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1. Executive Summary 
 
 
世界第二の規模を持つ当サンフランシスコ日本語補習校は転機にある。創立当初

の帰国する子供たちを助けるための補習校の理念は残るものの、長期滞在・永住

者の比重が増え、ニーズが多様化している。また、児童生徒数の減少と政府の方

針から現在の派遣校長・四教頭の体制を維持できなくなると思われる。一方文科
省も補習校を「海外の先駆的な取組を日本の学校教育に生かす」として位置づけ

を変える動きがある。特に言語・文化の狭間にあり、文字通り人種のるつぼにあ

る Bay Area の教育機関として、補習校はグローバルな視野を持つ子供たちを育

てるすばらしい機会に恵まれている。  
 
こうした新しい時代に適応するため将来像委員会では１２の提言をする。どれも
最善を目指すためのもので完璧な案ではないが、現在の境界条件と保護者からの

ニーズに応えるため出来る限り具体的な提案を目指した。それぞれの提言の背景

にあるデータと議論は報告書の本文に詳細に述べられている。ここに提言の骨子

をまとめる。 
 
（１）学校基本方針、生徒募集要項、広報活動  
帰国する子供たちが日本の学校に適応できるような教育を施すのが第一義だが、 
「帰国対応」を広く考え、当面日本の学校に入る予定のない子弟も受け入れ、

様々な背景を持つ子供たちの交流を図ることも補習校の目的とする。  
 
（２）目的別クラス編成  
目的別クラス編成を導入し教育効果の向上を目指すが、一方すべての科目を分け

ることは避け子供たちの幅広い交流を図る。 
 
（３）科目選択制 
国語以外の科目を選択にする意見もあるが、国語力の向上は国語の時間だけでな
く色々な科目・活動から学ぶこと、また選択を導入して授業を早く終わるように

するためには教員の数を増やさなくてはいけないことから、今まで通り４教科を

原則とする。 
 
（４）補習校で単位を与えられるための認定を受けること 
子供たちに強い動機を与えるため、また現地校でも教えている教員の助けになる
ため、School Districtからの Independent Studyの認定、また WASC からの認定を

目指したい。まずは現地校でも教えている教員を中心に委員会を組織し、認定の

手続きを詳しく調査する。 
 
（５）幼稚部の併設  
国語力の早期教育、また児童数の確保のため幼稚部の併設を積極的に考える。  
 



（６）下校時間統一  
高学年の終業を待つ低学年のために有料で宿題を見たり課外活動をする After 
School Programを設ける。 
 
（７）派遣教員削減に対応 
５名の派遣教員を維持するための文科省の基準である 1600名の児童生徒数を確

保する見込みは薄い。少ない派遣教員で学校を運営できる体制作りが必要。 
 
（８）帰国対策  
帰国者のニーズに応えるため、派遣教員による進路指導、帰国子女受け入れ校に

ついての説明会、全国標準学力テスト・漢字検定試験の実施、英語検定試験の紹

介などを行う。  
 
（９）欠席対策  
現地校、スポーツなどとの活動との両立を可能にするため、欠席した場合に授業

内容に追いつけるようカリキュラムをウェブなどで公開し、補助教材も使用する。  
 
（１０）その他の保護者の要望  
ブログ、名簿の配布などで保護者間の連絡を助け、保護者による課外活動、カー

プール、バスの手配などを容易にする。学校区も個別に柔軟に対応することを明

記する。また、児童会、生徒会、保護者会の活動の促進のため休み時間の配分な
どの見直しも考える。 
 
（１１）地域対策 
積極的に保護者の助けを借りて地域との関係改善努力をする。 
 
（１２）経営 

有料の After School Program、幼稚部の併設による児童数確保、WASC認定・修

学旅行などの魅力による高等部生徒数の増加を通じて経営改善を期待する。 
 
２１世紀の日本語補習校のあり方を模索する第一歩として理事会にご検討いただ

きたい。 



2. はじめに 
 
 サンフランシスコ日本語補習校はサンフランシスコ地区とサンノゼ地区にそれ
ぞれ小学部、中学部、高等部を持ち、児童生徒総数約 1200名の世界で二番目に

大きい文部科学省認可の日本語補習校である。運営は理事会の決定に基づいて事

務局が行っている。  
 現在は文科省より校長１名、教頭４名が派遣され、校長が全校を指導、教頭が
小学部 SF校、小学部 SJ校、中学部 SF校、中学部 SJ校をそれぞれ担当する。以

