一つ一つ葉っぱで包んで、長く煮たり
するなど、作業が大変複雑でした。 
器用な人はうまく作ることができます
が、葉の巻き方により、下手な包み方
をすると、隅からお米がこぼれ落ちた
りするなど、どうしてもうまくつくる
ことができない主婦もいました。 
 

 作業が複雑な分、作るときには、一
気に数十個を作るのが普通です。飽き
るまで数日間連続して、毎日粽を食べ
るのです。最初の日は、出来あがりを
期待し、わくわくしながら食べるので
すが、毎日となると、徐々にもう食べ
たくない、という気持ちに変わってい
きます。 
 

 昨今では、手作りのチマキはほとん
どなく、好きな味の粽を買ってくるの
が普通となりました。 
 

（画像：Microsoft Office無料画像より） 

32 



年中行事 
 

中秋節(チョンチウジエ/ zhōngqiūjié) 
 

 旧暦8月15日、満月の日、それが中秋節です。2016年は西暦9月27日で、ちょ
うど日曜日に当たりました。日本では、お月見の日として有名です。 
 

 昔から家族団らんの日であり、明月の下で、家族が親のところに集まり、月餅
（ゲッペイ）を食べながら話しが弾む、というのが恒例です。 
 

 毎年、大体9月末にあたり、国慶節休み（通常1週間ぐらいのゴールデンウィー
ク）の直前のため、この日のためにわざわざ休暇を取って地元に戻る人は少ない
のですが、近くに住んでいる子どもは、親と一緒に過ごします。 
 

 月餅（ゲッペイ）といえば、皮にも油と砂糖を沢山入れ、もちろん餡はすごく
甘いのはいうまでもないです。30年前なら、ケーキもない世の中だったので、中
秋節に食べる甘い月餅は、毎年待ち遠しく、おいしい存在でした。しかし、現在
の月餅は、以前よりも皮が薄くなり、餡が多い分、甘すぎて、逆に、中秋節だか
ら少しは食べるようにしよう、というだけ、のお菓子になりました。 
 

 餡も伝統的な味の数種類から、最近では、なんとアワビまで入れるような「高
く見えるし高く売るため」？に、ヘンテコな味の種類も含め、実に各種いろいろ
増えてきて、「子どもの時の味」という素朴な伝統的な味の月餅は、全然見つか
らなくなってしまい、もう二度と味わえないのではないか、と思うほどです。 

（画像：Microsoft Office無料画像より） 
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年中行事  

国慶節（グオチンジエ/guóqìngjié) 

 10月1日は中国の「建国記念日」にあたる日で、国慶節と呼ばれています。 

 通常、この日から7日間ほど、全国的な長い休みが続き、まさに中国における
「ゴールデンウィーク」です。 

 もうひとつの長い休みである旧正月（春節）は、いつも真冬なので観光には向
かないのと、親が健在なら故郷に帰省しなければならないなどの理由で、観光に
行くのは控えめになるため、家族一同でどこかへ遊びに行けるのはこの秋の国慶
節のゴールデンウィークの時期しかありません。 

 最近までは、この国慶節の長期休暇はどこへ行っても観光客ばかりで、食事、
宿、交通などすべて値段も高くなり、満足できないし、悔しいお休みになってし
まうことが多かったのです。しかし、今年は「誰も行かないところへ行って見よ
う」とか「自家用車で観光へ行こう」などという観光会社の宣伝が増え、回りの
皆さんも、どこか有名なところへ行くよりは、全然名前も聞いたことのないとこ
ろや博物館へ行って、いいお天気や美味しい食べ物、家族の笑顔などの写真をス
マホやブログに掲載し、「気分転換できたよ～」、「美味しかったなぁ」、「楽
しかった！」など、自分の感想をSNSサイトに投稿する人々が多数いて、お休み
中の観光のスタイルが変わってきたことがわかりました。 

年中行事  

聖誕節（シェンダンジエ/shèng dàn jié)  

