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【深圳日本人学校について紹介します】 
深圳日本人学校は，中華人民共和国の深圳市南山区にあります。深圳市

は中国広東省に位置する経済特区です。香港の新界と接しています。日本

人学校のある南山区には，蛇口港があり，香港やマカオ珠海市との玄関口

となっているところです。 

 

2006年に，「深圳にも日本人学校を作ろう」と深圳日本

商工会の人たちが深圳市などに働きかけ，2008 年４月に

開校しました。中国では１３番目にできた日本人学校です。初代校長先生は『三浦信

宏』校長先生で，当時は全校児童生徒が３６人でした。2011年度は二代目となる『小

坂誠二』校長先生が着任し，小学生１４６人，中学生３４人，合計１８０人（2011

年４月現在）と，開校当時と比べて５倍に増えてスタートしました。2012 年度には

２００人を超えることが予想され、それに伴い，新校舎へ移転することになりました。 

《児童・生徒数の変遷》 

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 

36人 85人 143人 179人 209人 258人 

校舎は開校から 2011年度まで，「海濤酒店」というホテルの１・２階を

借りていました。１階に職員室，保健室，家庭科室があり，２階に各学年の

教室，理科室，パソコン室，音楽室，図書コーナー，フレンズ広場がありま

した。ホテルを借りているので，グラウンドはありません。近くのマンショ

ンの体育館か『青少年体育中心』という施設を借り，体育や部活動の時間に

なるとバスで移動して活動しました。プールの授業もマンション内の施設を

お借りして行いました。 

 

 
2008年から 4年間お世話になった旧校舎を閉じ，2012年 4月より新しい校舎でのスタートがき

られました。これまで海涛ホテルの 1，2階を借りていましたが，場所を同じ深圳市南山区の工業八路

に移し，8階建の大きな校舎となりました。中国の法律により使える教室は，小学生は 4階まで，中学

生は 5階までと決まっていますが，これまでの校舎と比べると何倍もの広さの校舎になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

新しい校舎ではまず掃除から開始しました。引っ越し作業 

中はまだ校舎の工事が行われており，塗装やいろいろな家具 

の取り付けなどをしている中，旧校舎から荷物が送り込まれ 

ました。これまでは 1フロアーで全ての学年が生活を共にしていましたが，新校舎では 1フロアーを 2

学年で利用するようになりました。児童生徒は利用できませんが，エレベーターまで設置してあります。

引っ越し作業ではこのエレベーターも大活躍しました。 

4月には南山区，深圳市の許可がおり，5月には広東省そして政府の許可が下りました。 

新しい校舎には旧校舎にもあった理科室，音楽室，家庭科室はもちろん，新しく図工・美術室が設置さ

れました。また，小学部と中学部の図書室も作られ落ち着いた中で読書ができる環境も整いました。さ

らにこれまでは猫の額ほどの狭い遊び場でしたが，ドッチボール場が 3面取れる人工芝のグラウンドと，

屋根付きのバスケットボールコートまで完成しました。校舎裏には滑り台付きの遊具もでき，これまで

思い切り遊べなかったため，思いっきり児童生徒は走りまわることができています。 

《校章》 
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深圳日本人学校の学校教育目標は 

変化の激しい社会において， 

心身ともにたくましく生きる児童・生徒の育成 

―やる気・元気・本気 みんなかがやけ深圳っ子― そして，めざす児童・生徒像は 

 

 

 

 

