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１月５日に２名の新しいお友達を迎え全校児童生徒数は１２６名で３学期がスタートしました。ど
の学年も落ち着いた態度で体育館に入り、歓迎会、始業式での話を聞く態度はとても立派でした。３
学期は４３日間と短い学期ですが、今の学年のまとめと次の学年への準備となる大切な日々が続きま
す。コロナ感染予防も予断を許さない状況であることを意識しつつ、より良いまとめができるように
努めて参ります。保護者の皆様には本年も本校教育活動にご理解とご協力をよろしくお願いします。

目標を達成するために

３学期始業式

校長挨拶より

「１年の計は元旦にあり」と昔から言われますが、新しい年を迎え、今年はこれを頑張ろう
と、目標を立てた人も多いと思います。目標は思うだけでは達成できません。どうすればでき
るようになるか一日にどれくらい頑張るのかとできるだけくわしく考えましょう。一つ例をい
います。スポーツのことを例にしてお話します。昨年までにサッカーのリフティングが１０回
連続でできた人がいたとします。その人の今年の目標は２０回連続でできるようにとか３０回
連続でできるようになることです。でもいきなり２０回３０回をめざして、リフティングをす
ると何度も失敗するのでそのうちにやる気を無くし、いつの間にか目標であったことを忘れて
しまうかもしれません。
そうならないためには、目標の少し手前の小さなことを目指します。それは、１０回連続を
毎日２回します。それができたら３回と１０回連続ならいつでも何回でもできることを目指し
ます。できていたことなのでやる気も続きます。それを繰り返していくといつの間にか２０回
連続ができるようになります。
お勉強でも同じです。今できていることから少しずつ広げていく方法で今年の大きな目標を
達成できるように頑張ってほしいと思います。

児童生徒代表による３学期の抱負
「大切にしたい三学期」 小学部６年 後藤理沙さん
今日から三学期が始まります。私は小学部最後の三学期にやりたい
ことが二つあります。
一つ目は、友達と過ごす日を一日一日大切にすることです。一学期
はオンライン授業で登校できず友達と会うことができませんでした。夏休み明けからようや
く学校に行けて、実際に友達と会って遊んだり、一緒に学習するなど、今まで当たり前だと
思っていたことがとても幸せなことだと気づきました、卒業まで残りわずかですが、今のク

ラスメイトと思い出を沢山作りたいです。
二つ目は、中学進学に向けての準備をしっかりすることです。中学に上がると勉強が難し
くなったり、定期テストもあり、学習面が少し心配です。三学期は今まで習った内容を復習
したり、苦手な算数を少しでも克服できるように、得意な英語はもっと伸ばせるように頑張
りたいです。
短い三学期ですが、体育イベントや卒業制作などクラスメイトと協力して行う行事があ
り、楽しみです。卒業まで思いっきり小学校生活を楽しみたいです。

「挑戦は続くよ、どこまでも」 中学部２年 西中 樹凛さん
私は 2021 年を通して、挑戦することの大切さ、また目標を持つ
ことの大切さを学びました。
私は去年、自分にとってある大きな挑戦をしました。それは、コロ
ナ禍で制限がある中でも最大限の楽しみを創りたいという思いから、
生徒会長に立候補し当選したことです。生徒会長になってからはみんなの前に立って話す機
会が増え即興で話さなければならない時もありました。私はこのような事が苦手なので頭が
真っ白になりうまく話せない事もたびたびありました。ですが、前々から自分が話すことを
紙に書き起こし、準備をして臨むことで人前で話す事に対する苦手意識をなくすことができ
ました。このように、苦手なものこそ挑戦し、自ら改善策を見つけ実行することで自分の強
みになり、やりがいを実感することができるのだと思います。
二つ目の大切な事は目標を持つことです。2021 年、自分は娯楽や学校行事に夢中になり勉
強時間を確保できず成績が落ちてしまいました。自分なりに考えてみた末その原因は、目標
を持たずに生活していたことにあると思います。人は目印になるゴールがないとモチベーシ
ョンを上手く保てません。だからこそ、日々小さな事にも目標をかかげ、それを達成するた
めに努力できる人間になりたいです。目標を持って挑戦することを忘れずに、この三学期を
より良いものにします。