 聖誕節とは12月25日のクリスマスのことです。本来はキリスト教の祝日ですが、
バレンタインデーやハロウィーンなどと同様、中国でも西洋文化が若い人々の間
で広まっています。街には、サンタクロースの飾りつけや、クリスマスソングが
流れ、にぎやかな日となります。 

 中国の子どもたちからの手紙にも、よく「圣诞节快乐（クリスマスおめでと
う）」と書かれています。親たちからのプレゼントや、友人の間でもプレゼント
の交換をしているようですが、高齢の人々の間では、他の国のお祭りとして、あ
まり親近感がないようです。 
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年中行事 

蝋八節（ラーバージェ/làbā Jié） 
 

 旧暦（中国では農暦という）12月は「蝋月節」ともいい、五穀豊穣を祝
い、来る春節を準備する日です。寒い冬の中でも特に寒い時期で「寒冬蝋
月」との言い方もあります。 
 
 旧暦12月8日は「蝋八」と呼び、2016年では1月27日にあたります。この
日には「蝋八粥」という穀類粥を食べます。 
 
 なぜ、この日にこの特別なお粥を食べるのか、いろいろな伝説があります。
むかし、長い苦行を終えたお釈迦様に、スジャータという女性がこのお粥を
差し出しました。そのおかげで、お釈迦様は元気を回復し、菩提樹の下で悟
りを開いたのがこの日だった、と言われており、それをお祝いする日である、
という説が一般的です。 
 
 この日にこの雑穀粥を食べるという習慣は、中国の食文化のなかに深く根
付いており、いまでもほとんどの中国の人々にとって当たり前になっていま
す。しかし、この食習慣が、仏教と深い関わりがある日であることを知って
いる中国人は少ないかもしれません。 
 
 
 
 
 
 
 この「蝋八粥」は雑穀粥とも言い、小豆、緑豆、赤豆、餅米、高粱、トウ
モロコシ、棗、蓮子、リュウガン、乾燥ユリなどを入れて作ります。いろい
ろな食材を用意しなければならないことと、作るのが大変手間がかかること
で、核家族の多い現在の家族では、1食分買ってくるか、または食べない
人々も増えてきています。 
 
 コラム15 

雑穀粥はご馳走 
 

 10年前ぐらいになるでしょうか。ある日本人が中国人の友達の親の家を訪ねたと
き、雑穀粥を出されたそうです。その日本の人は「なぜお米のお粥ではなく雑穀粥な
んだろう。貧乏だからなのかなぁ」と、あまりにも不思議だったようで、後で、私に話し
たことがありました。中国では、普通の白米のお粥より、いろいろな種類の雑穀を合
わせて作ったお粥のほうが、ずっと栄養（宝）が豊富で美味しい、ご馳走の一種なので
す。お家の人が、遠路から来た息子の大切なお友達をおもてなししたいと思い、わざ
わざ手間がかかる雑穀粥を作ってお出したのではないでしょうか。 
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年中行事 
 

春 節 (チュンジエ/ chūnjié) 
 
 

大晦日 
 旧暦12月30日は大晦日です。旧暦の暦に30日がない年は29日が大晦日と
なり、旧暦1月1日の前日です。 
 
 西暦の場合は、だいたい毎年１月末～2月の中旬の間のいつかですが、そ
の年の暦により日が違ってきます。 
 

春節より大事な大晦日 
 春節は旧暦の正月1日ですが、実は一番重要なお祝いは、この大晦日なの
です。田舎では旧暦29日から対聯という、新年への願いを俳句のような文面
にして短冊のような長方形の赤い紙に書いたお札を、ドアの両側と上に張り
ます。庭の一番外側の大きいドアには、門神という、家を守る神様の画を張
ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 毎年、大晦日までに家族全員が家に戻らなければならないのですが、都市
ではそんな贅沢はできず、せめて大晦日の昼食までには対聯を張ります。 
 

コラム16 

 

