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在日华人女性交流会
第一次活动（成立大会）活动纪要
本会事务局整理

时 间∶2004年3月7日14:00－17:00
地 点∶丰岛区立勤劳福祉会馆
与会者∶高继云、黄蔚、姜春姬、金红莲、
李军、李艺、刘兰、王婕、熊磊、
于江洪、朱丽萍、庄严。
主持者∶庄严
内 容∶
1．与会成员自我介绍；
2．由姜春姬介绍本会成立的经过，并对会
则予以说明、确认；
3．由庄严介绍本年度活动计划；
4．由李艺介绍会刊的本年度发行计划；
5．选出本会的干事，详细如下∶会长姜春姬、编辑局长李艺（委员于江洪, 熊磊）、事务局长庄
严（委员刘兰, 李军, 高继云, 朱丽萍，金红莲）、会计王婕、会计监察兼副会长黄蔚；
6．这次会议规定，每次会议由某个会员露一手。这次是王婕女士大显身手，向大家介绍了她所擅
长又热衷的色彩与人体健康的知识。同时，朱立萍小姐向大家示范表演了芳香与健康的艺术。
二人不谋而合，都集中到了健康这个大家都关心的问题上。会场气氛十分活跃、和谐，无论新
朋旧友，到会议结束时，大家都成了好朋友。
7．大家畅所欲言、提出建议；并分别召开了编辑局，事务局分会，进行了下一步的工作安排。
8．拍摄纪念照。

在日华人女性交流会
第二次活动（成立大会）活动纪要
本会事务局整理

时 间∶2004年6月6日14:00－17:00
地 点∶丰岛区立勤劳福祉会馆
与会者∶高继云、黄蔚、姜春姬、李军、
李艺、刘兰、王婕、熊磊、
于江洪、 朱丽萍、庄严。
参观者∶杨晓红，杜安凪
主持者∶庄严
内 容∶
请日本女性社会活动家渡边精子女
士介绍世界范围内的女性活动情况和
联合国的一些机构及其运作情况。渡
边女士从青年时代起，多年以来致力
于女性活动，她的活动范畴超出了日
本国境、遍及世界各地，她尤其热衷
于帮助贫困地区的妇女从贫困中走出
来，例如，她曾帮助越南遭受战争创
伤的儿童按上假肢重返课堂，实现了接受教育的梦想。她还曾帮助中国贫困地区的失学儿童
，建立了“春蕾”计划。讲演结束后，大家利用１个小时左右的时间向渡边女士提了很多问
题，其中除了涉及女性活动的问题外，还提了一些有关子女教育、在海外居住生活，及其外
国人的年金制度等问题，渡边女士都通过自身的丰富阅历以睿智的语言给大家作了满意的回
答，会场气氛和谐、轻松。会议结束后，大家仍是恋恋不舍，期待着下一次的相聚。
针对年金问题，渡边女士还准备安排一次机会，让我们的会员直接与国会议员对谈，把我
们对年金的疑问和意见反映到政界，以促进外国人年金制度的进一步完善。
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顧問

東一夫先生のご紹介

私達在日華人女性交流会では、会の発足の段階から関ってくださり、育てて下さった顧問でいらっしゃる東
先生の６月６日の講義をとても楽しみにしていました。
しかしながら講義を１週間前にして、突然先生が脳梗塞で入院なさったとの知らせを聞き、びっくりすると共に
とても不安でなりませんでした。入院後言葉が不自由であるとのことで病気見舞いはしばらく待って下さいとのご
家族からの連絡を頂き、遅くなりましたが７月６日にやっとお見舞いをすることができました。
病気見舞いには、私がＡＣＷＪを代表して、会誌第一号と第２号を持参し他の団体の責任者高塚さんと一
緒に伺いました。先生はあまり動くことはできなく、お言葉も先生の娘さんが分かりやすく説明してくださいましたが、
先生はとてもやさしく今まで見たこともない嬉しい表情で私達を迎えてくださいました。私は会誌をお渡し、少し内
容を説明してから机の上に置こうとしましたが、先生は自分の枕もとへ置くように指示しました。先生が私達の会
にとても感心をもっていらっしゃることをその指示でしみじみと感じ取る事ができました。
娘さんのお話によると、
先生は私達の会のことを
いつも誉めてくれていて、こ
の会に興味を示され、会
の活動内容を教えてもらう
事を毎回喜んでくださって
いるそうです。先生に迷惑
ばかりかけているのではな
いかと心配していた私は一
瞬安堵の気持ちでほっと
しましたし、改めて感謝の
気持ちで胸が詰まりました
。私達はしばらくして席を立
ちましたが、直接先生の
口から言葉はいただけませ
んでしたが、私達に大き
い期待を寄せていらっしゃ
るなと実感しました。
東先生は中国歴史研
究家として、特に王安石
研究の第一人者として、
世界にその名が知られて
います。先生は長年中国
歴史研究の中から、歴
史の中で女性の役割は欠
かせないという観点から、
「歴史を彩る中国の女性」
近代化への脈動をお書き
になりました。この本では、
中国の宗族制や儒教倫
理に縛られた女性像を、宋代を転機とした近代化の動きの中で、捉え直すもう一つの女性史であります。そして
女性家族から見た新「王安石」伝として、強い束縛の中で個性的に生きた中国女性の生き方を描きました。本
書は日本図書館協会選定図書に選ばれました。
東先生は、中国の歴史を長い間、東京学芸大学で教えられていて、そのせいか中国にとても愛着を持って
いる方です。特に王安石家族の研究から、人間の人格形成には、女性が家庭で子供を育て、成長させること
は、大変大きな意味があるとおっしゃいました。去年の１２月に荘厳さん、李芸さんと私３人で先生宅を訪問した
際にも繰り返しその事を私達に教えてくださいました。
また歴史は過去のものではなく、歴史は現在から始まると教えてくださいました。もし今現在、何かの問題に直
面していたら、そこで立ち止まり、昔の他の国はどうだったか？周りはどう動いたかを考え、調べ、研究することで
現代女性を勇気付け、またその役割を果たすのである。以上の観点からも今回の交流会は、大変大きな夢が
あって、日中交流も益々盛んになり、同じレールを歩くようになるのではないかと教えられました。東先生のお教え
は私達の会にとって、今後の在り方そのものではないかと思います。先生のお病気が１日も早く回復なされますよ
うにお祈り致します。
私達在日華人女性交流会の顧問でいらっしゃる東一夫先生の略歴は以下のとおりであります。