台中日本人学校 小学部 1 年
小学部１年学級紹介
大王やし特別号

いっぱい、パワーいっぱい、毎日きらきらの 1 年生を紹介します！
入学してから、「はじめてのこと」がいっぱいの毎日。学校が楽しくてたまらないという子ど
もたち。「できるようになったよ！」「わかったよ！」、学習や生活の中で、たくさんのことを吸
収して、体も心もどんどん大きくたくましく、成長した 1 年生を紹介します。
①学校で一番好きな場所（そのわけ）
②やってみたいこと、
大きくなったらなりたいもの（そのわけ）

舩木 陽真
朱

祐辰

①体育館（広いから）
②空手の選手（自分を守れる
から）

①体育館（ドッジボール
がやれるから）
②サッカー選手（どうし
てかというと、ボールを

林

けるから）

夏楽

①体育館（とびばこ
ができるから。とび
ばこ、大すき）
②お医者さん（人を
助けることができる

から）

橋本 采佳

河野 巧樹

①教室（北村先生と一緒に勉強した

①生活科室（しずかで、落ち着くから）

いから）

②ドーナツ屋さん（新しいドーナツの味

②本屋さん（みんなを喜ばせる）

を考えてみたいから）

梅田 航太朗
①アスレチック広場
（楽しく遊べるから）
②寿司屋さん（魚が好
きだから）
木下 瑛斗
①教室（算数をがんばるから）
②仕事をする（だって仕事は楽
名嘉 大晴

しいから）

①アスレチック広場（いろんなあそびがで
きるから）
②警察（わけは、警察はかっこいいから）

平田 健悟
①生活科室（本がいっぱいあるか
吉田 世凌

ら）

①体育館（ドッジボールも

②お父さんみたいになりたい（お

できるし、青いボールもあ

父さん、やさしいから）

るから）
②料理を作りたい（おにぎ

髙井 葵

りやすしやごはんを作って

①図工室（作品がいっぱいでき

食べれるから）

るから）
②宇宙飛行士（月を見られるか
ら、宇宙飛行士になりたい）

飯作 元一
①体育館（運動や好きなことがで
きるから）
②陸上（足がはやくなりたい）
プロ野球選手（活躍したいから）

久保 愛実
①アスレチック広場（たく
さん遊具があるから）
②アイスクリーム屋さん
（アイスをお花型にして、
がんばりたい）

相澤 樹梨

及川 喜子

①体育館（運動したりできるから）

①1 年生の教室（わけは、先生もお友だちも

②文房具屋さん（文房具をいっぱい

いるし、落ち着くから）

売っているから）

②絵本屋さん（本は、おもしろいのを見る
と、私もやってみたいなと思う）

廉屋 美紗
①オープンスペース（遊ぶものが
いっぱいあるし、楽しいから）
②宇宙飛行士（宇宙のいろんな こ
とを知りたいから）

金澤 英司
①体育館（いろいろなものがある

上野 存

から）

①アスレチック広場（いろいろ

②サラリーマン（いろいろな仕事

な遊具があって楽しいから）

をするから）

②漢字検定でいっぱい受かる
（漢字をいっぱいかけるよう に

なりたいから）
ら）

漆原 瑠
①図工室（図画工作で何で
も作れるから）
②世界中のみんなをたすけ
る（何か困っている時、た
すけてあげたいから）

川村 平智
①生活科室（本を借り
られるから）
②サッカー選手（ゴー
ルに入れられるから）

台中日本人学校
保 健 室
こんげつ

ほ け ん もくひょう

今月の保健 目 標
こころ

けんこう

かんが

心 の健康について 考 えよう。

進路情報
新しい年が始まり、日本では、中学や高校入試がスタートしています。受験生には、自分の希望す
る進路へ進んでもらいたいと思います。さて、先日の進路希望調査へのご協力ありがとうございまし
た。過去６年間の台中日本人学校中学部からの進路実績についてお知らせいたします。参考にしてい
ただければと思います。
年 度