春節休みは誰が決める？ 
 

 2013年からは大晦日が出勤日にされたため、正月7日まで休むことになりました。
毎年の祝日休みを決めるのは「暇日弁公室」という中国政府の部門で、大晦日を出
勤日にした理由は「どうせこの日は出勤日でもろくに出勤する人（出勤させる会社）が
いないし、この日を出勤日にすれば正月にさらにもう1日多めに休めるため」と説明しっ
そのように決められました。 
 これが、祝日休みしか取れない人々から大反対されたのです。大晦日を出勤日にし
た場合、特にお役所の皆さんは、最も忙しい日なのに一刻も早く退社する勇気がなく、
自分たち自身が困ってしまったのです。そこで、2015年からは、「大晦日は休日」、と
元通りに戻ったのです。 
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年中行事 
 
春節（つづき） 
 

大晦日のスケジュール 
 大晦日のスケジュールは、大変忙しいのです。 
 

 まず、朝早く起きて、家の掃除と片づけをします。 
 

 中国では共稼ぎの家庭が多いため、春節のときに、家中全体を徹底的に掃除
する人たちが多いのです。通常1ヶ月前から大掃除が始まります。平日は掃除し
ない天井や隅々を徹底的に掃除し、カーテンなどを全部洗濯しておき、大晦日
は、改めて全面的に仕上げるだけにします。 
 

 次に、夕食の食材などを準備します。 
 

 昼食までに門の両側に対聯（対になっている縁起のよい文字が書いてある紙：

前ページに写真掲載）を張ります。 
 

 昼食は大体簡単に麺類などを食べます。子どもがいない家の場合は、食べな
いこともあります。 
 

 午後から夕食の準備にかかります。肉料理はもちろん、エビ、魚は必ず用意
します。大連では、大抵の家では、あわびを食べます。それから各家の好き好
きですが、ナマコや野菜、前菜などをメニューに入れますが、全体のお料理の
種類は、必ず、6、8、10など偶数の縁起のいい数にします。お料理がいっぱい
あるので、主食は食べられません。 
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春節（つづき） 
 

爆竹は午後４時から 
 

 4時から爆竹の音があちこちから聞こえてきます。というのは、夕食の前
に必ず爆竹に火をつけて大きな音とともに、古い年の悪運を流し、新しい年
が大音響とともに盛大に燃えあがることを祈ります。 
 爆竹が大きな音がするため、禁止されている地域や都市もあります。 
 

４時半から８時ごろまで、ずっと夕食 
 

 4時半からの夕食が始まりますが、大人たちはお酒を飲みながらいろいろ
なおしゃべりをし、大体7時か8時ごろまで食べ続けます。 
 

 子どものころ、必ず最後に酸菜（白菜の古漬け）も入れるしゃぶしゃぶ鍋
が出てきます。今の一人ずつの小さな電気鍋ではなく、鍋底に火をおこした
炭が入る形の銅製の大きな火鍋で、20人も30人が一緒に大きなテーブルを囲
み、フーフー言いながら食べます。ただ、今は1人っ子政策で子どもの数が
急減してしまったため、家庭でしゃぶしゃぶ鍋を食べる家族はほとんどいな
くなってしまいました。 
 

食後は「紅白歌合戦」を家族全員で見る 
 

 食後、北方の地方の人々は、中国中央テレビＣＣＴＶの「春節演出（日本
の紅白歌合戦のようなもの）」という番組を、翌日午前１時過ぎまで家族で
一緒に見ますが、広州など南方の暖かい地方では、「花市」などへ行って、
きれいな花を観賞しながら好きなのを選びます。 
 

 この大晦日の紅白歌合戦のようなテレビ番組は、すでに30年以上も毎年続
いている「春節演出」という番組です。今年お出場者が誰か、数ヶ月前から
たいへんな注目を集めますが、最近はだんだん評判が悪くなってきています。
毎年だんだんがっかりしながらも、この１年間で１番重要な夜を送ります。 
 

