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第３８号 
２０１９年３月 

 

 

2018 年度の文通交流 
 

今年度の文通交流活動への参加校は日中それぞれ 3 校

ずつの参加でした。東京都目黒区立鷹番小学校と大連市旅

順九三小学校、東京都港区立御田小学校と大連市普蘭店区

駅前小学校、そして東京都港区立高輪台小学校と大連市中

山区実験小学校の６校で、2回の往復が無事終了しました。 

 特筆すべきこととして、目黒区立鷹番小学校の小学 5年

生は旅順九三小学の 6年生（9 月から新学年のため同じ年

齢同士ですが、現在は１学年上になります）との 3 回目の

交流が実現したことです。双方とも 71 名の児童たちは、

旅順九三小からの訪日団が 1 月末の来日だったこともあ

り、交流が大変活発となり、どうしても 3 回目の手紙を書

きたい、との希望が寄せられました。旅順九三小の訪日団

の来日後すぐに 3 回目の手紙が寄せられたため、鷹番小学

校に 3 回目の手紙を書く余裕があるかどうか打診をした

ところ、鷹番小学校でも中国との交流への希望が大変盛り

上がっていたため、すぐに返信がきました。そのため 3回

の交流が実現しこの5年生の年代の子どもたちは2年間で 

 

子どもペンフレンドクラブの信条 

儿童笔友会的信条 

 

１．平和 ２．友愛 ３．教養 
１．和平 ２．友爱  ３．高尚 

これらを活動の目標として日本と中国の子ども

たちが文通を通じてお互いを知り、友情を深る等

一層の日中友好を図ることを目的としています。 

 

目的是期待日中两国儿童通过笔友活动实现相

互了解，增加友谊，进一步推动日中友好。 
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5 回の文通交流をしたことになりました。よい思い

出がたくさん生まれた文通交流でした。 
 

2018 年度文通交流参加者数 

目黒区立鷹番小４年 74 名、5 年 71名合計 145 名 

港区立御田小 4 年 64 名、5 年 60名合計 124 名 

港区立高輪台小４年 82 名 

旅順九三小４年 4 年 74名、5 年 71名合計 145 名 

普蘭店区駅前小４年 64 名、5 年 60名合計 124 名 

大連市中山区実験小４年82名       合計702名 

 

关于 2018年中日小学书信交流 
本年度，中日各有三所学校参与书信交流活动。大连市旅

顺九三小学与东京都目黑区立鹰番小学，大连市普兰店区站前小

学与东京都港区立御田小学，以及大连市中山区实验小学与东京

都港区立高轮台小学共 6所学校，圆满完成两次书信交流 。 

特别是旅顺九三小学 6 年级学生与东京都目黑区立鹰番

小学 5年级学生有 3次书信往来（日本 4 月份为新学期，两校学

生虽同龄，但中方比日方高一年级）。自旅顺九三小学访问团 1

月份赴日后，两校各 71 名学生彼此间的交流变得越发活跃，热

切希望能进行第三次书信往来。旅顺九三小学回国后，立刻寄来

了第三封信，随后（日主办方的名称）立刻询问鹰番小学是否有

时间回信，鹰番小学也非常希望与中方交流，马上给了回信。由

此，两校实现了 3次书信交流。5年级同年龄层的学生们在两年

间，共实现了 5次书信交流。通过书信交流，中日两国的学生们

留下了很多美好回忆。 

旅顺九三小学 4年级 74名，5年级 71名 共 145名 

普兰店区站前小学 4年级 64名，5年级 60名 共 124名 

大连市中山区实验小学 4年级 82名 

目黑区立鹰番小学 4年级 74名，5年级 71名 共 145名 

港区立御田小学 4 年级 64 名，5年级 60名 共 124 名 

港区立高轮台小学 4年级 82名    合计 702名 

。 

 