日本の高校

台湾の高校

国公立
平成 27 年度
（2015 年）

兵庫県立加古川西高校
（国際市民類型）
大阪府立住吉高校
（国際文化科）

私立

國立

私立

忠明高級中学

成田高校（普通科）

華盛頓髙級中學（国際科）

青山学院高等部（普通科）

葳格高級中學（観光科）
（餐飲科）
新民高級中学（観光事業科）

東邦大学付属東邦高校
（普通科）
追手門学院大手前高校
（普通科）
青雲高校（普通科）
立命館宇治高校

平成 28 年度
（2016 年）

筑波大学附属坂戸高校
京都府立西城陽高校
愛知県立明和高校
愛知県立千種高校
栃木県立宇都宮中央女
子高校

新民高級中学（英文科）
（観光事業科）
Morrison Academy

同志社国際高校

なや

こま

悩 んでいることや困 っていることがあった
ら、
うち

かた

せんせい

とも

はな

お家 の方 や先生 や友 だちに話 してみてく
ださい。
はな

らく

話すだけでも、楽になることがあります。
保健室では林先生がいつでも待っています
よ！

平成 29 年度
（2017 年度）

栃木県立宇都宮東高校
京都府立南陽高校

熊本学園大学付属高校

Taichung American School

宮崎日本大学高校

葳格高級中學

市原中央高校

明道高級中学

豊島岡女子学園高校

新民高級中学（英文科）

立命館宇治高校
土浦日本大学高校

（普通科）

名城大学附属高校

（資訊科）

東京電機大学高校
東福岡高校
平成 30 年度
（2018 年度）

大阪府立長野高校
愛知県立安城南高校
沖縄工業高等専門学校

武相高校

中科實驗高級中学

立命館宇治高校

常春藤高級中学
新民高級中学（英文科）
（観光科）
（演劇科）

平成 31 年度
（2019 年度）

東京都立日野台高等学校

土浦日本大学高等学校

新民高級中学（英文科）

令和２年度
(2020 年度)

長野県長野工業高等学校
兵庫県立北須磨高等学校

名城大学附属高等学校
熊本学園大学付属高等学校

中科實驗高級中学

常春藤高級中学

宮崎日本大学高等学校
日本大学藤沢高等学校
Ｎ高等学校
サレジオ工業高等専門学校

ペンリレー
あそびをまなびに
三浦

裕介

教室で子供たちと話していると、ふと自分が小学生や中学生の頃どんなことに熱中していたか思い出
すことがあります。中でも鮮明に思い出せるものは楽しかった「あそび」の記憶です。
「あそび」と言っても様々なものがありますが、私が小学生の頃は特に当時流行していたミニ四駆で
夢中になって遊びました。今でも手に入るとは思いますが、当時はテレビアニメやゲーム化するほどの
人気で、同世代の方は一度は手にしたことがあるはずです。
当時小学校高学年だった私は、いつも「どうやったら速く走るか」ばかり考えていたように思います。
学校でも次はどんなセッティングで走らせるかばかり想像して楽しんでいました。ある時、近所の友達
と家の前の側溝の幅がミニ四駆にぴったりだと気付き、溜まっていた土をシャベルと竹箒でピカピカに
なるまで掃除したこともありました。３、４人で集まって２日も掃除だけで過ぎてしまいましたが、な
ぜか今も記憶に刻まれています。