  

コラム17 

春節はどこで過ごす？ 
 

 おじいさんやおばあさんが健在の家庭で
は、子どもたちが孫を連れて各都市から帰
省し、祖父母の家に集まり賑わいます。 
 

 夫婦が両方とも一人っ子なので、どちら
の親元に戻るかで、毎年大喧嘩する若い夫
婦も少なくありません。 
 

 

コラム18 
 

  爆 竹 
 

 爆竹は、大晦日の夜 
新年の厄除けのため 
鳴らします。 
 
 大きな音がすることや 
火事がおきることもあり 
禁止されている地域もあります。 
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大晦日・春節（つづき） 

 

餃子作り 
 

 子どもは遊びに専念すればいいのですが、大人はやはり夜中の12時に食べる餃子
を作らなければならないのです。 
 
 日本の餃子は中国では「焼き餃子」と呼ばれ、中国の東北地域では焼き餃子は家
では食べません。中国の餃子は、「水餃子」または「蒸し餃子」が主流です。中に
入れる具は、通常、韮と海鮮、卵、豚肉で、これは「三鮮餃子」と呼ばれ、必ず
「水餃子」です。牛肉や羊肉、ロバ肉を使う場合は必ず「蒸し餃子」にします。 
 
 春節を迎える時の餃子の具は、昔は「素餡」と言って、野菜や春雨などお肉が入
らない野菜中心の具でした。しかし、現在では、やはりお肉が入らない餃子は「お
いしくない」ので、大連では「三鮮餃子」に、酸菜も入れます。酸菜とは中国の東
北地方の冬の主要食材のひとつで、白菜の漬けものなのですが、とてもすっぱく漬
けたものです。ちょっと変わった食材ですが、慣れればこの味はとても恋しくなり
ます。ちなみに中国の南の方の人々も餃子は大好きですが、包み方が違うようです。 
するのが主流となります。 
 
 餃子の包み方ですが、日本の餃子のような形ではなく、中国の昔のお金のかたち
をしたコロンと丸いかたちの餃子です。春節を迎える餃子を作る時には、具の中に
コインを混ぜる場合があります。コイン入りの餃子を当てた人は、新年がとても
ラッキーでお金に困らない、と言われています。最近では、衛生観念が発達してき
たため、コインの代わりに、アメなどを入れるところも増えてきました。 
 

 餃子は、同じ材料を使っても、各家ごとに材料や味付けが少しずつ違っていて、
本当の意味での中国の「お袋料理」です。 
 
 なお、南方の人々は春節に餃子は食べず、簡単に食事をしたり、花市に出かけ大
変にぎやかに新年のお祝いをします。 
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年中行事 
 

元宵節（ユエンシャオジエ/yuán xiāo jié） 
 

 旧暦1月15日は「元宵節」です。西暦では、その年ごとに違いますが、大体
2月の中旬です。日本では小正月と言われており、正月の最初の満月の日にあ
たります。由来は仏教に関係する日であったり、漢時代に反乱軍が平定され
たことを祝う日など、いろいろ言い伝えがありますが、現在では、春節がこ
の日で一段落し、提灯を灯し、甘いお団子を食べる日、になりました。 
 
 北方の人々は「元宵」を食べ、南の地域の人々は「湯園」を食べますが、
「湯園」の方がやわらかく食感が現在の人たちの口に合います。そのため、
最近は、ほぼ全国的に「湯園」を食べるようになりました。 
 

「湯園」 
 丸い餅団子のような形をしていますが、お団子の中身の餡(アン）は、もと
もと砂糖に細かく砕いたピーナツ、ゴマを混ぜたものしかありませんでした。
しかし、現在では、黒ゴマが一番主流の味で、それ以外に、バラ味、チョコ
レート味などさまざまな味が開発されました。新しく作られたアンなんて、
きっと変な味なのだろうと、食べてみようとすら思わなかったのですが、一
度友人からいただいて食べたところ、私がバラ味、息子はチョコレート味に
すっかりはまってしまい、今は、ゴマ味のお団子なんか見向きもしなくなっ
てしまいました。 
 

