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子どもを帯同しての海外赴任の悩みの一つには、学校選択が挙げられると思います。入学可能な学校が多
い地域なら、学校選択に迷うことも多いでしょう。海外での学校は大きくわけて｢現地校｣｢インターナショナ
ルスクール｣｢日本人学校｣の 3 つがあります。海外では親が学校に関わることが多いため、学校選びが家族の
海外生活の充実度を大きく左右すると言っても過言ではありません。また、中学生以上ともなると通った学
校が帰国後の進路に大きな影響を与えることもあるでしょう。十分リサーチして子どもが通い始めた後でも、
この学校で本当によかったのだろうかとの思いがよぎることもあるかもしれません。
今回の会報では海外の学校の中から、日本人学校に焦点を当てていろいろな角度から｢日本人学校を選ぶ｣
について考えてみました。日本人学校の教員経験のある先生と日本人学校出身者を多く見守ってきた先生へ
のインタビュー、日本人学校を選んだ保護者や子どもの声、またリポートでは保護者に日本人学校を選んだ
理由、コロナ禍でのオンライン授業の様子も聞いてみました。そして、日本人学校の事務局長さんからはど
のような思いでお仕事をされているのかについてのご寄稿を頂きました。これらの記事が学校選びをされる
方への参考になれば幸いです。初めは不安だった子どもが、目を輝かせて通えるようになる学校がみつかれ
ばいいですね。
日常の行動に制約ができ、また、海外との行き来に多大な苦労が伴うようになってはや 1 年がたちました。
いまだにかけはしも活動が思うようにできない状況ですが、私どもは少しでもみなさまのお役に立てればと、
できることに取り組んでまいりますので、これからもご支援のほどよろしくお願いいたします。
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｢日本の学校教育を継続する｣
兵庫県海外子女教育・国際理解教育研究会
(兵海研)
会長

松本 肇仁 先生

1984 年から中学校英語教師として太子町、龍野市(現たつ
の市)での勤務を経て、家島町立(現姫路市立)家島小学校で
16 年間勤務。その内 3 年間はパキスタン・イスラマバード日
本人学校に派遣される。姫路市立坊勢小学校で 6 年間勤務し
た後、教頭、校長を務める。現在は姫路市立伊勢小学校校長。
－

先生が会長をなさっている兵海研はどのような活動をされていますか。

◆

兵海研は、在外教育施設への派遣経験をもとに、国際理解教育・多文化共生教育・帰国子女教育などの
取組を推進しています。｢兵庫から良い先生を世界に送り出そう！｣を合言葉に、在外教育施設からの帰国
教員による帰国報告会や多文化共生・国際教育セミナー(派遣希望者研修会)、派遣前･派遣中･派遣後の教
員への支援活動、情報交換会等の諸事業に取り組んでいます。

－

新型コロナウイルス感染症の拡大は海外から帰任、または赴任される先生方に何か影響がありましたか。

◆

2020 年 3 月末帰任の先生方は、出国予定日が突然早くなり、慌ただしい帰国となったようです。もっと
大変だったのが、同年 4 月に派遣予定だった先生方です。緊急事態宣言が出され、出発ができず、ほとん
どの先生が日本での自宅待機となりました。待機中でも現地と連絡を取り合い、日本に居ながらオンライ
ンでの授業を行った先生もいます。その後少しずつ出発できる国や地域も増えていきましたが、私が勤務
する姫路市から中国へ派遣された 2 名の教員が出発できたのは 9 月中旬、元兵海研会長の足立校長先生が
インド・ニューデリーに出発できたのは 11 月下旬のことでした。

－

先生が赴任されていた日本人学校はいかがでしたか。

◆

1994 年から 3 年間パキスタン・イスラマバード日本人学校に派遣さ
れました。1994 年度は、小学部 1 年生から中学部 3 年生まで全校生約
20 名でした。1995 年度は、全校生 30 名を超え、スクールバス 1 台で
は送迎できなくなり、2 台になりました。本当に小さな学校だったの
で、小学部は複式学級で、小学部 1 年生から中学部 3 年生までが一緒
に活動することが多く、
自然に中学生と小学生の交流ができていました。

小学部 5･6 年生の授業の様子

ただそれだけでは中学生が物足りないことが多いので、体育やクラブ活動では教員も一緒になって真剣に
体を動かしました。温度計が 50 度をさす中で、子どもたちと一緒にサッカーをしたのがいい思い出です。
外国語は、習熟度と年齢を考慮してクラス分けをし、全校生が週 2 時間現地採用教員による英会話の授
業を受けていました。それ以外にも、｢パキスタン学｣といってパキスタンについて学ぶ現地理解教育の時
間がありました。簡単なウルドゥー語を勉強したり、フィールドワークとして、国会議事堂やモスク、テ
レビ局、消防署などに行ったり、現地にいる専門家をお招きし｢専門家講話｣をしていただいたりしました。
イスラム教やパキスタンの音楽や文学、NGO や青年海外協力隊の活動、インド・パキスタン問題、岩塩の
成り立ちや種子の収集など幅広い分野から話をしていただいたり、体験したりしたことが、パキスタンの
魅力を見直すよい現地理解の機会となりました。
2

関西帰国生親の会かけはし会報 Vol.45 (2021 年春夏号)

現地の学校との交流としては、近くの私立学校との交流だけでなく、
学校の規模も似ていたフランス人学校、インドネシア人学校、ロシア人
学校との交流も行いました。公立校には、フィールドワークのときに訪
問させていただきました。日本人学校と比べ十分とは言えない環境で勉
強している姿、また学校に行けずレンガ工場で働く子どもたちの姿に、
日本人学校の子どもたちは驚いていました。

ＩＪＳデー
(学校祭)

現地校や外国人学校を
招いて日本紹介

－

思い出深いエピソードはありますか。

◆

担任をしていた中学部 3 年生全員から｢第 1 希望の学校に合格した｣との連絡を受けたときのことは忘れ
られません。喜びはもちろんですが、重責を果たせた安堵の気持ちが大きかったです。もう一つは、イン
ド・ニューデリー周辺への修学旅行です。｢パキスタンを知るためにインドに行く｣の目的のもと、小学部
5 年生以上の 16 名が、休戦状態にあるインドへ、そしてフライトが安定しないパキスタン航空のラホール
経由で行きました。奇跡的に飛行機の遅れもなく、全員が元気に全行程を終えることができました。

－

日本人学校の先生方をご覧になっていて感じられたことはありますか。

◆

校長先生も含め全職員 7 名の職場でしたので、みんな仲良く、協力してやっていました。みなさん能力
が高く、それぞれの専門や得意とすることをお持ちで、いい刺激となりました。異なる都府県から派遣さ
れていましたので、その背景にあるやり方や考え方は異なっていたと思いますが、何事もみんなで話し合
って決め、決まったことにはみんなで協力して取り組みました。