氏

名：

東

一夫（ひがし

いちお）

1911年、鹿児島県出身
1942年、東京文理科大学東洋史学科卒業
文学博士、東京学芸大学名誉教授
主な著書『文字と印刷』（世界社、1948年）
『東洋史上の古代日本』（共著、清水書店、1948年）
『王安石新法の研究』（風間書房、1970年）
『王安石 革新の先覚者』（講談社、1975年）
『王安石事典』（国書刊行会、1980年）
『王安石と司馬光』（沖積社、1980年）
『日本中・近世の王安石研究史』（風間書房、1987年）
『歴史を彩る中国の女性』近代化への脈動（風間書房、1992年10月18日）など発行。

2004.8.5姜春姫
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访全国妇联副主席赵少华
７月１１日，北京骄阳似火，暑热难耐。我站
在北京３环社区门口迫不及待地等着一辆从天津
开来的汽车。

这一天我跟天津的旧友王桂荣和陈守玉约好在
这里碰面后，一起去拜访全国妇联副主席、书记
处书记赵少华老师。上午１０点左右，车按时开
到社区门口，时隔１年多，老友重逢，我们非常
高兴，之后我们便一同趁车，在开往赵老师家的
一路上，我们说说笑笑，不知不觉中就到了赵老
师的家附近。

记得第一次见赵老师是１７年前，当时赵老师
任天津团市委书记，老师给我的印象是，非常整
洁、漂亮，讲话充满自信，很有吸引力，总有听
不够的感觉。电梯很快在赵老师家门口停下来，
电梯门一打开，赵老师早已站在家门口迎接我们。老师的笑容还是那么有魅力，老师把我们引到客厅
后，我们围着茶几坐在沙发上，谈了很多年没能谈的话，我还向老师汇报了在日本的生活情况，以及
我们组织的在日华人女性交流会的情况，并递赠了会刊，赵老师静静地听了我的介绍，并仔细看了我
们的会刊以后，给我们提供了很多宝贵的意见，她建议一定要与在日中国大使馆取得联系报告，并与
日本各界妇女团体取得联系，也要参加当地慈善活动等。她还补充说，做事不用着急，要先把本职工
作做好，打好专业基础，打扮要漂亮、要自信，做事又要充满激情，会里总要保持１０名骨干，这样
可以保证顺利开展工作。听了老师的指导以后，我得到很大的鼓舞，旅途的疲惫感早已烟消云散了。
我们谈了好几个小时以后，依依不舍地离开了赵老师家。

我回东京已有１个多月，但赵老师的话语一直是言犹在耳、难以忘怀。我更加坚定了决心，不管在
中国，还是在日本，我们都一定更加努力，因为我们都具有着中国妇女独特的、坚韧而顽强的精神。

