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 コロナ禍のもとでの不自由な生活もまもなく 1年になり、今までの日常がどれほどありがたかったかをし

みじみ感じるようになりました。新型コロナウィルスの蔓延が、学習面だけではなく子ども達の心に与える

影響がどれほど大きいのかとの心配は尽きません。ご家庭や教育現場の先生方のご苦労をお察しいたします。

かけはしでは、今年度やむを得ず『帰国生への学校案内≪関西≫』の発刊を見合わせることとし、代わりに、

掲載校をはじめとする先生方に、コロナ禍における取り組み等をアンケート形式でお尋ねしました。 

結果的に見送りとなりましたが、この春日本では、｢9月入学｣の導入について検討されました。海外から帰

国する際に、現地校やインター校からでは日本での入学や進級時期との間にずれがあって苦労することがよ

くあります。今回の会報では、海外在住経験者が｢9月入学｣についてどのように思っているのかを改めて取り

上げてみました。まず、帰国生の教育に携わってこられたお二人の先生にお話を伺いました。また、帰国生

に意見を聞き、かけはしリポートでは帰国生の保護者にアンケートを実施して考察しました。先生方のお話

や帰国生の言葉から、入学や編入時期にずれがあっても帰国生にはそれを乗り越える強さやたくましさがあ

ることを感じました。学校や教育委員会等の先生方から頂いた受験生(帰国生)への応援メッセージや、新し

い生活様式での子ども達の学校生活についてもまとめてみましたので、どうぞお楽しみください。 

みなさまのご協力のおかげで、今回も会報をお届けすることができました。これからも微力ですが私ども

の活動が少しでもお役に立つことができれば幸いです。2021年はみなさまと笑顔でお会いできますように。 
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｢帰国生にとっての 9 月入学｣ 

 

 

 

－ 先生のご経歴を教えてください。 

◆ 東京学芸大学附属竹早中学校に新米教師として 1年間勤務した後、帰国生だけのユニークな学校、附属

高等学校大泉校舎に転任しました。同校は昭和 49年 10月に開校し、私はその半年後に着任して 33年間勤

めました。最後の 8年間はこの学校を再編した新しい中高一貫校、帰国生が半数近い東京学芸大学附属国

際中等教育学校の創設にとりくみました。現在は、外務省において海外赴任する職員子女の教育相談を行

っています。 

－ 昭和 50年に生徒全員が帰国生という高校に赴任されたときには、どのような感想を持たれましたか。 

最近の帰国生と何か違いがありますか。 

◆ 大泉校舎で、初めて帰国生に出会いました。最初の卒業生が 17名でした。のちに１学年 60名となりま

したが、小さな学校でしたね。しかも、4クラス編成、少人数教育の理想的な学校です。着任してまもな

くのこと、放課後にマンションの家賃を振り込みに行く生徒の帰りを校舎玄関で待っていました。その生

徒の自立した姿を見て、何か気持ちが奮い立ちました。当時は単独で帰国し、住まいも自分で管理しなけ

ればならない生徒もいたのですね。その後、そのような生徒のためにアパート探しもしました。また世界

史の時間に、アメリカから帰国した生徒から、真珠湾攻撃についてアメリカ人の受けとめがまったく違う

ということを教えられました。滞在国でのクラスメートの歴史観や考え方の違いについて話し出すと、止

まらないんですね。自分があたかもその国の代弁者のように口角泡を飛ばして主張するんです。全員が帰

国生であるので、遠慮がない。教師ぬきで勝手に大議論する。こんな光景に驚きました。最近の帰国生も

同じような側面があるのだろうと思いますが、こんな風にのびのびとした学校生活が送れているのか、少

し心配なところもありますね。帰国して学校に通ったはいいけれど、どうもなじめない、つまらない、自

分のいうことが通じない、といった子どもの悩みについての相談は今もあるんですよ。 

－ 帰国生ならではの悩みにはどのようなものがあったでしょうか。 

◆ 帰国生とじっくり向き合うといろいろあります。勉強のこと、友だちのこと、それぞれ不安を抱えて恐

る恐る着地点を模索しているという感じ。なかでも、語学の悩みです。帰国生だから英語が話せるだろう

という周囲の期待がありますよね。それがいやで、国際交流会などには顔を出さないようにする、英語の

授業では黙っている、そんな生徒もいました。非英語圏出身者や日本人学校出身者が、卒業後にその心情

を吐露していました。帰国生には、それぞれ背景が違うということを学校全体で共有していることが大切

だと感じます。また、帰国生を語学の面だけで評価するようなことはあってはなりませんね。保護者もわ

が子がそんな悩みを抱えているとしたら、機会を見て先生に伝えることがあっていいですね。 

外務省大臣官房人事課子女教育相談室 

 

室長  小澤 一郎 先生 

東京学芸大学附属竹早中学校教諭、同大学附属高等学校

大泉校舎副校長、同大学附属国際中等教育学校副校長を経

て、現在、外務省大臣官房人事課子女教育相談室長。 
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－ 帰国生を教えていて楽しかったエピソードを教えてください。 