本校は、小中一貫校です。児童生徒は、基本的には日本と同じ学習を行っています。 

中学部だけでなく小学部の一部でも教科担任制を導入し，確かな学力の定着を図っています。 

中国にある日本人学校ということで，小学部では中国語の学習も行っています。行事などは小中合同

で行われることが多く，上級学年の児童・生徒が下級生のお手伝いをする姿は，大変ほほえましい光景

です。また，『フレンズ活動』と呼ばれる異年齢活動を取り入れています。フレンズ活動では，小学校

１年生から中学校３年生までのすべての学年の児童生徒が入ったグループを作り，リーダーを中心に縦

割りでの学習や遊びなどを行っています。 

深圳日本人学校の校歌は，歌手の大黒摩季さんが作詞作曲してくださいました。2008年６月に大 

黒摩季さんが実際に日本人学校まで来てくださり，学校や街の様子を見て作ってくれました。とっても

素敵な校歌で，児童生徒みんな大好きです。 

 

  作詞・作曲 大黒 摩季 

 

アジアの海風を受けて 

レイシがそよぐ深センに 

わたしたち 今を生きている 

明日を夢に見て 

 

白い曇り空はキャンバス 

色とりどりの未来描こう 

真っ赤な夕陽色 桜色 

輝く人になりたい 

 

学ぶことは 尽きないけれど 

知識は心を飾る絵の具 

笑ってゆこう 

素直なままで 

キレイな色で未来を描こう 

 

蛇口の港を行き交う船 

光に集まる夢追い人 

込み上げる心を蓄えて 

世界へと漕ぎ出す 

 

私たちもいつの日にか 

はばたく日が来ることでしょ

う 

出来るなら力強く大きな 

 

 

翼で高く飛びたい 

人の心 見えないから 

戸惑うけれど きっと分かり

合える 

 

笑ってゆこう 

さぁ手を繋ごう 

愛を信じて 世界を開こう 

 

笑ってゆこう 

素直なままで 

輝く声で未来を呼ぼう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考え表現する子 ・ 心優しい子 ・ 鍛え高める子 

（確かな学力） ・ （豊かな心） ・ （健全な体） 

「わかる」 ・ 「楽しい」 ・ 「夢を追う」 



【行事について紹介します】 
深セン日本人学校では、年間を通して主に以下のような行事を計画しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2学期制をとり、中国のお休みに合わせて行事が盛り込まれています。中国のお休みは、毎年変化す

るので、行事の時期もそれに合わせて毎年変わりますが、小中一緒のものから、小学部のみ、中学部の

みの行事もあります。日本と違う環境の中ではありますが、上記の通り日本と同様な行事が、様々な分

野の方々の協力を得たり工夫したりしながら計画されています。 

また、深センという地理的特徴を生かして、広州や香港での行事も予定されています。 

難しい点は、運動場も体育館もない中、かつ児童数が年々大きく増加している中で、行事の在り方を

工夫していかなければならない点です。職員の入れ替わりも多い中、引き継ぐだけでも難しいのですが

「昨年通りに・・・」という計画ではなく、常に工夫改善が求められます。 

外部関係施設のスタッフの方との連絡調整は、中国語担当教諭や事務員の方に通訳していただきなが

ら進めていくことになります。そのようにしながら、校外学習に出たり、ゲストティーチャーを迎えた

り、さらには各学年現地校との交流を行ったりもしています。 

他には、転入生が登校してきた日に全校集まる「紹介式」や毎月の「音楽朝会」も特徴的です。 

 では、3年間の行事の中から、ほんの一部ですが紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年度の入学生は小学部 1年生が 32名，中学 

部 1年生が 11名です。小学部 1年生は教室から会場 

まで 6年生に手をひかれ入場しました。どの児童も自 

分の名前を呼ばれたら，大きな声で「はい！」と返事 

をし，保護者や教員に初々しい顔を披露することがで 

きていました。新校舎となっての初めての入学式でし

た。 

前期    

４月 前期始業式 

入学式 

  全校遠足 

 

５月 健康診断 

歯科検診 

   児童生徒総会 

 

６月 中学部修学旅行 

             

７月 ＪＳＳＣ夏祭り  

   前期外国語学校交流・ホームステイ（中 1）  

   個人面談 

休み前集会 

8月 休み明け集会 

 