姜 春姫
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ストレスとは何か？
毎日の暮らしのなかで、私たちはいろいろな出来事に遭遇しますが、そのなかで不安や緊張を体験しています。
これらが蓄積した状態を私たちはストレスと呼んでいます。そしてストレスが持続して、耐えることの限界をこえたと
き、心身の健康障害が起こってくるのです。
累積する仕事、家庭内での対人関係、あるいは大切な人との死別等、これら生活の出来事は、正確にいうとスト
レス因といいます。ストレスはそれを受ける私たちの方にも原因があります。体調をくずしているときや、精神的に
疲れている等の場合には、同じ様なストレス因でも耐え難いストレスになります。
また大切なことですが、家族や友人あるいは第三者などから援助や支えがあるときにはストレス因があっても、ま
たストレスになったとしても、それを乗りこえることができます。従ってストレスを乗りこえるには、まず次の三つの要
因を考えることが必要です。
①生活の出来事・ストレス因 ②心身の健康と適応する能力 ③周囲からの援助や支え
それでは、具体的に述べていきましょう。
ストレス因について正確な情報をもつこと
ストレス因になっている生活の出来事（例えば仕事とか、介護など）にぶつかったとき、これについて正しい情報をも
つこと。前に体験した人は、どう対処したか等が分かると精神的にも安定してストレスが軽くなります。
心身の健康が整っていること
身体の健康がまず第一です。体調をくずさないように、適切な食事、充分な休息をとること。また、台風などが来
ても建物の土台がしっかりしていれば安心なように、心の座りもしっかりと安定していれば大丈夫。普段から明るい
気分で前向きに取り組む態勢をもっていることです。
ストレス因をあるがままに受けとめて、できることから処理していくこと
上手に対応していく人をみていると、やっかいな事にぶつかっても差し当たってできる事から手をつけていきます
。休暇をとったり、お酒を飲んでまぎらわす等、ストレス因から逃げることも一つの方法ですが、根本的な解決には
なりません。またストレス因に取り組むとき、ゆとりをもって最初から100％の完全主義を目指さないことを心がけて
みるのもよいでしょう。
周囲からの援助や支持をうけること
私たちは自分ひとりで生きていると考えがちですが、実際は多くの人に支えられて暮らしています。仕事に行き詰
まったときに先輩や友人に相談できることは大切なストレス解消法です。自分ひとりだけで問題を抱え込まないこと
も、ストレスに打ち勝つうえでは大切なことです。
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年金問題の現状と思惑

第二回の講習会で、
渡辺さんと供に、
年金問題を議論し始
めました。その
後、会からの呼びかけで、会員の皆さんが、官庁に問い合わせしたり、資料を調べたり、自分の考えを
整理して、交流会まで提出して頂きました。その内容を私がまとめてみました。
日本では、２０歳になると国民年金（基礎年金）に加入し、毎月一定の額を国に納める。これによって、
労働者や一般国民が老齢や障害、死亡などの際に必要な給付が受けられる。日本人にとってはメリッ
トのある年金制度であるが、外国人の立場から見ると、現行の年金制度にはメリットよりもデメリットの
ほうが目立つようだ。
日本の公的年金制度は、国籍を問わず日本国内に住所を有しているすべての人が加入し、受給資
格要件に応じて、障害年金や遺族年金、老齢年金が給付される仕組みと なっています。受給資格要
件というのは、
１、 日本国内に住所を有している人
２、 日本人と変わらず40年間（最短25年間）支払った人
就労可能な在留資格を有し、日本の企業に雇用されている外国人は、厚生年金に加入しています。
しかし厚生年金のなかで、障害・遺族年金など短期給付以外の老齢年金については、日本国内で２
５年以上の納付期間がないと受給権が発生しません。短期滞在予定の外国人にとっては、掛け捨
てになってしまいます。
たとえ24年間続けて払っても、25年間に満たさない場合、帰国の際、三年間払った年金（年間収入
の３％相当）――脱退一時金しか戻られません。その脱退一時金制度とは、1995年に改正案として
決めたものですが、外国人が最高でも三年間しか日本で働かないと想定して、作られたそうです。実
際に、10年以上日本に住んでいる私達は、もし今帰国したら、10年間払った100万、200万以上のお
金の大部分がなくなってしまいます。
または、外国人の場合は、失業によって、滞在ビザが切れたら帰国させられますので、25年間続け
て払えなくなり、やはりもらえる資格が失われます。
国際化が進んでいる中、25年間という設定自体は、古すぎて、時代に遅れます。たくさんの外国人
の技術者、専門家が働くよい環境を作るためには、年金制度の修正をしなければならない時期が来
ています。多くの外国人が長く日本に住んでいる実状を理解してもらい、次期の政府年金改正の議
題に、これを重要な改善ポイントの一つに注目させ、解決策の議論を起こさなくてはなりません。こ
れは、他人のことではなく、自分自身将来の生活に関わることなので、皆さんの力で案を提起して、
政治家に訴えましょう。
（以上の内容は、于さん、李軍さん、劉蘭さん、任さん、姜さんからの資料、提案、意見によるもので
す。文章責任者：李藝）

参考文献

どうなる？

2004年・年金制度改革

2004年金改革

政府改正案概要

2004年2月10日

国会提出

年金改革法案、2004年6月5日参議院可決成立。
年金改革法案、2004年5月11日衆議院通過。
2004年2月10日、年金改革・政府改正案が国会に提出されました。
改正案は、「保険料の引き上げ」と「給付の引き下げ」が柱となっています。
2004年10月～
2005年04月～