ありがとうございます！公益財団法人 平和中島財団 
本後援会の文通活動の運営資金の一部は、公益財団法人平和

中島財団のご助成により実施しています。公益財団法人平和中島

財団は東京都港区に事務所を構える社会貢献活動をする団体で

す。特に、青少年のための国際交流活動（留学生や研究者への支

援）をしています。本後援会の文通活動に対し、2007年より毎年ご

助成いただいています。ここに改めて厚く感謝申し上げます。 

 

本后援会笔友活动的部分运营资金来自于公益财团法人平和

中岛财团的赞助。公益财团法人平和中岛财团位于东京都港区，

是一个致力于奉献社会，特别是支援青少年国际交流活动（包括

赞助留学生和学者）的团体。本后援会笔友活动自 2007年起，每

年接受该财团的赞助，在此深表感谢！ 
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特別寄稿 

 

花の木幼稚園の異文化交流 

 神谷純子（翻訳協力者） 

 

幼稚園はクリエイティヴな場所である。 
砂場で遊んでいる子どもたちを見ながら、そう

思った。 

いろいろ用具は用意されているけれど、こうせ

よという「上からの」指示はなかった。幼児に適

当な大きさの薬缶、シャベル、バケツ、水を流せ

る缶（流しそうめんができますね、と私は言った。）、

船の形の玩具、もろもろ。 

彼等（4 歳児、コアラ組）は穴を掘り、水路を

作り、水を運び、流す。 

「イルカ組はしなかったね。この組はすごいね」

とは先生たちの会話。 

水を湛えた穴を指さし私はシンゴ君に尋ねた。

「这是什么？」（これは何？） 

「大海 dahai」（海だよ） 

4 歳の「小人」（子ども）たちは、極めて創造的

であり勤勉でエネルギッシュだ。 

多少のトラブル（「○○ちゃんが何々こわしちゃ

った」「ちゃんと水が流れない」etc.）はあるもの

の、このような砂場での自由な「水利事業」にお

いて、言葉の通じないシンゴ君も喜々としてひた

すら薬缶で水を運搬する。（こういう遊びの作業の

中でチームワークが生まれたりもする。）すごい。

えらい。 

・・・当番はいやがるくせに。 

初めての幼児の日本語支援 
今年の春「花の木幼稚園」の園長先生から電話

をいただき、荒川区のハートフル日本語指導員の

仕事をしている。この数年小学生 10 人ほど面倒

を見てきたが、幼稚園は初めてである。 

今回の対象幼児は4歳児。コアラ組のシンゴ（宸

语）君。最初の日彼は私に日本語が三つできると

言った。「おはようございます」「さようなら」「大

丈夫」。 

先生の話ではすでにひと月。なかなか指示に従わ

ず、中国語を話し続けている。 

（かつて教えた二年生の禹含ちゃんが三か月ずっ

と無言だったのと対照的だ。） 

ほかにも外国人の子供（フィリピン、ベトナム、

台湾）はいるが、必ずしも日本語指導員はついて

いない。状況による。親が希望しない場合もある。 

必ずしもすぐに順応するわけではない 
 一般的に子供は大人より順応力がある、と思わ

れているし、先生から「手がかからない子」と判

断されることもある。私はむしろ「手のかからな

い子」のほうが、内面的問題が大きいのではない

かと思ったりするが、いずれにせよ、多少の差は

あれ異文化ショックがあり、時には後に大きな影

響を生むこともある。必ずしも、どの子も外国語

がすぐにすらすらしゃべれるようになり、バイリ

ンガルになるわけではない。ずっと不自由なまま

の子供もいる。フラストレーションやトラウマを

抱え続ける子もいる。親の影響周囲の影響はやは

り大きい。中津燎子氏の著書は異文化における子

供、子供の言語習得について考える時大変参考に

なる。 

シンゴ君のように、なかなか状況を受け入れら

れず、わかってもらえないことに苛立ち癇癪を起

したりすることもある。生真面目な性格こだわる

性格、あるいは自己主張が強いとも言えるのだが、

おおむね賢い子たちだ。論理的とすら言える。あ

いまいな推測で新しい言語を使用することができ

ず、「老師 laoshi」ということばが「先生」の意

味であると互いにわかってきても、心理的に他言

語を使うことを拒否したい。説明を受け、はっき

りするまでは受け入れない。受け入れたくない。

しかし、言語のせいで誤解を生み、小さな不満が