－

先生方の多くは、教師であると同時に｢保護者｣でもいらっしゃったと思います。お子さまや配偶者さま
がご苦労されたことなどはありますか。

◆

学校では｢お父さん・お母さん｣と呼ばず、｢〇〇先生｣と呼ぶことが徹底されていました。他の先生方の
ご家族を見ていると、教師本人よりは配偶者の方が苦労されていたと思います。イスラマバードは、外で
自由に遊べる町ではありませんでしたので、それぞれの家庭へ保護者が車で送迎して遊ばせていました。
そんなとき、どうしても学校のことが話題に上ったようです。学校への疑問やちょっとした批判が出ても、
配偶者がその場で答えることはできないので、後でよく情報として教えていただきました。狭い日本人社
会だったので、｢派遣教員の配偶者｣としての立場と｢子どもの保護者｣としての立場の距離感に苦慮されて
いました。一方で、日本では絶対に見られない、学校でのわが子の姿を見ることができたそうです。

－

現地校やインター校がある中、子どもたちや保護者が日本人学校を選ぶ理由は何でしょうか。

◆

子どもたちは、自分の意思でその国に来ていません。みんな親に連れられて来ています。そんな中、そ
れぞれのご家庭で、自分たちの今後の生活、子どもの将来を考え、｢日本、日本文化、日本の学校｣とどう
向き合うのかを熟慮された上での選択だと思います。子どもたちの将来に
対して、｢いずれ日本に戻る。日本の学校制度の中で生きていく。アイデン
ティティとしての日本文化を大切にしたい｣という思いが強ければ日本人
学校を、｢現地や海外での生活が続く。日本に帰るとしても英語の力を生か
したい。世界に対して物怖じせず、世界で活躍できる人になってほしい｣と
いう思いが強ければ現地校やインター校を選択されるのだと思います。

小学部 3･4 年生の授業で町探検
国会議事堂前

－

日本人学校の良さはどんなところにあると思いますか。

◆

海外に居ながら日本の学校教育を継続して受けられることだと思います。海外へ来ても安心して学校生
活が送れるし、帰国しても安心して日本の学校生活に戻れます。保護者の転勤などの事情で、住み慣れた
町を離れ、慣れ親しんだ学校を離れ、そして何より友だちとも離れ、全く異なる環境に連れてこられた子
どもたちにとって、日本人学校は、慣れ親しんだ日本の学校教育を安心して続けられる場だと思います。
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－

今後、日本人学校に求められることはどんなことだとお考えですか。

◆

今までも、これからも日本人学校に求められる一番の役割は、｢学力保障
と進路保障｣だと思います。そして、日本から来た子どもがスムーズに学校
生活を送れること、帰国した子どもがスムーズに日本の学校生活にとけこ
めるようにすることです。さらに、子どもたちやその家族はもちろん、その
地域と日本(日本文化)をつなぐ｢日本文化発信基地｣としての役割を果たさ
なければなりません。そして、｢自分は○○国に住んでいる誇り高き日本人
だ｣と胸を張れるような学校にしていかなければならないと思っています。

全校でのフィールドワーク
ファイサルモスク

－

子どもたちや保護者の方はどんなことを学校に望まれ、またどんなことでお悩みでしたか。

◆

保護者の都合で本人の気持ちは関係なく異国に連れてきているので、｢新しい環境の中で、みんなと仲良
くし、楽しく学校生活を送ってほしい｣というのが 1 つめの願い、そして｢学力保障・進路保障をしっかり
確保し、日本に帰ってからも困らないようにしてほしい｣というのが 2 つめの願いだと思います。ただ当
時は今ほどインターネットも普及しておらず、進路情報・受験情報が手に入りにくかったのが悩みでした。

－

日本での入試を念頭に置き、帰国のタイミングを見計らっている子どもたちや保護者の方にどのような
アドバイスをなさいますか。

◆

それぞれのご家庭の都合や入試時期によって帰国のタイミングは異なると思いますので、ご家族でよく
話し合って最善だと思われる日程を決めてください。注意しなければいけないのは、中学 3 年の 2 学期末
以降に帰国すると、学校によっては内申書が書けなかったり、卒業認定ができなかったりすることがある
そうです。必ず受け入れてもらう中学校や市町教育委員会に確認してください。

－

日本人学校で学んだ経験を帰国後、子どもたちはどのように生かしているかご存知ですか。

◆

当時小学生や中学生だった子どもたちも、今ではいいお父さん、お母さんになっています。みんなが日
本人学校での経験を生かし、外国に関わる生き方を選んでいると思われるかもしれませんが、そんな単純
なものではありません。商社や JICA(独立行政法人国際協力機構)に勤め海外勤務をしている子や国内で
外国人研修生への研修を担当している子もいますが、多くの子どもたちは、自分の好きな道を見つけ、そ
の子なりの人生を歩んでいます。私は、それでいいと思います。海外で過ごした経験は、その子の生き方
や考え方の根底に生きていると思いますし、日本とは全く異なった環境でともに過ごした仲間とは、日本
では考えられないほどの強いつながりがあります。その経験は、子どもたち一人一人にとってかけがえの
ない経験だったと思いますし、その時の仲間はいつまでもかけがえのない仲間です。

－

海外で学んでいる子どもたちや帰国生、保護者の方へのエールをお願いいたします。

◆

海外での生活は、初めは不安になったりイライラしたりいやになったりするかもしれません。でも慣れ
て分かってくると面白いです。相手の立場に立って、どうして違うんだろうと考えてみると、今までとは
違った見方や考え方ができるようになると思います。違うことを楽しんでください。その経験は、人生を
豊かにしてくれます。海外での経験と時間は、誰にでも与えられるものではない貴重なものです。その貴
重な時間を大切に過ごしてください。日本と海外とをつなぐ架け橋になってほしいと心から願っています。

－

お忙しいところ、貴重なお話をありがとうございました。
インタビューを終えて
子どもたちへの愛情にあふれる先生の｢家族との時間をたっぷり持てることが子どもたちの精神の安
定にもつながっていた｣というお話が心に響きました。子どもたちが海外で暮らすことで得る経験は唯
一無二の宝物なのですね。どこに住んでいても違うことを楽しむ姿勢を常に持ちたいと思いました。
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｢帰国生を迎える高校から｣
京都外大西高等学校
企画部長・入試検討委員長
早藤 充 先生
兵庫県の中学校から京都外大西高等学校(旧京都
西高等学校)に入学。京都外国語大学英米語学科に
進学し、大学院生のころから京都外大西高等学校で
教鞭をとり始め、現在に至る。
－

先生がお勤めの学校に在籍する帰国生のうち、日本人学校出身者の割合はどのくらいですか。

◆

アジア、東南アジア、アメリカ、ヨーロッパ圏をはじめ、いろいろな国から帰国した生徒がいますが、
ほとんどが日本人学校の出身で 9 割を超えています。本校では、海外の滞在期間が比較的長い生徒が多い
です。帰国生でも、いわゆる｢帰国生受験｣(3 教科受験)をしないで、一般受験の 5 教科を受けて入学する
生徒もいます。