2006年04月～
2007年04月～
2008年04月～
2004年度～2009年度
2005年04月～

厚生年金保険料は、2004年10月から年0.354％ずつ引き上げ、2017年度以降18.30％とする。
国民年金保険料は、2005年4月から毎年280円ずつ引き上げ、2017年度以降1万6,900円とする。
育児休業に伴う保険料免除期間などを１年から３年に延長する。
60代前半の在職老齢年金、一律２割減額を廃止し次のように改正。
年金月額と賃金の合計が28万円超えた部分の半分を年金からカットする。
賃金が48万円を超えた部分については、その超えた額を年金からカット。
障害基礎年金と厚生年金を併給できるようにする。
合意・裁判所認定の離婚で、厚生年金の夫婦分割を可能にする(婚姻期間の２分の１が上限)。
70歳以上の給与所得者(年金と賃金の合計月収が48万円以上)は年金給付を減額・停止する。
子供のいない20代女性の遺族厚生年金を永続給付から５年に短縮。
合意なしの離婚でも、厚生年金の夫婦分割を可能にする。
(法律施行後の国民年金第３号被保険者期間分の厚生年金を分割)
毎年、保険料の納付実績や給付の額の目安を通知する。
基礎年金国庫負担割合を平成16年度から21年度までに現行３分の１から２分の１へ引き上げ。
第３号被保険者の届出漏れを届出ができるようにする。
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生命啊，生命!

朱 麗萍

你走了，走得那么匆忙，再好的医术也无法将你从死神手中夺回，你的家人再怎么呼唤
都无法将你唤醒，就这样走了……
当干事打电话给我，要你的地址（因为今年你曾给我写过贺年卡），说明天的课上要宣
布一件不好的事，我当时的反应就是可能与你有关，也许你生了什么大病了，可我怎么也没
想到你会出事……
我们去你家给你烧上了一柱香，也到你的出事地点放上了我们的香烛，鲜花还在，警察
局征集目击者的牌子还在，可我依然不愿意相信这个事实，我想所有与你有关的人都不愿相
信，因为你太年轻了，大学毕业才四五年，一切才刚刚开始，可又为什么偏偏是你? !
我还记得一年前，我有幸来教你们中文，你是这个才是十来个人的班上最年轻的一员之
一，你把你参加中野区组织的访华之旅的照片带来给大家看，厚厚的一大本，去中国的时候
你还没学中文，也许是那次中国之行的关系，你想到了要学一点中文，于是你来到了这个班。
你的上班地点与教室相差甚远，而且你的工作又很忙，下了班你再匆匆赶来时，经常会迟到
半个小时，有时甚至无法赶来。一年的学习结束后，你在犹豫是否要继续再学下去，我能理
解班上的大多数人学中文只是兴趣爱好，而不是工作上、生活中要用到中文，平时工作又都
很忙，在我看来，能够想到要学中文已经很不容易了。干事说你在犹豫很久之后，终于决定
继续学了，可是你却再也来不了了……如果不是那天干事稍微留意了一下布告栏，我们对你
的事或许会依然一无所知，只会认为你太忙了，暂时上课来不了。
我依然记得我们最后的一次谈话，那是5月底，你将利用休假去多伦多homestay之前，因
为是第一次去homestay，你担心那家加拿大人会怎样对待你，你自己又能为他们做些什么?
你还担心能否去成大瀑布……，既憧憬又点不安，而我又是那么地期待，等你回来听你的枫
叶之旅，交流彼此眼中的加拿大。你回来后，没能有时间来上课，接着是我要回国出差，不
得不停掉两周的课，我们一直没能见面，可我回到日本后去上的第一节课却听到了你的不幸
故事，怎能不令我伤心落泪，感慨万分……
肇事的司机呀，你可知道由于你的违规，一个刚刚伸开双臂开始迎接未来的年轻生命就
这样消失了，那个年轻的生命就永远地停止在了那个时刻，这世上又演绎了一出白发人送黑
发人的悲剧，而你也定会在今后的人生中永远背上这么一个包袱。
尽管世界上每天都有不幸的故事在发生，尽管交通事故的死亡率是万分之三，可当这不
幸就发生在与自己有关的人的身上时，我们是那么地震惊，你的不幸震撼着我们每个人的心。
年长的同学无一不为你惋惜，叹你太年轻，与你同年的干事说，他不知道还能不能坚持再把
中文学下去。是啊，我们曾经在一起庆祝生日，我们曾经在一起自制中餐辞旧迎新，我们曾
经相约明年一定要参加中文学习成果发表会，届时你可以拿出你的长笛为我们助兴。我们这
个班早已不是一个普通的中文学习班，而是一个充满情义的群体。这个中文班给我带来的欢
乐也远远超出了中文教学，一天工作下来无论多累，只要走到讲台上我却会神采奕奕，所有
的烦恼都会被抛之脑后，因为只有在这里我才可以尽情地传授我想传授的知识，传递我想传
递的信息，因为课后我们又可以一起去吃饭聊天，哈哈大笑，而你们又成了我的老师，让我
听到、看到与我的工作完全不同的世界。可现在你却走了……从此我们聚在一起，定会情不
自禁地想到你，想到班上走了一个年轻的你……
你的不幸又让我对生命想得很多很多……我们带着希望来到这个世界，我们抱着明天会
更好的期待生活在今天，我们是买了带有各自梦想的车票的乘客，在今天这个驿站，从昨天
驶来的列车换上驶向明天的列车，我们期待明天，可正是这种过于的期待，有时候我们往往
会忽视今天，忽视今天所拥有的一切，把今天可以做的、能够去做的一些事要留给明天，可
是明天真的会如我们所愿吗? 我们能先知先觉明天将发生的一切吗? 我们能牢牢地将明天掌
握在自己的手中吗? 今朝有酒今朝醉的日子自然不可取，可是一味地想着明天，把什么都想
留到明天那个特殊的日子，是否真的可取呢?当一个生命消失时，明天对这个生命和与这个生
命有关的一切还有意义吗?
生命来到这个世界本来就很偶然，生命与生命能在忙忙人海之中相遇也真是一种缘份，
生命虽然很顽强，可又是那么地脆弱，存在与消失其实就在那一瞬间。你的不幸又一次让我
感受了生命之脆弱，就在那一瞬间，一个美丽的生命就消失了！生命其实是很脆弱的，我又
一次想说珍视生命吧，不管是自己的还是别人的! 珍视今天吧，珍视人间应该珍视的情吧，
亲情、友情、爱情，就在今天给你应该关怀的人送上你的关怀，而不要留到“将来”“总有
一天”，使我们悔不当初……每天早上我们睁开眼睛时，都要告诉自己这是特别的一天，每
一天，每一分钟都是那么可贵，把每一个今天都当成一个特殊的日子吧，好好地牢牢地把握
住它吧!
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送孩子上私立中学