そんな中で、自然と回路がどうなっているのか調べたり、壊れてしまったモーターを分解してみたり
することが多くなり、それぞれの仕組みに興味を持つようになりました。だからかいつの間にか、そん
な内容を扱う「理科」という教科が大好きになっていったのだと思います。
私は数学には苦手意識を持っていた時期もあり、自分のことを「理数系」だとは全然思っていないの
ですが、なぜか「理科」だけはずっと“好き”で“得意”な教科だと思い込んでいました。きっとそれはあ
の時の「あそび」が「まなび」に繋がったからなのだと今でも思っています。
そう思うと、サッカーが大好きになって選手の名前やクラブを知るうちに、ヨーロッパの地理に詳し
くなったし、世界史で出てくるようなカタカナの名前にも抵抗感はありませんでした。「好きこそ物の
上手なれ」とよく言われますが、一つでも好きなことを突き詰めることはとても素晴らしいことだなと
感じます。
中学部の生徒たちの様子を見ているとテストや受験に向けた勉強
のウエイトはとても大きいものです。大変だなと感じることの方が
多くて、あそぶようにまなぶなんて無理だと思うかもしれません。
私も受験勉強をしていた頃、学ぶことを楽しめたことはなかったよ
うな気がします。
でも最近テレビや YouTube を見ていると学ぶことを本当に楽しん
でいる人に出会うことがあります。私が当時興味を持てなかった数
学の面白さを本当に楽しそうに語る様子を見て、
「そんな楽しみ方が
あったんだ」「受験生だった自分がそのことに気づけていたら…」と、とても羨ましくなりました。
きっと受験生だった私がしていたのは、「やらなきゃいけないことをこなす」ことでしかなくて、
「まなび」とは言えないものだったのだと今は思います。もしかしたら「やらなきゃいけないこと」の
先に自分が心から楽しめる「あそび」のようなものがあったのかもしれません。
私はもう受験勉強はないとは思いますが、「まなべる」ことはたくさんあります。必要な場面がない
からこそ、あの YouTube で語られていた数学の世界を「あそぶ」よう
に「まなぶ」ことができるような気がします。
今年度、台湾に来させていただいて、台中校の皆さんと出会い、
新しいことにたくさん出会いました。台湾のことをもっと知りたい

し、中国語が話せたらなぁと思う場面にもたくさん出会いました。私の目の前にはワクワクするよう
な新しいことがたくさんあります。これから学んでいくことが楽しみです。
令和３年度(２０２１年度)
生活目標

『身の回りの整理整頓をしよう』

保健目標

『こころの健康について考えよう』

児童生徒行事

日 曜

２月学校行事予定表(案)
下

校

バ

ス

発

車

時

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６

刻

中学部

1 火
2 水
3 木
4 金
5 土
6 日
7 月 部活動

２台 １４：５５

8 火

２台 １４：５５

３台１５：５５

9 水

２台 １４：５５

３台１５：５５

10 木

３台１６：５５

４台 １５：５５

授業参観 PTA総会 学級懇談会 中学部入学説明会（懇談後）集金日（2・3月）

11 金 小学部入学説明会 部活動中止

４台 １４：５５

12 土
13 日
14 月 中１・２後期期末テスト 部活動中止

２台 １４：５５

15 火 中１・２後期期末テスト

２台 １４：５５

３台１５：５５

16 水

２台 １４：５５

３台１５：５５

17 木

３台１５：５５

４台 １５：５５

18 金 部活動

３台 １４：５５

２台 １６：５５

19 土
20 日 英検2次
21 月 全校朝会（多読賞） 委員会⑩（年間反省）

２台 １４：５５

22 火 ６送会

２台 １４：５５

３台１５：５５

23 水 小６現地校交流（地磨兒國小）

２台 １４：５５

３台１５：５５

24 木 三送会
25 金 部活動（最終日）

３台１６：５５

４台 １５：５５
３台 １４：５５

２台 １６：５５

26 土
27 日
28 月 和平記念日

３月の主な行事
４日（金）全校５時間授業
５日（土）小中合同卒業式
７日（月）学部別朝会
１０日（木）大掃除 全校３時間
１１日（金）修了式・離任式

＜保護者の皆様へ＞
行事予定は、新型コロナウイルスの影
響により、変更となる場合があります。