前は中学部の派遣教頭が高等部の教頭も兼ねていた。2005年度より文科省の方

針に従い、理事会の決定に基づいて高等部が文科省派遣教員の指導から独立し、

理事会の直接運営の形と変わった。理事長が高等部校長となり高等部の教頭二名
を採用した。 
 児童生徒の demographicsも変わってきており、以前に比べて長期滞在の児童

生徒が増えていると考えられている（しかし正確な数字は把握されていない）。

それにしたがって、補習校での教育のニーズが多様化してきており、同時に、近
年減少傾向にある児童生徒数が、現時点では 1200名を割っている。文科省の方

針では最初の 100名について派遣教員１名、以降 400名で２名、800名で３名、

1200名で４名、1600名で５名となっているため、1200名を割った現在、今後今

まで通りの体制を維持するのは難しいであろう。最近の通達によると小泉政権下、
派遣教員数はおしなべて削減の方向にある。 
 本委員会は浅尾理事長より理事会の承認を受けてサンフランシスコ日本語補習

校のこれからのあり方を検討するように設置された。メンバーは補習校に係わる

いろいろな立場の人の意見を広く受け止めるように、理事会と保護者会の推薦に

よって決められた。  
 委員会の目的について、浅尾理事長の「やまなみ７月号」の記事をコピーする。  
日本語補習校は、学校便覧にも書かれていますように、日本語による、日本語を中心とした学習

を通して、当地で生活する児童生徒が日本へ帰国した時、日本の学校や、社会に適応できる素地

を養うことを基本方針としています。 
 昨今、児童生徒の日本語能力差が拡大しつつあり、また所謂永住組、駐在組で本校教育内容へ

の期待値は大きく異なってきており、基本方針に従った教育ではあっても、多様な対応を求めら

れています。これまで機会あるごとに、教育現場、保護者会、また理事会で、この事が問題視さ

れ、議論もなされてきましたが、基本的な問題解決には至っていません。 
 つまり「めざす将来の学校像」が見えていないのです。 
 これは本補習校を、どういう方向へ持っていくのかという、本質的な問題であり、もうこれ以

上結論を出すのを先送りすべきではなく、本格的に取り組んでいこうとの理事会決定をもとに、

補習校の将来像を検討する委員会（仮称）なるものを設置しました。委員会へは、まずはあらゆ

る方面からご意見をお伺いすることにより、現状分析を行い、その結果から問題点を抽出し、

「めざす将来の学校像」を理事会に答申していただくよう諮問しました。今年中に理事会決定、

来年の総会で最終決定と言う手順で行いたいと思います。委員会は、理事若干名、保護者代表若

干名で構成され、現在人選が進められています。詳細は次号のやまなみでお知らせいたします。 
 保護者の皆様、先生方のご理解と、多大なご支援をお願いいたします。（浅尾理事長） 