刘

兰

Q. 孩子进入私塾后，家长应如何关心孩子与学习，如何对待孩子的成绩。
A. 孩子进入私塾学习，其学习内容及方式与公立小学校大不相同。而且私塾也不同于小
学校每年惯例的恳谈会及个人面谈。私塾一学期要召开几次父母会，私塾的负责人及各学科老师
要向家长们交待教学内容，教育进度，学习重点一及家庭学习的侧重点，等等。所以作为家长
，不论工作再忙，都应尽量参加，掌握这些情况非常之重要。
在私塾的这种环境中，孩子越来越能体会到，同学之间都是竞争对手，每次考试成绩不仅要
排名次公布，连座位每次要按成绩重排；成绩浮动较大的情况下，还有定期调整班次；这种自
发的频率年级越高则越大，它无形中给家长和孩子精神上所带来的压力可想而知的。
日语中常说十人十色，做家长的首先不要把自己的孩子跟别的孩子作比，而应该掌握自己孩子
的特点，哪门功课是相对的强项，哪门功课又是相对的弱项，而不应该单纯从成绩上定论。关
键要了解孩子为什么学不懂，不懂的原因在哪，这些疑问可以从成绩表上的每科内容的正确回
答率上分析出来，以尽早使孩子把没弄懂的功课学好，才能真正保证后期成绩的提高。
Q.
A.

如何选择中学--志愿校
日本的私立中学，一般是六年一贯制，个别是三年制。如果上公立学校，三年后也要面临考高
中而下功夫。这也是送孩子上私立中学的理由之一吧。私立中学分男子校，女子校和共学校（
男女中），女子校比男子校要多三倍左右。选择志愿校时务必要慎重。
私塾的成绩和私立中学的档次是以偏差值形式反映出来的，报考什么中学，这要从几个方面
考虑。私塾每次举办的父母会上都要向家长汇报私立中学的招生情况及报考学生的“出愿率”
，供家长参考。当然一是要根据孩子的偏差值情况来考虑，一般考虑上，下限为5个偏差值以内
的学校较为有把握，二是尽可能多带孩子去参加各学校的文化节，体育祭，及公开教学活动等
等。以了解各学校的校风，教育方针等，使孩子增加对这些学校的了解的机会，从而激发孩子
为报考自己喜欢的中学的学习热情，孩子有了明确的努力目标，比来自家长的督促
效果要大得多，自身的动力真是太重要了。三是务必要考虑到孩子上下学所花费的
时间，孩子毕竟是孩子，每天乘长时间的电车，特别是拥挤的线路从体力上的确实
一个相当大的负担，所以一般应考虑从家到学校要不多于一小时十五分到三十分为
好。当然若有为孩子方便而搬迁的考虑就另当别论了。
以上都是个人的体会，仅供大家参考。