－

帰国生に対して、学習面でなにかサポートをされていますか。

◆

英語圏以外の国からの帰国生については、英語力に課題がある場合もあります。他の 4 教科(国語・数
学・理科・社会)についても、苦手科目がある生徒もいますので、気をつけてフォローするようにしていま
す。具体的には、月曜から金曜までの放課後と隔週の土曜日に講義形式で行う｢学習クラブ｣と名付けられ
た補習授業で学習時間数を増やしたり、長期の休暇中(春季・夏季・冬季)には講習会を開催したりします
ので、できるだけ参加するように勧めています。帰国生に対する本校の教育目標の一つに、日本の中学校
から入学した生徒と同じように、3 年後の進路保障をするというのがあります。従いまして、帰国生だけ
のクラスを作るのではなく、一般のクラスに入り 3 年間を過ごします。

－

帰国生が楽しい学校生活を送れるように、生活面ではどのようなことに気を配っていらっしゃいますか。

◆

一般的に海外の日本人学校でのクラブ活動の種類は少ないといわれていますが、課外活動の面でも充実
したスクールライフを送ってほしいと思っています。例えば一昨年、海外子女教育振興財団のパネルディ
スカッションに参加させていただいた生徒は上海日本人学校浦東校の出身ですが、本校では弓道部に入り、
全国大会に出場して活躍しました。授業中は言葉数が少ない生徒でしたが、プレゼンテーションの場でい
つもとは違う力を発揮していた姿を見たときは大変嬉しかったです。学校生活が充実しているかどうかは、
単に勉強だけではなく、友だちとの関係も大きいですし、クラブ活動なども大切だと思います。そのため
にも、日ごろの生活面でもバランスのとれた日常が過ごせるように気を使っています。

－

帰国生は海外での経験をどのように生かしていますか。

◆

日本人学校出身者も含めて、帰国生の特性としてプレゼンテーション能力が高いという点があげられま
す。これまでいくつもの日本人学校を訪問してきましたが、台湾などではアジア、アメリカ、オセアニア
などいろいろなルーツを持つ現地の先生を採用されていました。そういった海外の先生方の影響もあるで
しょうし、現地で日本文化の紹介をする機会もあると聞いています。本校の｢国際文化コース｣は外国人教
員が担任をし、授業でも生徒がすすんで発言する能力を開拓していますので、帰国生はこのような授業で
活躍するチャンスを生かしています。日本人教員が担任をしているほかのコースでも、発信する能力に長
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けた帰国生は、生徒会活動の役員をするなど積極的に活動しています。
－

これから海外に行く高学年の子どもたちが、現地校、インター校、日本人学校の選択で悩むこともある
かもしれません。日本人学校の良さはどのようなところだと思われますか。

◆

日本人学校はカリキュラムが日本と同じですから、お子さんのストレスが少なくてすむのではないかと
思います。日本から 3 年間の派遣で行かれる先生が多いですから、時間割の組み方や、きっちり休み時間
を取るところなども、日本とあまり違いなくされているのではないでしょうか。アジア各地の日本人学校
を訪れた際に、小学生が休み時間に外で元気に遊んでいる姿を見かけました。
また、日本人学校では帰国の際の進路指導がこまやかという印象があります。国内の日本の中学校と同
じように進路担当教員が、受験する学校の募集担当者にコンタクトしてきます。具体的にいうと、コース
の特徴や、過去問を解いてみて何割取れていればいいのかとか、子どもが入学してからしっかりと卒業ま
でやっていけるのかなど、こんなところまで相談があります。費用の面でも、インター校などに比べて親
御さんの経済的な負担が少ないといったこともあるかと思います。

－

日本での入試を念頭に置き、帰国のタイミングを見計らっている子どもたちや保護者の方にどのような
アドバイスをなさいますか。

◆

ご存じのように、昨年からのコロナ禍の中で状況は大きく異なってきていますが、海外で入試をされて
いる学校は別にして、国内ではほぼ 1 月から 2 月にかけて私学、2 月から 3 月にかけて公立高校の入試を
実施しています。京都のように前期、中期、後期と時期が分かれているところもあります。許されること
なら年内に帰国し、受験校を訪問されてはいかがでしょうか。学校では説明会や相談会をしていますし、
都道府県の私学連合会が主催している相談会もあります。それがかなわないようでしたら、学習塾主催の
オンライン形式の相談会などを利用する方法もあります。帰国時期を少し早めるのは大変で費用と労力も
かかるかと思いますが、関心のある学校を、それも複数校の訪問や電話等で入試の担当者とコンタクトさ
れることをお勧めします。
日本の学校とはなるべく情報交換を密にしていただいて、子どもさんに合った環境で学べるかどうか、
つまり教育内容や偏差値だけでなく、快適に学べる環境かどうかをよく見極めていただきたいと思います。
学校のロケーションも大事です。海外にいた方々が、日本の満員電車で 1 時間ほどかけて通うというのは
大変ですから、そういうことも大切なポイントの一つではないでしょうか。

－

海外で学んでいる子どもたちや帰国生、保護者の方へのエールをお願いいたします。

◆

現地では、生活の中でさまざまなことを学ばれていると思います。例えば英語圏にいるお子さんは、英
語を学んでいるというより英語で学んでいるということですね。そういった経験は何年か、あるいは何十
年か経ってプラスに表れてくると思うんです。国によっては自由に旅行もできないところもあるとは思い
ますが、それも含めて、ぜひ、たくさんの経験をしてきてください。頭のどこかに経験が刻み込まれて、
それがまた将来どこかで生きてくると思います。

－

お忙しいところ、貴重なお話をありがとうございました。
インタビューを終えて
長年にわたり、海外から入学してくる帰国生たちを見守られてきた先生のお言葉には優しさがあふ
れていました。アジアを中心に、各国の日本人学校を何度も訪問されてきたと伺いました。現地のよう
すを見ながら、子どもたちがそれぞれ海外で培ってきた力を、日本の学校生活の中で、そして大学進学
やその後の将来に向けてどうやって伸ばしてあげるかを考えていらっしゃるのだと感じました。これ
からも益々のご活躍をお祈り申し上げます。
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帰国生と保護者に聞きました
帰国生

（小学生低学年～高学年

日本人学校を選んで思うこと
中国、アメリカ滞在）

日本人学校は少人数な場合が多いので、男女関係なく生徒同士の仲が良く、先生方の指導も行き届いてい
るため全体としての雰囲気も良いです。仲間意識が強く、勉強や行事にも一生懸命取り組めるような環境作
りがされていると思います。海外駐在期間が不明瞭な場合は、現地校で語学力の向上を図るよりも、安定的
でしっかりとした日本の教育を受けることができる日本人学校をという選択肢は、非常に良いのではないで
しょうか。日本人学校を選んだとしても、その国独自の文化に触れられる機会や、現地校の生徒たちとの交
流会を設けている学校が多いので十分海外特有の経験や学びを得ることができます。また、その国の言語を
学ぶ授業も存在します。アメリカでは毎日レベルごとに 5 つのクラスに分かれて英語を学習していました。
他にも、現地の子供たちに混じって習い事をしているという友だちもたくさんいました。学校外のコミュニ
ティに参加するのも良いと思います。生徒の入れ替わりが激しいので多くの友だちと出会い、また別れます
が、私は帰国後もずっと仲の良い唯一無二の友人と出会いました。人と人の繋がりの大切さを身をもって経
験することができると思います。