9月 小学部修学旅行 

香港音楽会 

前期終業式 

後期  

１０月 後期始業式 

運動会 

１１月 全校校外学習 

   中学部学習発表会 

    PTA秋祭り 

 

１２月 小学部５年宿泊体験学習 

休み前集会 

後期外国語学校交流・ホームステイ（中 1） 

１月 休み明け集会 

 

２月 小学部学習発表会 

   職場体験（中２） 

学校見学会 

体験入学・説明会 

 

３月 卒業生を送る会 

   卒業式 

修了式 

2011 年度「赴任式」の様子です。体育館

がないため、「フレンズ広場（廊下にある

多目的スペース）」に集まって行います。 

子どもたちが間近でニコニコ・ジロジロ

見ていました。 

 

http://www.jsszcn.com/gyouji/gyouji_nyugakushiki.html
http://www.jsszcn.com/gyouji/gyouji_zenkouensoku.html
http://www.jsszcn.com/gyouji/gyouji_kennkousinndan.html
http://www.jsszcn.com/gyouji/gyouji_shikakennshin.html
http://www.jsszcn.com/gyouji/gyouji_syugakuryoko.html
http://www.jsszcn.com/gyouji/gyouji_kokusaikouryu.html
http://www.jsszcn.com/gyouji/gyouji_kokusaikouryu.html


2012年度は、昨年度から大きく変わりました。小学部 1，2，5年生が 2学級となったことです。

これまで各学年単学級でしたが，児童数増加，また今後さらに増えることを見越して 3学年を複数学級

としました。2学級とすることで，少人数での指導が可能となり，1人 1人への関わりがさらに深いも

のになると思います。児童はこれまで 1クラスだったので，最初は少しさみしいような雰囲気もありま

したが，各学級担任とともにクラスを作っていこうとする意欲を感じるようになりました。 

小学部では全学年で英語活動と中国語活動を取り入れています。1年生から導入しています。中学部

の英語教師と外国語専科教員による TT の形式を取り授業を行います。また，中国語も小学部の全学年

はもちろん，中学部でも 2 週間に 1 回「中国語検定合格を目指して」全員が学習を始めました。母国

語である日本語の習得が最も大切ではありますが，中国という海外で生活しているメリットを活かし，

吸収力の高い小中学生の間に外国語に慣れ親しんでもらい，将来日本だけでなく国際的に活躍のできる

人材を育てていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

「歯科検診」も、校内で行えます。日本語

を話せるスタッフさんがたくさん来てく

ださるので、安心です。 

「健康診断」も同様に校内で受けられるよ

う、ご協力をいただいています。 

 

「全校遠足」も児童数の増加で場所を変更

しました。縦割りグループで遊んだりお弁

当を食べたりしました。 

この日は時折小雨がちらつく中だった

ので、お弁当は木の下に集合してにぎやか

に食べました。 

 

「JSSC 夏祭り」のオープニングでの 1

年生の発表の様子です。このあと、各学年

が企画したお店やイベントを、前半後半に

わかれて回りました。保護者も多く参加し

ていただき、大いに盛り上がりました。 

 

PTA 主催の「ポップコーンシアター」の様 

子です。お母様方が手作りしてくれたポッ 

プコーンを片手に、全校で映画鑑賞をしま 

した。 

6年生 修学旅行 西安 

西安へ行ってきました。天候にも恵まれ、

大雁塔や秦始皇兵馬俑博物館など、西安の主

な見どころをまわりました。一生懸命、しお

りにメモをしながら学習していると、中国人

の方から「そのしおり、いくらで売ってる

の？」と聞かれたそうです。 
言葉通り、まさしく「修学旅行」２泊３日

の旅となりました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大運動会】 
運動会は、現地校である「育才三小学校」の運動場を借用して行います。2012年度は、尖閣諸島の問 