◆ まず、生徒と対話するのが好きだったので、教室に行くのが楽しかった。当初、校舎がプレハブであっ

たので夏季の授業は猛烈な暑さのなかでした。ある時、施設関係者が教室に見学に来ました。事前に生徒

は作戦を立てました。窓を閉めきって暑さを共有してもらおうと。それが的中して、教室にエアコンが入

りました。生徒はヤッターと言って作戦の成功に大喜びでした。茶目っ気というか、思い切った行動をす

るものだと思いました。帰国生特有の快活さ、人懐っこさにふれあえて、本当に楽しい教師生活でした。 

－ 帰国生のみの高校で長く教鞭をとられたご経験から、日本が 9月入学となったときには、帰国生にどの

ような影響があるとお考えでしょうか。 

◆ 帰国生には日本人学校出身者もいれば現地校やインターナショナルスクールなどの海外校出身者もいま

すね。この海外校出身者のなかには 4月入学について深刻な問題がありました。高校入学資格に｢9年の教

育課程修了｣の制約があるのですね。しかし、彼らには、誕生日の関係で 3月末の時点では 9年の教育課程

の途中にあって、修了していないケースもあるのです。言うまでもなく、海外校の多くが 9月始まりだか

らです。こういった場合、途中で帰国して日本の中学校に入学するか、滞在を延長して 6月ごろまで待つ

か、選択を迫られます。当人にしてみれば、独りで解決できる問題ではありませんね。家族みんなで悩む

問題です。この状況は今でも続いています。ただ、受入れ校のなかには、学校独自の配慮のもとに特別の

書類の提出によって救済する、あるいは不問とする対応も見られます。もし、9月入学となれば、この悩

ましい問題は解消されることになりますね。今の 9月編入がそのまま移行して新しい学年のスタートとな

るわけです。これは海外から帰国した生徒には影響が大きい。よい意味で。大泉校舎は海外校出身者が大

半でしたので、入学、編入学にはとくに配慮しました。各学年の 9月編入だけでなく、4月の編入も 2～3

学年で実施しました。もう一つ配慮したことは、入学・編入学試験は｢必ず実施する｣ということでした。

大泉校舎は設立当初から、受入れ校が試験をやってくれるのかどうかわからないということがとても不安

だ、という声を保護者から聞いていました。この不安をなくすことこそが、海外の子どもたちが安心して

学習に向かっていられる重要な要素だと、今も思っています。後継の附属国際中等教育学校もこうした精

神を引き継ぎ、同じように帰国生の入学・編入学試験に対応しています。 

－ 先生は 9月入学についてどう思われますか。 

◆ 前段で帰国生の 9月の編入学についてふれましたが、これは海外校に入学・編入学する場合も同じです。

海外に出て行く場合も、学年の区切りをつけることができます。気持ちを新たにして海外校に 9月から入

学・編入学するということになるわけで、子どもの学習歴のつながりもよい。帰国する場合も、9月入学

は有益ですね。個人的な意見としても、9月入学は若者が海外との往来をよりしやすくなる環境が整えら

れるので望ましいと思います。日本社会がこれからグローバル化していくのは必然のこと。その際に、必

要とされる児童生徒の問題解決能力を育成していくには、多様な人たちとの交流や協働学習が欠かせませ

ん。その点、現地校やインターナショナルスクールで学んだ帰国生は、多様な人々と共に学び、問題解決

型学習を体得しています。児童生徒は彼らと刺激し合い、啓発し合いながら学ぶことができます。大学で

は、真理を追求する場として多様な学生の存在が重要だと気づいています。だから、帰国生や留学生を積

極的に受け入れて、グローバル化を推進しています。すでに実施している秋季入学制度を拡充して、これ

を切り口に実質的な 9月入学の方向へと進むこともできます。日本の若者が、諸外国に比べて｢自己肯定感｣

が低い、｢自分で国や社会を変えられると思う｣割合が低いと指摘されている現状はとても心配です。9月

入学はこれまで検討されたことはありますが、なかなか前に進まなかったのですね。今度こそ、海外・帰

国生の教育という観点だけでなく、日本社会の将来にかかわる問題としてとらえてほしいと思います。 
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－ 学年の始まる時期が日本と異なる国への渡航で学年にずれが生じることがありますが、先生はどのよう

にアドバイスをなさいますか。 

◆ 先ほどの話と同じように、現地校やインターナショナルスクールとの学齢のずれですね。ずれがあって

も仕方ないですね。私は、｢郷に入ったら郷に従え｣という考えで、そのことで悩まない。いや悩んでも仕

方がない。ともかく、海外の学校での教育にどっぷりつかり、できるだけそこでの学習内容、方法を会得

すること、とアドバイスをしています。帰国後は、中学までは学齢にもとづくクラスに入りますね。その

際、学習内容が違う、勉強の仕方が違う、といったことでとまどうこともあるでしょう。当然、学び直し

が必要な部分も生じてきますが、そこは、今度は、逆に気持ちを切り替えて集中して臨むことが大事です

ね。海外でしっかりと勉強に臨んでいる子どもは、帰国後も同じようにしているようですよ。 

－ 海外で学習することの意義は何ですか。また気をつけるべきことは何ですか。 

◆  海外の学校、つまりインターナショナルスクールや現地の学校に行ってもそこでの学びをしっかりと身

につけること、このことは先にふれました。最初は言語のハンディはありますが、時間をかけて克服して

いきたいですね。海外の学校の特色は問題解決型の学習方法です。とりわけ課題解決の方法については国

内でも注目され、取り入れようとしています。そして、これから日本が抱える様々な課題を解決するため

には、このような学び方こそがカギを握ると期待されています。なお、低年齢のお子さんには母語をしっ

かりと育てること、これ、大事です。絵本等を活用して地道に日本語・国語の力をキープし、伸ばしてい

くこと、これは怠りなくお願いしたいところです。その後の学習歴に影響しますから。 

－ 日本での入試の時期を考慮して帰国のタイミングに悩んでいるお子さんや保護者の方に、どのようなア

ドバイスをなさいますか。 

◆ 基本は、家族一緒の生活を優先すべきと考えます。その上で入試に合わせた帰国時期を考えるのがよい

とアドバイスします。4月入学のほかに 9月編入、随時編入の機会もあり、それに合わせることをすすめ

ます。日本人学校の場合は、学習進度に違いはありませんが、現地校・インターナショナルスクールの場

合は、中途で学習を打ち切ることを余儀なくされることがありますね。中途帰国は、モッタイナイ。でき

れば、こうした海外校の学習についても区切りをつけてくること、これは学習成果の実りを豊かにするの

みならず、達成感も得ることとなり、帰国後の学習によい影響をあたえるということを実感しています。 

－ 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。 

◆ これからの教育のキーワードは、｢個｣と｢共生｣であると思います。個性を大切にすること、周囲の人々

との交流を図ってコミュニケーション力を高めること、これが、自身の未来を拓いていく上で重要なこと

です。帰国生は海外生活を通してこうした力を兼ね備えてきています。親自身も子どもの先を行って充実

した海外生活を送り、存分に楽しんでほしいと思います。子どもたちはその姿を見て、ますます心が躍り、

前に進む力を得ていくに違いありません。体験したこと、家族で一緒に過ごしたことは、一粒の種となっ

て、長い人生のなかですてきな花を開くと確信しています。 

－ 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 

長い期間を帰国生とともに過ごしてこられた先生のお言葉からは、海外で奮闘してきた子どもたち

への深い理解と愛情が感じられ、その温かいお人柄が伝わってきました。時代とともに帰国生を取り

巻く環境が変わっても、海外で過ごした時間の大切さは変わりません。置かれた状況の中で道を切り

拓こうと懸命に努力する子どもたちに少しでも寄り添い、その後の人生を応援したいと思いました。        
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野外学習(小 5～中 2) ドラケンズバーグにて 

｢自信を持って帰国するために｣ 

 

 

 

 

 

 

 

－ ヨハネスブルグ日本人学校がある国はどのようなところですか。 

◆ 南アフリカ共和国は 1991 年にアパルトヘイト(人種隔離政策)が撤廃され、1994 年にネルソン・マンデ

ラ氏が大統領になりました。2018年にシリル・ラマポーザ大統領が就任し、現在に至っています。気候は｢太

陽の国｣と言われており、一年を通して晴天、どこまでも雲一つない青空の日が多く、年間平均日照時間も

世界で最も長い国と言われています。南回帰線の近くにある日本人学校ですが、標高が約 1600ｍあり、街

は緑がとても多く、日陰は涼しく乾燥しており、真夏でもほとんど汗をかくことないぐらい快適な自然条

件に恵まれてとても暮らしやすい国です。公用語は英語を含め 11言語もあります。 

－ ヨハネスブルグ日本人学校についてご紹介ください。 

◆ 1966年に開校、今年で 54年目を迎えました。1984年

には赤レンガのモダンな校舎が完成しました。児童生徒

数も全体で 100名を超す時期もありましたが、近年は 30

数名が続いています。小学校 1 年生から中学 3 年生まで

英会話の学習が週 4 時間あります。そこで身につけた英

会話の力を現地校との交流会で生かしています。私が勤

務していた頃は私立の幼稚園、私立小学校、公立小学校、

老人福祉施設等と毎年交流活動を実施していました。日

本の文化と南アフリカの文化を互いに紹介し学んだ有意

義な時間を過ごしました。  

－ 日本人学校で楽しかったエピソードはありますか。 

◆ 学校行事はいつも全員で一丸となって取り組みました。そんななかでも児童生徒が最も盛り上がるのは

紅白対抗の運動会です。小中学生全員が 2 つに分かれ、それぞれのチームのために全力で頑張ります。全

校生徒数が全員でも 30 数名ほどですから 1 チーム 15 名ほど。全員リレーの練習では中学生が小学校低学

年の児童にバトンの渡し方やコーナーの走り方を優しく教えていました。また、全員で踊る南中ソーラン

は小学生が中学生の踊りをしっかり真似て踊っていました。当日は演技もそうですが、応援や準備も全員

で協力して行います。人数が少ないので保護者の方も参加して一人ひとりが主役の運動会になっていまし

た。 

－ 子どもたちや保護者の方はどんなことでお悩みでしたか。 

◆ 皆さんが悩んでいたことの一つは運動不足の解消です。スクールバスでの一斉下校ですから、日本のよ

 