2004.6.30

子供の教育費はどのくらいかかる？

エ
セ
イ
転
載

教育費も、1人1000万円時代に。
子供が、念願の学校に合格したのはうれしいけれど、喜びのあとでどうしようと考えるのが、教
育費のこと。
特に大学に入学するとなると、4年間で、かなりまとまったお金の出費を覚悟しなくてはなりま
せん。
国立の場合、自宅通学で、入学時に必要な入学金や受験関係費、入学時の諸費用を合計す
ると110万円ほどかかります。ちなみに、97年度予算では、国立大学の入学金は27万円から27
万5000円にアップ。受験料も2000円ほどアップします。
さらに、年間100万ほどの授業料がかかりますし、下宿してとなると引っ越し費用その他で入学
時に200万円ほどかかり、学費と生活費は別途年間180万円くらいは必要。
もちろん、かかるのは初年度だけでなく4年間。トータルすると、自宅通いのケースで国立でも
約550万円、私立では約690万円かかると言われています。これが、地方から出てきて下宿して
通学するとなると、この費用の6～7割増しを覚悟しておかなくてはなりませんから、1000万円を
超えます。 （次回つづく）
摘自:生活応援バンクろうきん

経済ジャーナリスト荻原博子のマネーエッセイ

http://all.rokin.or.jp/life/essay/
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考私立小学是怎么回事？
高继云
每个父母都想为孩子创造一个好的学习环境，让孩子从小进入好的学校就成了父母的心愿。
在日本想进入国立小学或好的私立小学，一般来说，从幼儿园中期，4岁左右就要为孩子选择教
学质量好的，或者说适合自己孩子的私塾。而且最理想的是，你选择的私塾与你要报考的小学有
一定相关的关系。为此，父母有必要掌握一定的情报，以为日后的考试打下好的基础。私塾的好
坏，与能否合格有极大的关系。
小学考试，考什么内容呢？大体分为面试，笔试和行动观察。
1.首先是面试，大多为考生和父母一同出席。日本是个重礼仪的国家，所以面试时，从已进入教
室开始都有严格的规矩，比如：首先要行礼，问候，然后关门，关门时不得背朝着老师，问候
时和回答问题时，孩子能否大声，响亮。另外父母对学校教育方针的理解，对社会问题，社会
现象地看法，及其穿着是否得体，工作性质等等，这些都是校方通过面试企图得到的材料，以
判断考生是否为他们需要的类型。所以面试之前，最好得到私塾的指导，对各种问题做好心理
准备。
2.然后是笔试，因为毕竟是没有上学的儿童，所以回答问题时不多采用文字和数字，而是用画图
或摆积木的方式来表达，但这并不是说明考生可以不懂文字和数字。不然就不能在短短的几分
钟之内完成那么巧妙的问题。所以要求在熟练度上下功夫。
3.最后是行动观察，一般几个考生分为一组，一起完成一个图形，一幅画，或者做某种游戏，从
中可以观察考生的性格，有无协调性，自主性和一般规范。
这
里
具
体
举
考
试
内
容
的
例
子

＊日常生活中的巧制性：①使用筷子夹小豆子，从这个碟子到另一个碟子。②用一根绳子
把各种彩色的球按要求的顺序串起来。③按要求折纸，要求正确性和时间
＊记忆力和理解力：当场读完一篇童话，然后对照一幅画，观察画里的人物，服装，装饰
是否符合童话中的内容，指出对错
＊语言表达能力：用自己的语言说出一幅画里的人物在做什么，在说什么。以次测试考生
掌握词汇的程度及想象力。
＊画画和手工制作能力：一般是要求画出平时玩耍的公园啊，幼儿园的场景，或者是春夏
秋冬某个季节的风景。可以自由做画，剪贴。
＊运动项目：如跳绳，走平衡木，模仿某种动物的姿态，这个项目不只是要求完成动作，
还要挺清老师的具体指示，看考生的集中力和持久力。
＊考生活常识：关于日本一年中的传统节日，四季花卉，社会公德，交通规则，等等的判
断力，也是一个重要的内容。

我感觉，这些内容说难也不难，都是日常生活中最基本的知识，只是范围广一些，如果父
母在平时的生活中随时随地地把看到的都有意识地作为知识传授给孩子的话，自然而然地就能被
孩子吸收，就可以正常的状态去迎接考试。
所以有人说考小学实际上是在考父母，考父母的努力。
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三明 治 幽 思