夕食は餃子 
 お団子は餅類で消化しにくいため、普通朝食として食べます。この日は出
勤日で休日ではないので、昼食は平日通り外食の人たちが多いのですが、夕
食はいつも餃子（水餃子）の出番です。餃子の中身は、特に決まった具はあ
りません。通常は「三鮮」と呼ばれる海鮮と韮と豚肉や炒り卵を合わせた具
や、野菜（セロリ、白菜など）と豚肉の2種類だけを合わせた具が殆どです。 
 

夜は赤い提灯祭り 
 子どものころ、夜に行われる提灯祭りが楽しみで、暗いなか、赤い提灯の
光の下で美味しい食べ物やなぞなぞ遊びをするなど、とてもにぎやかだった
思い出があります。しかし、今の子どもたちにとっては、このような光景は、
テレビドラマの中でしか見たことがなく、食後の楽しみはもっぱらテレビの
「元宵節演出」というバラエティ番組を見ることしかありません。 
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年中行事 

元宵節（続き） 
 

元宵の作り方 
 

≪材 料≫ 
砂糖、ピーナッツ（黒ゴマ）、餅粉 
 

≪作り方≫ 
1. まず砂糖と細かいく砕いたピーナツなど、 
  少しづつ水を追加しながら混ぜ、餡を作り、 
  小さな団子状の丸めます。 
2. 小さな丸い餡をごろごろと餅粉の中を回転 
  させながら、ピンポン玉くらいの大きさに 
  丸めます。 
3. 熱湯を沸かし、ゆでます。熱湯のなかで 
  浮き上がってきたら出来上がりです。 
 

 冷蔵庫で保存し、通常冷凍保存はしません。 
 湯園より食感は硬いです。 
 揚げて食べる方法もあり、大連で元宵揚げが売
りの有名な店もあります。 
 
 

湯園の作り方 
 

≪材 料≫ 
砂糖、ピーナッツ、餅粉、ラード、水 
 

≪作り方≫ 
1. 餅粉に水とラードを入れてまとめ、小さく 
  千切って、一つずつ延ばし、ちょうど餃子 
  の皮のように丸く伸ばします。 
2. 砂糖と細かく砕いたピーナッツを混ぜ合わせ、 
  水を加えて小さなお団子のかたちに餡を作り 
  ます。 
3. 餃子の皮のように伸ばした皮の中に餡を入れ 
  包みこみ、丸く団子状に形を整えます。 
4. 熱湯を沸かしてゆでます。熱湯の中で浮いて  
  きたら出来上がりです。 
 

 保存方法は、ゆでる前の状態の団子を冷凍で保
存します。 
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年中行事 

立 春（リーチュン/lìchūn) 
 

 旧暦の2月のはじめごろに、中国の「立春」があります。日本でも旧暦の立春の
日はよく紹介されます。 
 

 季節的にはまだ寒く、春は全然感じられませんが、この日を境に、不思議なこ
とに、ものが凍らなくなります。昔、冷蔵庫のない時代には、ベランダ等の屋外
において自然冷凍していた豚肉が、この日を境にどんどん解凍しはじめるので、
困ってしまうようになってきます。また、この日から数えて9日間経つと、「河
開」といって、この日以後は、凍っていた川の氷が溶け出してきます。暦の上で
の立春は、なんとなく春が近くなったような日で、うれしい気分になります。 
 