題で運動場を借用できなくなったり、当日になって音楽の使用を禁じられたりと何が起こるかわからな

いのがここ中国です。借りる場所が変わるたびに入退場門の形や位置、演技図を考え直すなどの問題が

出てきます。年々、生徒数が増加する深セン日本人学校を見通して、まだまだこれから整備をしていか

なければならないことが山積みです。子どもたちのために、今何ができるのかを見極め、職員一丸とな

って取り組んでいます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【遠足】 
小学部の児童全員で深圳野生動物園に遠足に行きました。朝から厚い

雲がかかり天候が心配されましたが，到着した直後にパラパラと雨が降

った程度で，時折晴れ間も見えるくらいの遠足日和となりました。 

出発式は小学部 6 年生が司会を務め，遠足での注意事項や目標を確

認しました。また，出発前には気分をもっと高めようと，「猛獣狩り」

というゲームを全員で行いました。 

動物園の中は学年ごとに移動をしました。深圳野生動物園は「野生」と付くだけのことはあり，動物

との距離がものすごく近く表情までも観察ができるくらいでした。児童の中には初めて見る動物もい

て，時間を忘れて食い入るように見学をしていました。 

午後は動物たちにえさやりをしました。低学年はヤギなどの小動物でしたが，高学年は象などの大き

な動物に直接えさをやることができ，間近に見る動物たちのしぐさにさらに興奮していました。 

 現地校である「育才三小」と交流会を行いました。いずれも「スポーツを通して交流を図ろう」という

テーマのもと、６年生は大縄と４人５脚を行いました。３年生は、キックベースと跳格子を行いました。

短時間ではありましたが、言葉がうまく通じなくても、スポーツを通して、笑顔いっぱい、楽しく遊ぶこ

とができました。育ってきた環境や文化が違っても、すぐに仲良くなれる子どもたちは素晴らしいと感じ

ました。小学部では、2011年度、2013年度は、全学年交流会を行いました。2012年度は、尖閣諸

島の問題で交流ができませんでした。 

編入生があると、全校児童生徒の前で自己紹介をしま

す。その後、在校生より歓迎の気持ちを込めて校歌を歌

います。 

このように、みんなの顔を知っているという安心感は、

外国で暮らす子どもたちにとって、とても心強いものに

なっています。 

 

【育才三小との交流  小学部  ～地域交流を通して～】  



【日本人学校の一日】 
〔8:10〕登校 

4コースのスクールバスに 145人（全体の 66%）の児童生徒が

乗車して学校に登校してきます。バスは，学校内のグラウンドに停

車します。残りの 4割の児童生徒は，保護者の方と一緒に徒歩や公

共バスなどを利用して登校してきます。 

 

〔8:10〕朝の会，朝会（8:15～） 

 朝の会や健康観察，読書などを各学級で行います。また，学校朝

会や音楽朝会，児童生徒朝会などをホールに集合して行うこともあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔8:35小学部，8:30中学部〕1時間目開始 

（小学部 45分，中学部 50分） 

午前中 4 時間，午後 2 時間の計 6 時間の授業が予定されていま

す（月曜日は 5時間日課）。今年度は「児童生徒の表現力」の育成

を軸として授業を行っています。発表はもちろんですが，既習の知

識の何を利用したのか，友達の考えから自分の考えを作り上げるに

はどうしたらよいのかなどを授業の中で考えられるように工夫し

ています。 

 

〔12:05小学部，12:10中学部〕お弁当 

お昼の時間は各クラスで楽しくお話をしながら食べています。ほとんどの児童生徒は家からお弁当を

持参してきますが，中には仕出し弁当を注文している家庭もあります。12:35 には保健体育委員会の

放送に続き「磨いて 2歯・歯・歯（歯磨きソング）」を流して全校

一斉で歯磨きを行います。 

月 1 回はフレンズランチと言って，小学部 1 年生から中学部 3

年生までを縦割りにした 14 グループで集合してお昼を食べます。

また，昼食後はグループごとに遊びの時間となります。リーダーの

6 年生の指示のもと，外でドッジボールをしたり，教室で椅子取り

ゲームをしたりと異学年で楽しく過ごしています。 

 