保護者

（小学生低学年～中学生

東南アジア滞在）

2 度の転校を小学生時代に経験した娘ですが、いつ聞いても｢大変なこともあるけど、今が一番楽しい｣と
答えてくれました。常夏でのんびりとした風土の中、広い芝生の運動場がある学校で、のびのびと過ごすこ
とができ良かったと思います。保護者が関わることも多かったので、親の私にとっても楽しい時代でした。
先生方は、基礎学力定着のためにさまざまな工夫をしてくださいました。季節の行事に合わせ、日記や自
由研究など文章を書く機会も多かったので、家庭だけではできない日本語教育を受けることができたと思い
ます。また、英語や現地の語学授業に加え、文化に触れるイベントや現地校との交流など、より多くの経験
ができました。特に地方都市への修学旅行や現地家庭でのホームステイは良い思い出です。
学校内に現地人スタッフも多く、異なる人種や文化を受け入れることも自然と身につき、また、日本全国
から先生や生徒が集まるので、価値観の多様性やコミュニケーションの方法を学んだと思います。皆が転入
生に慣れているので、すぐに馴染むことはできましたが、人間関係のトラブルは少なくありませんでした。
その都度乗り越え成長していった娘を思うと、今ではそれも良い思い出です。

保護者

（小学生低学年～中学生

ヨーロッパ滞在）

赴任地では子どもが気に入ったインター校があったのですが、年齢的に 1 年しか通えないことがわかり、
日本人学校を選択。転出入が多い環境なので、スムーズに受け入れてもらえました。また、在籍する先生や
児童・生徒は日本各地から集まるので、帰国しても日本中に恩師や友だちがいるのは心強いことです。
授業以外にも現地校との交流やバザー、伝統行事の実施、社会見学など、現地でしか体験できないことは
子どもにとって貴重な経験となりました。現地の方々のご協力があって成り立っているのだなと実感するよ
うなことも度々ありました。マラソン大会の際には、警察官がパトロールを引き受けてくださったり、学園
祭の時のご近所への騒音のお詫びに対しても｢楽しんでね！｣と前向きな言葉をかけていただいたりしたので
有難かったです。また、体育祭を見学した現地の区長が子どもたちの姿に大変感動し、現地校の生徒の参加
を打診されたこともあったそうです。日本の教育のよい点が伝わったと誇らしく思いました。校長先生をは
じめ関係者の方々が、現地の方々と真摯にお付き合いをされてこられたおかげで、すばらしい教育環境が整
えられていたことを実感し、非常に感謝しております。
７
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かけはしリポート (第 23 回)
日本人学校への親の思い。そして長期化するオンライン授業
・はじめに
2020 年初頭から世界中を席巻するコロナ禍は、人々の生活様式に大きな変化を起こしました。感染者の多
いアメリカやヨーロッパ諸国では国独自の細かい制約と義務と罰金をもって長期的なロックダウン政策が繰
り返し行われました。外出制限のある国の日本人学校ではすぐにオンライン授業が導入されたそうです。し
かし、小学生、特に低学年の子どもにとってはパソコンやタブレットの前に座って集中して授業を受けるの
はなかなか難しいことです。また、一日の授業時間も短く学習進度も通常通りとはなりません。家に閉じこ
もった日々が長くなると子どもも親もストレスがたまってきます。気になる細かな問題も生じてきます。
今回のリポートでは欧米 3 つの国で、日本人学校に子どもを通わせている母親に、日本人学校に対する思
いと長期化するオンライン授業の感想を聞いてみることにしました。この声をお伝えできれば幸いです。
・アンケート調査について
① 目的：日本人学校に子どもを通わせる親の意識調査
② 実施期間：2021 年 2 月
③ 対象：アメリカ、ヨーロッパの日本人学校小学部に子どもを通わせる母親 6 人
④ 質問内容：

1

日本人学校選択の理由

2

親が感じる日本人学校の長所と短所

3

オンライン授業での子どもの様子

4

長引くオンライン授業に親が思う良いこと、悪いこと

・結果と考察
回答者 6 人の子どもについて(カッコ内の数字は小学部子どもの学年)
A さん(2)

B さん(2)

C さん(6、4)

D さん(6、1) E さん(5、2)

F さん(5、1)

以下敬称略

1

日本人学校選択の理由

A

子どもを連れての海外赴任は、2 カ国目になります。以前住んでいたところは、日本人幼稚園がなく、イ
ンターナショナルスクール付属の幼稚園を選び、2 年間通っていました。入園当初は｢小さいうちから外
国語に触れることで将来子どもの役に立つのではないか｣と思っていましたが、通ってみると言語がわか
らないストレスで子どもの精神状態が不安定になり、親子で大変な思いをしました。幼稚園に慣れ始めて
からは、片言で先生やお友達とコミュニケーションを取っていたようですが、だんだん日本語で自分の気
持ちを上手に伝えられないようになり、家庭で声をかけているだけでは不十分だと実感しました。知人の
言葉｢大事なのは母語。外国語は後からでも大丈夫。本人が勉強したいと思った時の方が身につく｣を聞き
小学校は日本人学校に入学させたいなと思いました。子どもに｢どこの学校に通いたい？｣と聞いた時｢日
本人がたくさんいるところがいい。日本人学校がいい｣という答えが返ってきたのも要因の一つです。

B

インターナショナルスクールと迷ったが、転入時期が小学 1 年 2 学期からであり、日本語の基礎を習得す
る必要性があると考えた為。

C

いずれ日本に帰るので日本の学校の教育を受けておかないと帰国後困ると思いました。漢字とか読解力
とか、国語にまつわることに高学年になればなるほど…あと歴史とか地理とか社会も困りそうです。

D

本人の意思を尊重して。親としては現地校やインターも良いと思ったが、本人が絶対に日本語の学校が良

8

関西帰国生親の会かけはし会報 Vol.45 (2021 年春夏号)

い、という意思が強かったため。
E

(上の子の場合)

現地校に 3 年通っていましたが、本人が日本人学校に行きたいと言い出したので転校

しました。日本人学校に通っている友達から話を聞いて行きたくなったのだと思いますが、本人は日本
の教科(理科とか社会)がやりたいからと言っています。
(下の子の場合)