「立春」には「春餅」というものを食べます。 
 

≪春餅の作り方≫ 
 １．まず、小麦粉を水で溶かし、それを熱くしたフライパンの上に流し入れ、 
   料理を盛り付けるお皿とほぼ同じぐらいの大きさの薄い皮をつくります。 
 ２．蓋をしながら、蒸しながら焼きます。 
 ３．ジャガイモの千切りまたはモヤシを豚肉の千切りと一緒に炒めておきます。 
 ４．味噌、生ねぎと一緒に、作った皮に乗せて巻きます。 
 ふつうの春巻きの形になりますが、大きさはずっと大きく、油で揚げません。 
今は中に入れる具の種類が沢山増えて、酸菜（白菜の古漬け）の千切り炒めや、
豚肉の醤油焼き、きくらげと卵の炒め料理など、いろいろあります。 
 
子どもは食べ過ぎても大丈夫 
 この春餅は、中国の子どもたちは大好きな食べ物で、いつも立春の日は食べ過
ぎます。しかし、どんなに食べても、春になると体が草と同じようにすくすくと
成長する、という言い伝えがあるので、子どもがよく食べるのは、よく育つ証拠、
と言って、食べ過ぎを注意する親はいません。 
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いろいろな料理 
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トマトと卵の炒め物 

 

 

 

 

 

 

 

≪材 料≫ 
  トマト１～２個、卵3つ、長ネギ少々、サラダ油、塩少々 
 

≪作り方≫  
１． 中華なべを熱し、熱くなってから、サラダ油を多めに 
  入れ、中～強火力で油が熱くなったら、小口切りに 
  した長ネギの半分を入れる。 
 

２． 卵2個をよくほぐし、全部一気に入れる。 
 

３． 卵をかきまわしながら、固まってきたら全体を返し 
  卵液を全部膨らませる。火は中火以上にしておく。 
  油をよく熱し、卵を十分にふくらますのがコツ。 
 

４． 火を弱くして、一度卵を中華鍋から取り出す。 
 

５． トマトをひと口大に切り、中華鍋に入れて、鍋に 
  残っている油で炒める。先に塩をトマトに振り入れる。 
  必ずトマトだけに振り入れること。卵と一緒だと卵に 
  全部吸収されてしまうので、注意。トマトが柔らかく 
  なり、汁が出るまでよく炒める。 
 

６． 中華鍋から取り出しておいた卵を再度鍋に入れる。 
  弱火のままトマトと混ぜるように炒め、トマト汁が卵に 
  十分まわったら、残りの長ネギを入れ、2～3回軽く 
  混ぜながら炒め、火を消し、お皿に盛る。 
 

 

子どもたちの好きなお料理 
 
 中国の子どもたちから来る手紙のなかには、よく、好きな食べものとして、お料理
の名前が書いてあります。 
 
 トマトと卵の炒め物、を書いてある子が一番多いので、その作り方を紹介します。 
 
 また、中国の子どもたちが好きなお料理の写真や作り方も紹介します。 
 
 

44 



トマトと卵炒め 2016年 

コツは、 

中華鍋をよく熱すること、卵液をよく膨らますこと、 

そして、塩はトマトだけに振ること、だよ。 

 

Title： Date： 
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肉の醤油味炒め 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪材 料≫ 
肉（牛肉、豚肉、羊肉、鶏肉、アヒル、ウサギなど）、ニンジン、
大根、ニンニク、長ネギ、醤油、砂糖、みりん、八角、花椒、
サラダ油 
 

≪作り方≫ 
１． 肉を一口大より少し大きめに切る。出来上がると縮む

ので、あまり小さく切ってしまうと、煮くずれてしまうので
注意する。 

 

２． 中華鍋に、肉とひたひたになるぐらいの熱湯を入れ 
  八角と花椒を入れ、中火でゆでる。途中で味が均一 
  につくようによく返しながら、煮汁がほぼなくなるまで 
  煮切り、取り出しておく。 
 

３． 中華鍋を熱し、サラダ油を少し入れ、みじん切りした 
  ニンニク、長ネギを入れて中火で30秒～1分間くらい 
  炒め、小口切りしたニンジンと大根を加え、2分くらい 
  炒める。 
 