公益財団法人海外子女教育振興財団関西分室 

教育相談員  橋本 芳登 先生 

大阪府大東市公立小・中学校の教諭、大東市教育委員会指導

主事を経て、教頭、校長を務める。1995年から 3年間、中国の

広州日本人学校教諭、2016年から 3年間は南アフリカのヨハネ

スブルグ日本人学校長として海外で多くの子どもたちや保護

者と接してきた。2019年 4月から現職。 



関西帰国生親の会かけはし会報 Vol.44 (2020 年秋冬号) 

6 

幼稚園との交流会 

 

うに放課後に残って学校で遊んだり家に帰ってから友だちと一緒に遊んだりできなかったので、どうしても

運動不足になっていました。学校では、運動不足解消のために毎週月曜日の長休時にマラソンを実施してい

ましたが、十分とは言えませんでした。もう一つは、中学受験と高校受験の情報収集についてです。あるご

家庭では一時帰国のときにオープンキャンパスや学校説明会に参加して情報を収集していました。 

－ 現在、先生は教育相談員をなさっていますが、どんなご相談が寄せられますか。 

◆ 相談内容は大きく出国前、滞在中、帰国後に分けられ

ます。出国前では幼稚園から高校まで日本人学校、現地校、

インター校、また補習授業校についての特徴や編入の手続

きについて。滞在中や帰国後については、帰国のタイミン

グや学校選択についての相談が多いです。義務教育期間中

の帰国であれば公立の小中学校は通学区の学校に通うこ

とになりますが、国立や私立、また高等学校の場合は入学

試験を受けなければなりません。一人ひとりの状況に合わ

せた情報提供をしています。 

－ 学年の始まる時期が日本と異なる国へ渡航する場合、 

編入する学年にずれが生じることがありますが、先生はどのようにアドバイスをなさいますか。 

◆ アメリカの場合は就学基準日が異なります。例えば、9 月 1 日の場合ですと、誕生月によって学年がど

うなるか等を具体的に説明します。インター校についても同じように説明をしています。 

－ 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。 

◆ 4 月入学の場合と 9 月編入の場合によって、帰国のタイミングが異なります。また、大学では 1 年遅れ

ての入学になることもあります。お子様の性格や希望、相談者の方の思いを聞いたうえで、どのような方

法があるのかを一緒に考えてアドバイスをしています。 

－ 今年の春には 9 月入学移行について論議が交わされましたが、先生ご自身は 9 月入学についてどのよう

なご意見をお持ちですか。 

◆ 大学については、一部ですが、秋入学が実施されています。高校についての 9 月入学移行は帰国子女の

生徒にとっては現地校、インター校の修了後、日本の学校にスムーズに移行できるので良いのではないか

と思います。しかし現実問題として、同時に変化していかなければならないことについて準備ができてい

るとは思えません。 

－ 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。 

◆ 海外で経験していることはとても貴重なことです。日本人学校や現地校、インター校それぞれに通って

いると思います。そこでは日本とは異なる文化や習慣があることを知り、日本では学べないこと、感じら

れないことを日々経験していることと思います。何事にも積極的に挑戦して有意義な日々を過ごしてくだ

さい。そして、自信を持って帰国してください。 

－ 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 

 さまざまな教育相談が寄せられるなか、広州やヨハネスブルグ日本人学校における海外でのご経験

を十分生かされて、子どもたちや保護者の方々に寄り添うお姿が印象的でした。今後一層のご活躍を

お祈りいたしております。 



関西帰国生親の会かけはし会報 Vol.44 (2020 年秋冬号) 

7 

 

帰国生に聞きました 9月入学に賛成?反対? 

 

過去に何度も議論された ｢9 月入学｣ですが、今年、コロナ禍で休校が長期化され、その解決策として再び

注目されました。結局十分な準備期間が足りない等の理由から見送られましたが、帰国生はどのように考え

ているのでしょうか。5 人の帰国生に聞いてみました。 

 

S.U.さん 反対 (大学生 滞在国 アメリカ) 

新型コロナによる全国一律の休校措置などに伴い、日本国内では 4 月入学から 9 月入学に変更すべきでは

ないかという議論が起こった。私は 9 月入学であるアメリカの学校に通っていたことがあるので違和感はな

いものの、やはり今まで 4 月に合わせて調整していたカリキュラムや行事を一気に変更させなければならな

いので、急な 9 月入学への変更には反対である。また、仮に 9 月入学が世界の標準であったとしても、日本

がコロナ禍という一時的な状況の為に今更制度を変えるメリットが特にないからである。9 月入学に変更す

るとしても、余裕を持った調整期間を設けて、数年後に実施するべきだと思う。 

 

R.H.さん 反対 (大学生 滞在国 マレーシア、カナダ) 

僕はコロナ禍の中で生じた様々なデメリットの改善策としての 9 月入学の案に反対である。確かに 9 月入

学にするメリットはたくさんあるように思える。アメリカやヨーロッパの国と入学時期を合わせることで留

学がしやすくなったり、コロナのせいで無くなってしまった行事を正式に行えたりすることがある。これら

は 9 月入学の魅力的な部分であるが、懸念点があることも忘れてはいけない。そもそも 9 月入学にしたとこ

ろで留学する人などいるのだろうか？英語の力不足が問題になっているうえ保守的な性格の日本人が、たか

が少し海外の大学に行きやすくなっただけで留学するようになるだろうか？それなら英語の教育レベルを上

げて、留学の金銭的補助を行うのが先ではないだろうか。4 月入学で少し不便があっても留学したい人はす

るし、しない人はしない。また行事が行えるというのは大きなメリットだが、そのためだけにスケジュール

の大幅な変更や人員の整理などの大規模な改革を行う必要があるだろうか。それに、日本の入学の象徴とも

いえる桜を僕は気に入っている。9 月入学になれば今まで卒業と入学と共にあった桜がなくなってしまう。

だから僕は 9 月入学に反対である。 

 

D.T.さん どちらでもいい (社会人 滞在国 アメリカ) 

結論/自分の経験 

正直、個人的にはどちらでも良いと思っています。私は日本でいう高校 2 年生進学のタイミングで帰国しま

したが、確かに正規の学年で編入を受け入れてくれる高校が少なかったことは記憶しています。私の場合、

大教大池田の高校入試に合格し、同級生は全員年下、おまけに中学時代の同級生が一つ上の学年にいて、  

と最初は不思議な感覚も覚えましたが、2 ヵ月もすれば自分も周りもすっかり慣れ、非常に有意義で楽しい

高校生活を過ごすことができました。 

4 月入学の問題 

海外との時期のずれによる最も大きな問題は、帰国生が編入できない＝学年を一つ落とすこと、だと思いま

すが、私自身はそこに全くデメリットを感じませんでした。むしろ、海外の学校と日本の学校という、異な

る環境での経験を長く積めるということは、メリットだったと感じています。かつて、働き始めが遅れると

生涯年収が変わる！と力説していた方がいましたが、それは年功序列の典型的日本企業に生涯勤め上げた場
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合の話であって、これだけ転職がメジャーになった現代では当てはまらないと思います。一方で、そもそも

日本と海外では、教科も進捗も全く異なるにも関わらず、帰国時に海外の学年を参照するというのは非常に

疑問です。日本の学校のあり方を根本的に見直すよりも、編入時のルールを見直すほうが自然ではないでし

ょうか。留学がより盛んになる、との話も伺いましたが、学年のずれがネックになって留学を諦めた人間は、

少なくとも私の周りにはいませんでした。 

4 月を節目にするということ 

なぜ日本だけが 4 月入学を実施しているか、その経緯については知りませんが、寒い冬を越え花々が色づく

季節に入学する、或いは学年が上がるというのは、四季を大切にする日本らしくて私はとても好きです。 

 

S.G.さん 条件付きで賛成 (大学生 滞在国 タイ、ベルギー) 