3. 問題点 
 
(1) 児童生徒数減少 
 
 差し迫っての大きな問題は児童生徒数の減少である。５名の派遣教員数を維持
するためには、文科省の基準によれば児童生徒数 1600名が必要となる。1また、

経営は授業料でまかなわれているため、児童生徒数の減少にともなって、現在赤

字経営となっている。このまま児童生徒数が減り続けるとすると、教育の体制も

経営の体制も見直しが必要になる。 
 

    
 そこで、まず必要なことは児童生徒数減少減少の原因を知ることである。委員

会ではいくつか仮説を立ててみた。 
 
1. 日本の経済状況低迷の影響を受け、企業からの駐在員、大学から派遣される

客員研究員などの人数が減っているため。 
2. 補習校の教育の方針や質が、長期滞在者のニーズに合わないため、退学して

いく。 

                                                 
1 文科省通達によると、派遣教員数は児童生徒数に応じて、１名（１００名）、２名（４００

名）、３名（８００名）、４名（１２００名）、５名（１６００名） 



3. 補習校の教育の方針や質が、短期滞在者のニーズに合っておらず、三育学園

などを選択する児童生徒数が増えている。 
4. 短期滞在の親の意識が変化してきている。「短期だからわざわざ補習校に行

かせるまでもない」など。  
 
外務省の調査によると北米の「長期滞在者」の人数は増え続けている。2一方、

「永住者」の人数が平成１３年から１４年にかけて一時減っている。  
 

平成 12 13 14 15 16 

北米 332,042 347,389 352,358 369,639 380,228 
男性 153,727 158,048 158,613 165,041 169,585 
女性 178,315 189,341 193,745 204,598 210,643 

永住者  130,102 135,242 124,280 129,606 135,584 
長期滞在者  201,940 212,147 228,078 240,033 244,644 

 
Bay Areaの日本人の数については外務省調査の資料を見ると  
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
SF 在留邦人  8968 10590 10572 10632 10593 10934 11189 11269 
SF 長期滞在者 3625 4713 4678 4717 4699 4879 5040 5057 
SJ 在留邦人   10272 10471 10611 12179 12545 12852 12939 
SJ 長期滞在者  4582 4713 4897 6159 6395 6606 6629 
 
とやはり増え続けている。ただ、サンフランシスコ領事館に調査の方法を問い合

わせたが、「在留届を提出していない人が多数いるため、あくまでも推測数でし

かない」とのこと。一応企業、学校などの協力を得て努力して調べた数字である

とのことだが、信憑性は明らかでない。 
 
一方、北加商工会議所の調査によると、近年日本から派遣の企業駐在員は減って
きている。日系企業数自体が 2000年をピークに減っており、日本からの派遣駐

在員数と補習校児童生徒数には強い相関がある。 
 
 
 
                                                 
2
外務省の定義では「３ヶ月以上在留している邦人のうち、在留国から永住資格を得ている

者を「永住者」とし、それ以外の者を「長期滞在者」として区別している。 
この区別は、大まかには、生活の本拠をわが国からその国へ移した人々（永住者）と、在留

国での生活は一時的な者でいずれわが国に戻るつもりの人々（長期滞在者）とに対応する。

しかし、この区別は相対的なものであって、企業関係者の中でも、在留資格の関係から永住

の意思はなくても永住権を取得している者もある。」となっている。 
http://www.mo fa.go.jp/mofa j/toko/tokei/index.html 
この答申では永住権を持っていても実際永住するとは限らないことから、「長期組」、「短期

組」という言葉を使うが、余りきちんとした区別はできないことを注意されたい。  



年  1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 
日本企業数  1206 1168 1460 1260 1632 1430 867 
派遣駐在員数 377 422 466 497 680 614 528 
児童生徒数   1083 1158 1200 1251 1291 1250 
 

 
補習校には「長期組」「短期組」という区別をした過去の児童生徒数の統計はな

いが、この相関をもとに駐在員数が「短期組」児童生徒数を決めているという仮
定で児童生徒数を推定すると、現在で「短期組」約 500人、「長期組」約 700人、

駐在員一名あたり生徒数約 0.86名、ということになる。一方現在のバランスは
1250名中3 
 
 SF 校  SJ 校 合計 
短期組  27% 54% 40% 
長期組  73% 46% 60% 
 
となっており、上の推定とほぼ合っている。つまり、現在の補習校の児童生徒数

減少は派遣駐在員数の減少による自然減だとして説明できる。 
 
結論としては、仮に外務省調査の在留邦人数が正しいとすると、おそらく San 
Francisco Bay Areaの日本人の数自体は増えているものの、帰国を前提とした企