癇癪を引き起こす。 

「僕はちゃんとやっているのに」、「ちゃんと手を

洗ったのに」、「おトイレはもう行ったのに」 

・・・「のに」、「のに」、「のに」 

他言語異文化の存在 
異文化に対しては、寛容の態度で理解しようと

努力を続けなければならないのだが（あるいはあ

きらめつつ）、互いが折り合い、妥協の道を探すプ

ロセスでは、不快感に耐えきれなくなることもあ

る。しかし、「異物」、「違和感」を経験することは

きっと良い経験になる。他者への理解や寛容（近

年人々の「不寛容」に関する記事をよく目にする

が）を学ぶ機会ではあるし、少なくとも他言語異

文化の存在を実感することで気づく何かもあるだ

ろう。そして違う発想や表現を目にしてよりクリ

エイティヴなもの新しく刺激的な世界を構築でき

るかもしれない・・・。 

まだまだ認識が甘いかなとは思いつつ、「あいう

えお」はやはり「愛」から始まる、と、私は秘か

に唱えたくなる。◆
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こんにちは！お返事どうもありがとうございます。とてもうれしいです。 

私はゲームをやることが大好きです。しかい、勉強に集中するために、もう三ヶ月間、ゲ

ームをやっていないです。 

あなたはお休みが好きだと言いましたね。そのような「お休み」が私もほしいです！「休

み」というのは、ゆとりができて、人を休ませるためのもののはずです。でも、中国人の学

生にとって「休み」はただ、勉強を強化するだけの時間を意味するものなのです。「休み」

でも、たくさんの宿題をしなくてはいけないのです。暇やゆとりがまったくないのです。毎

日疲れています。自分が自由にできる時間がぜんぜんなくて、毎日とても忙しいのです！ 

もしかしたら、この手紙が最後の手紙になってしまうかもしれませんが、あなたからの返

信を楽しみに待っています！ 

 

日本のお友達へ 

こんにちは。お返事届きました。私はあなたの日本語の漢字を見るたびにほめています。私

の母は以前日本語を習っていましたが、あなたの書いた手紙をみて、何度も何度も、すばらし

いと言っています。 

 さて、中国のおいしいものを紹介しましょう。まず私たちの串焼きを紹介しますね。実は、

羊の串焼きですが、五つの香辛料の味がそろっていて、とてもおいしいんです。 

 日本には和服があるそうですね。実は、あなたにささやかなお願いがあるのです。和服を着

た写真を一枚送ってくれませんか？日本の字はじっくり見ても中国語と同じに見えるんですけ

ど？手紙の下の方にある図は私が貼ったものです。気に入ってほしいです。 

 あなたの手紙のなかに、日本の宿題は多い時も少ない時もあると書いてありました。あなた

に同情します。私たちの宿題の量は少なくなって、７つ～９つぐらいです。提案しますが、宿

題を全部机の上において、それから簡単なものを先にやり、次に難しいのをやったら、それほ

ど疲れないのではないでしょうか。 

また、読書が好きだと書いてありました。じゃきっと勉強もよくできるでしょうね。実は私

も読書が好きです。アニメを見るのも好きです。たとえば、日本の「クレヨン新ちゃん」は私

の父母も見ます。とても面白いです！ 

 最後に、いくつか質問があります。日本の特色はなんですか？何を着るのが好きですか？

あなたの親友はなんという名前ですか？あなたがあまり疲れないように、質問はこれだけにし

ます。あなたも私に質問してください。親愛なるペンフレンドさん、あなたにサプライズを送

ります！ 

 

2018 年度も、文通参加者の子どもたちは、手紙を通じてたくさんの思い出ができた

ようです。以下に今年度の中国の子どもたちから送られてきた手紙のうちの 3 通をご

紹介します。 

趣味や読んだ本、好きな食べ物や料理、家族やペットの話など、実に多彩な内容

です。そして、いずれも日本の友達の顔や様子を思い浮かべながら、一生懸命に話

しかけている様子がよくわかります。 

☆勉強が大変・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆おかあさんと一緒に手紙を見ています 
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こんにちは！再びあなたと文通できてとてもうれしいです！ 