私は海外で合計 13 年間過ごし、海外のインターナショナルスクールの高校を卒業して、英語学位プログラ

ム入試で、卒業した年の 9 月に東京の大学に入学しました。日本が 9 月入学を導入するメリットは 2 つある

と考えます。一つ目は、外国人留学生を受け入れやすくなることです。多様化が進んでいる世界の大学と比

較し、日本の大学に在籍している留学生の数は圧倒的に少ないため、9 月入学は日本留学へのハードルを下

げる要素になると考えます。そしてもう一つは、帰国生が学年を落とさずに大学に入学できることです。海

外の高校を卒業すると、多くの人は 6 月に卒業してから日本の大学入学まで空白の 9 ヵ月ができるため、一

学年落としての大学入学となります。現在、その 9 ヵ月間は日本の予備校等で帰国生入試に向けて勉強する

期間にあてられています。日本が 9 月入学になって 5 月頃に入試を行ったとしても、海外の高校の勉強と日

本語での帰国生入試対策を両立するのはほぼ不可能だと思います。また、卒業試験などで忙しい 5 月に日本

に一時帰国して入試を受ける余裕などありません。なぜ現在早稲田大学を始め多くの大学で 9 月入学が成立

しているのかというと、日本のような筆記試験は行わず、小論文や書類選考、ウェブ面接のみで入試が構成

されているからです。これは、アメリカやイギリスなど多くの大学と同じ方式であり、自国の高校に通って

いない学生も多く受け入れることを可能としているため、高校の勉強と大学受験を両立することができるの

です。私は帰国生の大学入試方法を変えることができるのであればという条件付きで 9 月入学に賛成です。 

 

K.O.さん 賛成 (大学生 滞在国 アメリカ、イギリス) 

私は 9 月入学に統一することに賛成です。個人的な経験にも大きく影響されますが、理由は二つあります。

一つ目は高校生が帰国する際の編入の難しさ、二つ目は夏休みを有効活用できる点です。一つ目の編入に関

して、私自身の経験に基づいて説明します。当時アメリカの現地校 11 年生が終わる夏に日本に帰国すること

になり、高校への編入に苦労しました。高校 3 年生の 2 学期から生徒を受け入れることのできる高校はかな

り限られていましたが、編入試験対策をしながら高等学校卒業程度認定試験に向けての勉強も行いました。

この時期に帰国する帰国子女が非常に少ないのは事実ですが、9 月入学に変更することによりこのような状

況を避けることができます。二つ目の理由は夏休みの有効活用です。日本社会の労働市場が年功序列からジ

ョブ型に移行していく中、大学生の就職活動も大きく変化しています。多くの外資系企業が海外での就職選

考に、長期のインターンシップの参加を取り入れている影響を受けて、日本でも短期ではあるもののインタ

ーンシップに参加する学生が増えてきました。このような中、9 月入学に変更することで、最も期間が長くイ

ンターンシップに参加しやすい夏休みをうまく活用すれば、就職活動と学業が両立できて大学生の負担を減

らすことができるのではないでしょうか。 
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かけはしリポート (第２２回) 

 

 帰国生の親に聞く ｢9 月入学についてどう思いますか｣ 
                            

・はじめに 

  2020 年春、コロナ禍による学校長期休校措置から 9 月入学についての論議が起こりました。国を挙げての

大きな改革となるかとも思われましたが、結局は当時の安倍首相の｢直近の 9 月入学の導入はない｣との声で

立ち消えてしまいました。 

 歴史をひもとくと、日本では明治の文明開化から、欧米にならって学校は 9 月入学だったそうです。1888

年(明治 21 年)に国の会計年度に合わせて、当時の文部省の指示で小中学校の 4 月入学が広がり、後に大学は

1921 年(大正 10 年)から 4 月開始となったそうです。よく例が挙がりますが、夏目漱石の『三四郎』には帝

国大学の秋入学のことが読み取れる部分があります。明治時代の大学生は、女郎花の咲く頃に新しい生活が

始まったのですね。 

100 年後の現在、今回は見送りになってしまった話題ですが、新年度の開始が日本と異なることの多い海

外で、子どもの入学や進級を経験した帰国生の親に｢9 月入学についてどのように思うか｣、賛否とその理由

について聞いてみました。小さな声ではありますが、帰国生の親の考えをお伝えしたいと思い今回のリポー

トのテーマとしました。 

・アンケート調査について    

① 目的：｢9 月入学について｣帰国生の親の意識調査 

② 実施期間：2020 年 10 月 

③ 対象：関西帰国生親の会かけはし会員および知人の海外生活経験者 41 人  

④ 質問内容：9 月入学についての賛否とその理由(複数回答可) 

・結果と考察 

１ 帰国生の親は 9 月入学についてどう思うか  

        

 回答は図１のとおりです。9 月入学についてどう思うかという質問に対し、｢賛成｣｢反対｣｢どちらともいえ

ない｣の 3 択で答えてもらいました。｢賛成｣の回答が 61％、｢反対｣は 8％、｢どちらともいえない｣が 31％で

した。意外に思うのは、子どもを現地校やインターナショナルスクールに通わせて、｢新学期開始時期のずれ｣

を経験した帰国生の親ならば、もろ手を挙げて｢賛成｣となるかと思われましたが、｢反対｣｢どちらともいえな

い｣の意見が 3 分の 1 以上であったことです。それぞれの意見についての理由を探ってみることにします。 

61%8%

31%

９月入学についてどう思いますか

賛成 反対 どちらともいえない

図１
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2 9 月入学に賛成・反対・どちらともいえない理由 

｢どちらともいえない｣の理由にメリット、デメリットを挙げていた意見はそれぞれ賛成の理由、反対の

理由に組み込みました。賛成の理由は図 2 のとおりです。 

 

 一番多かった理由は、留学についての問題でした。｢海外と連動しやすくなって留学がしやすくなる｣｢海外

留学も海外からの留学生も混乱せずに現地に順応しやすい｣｢大学生で留学すると 4 月スタートで 1 年は中途

半端になる｣｢世界の多くの国と足並みをそろえることで、長期留学や海外の大学への進学がしやすくなる｣

｢海外の教育と足並みがそろえられるし海外留学を受け入れやすくなる｣といった回答が得られました。9 月

からの新学期だったら日本からの留学生も日本への留学生も夏休みの間に準備ができて余裕を持って留学生

活を送ることができますよね。帰国生の親の回答ですから、子どもの留学については、現実味のある問題と

捉える人が多いようです。 

次は｢海外と日本で学年のずれがない｣でした。｢海外でがんばってきた帰国生が学年を落としたりして無駄

な期間を過ごさなくてもいいように｣｢自分は学年が遅れていると思うとストレスに感じると思う｣｢帰国の際、

学年が修了できていないために 1 学年落とした｣｢日本の中学校の修了資格を得るために中 3 の 3 学期だけ現

地校から日本人学校に転校する必要がなくなるから｣｢インター校を卒業してから入学までの時間が短くなる

ので、教育空白期間が減る｣｢9 月入学、進級の海外の学校に行く場合、日本国内の学年を上下し調整しなけ

ればならないので｣｢現地校から日本人学校に移るときに学年途中でやめることになり残念｣などもよくある

話です。新学年開始の時期が違うので、どうしても現地と日本でずれが生じ、一学年の期間が短くなったり、

同じ学年を一年以上やることになります。｢日本の新学期に合わせて帰国したため、楽しみにしていた行事に

参加できずに子どもが残念がっていた｣。子どもの残念がる姿をみるのは忍びないことです。 

 受験が寒い冬であることを懸念する意見も多かったです。｢受験シーズンがインフルエンザの流行る時期と

重なるのは本人も親もいろいろ大変だから｣｢風邪や花粉症などで体調を崩しやすい冬から初春の入学試験も

季節を変えることで本人の負担が軽減される｣｢冬の入試は雪による交通遅延リスクもあり、冬に試験、合格

発表後すぐに入学準備では時間的にも無理がある｣などでした。ご自身が受験のときに体調を崩されて辛い思

いをされた体験談もありました。 

｢日本もグローバルスタンダードに合わせるべきだ｣｢海外の大学とカリキュラムを合わせられる｣｢夏休み

の後がよい｣も複数回答がありました。｢欧州現地校時代に 9 月入学を体験して、気候のよい春からゆっくり

入学に備えるやり方が理に適っていると体感した｣という意見もありました。その他では｢大学に限っては 9

月入学もあり。年 2 回受験のチャンスを与えてもいいのではないか｣｢大学は入学も卒業も時期を選べるよう

にしたらいい｣でした。 

2

3

3

3

6

7

10

0 5 10 15

その他

夏休みの後がよい

海外の大学とカリキュラムを同調させやすい

グローバルスタンダード

受験期が冬を避けられる

渡航、帰国での学年のずれがない

留学問題

9月入学に賛成の理由 図２
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 反対の理由は図 3 のとおりです。｢幼稚園から大学院までの連携および企業や役所のすべてがこの時期に新 