現地校から転校したばかりです。9 月から現地校はオンラインか登校か選択制でオン

ラインを選択しました。様子をみながら登校に変更しようと思っていたのですが、学校で次々に陽性の
子が出てしまい、お兄ちゃんと同じ日本人学校に行ってみようかという話になりました。
現地校と日本人学校のオンライン授業の違う点は、現地校は毎時間のはじめは Zoom なんですが、その後
課題に取り組む時間は各自なんです。また、2 時間目のはじめは Zoom で、先生から課題を聞き、また各
自で取り組むって感じなので、すぐに課題が終わるとやることがなくなり遊んでしまいます。
一方で日本人学校は、通常の授業のように進むのでずっと Zoom のまま授業を聞きつつ課題をしたりとな
り、一人で遊んでしまうということはないです。
F

私も含めて、海外での生活は初めてだったので、子供達にも負担のない様にと思ったから。
みなさん子どもの意思を尊重して日本人学校を選んでいます。言葉が通じるという安心感が、親子ともど

も海外生活における気持ちの安定とストレス軽減につながります。日本の学校との学習の継続性も考えてい
ることもわかります。学校によってオンライン授業のやり方もいろいろあるようです。
2

親が感じる日本人学校の長所と短所

〈長所〉
A

少人数なので、勉強面、生活面で細かく配慮していただける。毎日送り迎えがあるので、困ったことや相
談したいことをすぐに先生に話せる。またクラスの保護者全員と顔見知りになれる。学校全体の雰囲気が
良い。アットホームな感じがします。

B

日本と近い状況で、日本の教育を受けられる。お友達が日本語を話すので、コミュニケーションがとれ、
子供にとって負担が少ない。

C

日本と同じ内容の勉強や行事があるので日本に帰っても日本に帰国後すぐに馴染めそう。

D

日本の学校との転入、転出がスムーズにできる。先生とのコミュニケーションが円滑。

E

お友達が、みんな素直で優しい子だと感じます。こじんまりとしているので、縦のつながりもあり、他
学年の子とも仲良くできるのは良い点だと思います。

F

日本とほぼ変わらない学校生活が送れる事と、本帰国になったとしても、スムーズに日本の学校生活に馴
染める所。

〈短所〉
A

その土地の言語を学ぶ機会が少ない(任期満了で日本へ戻っても、日本語しか理解できないと思います。)

B

現地語の授業数が少ない。現地語を習得する事が難しく、せっかく海外にいるという環境を活かせてい
ない。お友達の転入転校が多い。

C

せっかく外国に住んでいるのに日本人とばかり接していてもったいない気がする。

D

現地の言語にふれる機会が少ない。外国語の習得が難しい。

E

学校側の運営としては、説明不足と感じます。先生方は基本 3 年交代なので、長くいる方がいない。緊
急事態の時の判断が難しいのはわかるのですが独自の判断はやめてほしいと思います。もっと現地の状況
を把握してほしい。

F

ほぼ日本人しかいないので、現地の人たちとの交流など現地でしか体験出来ない学校生活が送れない事。
長所はなんといっても外国でも日本と同じような学校生活が送れるし、帰国後の学校生活にスムーズに馴
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染めるだろうとのことです。一方せっかくの海外生活なのに、現地の言葉の習得やその地に浸った生活がで
きないことが残念なことでしょうか。日本語も現地の言葉もとなると欲張りすぎですが、習い事や近所など
で現地の方とご縁ができたらよいですね。日本人学校では生徒の転出入の多さだけでなく、先生方の異動が
多いのも仕方がありません。新しく来られた先生から日本の最新教育事情が海外でもすぐに反映されるのは
よいことですが、保護者としてはわが子を長く見守ってくれる先生がいないというのも少し寂しいものです。
3

オンライン授業での子どもの様子

A

ロックダウン中友達と会うことが出来ないので画面越しではありますが毎日友達に会えて嬉しそうです。
授業も楽しいようです。毎日自分で操作をしているのでタブレットの扱いが上手になっています。

B

毎日授業を楽しんでいる。たまに操作がわからないと呼ばれる事もある。

C

先生の目が届かないので授業中集中力がなかなか続かない。また、1 日 2 時間しか無かったので授業のな
い時間たるみきっていた。

D

子どもたちは前向きに取り組んでいたと思う。6 年生は 1 人で取り組む事ができていた。
1 年生はつきっきりで教える事が多く、親の負担が大きいと感じた。親に対して甘えがあり言うことを
聞かないので課題をこなすのも大変。リモート授業から通学へ移行した時に、学校に行きたくないと言
っていた。(家の方が楽だし、リモートでの生活リズムができてしまったからだと思う。)

E

5 年生・毎日オンラインの時は、よく親子で喧嘩していました。親も子もストレスがたまるのだなと感
じました。分散登校が始まり 1 日おきではありますが登校するようになり親子喧嘩もなくなりました。
2 年生・毎日とても楽しそうに授業を受けています。1 日中画面を見ているので、体への影響が心配では
あります。1 年生の親は、つきっきりだったりして大変だと聞きます。

F

1 年生だったので、入学式前に Zoom で先生や友達と顔を合わせていたので、学校生活はスムーズに入れ
ました。先生が、とても工夫して下さってたので、飽きる事なく楽しんで Zoom の授業を受けていました。
1 年生については、先生の言われる事や学習の内容について、親がちゃんと見守っていないと、理解しに
くい場合があると思いました。学校との往復する時間が無いので、その分、ゆっくりゲームをする時間が
確保出来て、楽しんでしました。
5 年生については、課題が出されれば、ちゃんと自分なりにノートにまとめて学習出来ており、対面授業
ではなくても、ちゃんと学習出来ていると思いました。
低学年の場合は、オンライン授業は厳しいですね。画面に向かっての集中力はなかなか続かず、飽きてし

まいます。先生方の努力や工夫も大変なものです。やはり、親のサポートが必要となると、親の負担も大き
いです。高学年ともなると、勉強のやり方もわかってきているので、オンライン授業についてはあまり問題
がなかったようです。子どもたちにとっては通学時間が浮いた分、好きなことができたようです。子どもに
とって、庇護してくれる親が常に傍にいるのは安心ですが、甘えもでて喧嘩になってしまうこともあるでし
ょう。さらに父親もリモートワークで、家族が全員ずっと一緒で、外出制限で外にも満足にでられないとな
ると、それはそれでストレスもたまります。各家庭それぞれに、普段ではありえない喜怒哀楽いっぱいの密
な時間を過ごしたことかと思います。
4

長引くオンライン授業に親が思う良いこと、悪いこと

A

一昔前では、リアルタイムでリモート授業が受けられるなんて考えられなかったので、どんな状況になっ
ても子どもたちが勉強できることはとても素晴らしいと思います。ただ、やはり学校とは違うので、集中
して参加しているかどうかは疑問です。(授業中にお友達とチャットしていたり、自分の机の周りのもの
で手遊びをし始めたり…。)また、学校に登校していた時よりも学習時間が短くなっているので、授業内
容がきちんと定着しているのかが不安です。
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B