 私たちの学校はもう期末の復習の段階に入りました。もうすぐ期末テストです。期末テ

ストが終わると冬休みになります。冬休みは春節の到来を意味します。私は春節を祝うの

が一番好きです！ 

 春節は中国の民間行事でもっとも大事で一番賑やかな伝統的祝日です。毎年旧暦の正月

元日です。大晦日の午前に、人々は窓に切り紙の花を作って貼り、玄関の両側には対聯（訳

注：正月の祝いの言葉。言葉が一対になっています）を飾って貼り付け、夜には一家で一

緒にテレビを囲んで座り、歌合戦番組を見ながら年越しの食事をします。餃子は年越しの

食事の中で最も欠かせないお料理です。この日、人々はさまざまな具を餃子に入れます。

たとえば、白菜、豆腐、魚、キャンディ、いろいろなコイン。どの具もそれぞれ異なった

良い意味があります。豆腐は福を表します。魚は余裕があることを。キャンディは甘い味

わい。白菜とコインは財源が広いことを。大晦日の夜 12 時に人々は 

爆竹を鳴らして、新しい一年の訪れを祝います。正月一日は、 

子供は新しい服を着て、家ごとに新年の挨拶をして回り、 

大人たちは子供にお年玉をあげます。 

 風景の写真をありがとう。とても気に入りましたので、 

私が書いた書道の作品をお送りしようと決めました。 

気に入ってくれるとうれしいです。お元気でね！ 

 

親愛なる日本のお友達へ 

 私はまだあなたの願いを叶えていません。ごめんなさい。ですから、絵を一枚描きまし

た。名前は「白浅上神」、本当の「白浅（訳注：発音はバイチエン）」は、こんなふうでは

ありませんが、私の夢の中の白浅です。 

 ここで、あなたは質問したいと思うかもしれません。「白浅」って誰ですか？って。 

「白浅」は唐七公子の小説「三生三世桃花」の主人公です。それから、この小説は林玉

芬監督がテレビドラマとして作り、楊幂（ヤン・ミー）、趙又廷、迪麗熱巴、高偉戈光、張

彬彬、祝緒丹、于朦朧、張智堯、黄夢瑩、代斯、劉丙麟、頼芸、連奕明、劉暁晨、張芸翰

が出演しました。 

その中で楊幂（ヤン・ミー）は、「白浅上神」を演じた役者です。 

このテレビドラマは 2017 年の人気ドラマで、とても面白いです。 

あらすじは、「白浅」は幼い頃、「折顔」（張智暁演じる）によって崑崙虚に送られ、「墨

淵上神」（趙又廷演じる）を師とし、「司音」と名前を変えました。二万年の後、仙人にな

る前、「令羽」と共に「老翼」（連奕明演じる）によって誘拐されました。翼族の世界で「司

音」は「離境」（張彬彬演じる）を愛します。それから「司音」が「墨淵」に助けられてか

ら、「墨淵」は「司音」の代わりに雷に打たれます。 

それから「司音」は成長します。翼族の君主が造反して兵を起こしますが、 

その頃「離境」は崑崙虚で「玄女」（祝緒丹演じる）という女性を愛し、 

「墨淵」の陣法図を盗んだので、天界で大乱が起きますが、「墨淵」が 

「元神」を用いて世界は平和になります。「墨淵」が亡くなってから、 

「司音」はいっしょうけんめい「墨淵」の体を七万年ずっと守り、 

彼女は「白浅」の身分で人間界へ行き、天族のプリンス「夜華」 

（趙又廷演じる）とロマンスがありましたが、修行の時「白浅」は 

目を失ってしまいました。終わり。（自分で見てみてね！） 

 

☆行事を説明します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆プレゼントの絵の説明を一生懸命しています 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