年度とならない限り難しい｣、この意見に代表されるように、｢4 月に年度スタートとなる日本社会の構図を 

すべて変えないと無理である、そしてその変革のための労力とかかるお金は大きすぎる｣が主な反対理由でし 

た。その他は｢9 月入学より教育に求められることは別のことのような気がする｣｢教育現場の混乱を考えると 

9 月入学は簡単にできるものではない｣との意見でした。 

 賛成、反対どちらとも言えないの理由としては｢日本以外の国がみな 9 月はじまりというわけではない｣ 

｢4月から 8月生まれの子の対応がわからない｣｢諸外国に合わせるための 9月ということなら無理に変える必

要はないかと思うが 4月でなければならない理由もない｣｢9月入学を論じるエネルギーを学校への IT技術の

導入や少人数クラスに向けてほしい｣とのことでした。賛成、反対どれも正論で納得のいく意見です。この 9

月入学の問題を論じるには、もっともっと様々な立場の人々の思いを知る必要がありそうです。 

・まとめ 

 回答は、帰国生の親としての実体験をふまえた気持ちがよく表れていました。9 月入学には賛成が多く、

理由としては、海外の学校との連携、編入学、留学、帰国を考えたときの時間のずれがもったいない、グロ

ーバルスタンダードに合わせるべきというものでした。また、寒い冬に受験期があるのは、体調管理が難し

いとも。一方、反対の理由としては、現在の日本の社会構造を根本から変えることは難しいと考えられるこ

とでした。そのほかに、｢大学のみ 9 月入学でもよいのではないか｣という意見もありました。となると、大

学進学予定者は高校を卒業して半年のギャップタームにアルバイトや旅行、ボランティア活動などで見聞を

広げることが可能です。長い人生、そういう時間があってもいいかもしれません。もちろん企業の新卒採用

がフレキシブルになるという前提も必要ですが。 

 子どもをアメリカの現地校に通わせたある母親はこんなことを言っていました。｢桜咲く春がスタートであ

る日本の文化からみると、アメリカの 9 月スタートは情緒のかけらが全くないと思った。しかし、宿題もで

ない自由な夏休みのあと、頭をリセットして新学年で学び始めるのも悪くないと思った｣と。確かに子どもに

とっては｢夏休みの過ごし方で差がつきますよ｣と脅かされてあせるより、長い休みを自分のやりたいことに

没頭して過ごし、その後に新学年が始まるほうが切り替えがスムーズにできるかもしれませんね。 

日本の文化として 100 年続く 4 月入学。秋入学に変更するにしてもまだまだたくさんの議論と年月が必要

なようです。奇しくもコロナ禍が 9 月入学について真剣に論ずる契機になったのは、国際化への意識が高ま

った証でしょう。これからも未来を担う子どもたちのための賛否両論、大いにみんなで声をあげていきたい

ものです。 

2

2

2

2

4

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

その他

説明・議論が足りない

小中高で移行期に教育の空白期間ができる

日本の入学式の文化が薄れる

変更のための労力が大きすぎる

教育機関を含む社会構造を変えるのは困難

9月入学に反対の理由 図 3 
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異文化でドッキリ！＜B級グルメ編＞ 

 

毎回驚きいっぱいの異文化でどっきり。今回は各国の B級グルメです。 

現地に行けない今日この頃、思い出して食べたくなるのはこんなグルメかもしれませんね。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 ベトナムスイーツといえばチェー。甘く煮た豆

や芋、いろんな色や形のタピオカやフルーツなど

にココナツミルクとクラッシュアイスをのっけ

た冷たいものから、豆腐やバナナの温かいものま

でさまざま。写真は市場にある人気店のチェータ

ップカム(ミックスチェー)。いろんな食感がやみ

つきになる。(ベトナム) 

 オーストリアからドイツ南部にかけての 

郷土料理カイザーシュマー(レ)ン 

Kaiserschmarr(e)n。 

オーストリア皇帝フランツ 

・ヨーゼフ 1世が好んだと 

いう逸話がある由緒正しい 

お菓子だが、失敗してボロ 

ボロになったホットケーキ 

に粉砂糖を振りかけただけ。 

(味も洋酒が効いているとか何もない、ただのホ

ットケーキ！）知らない人は出されて仰天間違い

なし！(ドイツ) 

 

 

 

 最近は日本でも見かける 

｢シュワルマ」。棒に刺した 

お肉の塊をグルグル回しな 

がら焼き、外側からナイフ 

でそぎ取った肉片をアラブ 

パン(薄いピタパンのような 

もの)で巻いてあります。 

ヨルダンではお肉と野菜 

(トマトや玉ねぎ、レタスなど）、店によって

はヨーグルトソースも入っていて少しさっぱ

りしたお味です。サウジへ行くとお肉と一緒

にフレンチフライが入っていてかなり重い感

じ。見た目は同じなんですけれど全然違いま

す。(アラブ) 

 

 中国には「拌面（バンメン)」という汁なし麺が

あるのですが、これが絶品！特に私は葱油拌面が

大好物。葱油と小海老が入ったシンプルな麺料理

ですが日本では見たことがなく、ある時中国の方

が経営されている中華料理店に行った際、帰り際

にメニューにない拌面を作ってもらえるのか聞い

てみました。「暇な時なら作れるよ」と言われまし

たが、いつも忙しそうでまだ帰国後一度も食べて

いません。(中国) 

 

 

薄めの生地にトマトソースとチーズだけの

アメリカのシンプルなピザ。食感はモチッ、カ

リッ。1 ピースでも紙皿からはみ出るくらい。

町のピザ屋さんや学校のカフェテリアのメニ

ューにはもちろんあるし、子どものバースデー

パーティーや大人の集まりなどにも必ず登場

する。そしてみんなこのピザが大好き。 

またこれか！と思い 

つつも美味しくいた 

だくのだ。日本の具 

だくさんのピザも美 

味しいが、ときおり 

無性に食べたくなる。 

(アメリカ) 

 フランス領だったことがあるベトナムのフラン

スパンはとても美味しい。20cm ほどのパンに縦に

切り目を入れ、パテやバターを塗り、肉、野菜、

香草などを挟んだバインミーは専門店や屋台など

で気軽に買える庶民の味。ベトナムハムやごく細

く裂かれた干し豚肉といった現地特有の具材の食

感や、ヌクマム(魚醤)やコリアンダーの香りが病

みつきになる。（ベトナム） 

 

 スペインの公園で、初めて子どもを友だち

と遊ばせていた週末のこと。先輩ママ友に「ボ

カディージョ買ってくるね。何のボカディー

ジョがいい？」と聞かれた。単語が聞き取れ

ず、「ボカ？」と何度も聞き返したのをなぜか 

鮮明に覚えている。 

ボカディージョはフランス 

パンにトルティージャ 

(スペイン風オムレツ)やハ 

モン(生ハム)、チーズなど 

を挟んだサンドイッチ。 

分厚いトルティージャが挟

んであるのを大きな口を開けてほおばってい

たのが懐かしい。(スペイン) 
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 スパイシーな味付けが多いシンガポール・マレ