いいこと－登下校にかかる移動時間がなくなるのは便利。
対面ではない為、インフルエンザやコロナにかかる確率が下がる。
悪いこと－登下校の通学がなくなり、体育の授業や休み時間にお友達と遊ぶ事ができなくなっているので
かなり運動不足となっている。オンライン授業の間、お友達と対面でのコミュニケーションがとれない。

C

学校に通って緊張感のある授業を受けること、友達と関わることはとても重要だと思った。
リモート授業は送り迎えを一切しなくてよかった。お弁当を作らなくてよかった。

D

良い点

感染のリスクが少なく、安心して勉強に取り組める。

高学年や、自分で出来る子にとってはリモートでも学習出来ていて良いと思う。
悪い点

家だと緊張感が無くダラダラしがち。体育や、友達との共有時間が少ないのが心配。

低学年は親のフォローがかなり必要。
E

登校できる日は、前日からとても楽しみにしています。オンラインで授業が成り立つといえど、やはり
登校して友達と会えるというのがどれだけ大事かということをとても感じました。この時期、なかなか
プレイデートができないのがかわいそうだなと思います。
子供たちは楽しそうに学校に通っているしオンライン授業も楽しそうに受けています。先生方は、急に
Zoom になったり登校に変わったりそれに合わせて準備をしなければならずとても大変だと思います。
いつも工夫して授業をしてくださっていることにはとても感謝しています。安心して毎日登校できる日
がくることを願っています。

F

とにかく午前中だけと言えど、ずっと画面を見ているので、目が悪くならないかが、とても心配でした。
授業は一応進んでいるし、何も無いよりは、学習出来ているので良かったです。ただ時間数的にも少なく、
かなりの詰め込みで、本当に今年度分の学習を履修しているのか、ちゃんと理解出来ているのか、少し疑
問に思う所です。
感染予防のために家にいるべきですし、学校への送迎の必要がないから親子とも時間に余裕ができますが

授業時間の短縮からの学習進度の遅れや、子どもの続かない集中力、運動不足、友達と遊べないこと、ディ
スプレイを長時間見ることの身体の影響などが心配ごととして挙げられています。家では緊張感がなくだら
だらしている子どもの様子もどうしても気になってしまうようです。それでも、とにかく、私たちが子ども
の頃だったらありえなかった、このオンライン授業を実施してくださる先生方には、そのご苦労や努力に、
みなさん心から感謝しています。
・まとめ
｢日本の小学生は通学できるのに、長期のロックダウンでうちの子の通う日本人学校はずっと午前中の短
縮オンライン授業なの。なんか学力の差がつきそうで帰国後が心配だわ｣と、ある母親がボヤいていました。
学習時間の長さと効果は必ずしも比例するわけではないし、この事態がずっと続くものではないと思われま
すが、滞在国の不便な状況を日本と比べると、焦りがでてくる気持ちもよくわかります。感染防止のために
は、自宅でのオンライン授業は安全だと理解はしているが、学校や学習に不慣れな低学年では特に、学習態
度や学習の進度、運動不足、友達との関係など、様々なことに母親たちは不安を抱いていたことがわかりま
した。家族みんなの生活ペースが変わってしまうことが、ストレスとなってしまうのも仕方のないことです。
この数か月にわたるロックダウンの下、親子ともども｢学校｣の存在意義を改めて感じたことかと思います。
さらに、親として感情抜きで自分の子どもの勉強をみる難しさも実感できたことでしょう。それでも、子ど
もと一緒に学校の授業に関わったことで、自分の子どもの学習態度や得意、不得意な分野もわかり、今後の
教育目標や進路を考えるときのひとつの手がかりにもなることでしょう。学習だけではなく、全人教育の場
でもある学校。一日も早く世界中の子どもが安全に楽しく学校に通える日が来ることを願います。
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異文化でドッキリ！＜非常時の対応編＞
毎回驚きいっぱいの異文化でどっきり。対応にお国柄が表れているようで興味深いですね。

7 つの丘の街と言われるアンマンでは毎冬の
ように雪が積もりますが、雪の朝は静まりかえ
ります。というのは、学校も役所も(もちろん民
間の会社なども)お休みになるからです。積もる
と言ってもたいした雪ではなくて、1～2 日あれ
ばとけるので、車がないとどこへも行けないの
にタイヤチェーンを用意している人はほとんど
いないそうです。積雪の予報が出ると、夜のう
ちに｢明日はお休み」
のお触れが出ます。
以前一度やめようと
したそうなのですが、
交通事故続発であき
らめたらしい、との
こと。(ヨルダン)

テムズ川が氾濫した。車を坂上に停め、娘
を背負って腰の高さほどある水の中を坂下
の家まで何とか歩いた。その晩はどんどん水
かさが増し、ついには一階のガレージが浸水
した。そんな時に限って夫は出張…。次の日
の午後、沈んだ気持ちで過ごしていると、コ
ンコンとドアをノックする音。｢あれっ、え
っ？｣何とイギリス人の友人夫妻がカヌーで
やって来て｢Hello〜｣と手を振っている。思
わず吹き出してしまった。二人は私たちを心
配して見に来てくれたのだ。しばしお茶とお
しゃべりで楽しい時を過ごし、再びカヌーに
乗り帰って行った。洪水から学んだこと、そ
れは｢海外で頼れるのは、常に忙しい夫より
親しき友人｣だった。(イギリス)

一度停電すると復旧まで半日かかることもよ
くあるが、ある夏におきた北アメリカ大停電は
範囲も広く、復旧の目途は全くつかなかった。
冷蔵庫もコンロも使えない。ポンプが作動し
ないから水道も使えないし、トイレも流せない。
そんな中でもご近所さんはそのうち復旧するで
しょ～って全く慌てない。トイレの水はプール
に汲みに行けばいいし、冷蔵庫の食材は傷まな
いうちに BBQ グリルで焼いて食べて、ビールで
も飲んでゆっくり過ごしましょうという感じ。
夕方に雨が降れば、上半身裸になってシャワー
代わりにしている人も現れた。結局復旧までに
丸一日以上。おおらかというか、そんな中でも
イライラせず、楽しめる国民性ってすごいなと
思った日だった。(アメリカ)

上海で台風並みの大風が吹いた日、夫の勤め
る会社が入居するビルの 22 階で突然大きなボ
ン！という音と共に窓ガラスが割れ大騒ぎに
なりました。幸い窓近くの席の人は不在で、怪
我人はいませんでした。そこは高層ビル群。隣
のビルとの間に強い風が吹いたことで気圧の
著しい低下があったためではないかと噂され
ましたが、原因究明も対策もされず、ただガラ
スを替えただけでした。窓の近くには気をつけ
ようという教訓を得ることはできました。
(中国)
何日か雨が続いたときのこと。湖の水かさは増
し道路は冠水し始めた。日本人学校は授業を繰り
上げ、4〜5 時間かけて全生徒をスクールバスで各
家庭まで送り届けてくれた。雨が止んでも道路の
水はすぐには引かない。すると簡易ボートや手作
りイカダでタクシー業を始めたベトナム人がい
た。困難を商機にできる彼らのたくましさにびっ
くり!(ベトナム)