〔12:40〕昼休み（ロング昼休み or清掃  2012途中より午睡） 

お昼休みは，グラウンドに出てサッカーやキックベースボールをやったり，校舎裏にある遊具に行き

雲梯や滑り台などで元気いっぱい遊んだり，図書室で静かに本を読んですごしていました。 

しかし，年度途中より、中国午睡の時間に重なり、周りが住宅地で声が響くとのことから、2時まで

は教室で静かに過ごすことになりました。5 校時は基本的に体育

は入れていません。 

 

〔13:２5小学部，中学部〕5時間目開始 

（水曜日課の場合は 13:00小学部，12:55中学部） 

午後の授業も元気いっぱいで学習しています。小学部 1年生は

木・金曜日，小学部 2・3年生は金曜日の 6時間目をフリータイ

国際文化委員会の指

揮で「幸せなら手をた

たこう」を，動作を入

れて歌いました。 

8月の朝会では，6年生が全校児童生徒の前で阿

倍仲麻呂の和歌を披露しました。 

「天の原 ふりさけみれば 春日なる 

三笠の山に いでし月かも」 

 

校长,你喜欢什么动物? 

（校長先生，好きな動物は何ですか？） 



ムとして教科の授業ではなく，読み聞かせや外遊び，外国語活動などを行っています。特に読み聞かせ

では，保護者ボランティアの方に来校していただき，日本語の本だけでなく中国語の本などの読み聞か

せもして頂いています。 

 

〔水曜日 14:45〕委員会活動 or小学部クラブ活動，中学部中国語活動 

水曜日の 6時間目終了後は，隔週で委員会活動（小学部 4年生以上）と小学部クラブ活動（小学部 3

年生以上，中学部は中国語活動）を行っています。 

委員会活動は児童生徒会を中心に 7委員会があります。それぞれの委員会で学校をよりよくしていこ

うとみんなで話し合い，児童生徒朝会や昼の放送などを利用して全校児童生徒に呼びかけをしています。 

小学部クラブ活動では 2 つの屋外活動と 5 つの屋内活動を実施しています。また，中学部はこの時

間に全生徒対象に中国語活動を行い，中国語検定合格を目指しています。 

 

〔月曜日 14:50，火～金曜日 15:40〕下校 

4 台のスクールバスに乗車し，145 人の児童生徒が下校します。また，乗車しない児童生徒は保護

者の方が学校までお迎えに来て，一緒に帰ります。教員はバスの乗車を見送り，最後の一人になるまで

付き添うようにしています。 

 

 

中国では，お昼ごはんのあと昼寝をして午後の活動に備える｢午睡｣という習慣があります。小中学校

ではお昼の時間になると一度帰宅をして，家でご飯を食べ，2時過ぎに再登校をしています。学校の先

生方もその時間は昼寝をしているので，学校の中はとても静かな空間となります。 

最近は日本でも｢午睡タイム｣として取り入れている学校があると聞いたことがありますが，世界には

中国だけでなく，韓国やベトナムでも定着している習慣だそうです。ちなみに韓国では「nad-jjam（ナ

ッチャム）」、ベトナムでは「ngu trua（グ・ツアー）」と呼ばれるようです。 

 
（変更後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

変
更
点
① 

変
更
点
② 

変
更
点
③ 

 

昼食後の昼休みを廃止

し，午睡の時間とした。 

（教室内でお昼寝や静

かに読書をする等の

時間とする。） 

変更点① 

 

火曜日の清掃の時間を

廃止し，SZTIMEとする。 

（委員会活動や補習等

に利用する時間とす

る。） 

変更点② 

 