ーシアで出会ったやさしい味がポピア。千切りに

して味付けをしたバンクワン(カブの一種)に、炒

めた卵・モヤシ・海老・ピーナッツなどを加え、

それを小麦粉で作った薄い生地で巻いた、少し甘

いあっさりした春巻き 

風の料理です。外側は 

ふんわりした薄皮で、 

中身はシャキシャキして 

おり、小腹がすいた時の 

おやつにもピッタリでし 

た。 

(シンガポール・マレーシア) 

 

ドイツ人は 

じゃがいもが 

大好き。クリス 

マスの屋台でよ 

く見るのが、 

ライベクーヘン 

という日本でい

うハッシュドポテトみたいな細切りジャガイモ

を小麦粉で繋いだものを揚げたやつ。粉砂糖と

かリンゴムースをかけていただきます。たいて

いは 3 枚 1 セットですが 1 人で食べるにはちょ

っと胸焼けが。それでも時々食べたくなる誘惑

には勝てません。(ドイツ) 

 

 

 ジャカルタでは、ガラスケース内に料理の乗

ったお皿がたがい違いに段になって積み上げら

れているレストランや屋台がよく見られます。

これは、パダン料理といって好きな料理を好き

なだけ取るスタイルで、人気があります。そこ

で生まれて初めて食べたのがサテ・カンビン(ヤ

ギ肉の焼鳥のようなもの)。さて、お味は…ヤギ

肉は甘辛いスパイシーなタレで絡めて焼いてあ

り、意外と固いな〜としか覚えていません。 

(インドネシア) 

 

お酒を飲まないモスリムの人たちは甘いも

のが大好き。ナッツをたっぷり使ったペースト

をパイ生地で包んだ｢バクラヴァ｣や、そうめん

より細い生地を焼いてナッツやクリームと合

せてシロップをかけた｢クナーファ｣はアラブ

菓子の定番です。夕方、人気のお菓子屋さんの

前にはおじさんたちが群がって、家族のデザー

トを買いながら一足お先に紙皿のお菓子を嬉

しそうに味わっています。できたての温かいの

が一番おいしいんです～。(ヨルダン) 

 

 庶民のランチ、｢コムビンザン｣。コムとい

うのはお米のことです。ごはんの上にいろい

ろな具をのせて食べる、日本のどんぶりみた

いなものですが、具の種類が豊富です。煮卵、

お肉、野菜などの入った 

容器がずらっと並んでい 

て、自分の好みのものを 

のせてもらいます。友達 

と保存容器やどんぶりを 

持って近所のお店に行き 

あれこれ入れてもらって 

持ち帰って食べるのも 

また楽しかったです。 

(ベトナム) 

 

 

フードコートにある麻辣 

湯＝マーラータンのお店は 

いつも人が並んでいる。陳 

列棚に並ぶ具(各種野菜、 

豆腐、シーフード、もち、 

麺など)を自分でザルに取 

り、店員さんに好みの辛さ 

(辣＝辛口、微辣、不辣)を

伝え、具を渡すと、2〜3分で美味しい具沢山ス

ープの出来上がり。200円〜300円程度のお手頃

価格なので子どもと、そして一人でもよく通っ

て食べた。（中国） 

  

 

 

 

 

意外にも美食の国、ベルギーの B級グルメは

フランス語でフリッツと言われるフライドポテ

ト。街のあちこちにフリッツの屋台があって、 

ランチタイムにはどこ 

も行列です。ベルギー 

人はフリッツにケチャ 

ップをかけて食べるの 

が王道です。フランス 

パンに山のようにフリ

ッツをはさんだサンドイッチも人気ですが炭水

化物の山は私にはお手上げでした。(ベルギー) 
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Jakarta Intercultural School        H.N. 
私が通っている Jakarta Intercultural School(JIS)は、インドネシアの都市ジャカルタに位置する、世界

でも Top10に入る大規模なインターナショナルスクールです。幼稚部から高等部まで90カ国以上の国籍を持

った 2400人以上の生徒が在籍しています。JISでは国際バカロレア(IB:International Baccalaureate)教育

を行なっており、授業必須科目の英語、理科、社会、数学、体育に加え

て選択制の第二外国語、美術、音楽などがあります。私はスペイン語、グ

ラフィックデザイン、ダンス、音楽制作の教科を選択しました。様々な

授業を体験して自分が何に興味があるのか、将来どのような勉強をして

どのような職業につきたいのかに気づくこともできます。授業では課題

について各自で調べ、ディスカッション、ディベート、プレゼンテーシ

ョンとエッセイライティングによって評価されます。例えば今年の社会

の授業では南シナ海の領土問題や、1900年代初期のアメリカ人のイデオロギーについて学んでいます。JISキ

ャンパスは広大で緑豊かですが、あまりにも広すぎる上に授業ごとにキャンパス内の違う建物に移動しなけ

ればならないので、最初の 2、3ヵ月は毎日地図を手に移動していました。 

放課後や昼休みには、500個以上のクラブの中から好きなだけクラブ活動に参加できます。私は Global 

International Network Club、Business and Entrepreneurship Club、Roshan Club、Japanese Clubに入っ

ています。その一つの Business and Entrepreneurship Clubでは起業家精神について学び、セミナーや DECA

という世界的な起業コンテストに参加します。Roshan Clubはアフガニスタンやイランなどの諸国から来た難

民の生活を支えるために何をすれば良いか話し合い、会議で決まったことを基に難民の子供たちに英語や数

学を教えたりするボランティアクラブです。 

また、沢山の学校行事がありますが、その中で最も特徴があるのが UN Dayです。この日は自分の国の民族

衣装を着て国旗を持って集合し、歌ったり踊ったりと、文化交流をします。PTAの保護者の方々も各国のブー

スで食べ物を提供してくれます。中でも日本料理は常に行列ができるほど一番の人気で誇らしかったです。

アメリカ、インド、インドネシア、韓国、中国、トルコ、ブラジルなど世界各国の料理のブースを友達とお

皿とフォークを持って食べ歩き、楽しみました。 

私は父の転勤で 5〜10歳まで NYに住み、日本帰国後も英語の勉強を続けていました。中学 1年生を終え

て 2019年 4月 Grade7から JISに転入し Grade9の現在まで 1年半通っています。同学年 350人中、日本人は

数人、クラスも別なので友達ができるか不安でしたが、学期末集会でダンスクラスの成果を披露したり、コ

ーラスのオーディションを受けてソプラノ代表で歌わせてもらったりと自分の得意なことに挑戦して発表す

る場があり、共に活動する友達が増え JISでの学校生活も楽しくなりました。2020年は残念ながら、新型コ

ロナ感染症によるジャカルタの大規模社会制限により学校へ登校できなくなっており、オンライン学習を余

儀無くされている状況です。楽しみにしていた学年末のスマトラ島の絶滅危惧種保護観察旅行やマレーシア

で開催される予定だったコーラス大会が中止になってしまいました。それでも JISでは、ネット環境が整っ

ていたので休校にならず通常通りオンライン授業とクラブ活動が行われています。それに加え、IASASという

東南アジアの 5カ国のインターナショナルスクールから成る協力校で、スポーツ、美術、音楽を含む幅広い

分野での交流会や大会がオンラインで開かれています。私も IASAS Dance に参加しました。JISでは好きな分

野を選択して学べます。多種多様なバックグラウンドを持った友達と切磋琢磨しながらの勉強や交流、競争

は、刺激的で毎日時間に追われるほど充実しており、私の人生の宝物になると思います。 

海外の学校を紹介します 
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 エッグアートとの出会い  

       in LA(ロサンゼルス) 