水の都ベネチア。ドカーレ宮殿を堪能して外
にでたら、なんと広場が冠水している。冬の雨
期の満潮時によくあるアクア・アルトという現
象だ。前日になんだろうと思っていたコンクリ
ートの台の列は臨時通路(ギャングウェイ）だっ
た。人々はこの台の上を歩いて移動する。土産
物屋に売っていた、膝までのブーツ型のカラフ
ルなビニールカバーはこの冠水用だったのか。
後日友人のイタリア
人から｢それはロマ
ンチックだったね｣
とは言われたが、寒
いし、濡れるし、そ
れどころじゃなかっ
た。(イタリア)

気温 50 度近い夏のある日、5 分もかからない
ところまでケーキを取りに行った娘が玄関で大
騒ぎ。抱えた箱の上に置いて音楽を聴いていた
プレイヤーの液晶画面が溶けてきていることに
気づいたのだ。大慌てでケーキと一緒に冷蔵庫
へ入れて、しばらくして出して見たら、元通り
とはいえないまでも、かなりましになっていた。
たった数分で液晶画面が溶ける暑さにもビック
リしたが、冷蔵庫で元に戻した娘の発想にもビ
ックリだった。(サウジアラビア)
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海外の学校を紹介します
慶應義塾ニューヨーク学院(高等部）
R.T.
2017 年から 2020 年の 3 年間、慶應義塾 NY 学院に在籍していました。私は小学校 6 年生の時に父の転勤に
伴い渡米し、9 年生(中 3)までは現地校に通っていましたが、秋の AO 入試を受け慶應義塾 NY 学院に入学しま
した。入学してからの最初の 1 年間は通学生として家から通い、11 年生から家族の帰国に伴い寮生となりま
した。12 年生の 3 月頃、今も世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルスの影響で日本に強制帰国とな
り、卒業までの約 3 ヶ月間オンラインで授業を受けました。
慶應義塾 NY 学院はニューヨーク州のパーチェス市にあります。全校生
徒は約 350 人ほどで、生徒の約 8 割は寮生です。授業では日本史と国語
以外は全て英語で行われるため、自然に英語力も身につきます。多くの
授業はレベル別で、自分にあったペースで勉強を進めることができます。
試験前になると土日も学校(寮)に来てくださる先生方が多く、わからな
文化祭｢祥風祭｣の様子

いところを質問することができます。私も、試験前は部活がお休みにな

るので、1、2 週間前から放課後、先生に質問をしたり、友達とライブラリーで勉強をしたりしていました。
疲れていたり眠気に勝てない時は部屋に帰り、少し休憩をしてから校舎に戻って質問をしに行く人も多くい
ました。これは寮ならではの試験前の光景だったと思います。
部活はシーズン制で最大 3 つのスポーツを経験することができます。私は秋には女子テニス部のプレイヤ
ーとして、春には男子テニス部のマネージャーとしてそれぞれに入部していました。シーズン中は基本週 5-6
日活動していて、部によっては雨の日に練習ができないので室内で筋トレをしたり、コーチと鬼ごっこやド
ッジボールをして楽しく体力作りをしました。もちろん現地の他校と試合もあり、ホームゲームの時はいろ
んな人が応援をしに来てくれます。特に盛り上がるのはサッカー、バスケ、バレー、ラクロスなどです。
寮では 2 年目(11 年生)から友達とルームメイトになることができます。私は 11 年生から入寮したので 10
年生で仲良くなった友達となりました。卒業した今でも定期的に会うほど大の仲良しです。やはり友人と言
えど元は赤の他人だった人と毎日を生活することは楽ではありません。
気を使うことも気を使わせてしまうこともあります。しかし、そんな中
でもルールを決めたりお互いを尊重し合って助け合うことで、今でもず
っと続く関係を築けたのだと思います。また、寮に入れば身の回りのこ
とを基本自分で行うので、家族の大切さに改めて気づかされました。土
日は友達と出かけたり晴れたグラウンドでお喋りをしたり、自由時間も

冬の学校敷地内、春には桜が満開です

沢山あります。友達と常に一緒の環境で学業面に不安を感じる方もいると思います。確かに試験前は自分で
意識をしてやらなければいけませんが、日曜日から金曜日の夜の約 2 時間は勉強をしなければいけない時間
が設けられていたので、課題などはこの時間を使っていました。終わらない日はこの前後の時間を使ってや
っていました。もし体調を崩したらヘルスセンターというところで、体調がよくなるまでお世話になります。
この他も体育祭や文化祭、クリスマスパーティーなど色々なイベントがあり、本当に楽しかった思い出ば
かりです。私にとって慶應義塾 NY 学院で過ごした時間はかけがえのないものであり、とても成長することが
できた貴重な高校生活でした。
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明日も元気で会おうね!!
ハノイ日本人学校

事務局長

松下 和宏

民間企業に勤務し、12 年の海外勤務を経て現職

「おはよう～！」スクールバスが到着し始め、元気に躍り出てくる子、寝ぼけ眼でフラフラと降りてくる
子、その一人一人と挨拶を交わすことから一日が始まります。今はコロナ対策として子供たちの手に消毒液
をかける僅かな間の会話で、その子たちとの距離がグッと縮まっているように思います。
本校は在ベトナム日本国大使館始め商工会等日本人社会に多大な御尽力をいただき 1996 年 5 月に設立、本
年開校 25 周年を迎えます。児童生徒数は 2019 年末に 500 名に迫り、昨年は大きく減ったものの今春 400 名
超に回復、日越間の経済を始めとする交流の高まりを背景に、今後も大きく増えていくと思われます。
校訓は“やさしく
は、
「“やさしく