４． 醤油、砂糖少々、みりんを加え、沸騰したら、煮込んだ 
  肉を入れて、1分間くらい炒める。 
 

５． 最後に、小口切りした長ネギを入れて火を消す。 
  

エビ団子のスープ 

 

 

 

 

 

 

 

３ひ 

≪材 料≫ 
エビ、大根３切れ、長ネギ、生姜2～3切れ、みりん、醤油、
塩、卵白（半個分） 
 

≪作り方≫ 
１． エビ、長ネギ、ショウガをみじん切りにする。調味料の

みりん、醤油、塩を入れて全部一緒に混ぜ、 
  最後に卵白を入れる。必ず同じ方向に混ぜる。 
 

2. スープを好きな味に作り、沸騰直前の状態にする。 
  弱火でこの状態を保ち、準備したエビの具を 
  スプーンですくいながらスープの中に、ひと匙ずつ 
  そっと入れる。 
  コツ： ここで、スープが沸騰してしまうと、エビの具が 
  固まらない前に、バラバラになってしまうので注意する。 
 

３． 全部入れたら、大根の千切りを入れて、強火にし、 
  沸騰させて、３～５分したら、塩と長ネギの小口切り 
  を少々入れて完成。 
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いろいろな料理 2016年 

左上：お弁当                       右上：夕食 

左下：水餃子スープと野菜炒め    右下：焼肉串焼き 

Title： Date： 
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家庭料理 2016年 

左上：水餃子                                 右上：カニみそ豆腐 

左中：串焼きいろいろ                         右中：自家製豆腐 

左下：肉まん焼き                             右下：アサリのホイル焼き 

Title： Date： 
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大 連 の 紹 介 
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大連の紹介 
 

地理・気候 
 大連は日本の仙台あたりの緯度です。遼東半島の先端に位置し、三方が海
に囲まれた港町で、暖温帯の大陸性海洋性気候です。日本のような四季があ
りますが、日本より乾燥しているため、夏は蒸し暑い暑さではなく、日陰に
入れると高原のようなさわやかな暑さです。夏の平均気温は27度と言われて
います。 
 冬も、日本のような湿った雪はめったに降りません。氷点下になりますが、
雪が降っても細かな雪が舞い、道路に積もった雪はすぐに凍ってしまいます。
暖房は、学校は会社など、スチームが入る日が決められています。石炭が主
であり、以前とくらべて車社会となったので、大気汚染が問題となっていま
す。 
 

飲料水 
 中国では、水道水は飲めません。水道水を飲む場合は、十分に沸騰させて、
さましてから飲みます。氷は飲むことも食べることもしませんし、冷たい飲
料水は原則的に飲まない習慣の人たちが、まだたくさんいます。 
 一般的には、飲料水は、ミネラルウォーターを購入します。各家庭や職場
にも、水とお湯がでるボックス型の給水器があります。日本に来る外国人観
光客が驚くのは、日本のレストランで水が出てくることだそうです。世界の
ほとんどの国々では、飲料用の水は有料で、購入するものなのです。 
 

特産物 
 大連は三方を海に囲まれているため、海産物が大変豊富で、子どもたちの
手紙にはシーフード料理の話がよく出てきます。アイナメ、メバルを始めヒ
ラメ、カレイ、黒魚、太刀魚、サヨリ等の280種の魚類や、伊勢エビ、車エ
ビ、カニ、ナマコ、アワビ、ホタテ、イイダコ、ほら貝などの海洋無脊椎動
物は200種、昆布、ノリ、わかめなどの海藻類は150種と言われ、たくさんの
海産物が日本に輸出されています。また、生ウニは活きたまま食べることが
できます。 
 

人口 
 大連市の人口は、2016年3月の発表では、約600万人と言われています。 
 面積は12.574km²で、新潟県ぐらいです。緯度は、北緯38 度で、日本の酒
田市や仙台市あたりに位置しています。 
 2015年の統計ですが、大連市内に住んでいる日本人は5,721 人と言われて
おり、そのうち、大連日本人学校に通う生徒は、178 人（2016 年4 月現在:
幼稚園生38 人を含む）と言われています。 
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大連の紹介（つづき） 
 