初识“三明治”这个词还是在上初中一年级的时候。那时候，学校开设英语课，从我们这届开
始启用新版试用英语教材，所以旧书中许多“革命”化的词汇由生活中的常用词汇取代了。因此
，我便学到了“三明治”这个词。但是，三明治到底是种什么样的东西，除了生词表中“夹心面
包”的解释之外，并没有得到任何感性认识，只知道这是一种很洋味的食品，按当时的心理推断
，既然是洋味的，就应是美味的，当然就是很令人向往的东西了。但在生活中几乎见不到洋人的
当时，三明治似乎距离我的生活太遥远了，所以根本就未曾对它产生过垂涎的奢望，可就是在那
个时候，我的一次偶然的疏忽却使我有幸尝到了这种很洋味的食品。
我就读的那家中学距家有三、四十分的路，当时我还不会骑自行车，所以，午休的一个小时
根本不够我往返学校的时间，所以只得每天带饭去上学。中午在学校吃饭的同学占总数的一半，
所以我并不孤独，相反，我们还可以享受到许多在家不能有的自由和快乐，比如，我们边吃饭边
可从学校的小喇叭中听到刘兰芳播讲的评书《岳飞传》，在电视尚未普及的当时，这可是我们紧
张的学习生活中的一项主要的娱乐活动。
有一天中午，当老师宣布下课，饥肠辘辘的我迫不及待地把手伸进书箱去摸我的饭盒时，却
发现放饭盒的地方是空的，这才想起来宝贝饭盒忘带了，我正束手无策、不知如何是好的时候，
化学老师隔着教室的玻璃窗叫我，我急忙跑出去，这时才发现，父亲也站在教室外面，我有些莫
名奇妙，父亲从手提包里掏出一个小包，我已记不清是纸包装还是塑料袋包装了，我只清楚地记
得父亲说这是我的午餐，是三明治，“三明治”这个词尤其响亮地刺动着我的耳鼓，极大地压倒
了父亲送午餐给我带来了喜悦，我真没想到这种极为洋味的食品，在我刚刚学到它的名称后不久
就来惠顾我的胃口了。我端着装有三明治的小包走进教室，轻描淡写地告诉周围的同学是父亲给
我送午餐来了，但并未说出午餐的内容，等待着他们自发地爆发出惊奇，我的企图达到了，刚一
打开包，我周围就爆发出了啧啧的赞叹声，并引来更多的同学围观，像当时在大街上见到老外。
那天的午餐非常好吃，父亲买了两套三明治，一套火腿的，一套鸡蛋的，火腿是传统的中国火腿
肠，鸡蛋是普通的炒鸡蛋，现在想起来，有点中西合璧的感觉。那顿午餐除了喂饱了我的胃口、
愉悦了我的味觉，也让我的虚荣心得到了前所未有的极大满足，虽然那之后我的午饭仍是不改的
大白菜，而那天三明治的余香却令我回味了很久很久。
在那之后的十几年中没再品尝过这种食品，那之后又一次吃三明治应是踏上东瀛之路以后的
事了。忙碌的海外生活使我不得不经常光顾便利店，买便利午餐充饥，这其中自然少不了三明治
，但味道却大大地逊色于当年的那两套三明治，粉红色的洋式火腿味同嚼蜡，煮鸡蛋和着粘塌塌
的蛋黄酱，充其量只能充饥，不可愉悦心情，更是留不下半分钟的余香。
不知当年父亲是从何处买到的那两套并不大众化的三明治的，当时他工作的单位距市中心商
业街很近，想必是出自那个地方的。每次回国探亲，总想去买当年那好吃的三明治，但恐怕是寻
不到了。
作者∶李君

[在日華人女性交流会]から

バザー開催のお知らせ

日期： 2004年12月5日
場所： 豊島区福祉会館料理教室（案）
要領： 当日会員お一人は、最低2点出品します。（二点以上歓迎）
新品または新品同様な物を会に寄付する形でお願いします。
内容： 図書、絵本、おもちゃ、手芸作品、子供用品など。
なお、大型物品については、例えば家具､家電製品など、譲りたい、譲ってほしい等のご要望があれば、下記の
表に書き入れ、バザー担当まで、ご連絡ください。（価格交渉と配達方法について、相互相談で決める）
名前

譲りる物

譲ってほしい物

連絡先・連絡方法

連絡先： FAX ： 03-5696-3665
メール： acwj03@hotmail.com
皆様のご要望に満足できるように頑張りますので、ご協力宜しくお願い致します。

バザー担当黄、王、姜
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第２回在日華人女性交流会役員会

議事録

日 時：2004年7月25日（日）午後Ⅰ時より午後7時まで
場 所：浅草橋駅近くの喫茶店
参加者：荘厳、李藝、黄尉、姜春姫共4名、 王 欠席（委任状提出）
司 会：姜春姫
事前に配布した第2回役員会議案に従って会議を行いました。
記
Ⅰ業務報告
１、「第２回在日華人女性交流会」（2004年6月6日開催）の活動成果（反省含め）
編集局・・李編集局長より近況報告及び次回活動予定報告
・9月号雑誌原稿募集中、8月15日まで原稿締め切り。
・会のホームページを立ち上げることを受けて、着々計画通りに進めております。トラブルがなければ、この秋に公表する予定です。
事務局・・荘事務局長より近況報告及び次回活動予定報告
・9月５日に旅行を計画しておりますが、８月１日には全員に詳細についてお知らせする予定で頑張っています。
会 計・・王会計より近況報告及び次回活動予定報告（姜代理報告）
・７月２５日現在まで会の通帳残高は13.256円です。
詳細：（会費等収入23.300円；会場費、事務局仮払い等出費10.044円）
監 査・・黄監査より近況報告及び次回活動予定報告
・バザーのお知らせを会誌に載せ活動内容を細かく指示したい。そうすること
で当日持ってくるものと、持ってこられないものについて案内できる。
会 長・・姜近況報告及び次回活動予定報告
・北京で会の印をつくってきました。
・年金連絡 会員の劉さん、李さん、于さんから連絡ありました。
・新規加入希望者1名ありました。今現在正式な申込書を頂いたのは20名です。
・北京全国婦人連合会副主席との面会
７月１７日天津の友人と一緒に全国婦人連合会副主席趙少華書記と17年ぶりにお目にかかりました。私は会の雑誌を贈呈し、会につい
て説明しました。
趙書記から以下のようなアドバイスを頂きました。
①まず中国在日大使館にご挨拶、ご報告すること。
②大いに日本の各婦人団体と連絡すること。
③会の発展、拡大をするには、あせらずゆっくりすること。
④各自は仕事、専門分野で頑張ること。
⑤服装は綺麗に、自信をもつこと、会員全員、少なくとも１０名程度は常に情熱を持って活動を進めること。
⑥地域のボランディア活動にも積極的に参加すること。