かしこく

かしこく

たくましく”です。校歌『こころの道』

たくましく”を心の糧に、日越両国や世界

を繋ぎ希望と夢に溢れた未来に進もう」旨、謳い上げています。そして
学校全体がそこはかとなく明るく、学校に来るのが楽しい、そんな“場”
で「夢と誇りを持った子供」を育てることを本校は目指しています。
各教室での朝の会で校内は一時の静寂、そして授業。音楽室から歌声、運動場からは体操のかけ声、プー
ルでの歓声、教室からは「ハイ！」と自信に満ち溢れた返事が聞こえてきます。よし、今日もみんな元気だ！
小学部 1 年生の『手紙を書く』授業で先生でもない私に手紙を書いてくれた子供たち。私を“挨拶の先生”
と思っているのかな。嬉しい限りです。ハノイは深刻な大気汚染で外で遊べない日も多くあります。空気の
状態が良くなり運動場が使えると知った時、子供たちの顔はパッと晴れるのです。良かったねえ。中学部 1
年生の調理実習で私にも“鯖の煮付け”のお裾分け。美味しい！日本の味だ。ありがとう!!
子供たちにとって私は「何してる人？」なのです。そう、電球が切れた時やトイレが詰まった時に直して
くれる人です。ベトナム人スタッフと予算管理、入国・労働許可申請、バス運営など学校経営もしてるんで
すよ。私たちは“教員免許が無くてもできる”ことを務め、教員にはより質の高い教育に専念いただきたい
のです。とはいえ教員と職員の職務の線引きは難しく、休む間もなく子供たちと向き合う中、飾り付けや敷
布洗濯など、それって教員の仕事？と思えることにも彼らは一生懸命です。教員とは“奇特な人”なのです。
学校は企業人時代の私が信じていた“常識”が通用しない所でもあります。校長や教員と私はよく意見が
分かれます。それでも「新鮮で驚かされる」私は徐々に受け入れられ（てるのかな？）、私自身も教育現場の
実状を知るようになって、意見・提案の前に何故こうなっているのかを理解する重要性を感じています。60
歳を超えても“日々新た”、なお勉強です。
毎日のように保護者が来校されることも驚きの一つです。Teachers’Day イベント、節目時の記念品など、
PTA が積極的に進めてくれます。正月にはお節料理が児童生徒・教員に振る舞われました。理事会からも様々
な指針・御支援をいただきます。昨年はコロナで教職員が入国できない・学校が開けない状況下で学校を支
えていただきました。多くの方々の御支援があって学校は存在しています。皆さん、ありがとうございます。
スクールバスがエンジンをかけ始めました。下校時間です。一日の充実感と
家路に着く安堵感に満ちた子供たちを、その子供たちの笑顔と成長に幸せとや
りがいを感じる教職員が「さようなら～」と今日も手を振って見送るのです。
今日も楽しかったね、ありがとう！
明日も元気で会おうね!!
14
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かけはしでは、他の団体と交流を持ち、会員の海外、帰国後の経験を外部のみなさまに役立てていただく
こともあります。2020 年度は新型コロナウィルスの感染予防のために、多くのイベントが残念ながら中止と
なりました。オンライン開催のものだけ、かけはしは参加いたしました。
講師派遣
企業海外渡航前セミナー (オンライン開催 2 月 19 日)
兵庫県海外子女教育・国際理解教育研究会セミナー (オンライン開催 2 月 20 日)
会合参加
帰国子女教育を考える会第 83 回例会 (オンライン開催 2 月 27 日）
寄稿・雑誌掲載
『月刊グローバル経営』(一社)日本在外企業協会 2020 年 4 月号 ｢子どもたちはドキドキわくわく｣
『月刊グローバル経営』(一社)日本在外企業協会 2020 年 5 月号 ｢ブルストとゼンフ｣
『月刊グローバル経営』(一社)日本在外企業協会 2020 年 6 月号 ｢困窮者への優しい励まし｣
『帰国便利帳』

Y’s Publishing Co., Inc. 2020 年秋冬号
「大満足の結果を出す帰国までの賢いスケジューリング」

『月刊グローバル経営』(一社)日本在外企業協会 2021 年 1、2 月合併号 ｢それでもクリスマスはやって来る｣

会報 Vol.35 から裏表紙に素敵なイラストを描いてくださっている

イラストレーターご紹介

こうもりさゆり さん

東京都在住。会社員として働きながらイラストレーターとして活動中。民族衣装とパンが好き。
｢はじめまして！素敵な会報誌の片隅に、季節の栞を添える気持ちで描かせていただいて
おります。私自身、小学校低学年までアメリカにおり、帰国して数年間は関西で暮らしていました。かけは
し様にはふしぎなご縁を感じています。いつもイラストに関する嬉しいお声をいただき、誠にありがとうご
ざいます。今後も楽しんでいただけたら嬉しいです。｣

https://mobile.twitter.com/chiyochiyo_syr

会員のつぶやき
遅ればせながら、Instagram を始めました。アップした写真にいいね！が付くと、嬉しいですね。ふとし
た事で、駐在時代にお世話になった先生のお名前を見つけ、何とか連絡を取ろうと、当時覚えた言葉を思い
出しながら、コメントを書いています。(Ibu Anak Cinta)
近所に野良猫が集う場所が数カ所ある。そして我が家の愛犬は、毎朝毎夕彼らの生存確認を怠らない。
見つければ追いかけ回すのだが、たいていは動体視力に長けている猫たちに先に見つけられ、安全な場所か
ら見おろされている。おかげで私は野良猫マップが描けるくらい猫事情に詳しくなった。(すみれっ子)

編集後記
鮮やかで微妙な色の変化に富んだ満開の桃花、野山を埋めつくす景色は圧巻だ！美しい桃源郷に心静かに
たたずむ。が、気づけば頭の中はジューシーで甘～い桃でいっぱい…。自分の俗っぽさに思わず苦笑いした。
会報 45 号はいかがでしたか。今しばらく我慢の時が続きますが、ひと時でも楽しんでいただけたら、会報
チーム一同大変嬉しく思います。次号もお楽しみに！
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2021 年秋 発刊予定

今年度も制作を開始しました!!

関西圏学校情報誌『帰国生への学校案内《関西》2022』
近畿 2 府 4 県の小・中・高 60 校と教育委員会を帰国生の保護者の
目線で取材しました。在籍する帰国生や保護者の声も載せて
詳しく紹介した学校案内です。
編集テーマ 「コロナ禍などの環境変化における子どもの心理と学校の対応」
《特集記事》かけはしセミナー要旨
｢環境変化における子どもの心理を理解し支える｣ －親もストレスを抱えないために－
講師 小木曽道子 先生

特別リポート

海外子女教育振興財団｢渡航前配偶者講座｣WEB 講師

｢帰国生が日本の学校生活で一番楽しみにしていたこと」

直撃アンケート「帰国生の選択、海外大学への進学」
《基礎知識》出国前に気をつけること、帰国への準備、海外/日本の学校への入学・編入学、他
大学入試基礎知識、英語保持教室・学習塾・予備校情報、他
《取材記事》受験情報、特色、在籍帰国生・保護者の声、先生のお話、他
《コラム》

｢一時帰国の際に日本で買って帰ったもの｣ ｢現地の方に喜ばれたお土産｣
「帰国生あるある 現地編・帰国後編」
A4 判・350 ページ

2,900 円(税込・送料別)

ISBN978-4-9908226-5-1

お申し込みは、かけはし HP ご購入フォームより。Amazon でもご購入いただけます。

こうもり

かけはし賛助会員のみなさま
パナソニック株式会社

(敬称略、順不同)

FIA 国際教育アカデミー

立命館守山中学校・高等学校

さゆり

川崎重工業株式会社

啓明学院中学校・高等学校

K.I.H.S.関西インターナショナルハイスクール
辻本久夫(関西学院大学非常勤講師)

樟蔭中学校・高等学校

高槻中学校・高等学校

関西大倉中学校・高等学校

匿名(個人)

匿名(団体)

♪かけはし会員・賛助会員募集中♪
＜関西帰国生親の会かけはし編＞
Email: kakehashi@kansai.email.ne.jp

URL: http://www.ne.jp/asahi/kakehashi/kikoku/
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