 

通貨 
 中国の子たちからの手紙のなかに、ときどき、お札やコインが入って
いることがあります。中国に暮らす人々にとり、お金は大変大切なもの
のひとつで、大事なものを大切な友人に送って友情を表したい、という
気持ちと、相手の国がどのような通貨を使っているのか、とても興味が
あるからなのでしょう。 
 

 中国の通貨の単位は元、角（口語では毛）、分があります。お金のこ
とは人民元といいます。よく手紙に同封されているのは1元札で日本円で
約16円（2016年12月）ぐらいです。 
 

 紙幣は100元札、50元札、20,元札、10元札、5元札、１元札があり、
さらに小さい単位は角といい、5角と1角があります。 
 

 コインは、５元コイン、1元コイン、1角コイン、5分コイン、2分コイ
ン、１分コインがあります。一番小さい単位のお金は１分で、日本円で
約1円60銭ぐらいです。 
 

時差 
 日本とは、マイナス１時間の時差です。つまり、日本が午前８時のと
きには、中国は午前７時です。 
 

電圧 
 日本は100ボルトですが、中国は220ボルトです。日本製の電化製品は、
ほとんどすべて中国でも使うことができます。ただ、コンセントの口の
かたちが違うので、中国に行くときには注意が必要です。 
 

大連の日本食レストラン 
 中国の子どもたちからの手紙には、よく、「大連で日本食レストラン
に行きます」と書かれています。大連には、むかしから日本人がたくさ
ん住んでいたため、日本食レストランがたくさんあります。新鮮な海産
物が豊富なので、刺身やお寿司が食べられていますし、日本のラーメン
店や餃子店さんもあります。 
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大連の紹介（つづき） 
 
 

中国の国旗 
 中国の国旗は、通常「五星紅旗」と呼ばれています。中国の学校では、毎週
月曜日の朝、校庭に全校生徒が集まり、国旗掲揚が行われます。 
 赤い国旗の左上の大きな星は中国共産党と人民の団結の象徴で、その大きな
星の回りの４つの小さな星は労働者・農民・知識階級・愛国的資本家を表わし
ているそうです。赤い地色は共産主義革命を象徴し、星の黄色は光明を表すそ
うです。経済学者の曾聯松という人のデザインで、1949年9月に制定されたそ
うです。 
 
 
 
 
 
 
 

日本の友好姉妹都市 
 大連市は、日本の都市と姉妹都市を持っています。大連市全体では、北九州
市や舞鶴市が姉妹都市ですが、それぞれの区も姉妹都市を持ち、日本との交流
が盛んです。 

 大連市------------1979 年から福岡県北九州市および1982 年から京都府舞鶴市 

 大連市中山区------2006 年から東京都荒川区 

 大連市西崗区------2008 年から岩手県花巻市 

 大連市金州新区----1986 年から石川県七尾市および2012 年から宮崎県延岡市 

 大連市瓦房店市----1994 年から熊本県玉名市および2002 年から山形県天童市 
 

日本からの観光客数 
 日本からの旅行者数は、2015年は29 万人で、ちなみに、この年の外国人旅
行者は全部で98 万人でした。大連を訪問する外国人のうち約三分の一が日本
人なのです。 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

52 



大連の紹介（つづき） 
 
 
大連市の区分 
 

 大連市内の中心部にある区は、中山区、西崗区、沙河口区、甘井子区の
四つの区があり、その外側に旅順口区、金州区、瓦房店市、普蘭店市、庄
河市と、島々からなる長海県もあります。本後援会と文通している学校は、
旅順口区、中山区、西崗区、普蘭店市にある小学校や中学校と交流してい
ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遼寧省大連市の地図 
 

↓出典：Wikipedia より 
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2016年に中国の子どもたちから届いた手紙から 
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