               〜お母さんだってお土産が欲しい！〜 

 

 

 

小三と小一の息子を連れて LAでの生活が始まったのは 10数年前。学童

期の子どもを現地校に入れたお母さんは皆そうであっただろう、まさに子

どもたちをサポートするために奮闘する日々。学校、塾やスポーツの送迎

やボランティアはもちろん、自分の受験勉強よりも教科書を読み込んだの

ではないかと思うくらい学校から毎日持ち帰る山のような宿題とレポート

に追われ、一日を無事に終えることだけで精一杯でした。最初は大変では

あったけれどある種の充実感はありました。｢この子たちは私なしではやっ

ていけないはず‼｣ 

ところが 3年過ぎた辺りから、私のサポートなしでも、成績のよいお友

達に頼ったり、親切なママのいるお家で宿題を済ませたり、野球のコーチと仲良くなり送迎をしてもらった

り…英語力の向上とともに要領もよくなっていきました(苦笑)。現地にすっかり居場所を作った二人の息子

と、会社でそれなりに実績を作って評価される主人。え？私だけお土産なし？ 

そこから自分だけのために時間を使うべく出会いを求め、模索が始まりました。ドキドキときめくもの、

日本ではあまり知られていないもの、そして出会ったのがエッグアートでした。エッグアートは工程が多く、

まずデザインを考えて専用のエッグマーカーで固定して製図をします。実はここまでが一番大事な工程で、

私はデザインに一番時間をかけます。製図ができたら特殊な工具で卵をカットしていきます。歯の治療をす

る機械と同じ回転数のエアツールです。その後ペイントやフィンジと呼ばれる金具や上質なクリスタル、レ

ースやデカールと呼ばれる転写シールなどを使って装飾を施していきます。エッグアートの歴史は、古くは

16世紀まで遡り当時は金や宝石で装飾され、フランスの宮廷やロシアの皇族たちの間で、生命と富の象徴と

して愛でられたもの。私はマリーアントワネットに献上する職人気分で、夢中になってたくさんの作品を作

りました。いろいろなマテリアルに触れるうちに、アメリカやヨーロッパのアンティークに心惹かれるよう

になり、毎週末のようにアンティークマーケットに通いました。

古いレースにも魅せられ、自己流でレース編みを始めました。

エッグアートとの出会いが人生の幅を広げてくれました。贅沢

な趣味で終わるつもりが、側で見ていた根っからのビジネスマ

ンの主人の、｢どうせやるなら、資格取れば｣の一言で奮起。通

常の倍のスピードで課題をこなし 4年かけて資格を取得しまし

た。 

 小学生だった息子たちも成人し、思い出いっぱいの LA生活は

昔話になりつつありますが、エッグアートとの出会いは今も私

の中で輝きを放ち続けています。                                                       

かけはし会員 M.O. 
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受験生(帰国生)への応援メッセージ 

 

 

私どもは毎年『帰国生への学校案内《関西》』を発刊していますが、今年はコロナパンデミックの中、発刊

見送りという苦渋の選択をしました。そこで、9月に昨年掲載の学校や教育委員会等にアンケートを実施し、

教育現場でのコロナ対策や児童・生徒への対応をお尋ねしました。ここでは同時にいただいた、受験生(帰国

生)への応援メッセージを一部抜粋してお届けします。 

 

   小学校の先生より 

・帰国後、学校へのご来校をお待ちしています。 

・受験日はご帰国予定に合わせることもできます。ご相談ください。 

  ・急なご帰国もできる限り個別対応をしています。 

・コロナ禍で色々とご心配をされていることと思いますが、これを新たな学習の機会ととらえ、 

 前向きでいてほしいです。みなさんが希望をもって日本で生活を始められるよう応援しています。 

・コロナ禍で世界的に大変な日々が続いていますが、みんなで協力して前を向いて進んでいます。 

みなさんも頑張ってください。 

 

 

    

中学校・高等学校・教育委員会の先生より 

・環境や境遇に悩むのではなく、目の前にある解決可能な課題に一つ一つ取り組んでください。 

・COVID-19の流行により早期帰国した結果、海外在住期間が短くなった場合の出願資格の有無に 

ついては個別相談します。海外在住経験をいかしてさらに学びを深めてください。 

・今年は COVID-19感染対策で様々な｢日常｣が失われたりしていますが、学校として｢どのような 

生徒を育てたいか｣ということに一切変わりはありません。 

  ・困難な状況になっておりますが、新型コロナもしばらくすると、ワクチンも開発され、普通の 

風邪になると思います。それまで頑張ろう！ 

  ・先の見えない状況ですが、今できることに精一杯取り組んでください。 

  ・少しずつ日常が戻りつつあるので、次年度また従来に近い学校生活が送れると思います。 

  ・緑あふれるきれいな校舎で、生徒たちは目標に向かって励ましあい大きく成長しています。 

   みなさんも多くのことにチャレンジして、自分の可能性を広げていきましょう。私たち教員は、 

頑張るみなさんを全力で応援します。 

・例年以上に先が見通しにくく、不安が大きいと思いますが、目標に向かって粘り強く 

学習を続けてください。 

・しっかり感染防止対策をした上で学習活動にも頑張ってください。 

・不慣れな環境や語学など、不安なことが多いと思いますが、受検の際には可能な限り 

 の配慮を検討しますので、前向きに努力してください。 
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   中高一貫校の先生より 

  ・困難な状況にめげず進路を切り開くよう頑張ってください！ 

・健康に留意し、全力を尽くしてください。 

  ・色々と不安を抱えていると思いますが、最後まで志望校目指して頑張ってください！ 

  ・限界のある状況の中でもすべきことをきちんとして力をつけてほしい。 

  ・大変な時期ですが、頑張ってください。受験のご質問は遠慮なくお問い合わせください。 

・大変な環境の中でお過ごしのことと思います。普段の生活はかなり変わりましたが、その中で 

変わらないものも見えてきたのではないでしょうか。変化しない土台の上で安心して学び、柔 

軟な対応力を持った自分を見つけてもらえたらと思います。 

・新型コロナの影響が社会では依然として残っていますが、安心してご入学いただけるよう最善 

の取り組みに努めさせていただいております。入学後の充実した生活のため、今この状況の中 

でも出来ることを懸命に進め、成長を重ねていってくれることを願っています。 

・今まで以上に移動が制限され、情報が入りにくく、受験に不安を感じていらっしゃる方も多い 

 と存じます。帰国される皆さんが安心して受験できるよう対応したいと思います。 

・新型コロナウイルスというこれまで世界が経験したことのない状況があり、その中での受験で 

 不安なこともあるかとお察しします。学校として可能な情報提供、サポートは学校 HPなどを 

 通して、充分にしていきます。 

・コロナ禍の中、日本との往来を含めて不自由だと思いますが、将来の進路に関わることは躊躇 

 なく行動に移してほしいと思います。応援いたします。 

・春学期は生徒みなさんの協力を得て、完全オンライン授業を実現しました。登校が再開した今 

 は、慎重にでも確実に日常を取り戻しつつあります。やがて withコロナから postコロナの時 

代が来ます。変化をポジティブに受け止め理想の学校を追求していきます。 

 

   

 

 

専修学校の先生より 

・コロナ禍の中、大変な思いをされていると思いますが、受験ではこれまでの中学時代の 

 基礎をしっかりと身につけることが何より大切ですので、受験までコツコツと磨きあ 

 げましょう！ 

・日本にご帰国される際に これからの学業をどうされるかお悩みのことかと思います。お困り 

の際はどうぞご相談ください。 

 

 

 

先生方には大変お忙しい中、アンケートにご協力いただき、 

心より感謝申し上げます。 
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子どもが楽しみにしていた修学旅行が近場で