AC

J
W

C
A

J
W

・東先生病状報告・・
７月6日姜が代表して先生の病気お見舞いし、雑誌２号分をお渡ししました。先生はまだ会話は不便でしたがとても喜んでくださいました。
Ⅱ協議事項
1,年金問題・・在日外国人が抱えている年金問題は？今後の方針は？
８月まで会員各自の年金に関する個人情報を調べ確認する。
９月まで年金研究会を作って、研究を続け、まとめた意見を日本国会議員にお渡しし検討して頂く。
※ 外国人は参政できるか？ 例えば中国の政治協商会議みたいに、外国人の意見を聞いてくれる場があるのか？可能なのか？（本国民との区
別は？）
2,会の連絡網・・緊急時に備え緊急電話連絡網を作る。壮さんが担当し１２月まで完成する予定。
3,バザー開催にあたっての進捗状況・・収入見込みは3000円程度である。黄さんが担当します。
4,来年のホームページ費用は自力できるのか？
当分の間は、天津関連のホームページに一定のスペースを頂き無料で使わせてもらう考え。自立したホームページを持つ事も視野に入れている
が、宣伝的にも、経済的にも有利ではないと判断して、まだ独立しないほうがよい。
5,次回活動について・・
９月5日準備確認OK
6,入会基準例について・・
Q:海外の住まいの方は入会可能ですか？
A:基本的には在日の方を対象としてますので、日本から海外に移住の方は会員資格をそのまま維持できます。
7,会のメールアドレス管理について・・
５名で管理してはどうか？
黄さんはまだ時間がないので当分今のままがよいです。8月から1名で1ヶ月担当し、姜、荘､李さんという順番です。
8,日本のＮＰO団体「日本子守唄協会」とはどのように協力したらいいか？
７月２５日４人の役員は役員会の休み時間を利用して、午後３時ごろ子守唄協会会長西館様の三女次期責任者井上麻矢様とお会いしました。お
互いの紹介から今後の協力可能な範囲を確認しました。
9,年末表彰活動について
2004年度の優秀会員を２-３名選び、担当理事が推薦しその理由を書きます。姜が賞品用意し李さんは表彰状をデザインします。
10,ボランティア活動について・・・
日本社会によい影響を与えながら自らの地位を高めるためには、日本の地域社会にも貢献する必要がある。その為にはなにをどのようにすれば
いいのか？・・・
新宿を中心に、会として年２回ボランティア活動をやります。黄さんが担当して活動を展開します。基本的に上半期、下半期にそれぞれ1回ずつ
やります。
11,会員証について・・
まず荘さんが会員番号表をつくり、姜がデザインし発行します。
9月会の活動の時、会員証用写真をとり、12月には使用できるようにします。
12,新しい方針として・・
まず中国大使館に挨拶兼報告に伺うことにしました。次は在日華人ボランテェア団体と連携し、女性のため、役に立つところがあれば協力する
方針を決めました。
13,ホームページには有料広告、会員サービス欄（裁縫リフォーム）等を増設することになりました。
Ⅲその他
・会の構想について各自意見発表
・趙副主席のアドバイスとおりに年間計画を決めます。
・日本の災害への寄付も考案します。
・留学生への奨学金設立も考案します。
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Ⅳ姜より
会の力をつけるには個々の力が必要である。個々を強くさせるにはどうすればいいか？
まず経済面で自力が必要である。いい案を各自考え発表する。
※まず第1回目の実践として、周1回、夕方中国語サロンを開きます。詳しくはこれから徐々に計画を絞る。
※来年はできれば婦女聯との交流を図り婦女聯見学、勉強会として北京訪問を実現したい。
※会議の時、会員から新規会員の紹介を推進します。
※
各部で連絡がいったら簡単な返事でよいが回答するようにしたいです。
Ⅴ次回の予定日
予定日
場所
次回の課題

１１月７日
予定：戸塚出張所午後1時から
12月活動内容、次年度の構想を考える。
資料作成：姜春姫7月28日
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