5・6 時間目の間を休み

時間とする。 

（小学部は 20分休み 

中学部は 10分休み） 

変更点③ 



【日中関係】 

9月の尖閣諸島の領域問題を境に行われたデモ活動などにより，日中関係が悪化し，予定していた行

事や現地校との交流が変更もしくは中止になりました。10 月に現地校のグラウンドを借りて実施を予

定していた運動会は，現地校が借用できなくなり，本校のグラウンド開催となりました。さらに午睡の

時間（12 時～14 時）に大きな声を出しての活動が制限されたことによって，（昼寝をしている近隣

住民の方の妨げになる関係で）年度途中での日課時程変更もありました。 

9月 18日は柳条湖事件（満州事変の発端となる鉄道爆破事件）があった日で，中国では「国恥記念

日」として戦争を忘れないようにしようという意味で特別な日となっています。日本でも報道されてい

る通り，尖閣諸島の国有化を発表したことによる反日感情が「国恥記念日」と重なり，中国全土での大

規模デモにつながったようです。深圳でも大規模なデモになったことは報道でも聞いていることと思い

ますが，日本人学校のある南山区ではデモは行われませんでした。しかし，児童生徒の安全確保のため

に 3 日間を臨時休業としました。また，再開された 20 日から 2 日間は教職員もスクールバスに乗車

したり，予定されていた中学部学習発表会や学級懇談会を延期したりするなどの措置をとりました。 

 

【商工会】 

本校の設置者である深圳日本商工会が教育活動のみならず，いろいろな

面でサポートをしてくださいました。 

新校舎建設に際しては，校舎を設置する土地を探すところから，地域の

招商局との連絡までを学校運営理事長自ら足を運んでくださいました。 

また，商工会主催のイベントとして 11 月に親子スポーツ大会，1 月に

餅つき大会が開催され，多くの児童生徒の笑顔を見ることができました。 

 

【研修について】 
本校では海外子女教育財団派遣教員で，日本国内および本校において教職経験 5年未満の教員を対象

に，実践的指導力と使命感を養うとともに，幅広い知識を得させることを目的として青年部研修を行っ

ています。授業を参観し，教科指導について研修を深めてきました。教員同士の授業を見合うことを通

して自分たちの授業力を向上させています。 

夏休みには教育技術研修として個人の持っている特技などを共有する機会

を設けています。今年度は「歯磨きのしかた」「帽子作り」「漢字のきまり」

「ボディーパーカッション」の 4 つの講座を開き，それぞれが先生となって

行いました。どれも，それぞれ専門として勉強してきたことを公表しているの

で，発表している側としては当たり前のことでも，聞く側としては初めてのこ

とばかりで大変興味深い研修となりました。 

夏季校内研修として「特別支援教育について」の研修を実施しました。講師に深圳在住の臨床心理士，

川島江美子さんをお迎えし，特別支援教育の実際という演目でスクールカウンセラーとしての実体験な

どを交えて講話をしていただきました。深圳日本人学校では外部機関と連携して特別支援を行えるよう

な環境は整っていません。そこで，教員がきちんとした知識を身に付け，児童生徒に接することがとて

も大切になってきます。また保護者との対応に関しても大変勉強になりました。特別支援教育が，対象

の児童生徒だけでなく，全児童生徒に対して実施できるように今後も研修を重ねていきたいと思いまし

た。 

企業研修として「EPSON」を訪問させていただきました。EPSONには中

学部 2 年生が毎年職場体験で訪問させていただいている職場の一つで，今回

は実際に生徒が体験しているラインの研修をさせていただきました。現地職

員の研修の仕方や，企業学校の建設など大変学校教育にも通じることを学ぶ

ことができました。 

 

【終わりに】 
この 3年間で、中国情勢によって、行事を変更

したり、断念せざるを得なかったりと、色々あり

ましたが、子ども達のためにと、学校・家庭・商

工会の皆さんとの連携により、行事をはじめ、安

全に学校教育を進めていくことができました。こ

の経験を今後も生かしていきたいと思います。 
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