日帰りになった。遠足と変わらなくなったけ

ど、それでも楽しい小学校の思い出となってく

れてよかった。運動会も時短で簡素だったけど

できました。先生方に感謝です。 

生方に感謝です。 

毎朝の登校前の検温と 

健康チェック。子どもだけでなく家族

全員。忙しい朝がさらに忙しくなるけ

ど大事なことですよね。 

 

学校生活、今こんな感じ 

新しい生活様式のもと、子どもたちの日常はいかに。今年限定になればよいのですが。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢最近仲良しになった子がい

るんだ｣と言う娘。どの子か

聞いたら｢あの子だよ。鬼滅

のマスクしている子｣みんな

鬼滅柄のマスクをしている

よ…。 

 

小 2の娘、いつの間にか 

｢密です｣が口癖に。学校で 

相当言われているに違いない。 

 

学校で流行っているからって、 

｢マスクにリボンつけて｣とか、 

｢かわいいマスクホルダー作って｣ 

とか注文多すぎ！ 

 

オンラインテスト中突然切れる

WiFi。｢あー終わった、もうあか

んわ｣とキレる息子。ほんまに

WiFiのせいなんか～？ 

 

 娘が楽しみにしているお遊戯会。保護者の来園は 2名まで。 

3日間に分けての開催なので、席取りしなくてもビデオ 

にばっちり収められそう。 

の娘、学年末試験前日から一斉休校。高 1 の娘、学年末試験前

日から一斉休校。 

必至の勉強は韓流ドラマ見放題となり、 

徹夜と目の下のクマは変わらず 

 

必至の勉強は韓流ドラマ見放題となり、 

徹夜と目の下のクマは変わらず 

 

高校の休校中はずっとオンライ

ン授業。登校再開初日から中間テ

ストってなんか気の毒だわ。 

 

授業。登校再開初日から中間テス

トってなんか気の毒だわ。 

 

授業。登校再開初日から中間テス

トってなんか気の毒だわ。 

 

一年生になって待ちに待った給食

が 6月から始まった。でも午前と午

後分散登校でパンと牛乳の簡易給

食。｢お腹すいた～｣が｢ただいま｣

の代わりになっています。 

オンライン授業中の子ども。どう

しても後ろを通らなくてはトイレ

に行けない。映らないように床を

匍匐前進したのに、しっかり映っ   

て爆笑された！ 

 

学年末試験前日からの一斉休校となった高 1の娘。 

必死の勉強は、母と一緒の韓流ドラマ見放題へシフト。 

結局徹夜で目の下お揃いクマ親子。 

机にそれぞれ厚紙をコの字に立

てて、一人ひとり前を向いての

静かな給食。この味気ないラン

チタイムはいつまで続くので

しょうか。 
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春からずっと在宅ワークだった夫がようやく出社し始めてホッとしたら、いつの間にかもう秋。干し柿

を吊るして、白菜を漬けて、パンジーの苗を買いに行って…。｢いつもの我が家｣が少しだけ戻ってきたみた

い。と思っていたらまた第 3波の襲来…。平穏な日々が早く戻りますように‼ (アルカマル) 

遠く離れた息子から｢今、抜歯の麻酔をしたところ｣と久々のメッセージ。｢えっ、どこで？歯科 2か所で

口腔外科を勧められた親知らず？｣と焦って返信。10分後に｢もう終わった～。近所の歯医者に飛び込みで行

ってみた｣と。あの子でも切羽詰まったら何とかするのね…。これって、成長 or無謀？(ドレミレド） 

日本語勉強中のドイツ人。ある日本語を聞き、驚いて言った｢『なくて』って、裸のこと?!｣ドイツ語の 

nackte(ナクテ)は裸の意味だけど、日本語で裸の話題はそんなに無いのでは？(なくて七癖) 

9月に思い切って東京の実家へ帰省をしました。とはいえ、近所への買い物以外は出かけず。そんな中

でふと目にとまった、新聞に掲載されている数独。1〜9の数字をマス目に埋めていく単純なパズルなのです

が、スッキリ収まった時の爽快感ときたら！すっかりハマり、以来寝る前の習慣になっています。(Ibu Anak 

Cinta) 

自転車の左のペダルに左足をかけて右足で地面を蹴りながらひょいっとまたぐ｢ケンケン乗り｣、若い世

代では見かけない。どうやら 50代後半が境目らしい。小柄なおばあちゃんが意気揚々と｢ケンケン乗り｣をし

ているのに遭遇すると、危ないっ！と思いつつもちょっぴり憧れる。(だー子) 

在外中のある秋、実家から絵本やお菓子とともに｢銀杏拾いをしたよ｣と小さな包みも届いた。どうやっ

て食べるのだろう。インターネットがまだ身近でなく、国際電話で尋ねそびれるうち、そのままに…。今、

翡翠色の実を味わいながら、洗って送ってくれた気持ちを思う。(なんでもレンチン) 

 

 

 

☆ 一時帰国中、10年ぶりに日本の映画館に行った。平日朝の回で 120人定員のところ観客 8人。密は避け

られたが、経営が心配。映画は大ヒットだから大丈夫かな。全集中で観ちゃった。（ままったり） 

☆ 主人を誘ってオンラインのヨガレッスンを受けてみた。家にいてもレッスンできるなんて便利！と喜ん

でいたらレッスン最後に主人が横で高いびき。私たちの画像、先生も見てるんだけどな。(ごくみ) 

☆ アレルギーで咳が出るので、耳鼻科を受診しようと電話した。時間を指定され、裏口から別室へ案内さ

れて診察をうけることに。コロナ禍でおちおち咳もできないのねと思う今日この頃。(マッキー) 

☆ リモート会議の合間を縫い、午後 3時から翌朝 9時半まで超高速で 1泊 2日お伊勢参りの厄年夫婦旅。

夜明け前に行く早朝参拝の凛とした空気に、心が洗われ穏やかな気持ちで帰路に就いた。(アルト) 

☆ オンライン授業で学校に行かない分、交通費が浮くから〜と、ここぞとばかりにネットショッピングに

走る娘。宅配便が週に何回届くことやら…。そんなに口に入れてばかりで大丈夫？(トホホの母) 

☆ いつも元気いっぱいだった 12歳の愛犬が、思いがけない病気になった。この秋、2回の手術と入院。   

  よく頑張ったね。ますます愛おしくて抱っこしたまま離せない。(Ruby) 

☆ 南西の空から現れた国際宇宙ステーション。思っていた以上に、それは光り輝きスピードも速かった。

宇宙とつながっているんだと実感でき、すごく感動した。｢野口さん、がんばって!｣ (きみどりみどり) 

会員のつぶやき 

編集後記 

会報 Vol.44お楽しみいただけましたか？ ご意見、ご感想をかけはし事務局までお寄せください。 
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※毎年ご好評をいただいております学校案内は、 

 新型コロナウィルスの影響により今年は発刊を見合わせております。 

 2019 年 10 月発刊の『帰国生への学校案内《関西》2020』を引き続き販売中です。 

◆帰国生の親が実際に訪問取材した、情報満載の学校案内です。 

◆近畿 2府 4県の小・中・高 約 60校と教育委員会を詳しく紹介。 

テーマ「思考力と言語」 

《特集記事》かけはしセミナー｢バイリンガルの言語と認知の発達｣ 

           －母語と第二言語の関連性について－ 要旨 

特別リポート   ｢帰国生の今後の目標」 

直撃アンケート ｢あなたはバイリンガル？｣ 

《基礎知識》出国前に気をつけること、日本の学校への入学・編入学、 

大学入試基礎知識、英語保持教室・帰国入試コースを持つ塾・予備校、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》 ｢海外での言語習得｣ ｢帰国後の言語の保持伸長｣ ｢海外に持って行ってよかったもの｣ 他 

A4判・350ページ 2,900円(税込・送料別) ISBN978-4-9908226-4-4 

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。 
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