業派遣の人数は減っていて、日本人社会がより長期、もしくは永住を考えている
グループへ比重を移していることになる。つまり、仮説の 1.である。帰国予定の

日本人の数が減っているために児童生徒数が減っている、つまり自然減という理

                                                 
3 これはビザの種類によって分類したもので、永住権、国籍を取得している人はすべて「長期」、

それ以外は「短期」。しかし近々帰国を控えた人でも便宜的に永住権を取得している人もいるた

め注意が必要。 



解ができる。その場合、在留邦人数の増加は在留届を提出している日本人の割合

が増えているか、もしくは子供を持たない若年層の増加として説明されうる。  
 
この理解は補習校にとって善し悪しである。児童生徒数の減少が自然減によるも

のだとすると、補習校の教育自体には特に問題がないという風に善いこととして
考えることができるが、一方どれだけ教育を改善しても、現行の派遣教員数五名

を確保するための児童生徒数１６００名を達成することは難しいこととなる。残

念ではあるが、今までより少ない派遣教員数で今の教育内容を維持するような体

制を作ることが急務となる。  
 
他の塾などへ生徒がとられている可能性については、三育学院に関して言えば補

習校よりもむしろ急激に人数が減っているので、そちらへ大きく生徒がとられて
いるようではない。この点は次の節に掲載した補習校を辞める理由の統計からも

わかる。ENA、須田塾、公文、教育ゼミナール、など他にもいろいろな学習塾が

あり、こうした学習塾の内容を参考資料とするために調査の結果を付録に収録す

る。 
 
 
(2) 教育ニーズの多様化 
 
いわゆる「短期組」と「長期組」で教育のニーズが違うという点は以前から盛ん

に議論に上っている。実際のニーズは各家庭ごと、子供ごとに違うはずだが、議

論を簡単にするためにあくまで典型例として、次のようにあえて対立する形にま
とめてみた。 
 
「短期組」  
帰国後日本の学校にすぐ適応できるように学力を維持するのが第一目的。授業が

一番大事で、日本文化を伝えるイベントなどは最小限でよい。国語力は高いので

「長期組」と一緒のクラスでは足を引っ張られる。授業では日本のカリキュラム

にできるだけ近づけるようどんどん進むべきだ。 
 
「長期組」  
日本語を話し、読み書きでき、日本文化を継承できるようになるのが第一目的。

授業は国語が一番大事で、日本文化を伝えるイベントなどがあるとよい。「短期

組」と同じクラスにいる事で日本語力を伸ばしてほしい。一方、授業では日本語

で苦労するので先生に工夫して対応してもらいたい。文科省の学術指導要領にと

らわれず、内容を削っても「わかる」授業が望ましい。  
 
もちろん、実際にはかなりの家庭差、ひろがりがある。保護者からのニーズを把

握するために実施したアンケートの結果は付録にまとめてあるので参照されたい。  
 



２００４年度で補習校を辞めていった児童生徒の転出届によると、理由は以下の

通りである。 
 
転出届による転出理由調査（２００４年４月～２００５年３月）  
 
サンフランシスコ校  
 人数 ％ 摘要 長期

組  
短期

組 
日本へ帰国  55 48.7   55 名 

米国内引越  6 5.3 
・ニューヨーク州 １名  
・ハワイ州 １名 
・不明 ４名 

2 名 4名  

他校へ転校  5 4.4 ・金門学園 １名 
・不明 ４名 

4 名 1名  

他国へ引越  4 3.5 ・イギリス ３名 
・カナダ １名  

3 名 1名  

その他  43 38.1 

・現地校との両立が困難なため ２１

名  
・他の習い事が忙しいため ５名  
・授業について行けないため ２名 
・日本語力の進歩が見られないため 

１名 
・体調不良のため １名  
・大学受験の準備のため １名 
・無記入 １２名 

37 名 6名  

計  113 100  73 名 76 名 
中学部卒業  20   18 名 2名  
高等部修了  16   9 名 7名  
 
サンノゼ校  
 人数 ％ 摘要 長期

組  
短期

組 
日本へ帰国  105 51.7   105

名 
米国内引越  

16 7.9 

・ニューヨーク州 １名  
・バージニア州 １名 
・マサチューセッツ州 ２名  
・イリノイ州 １名  
・テキサス州 １名  
・ジョージア州 １名 
・ユタ州 １名  

3 名 13 名 



・不明 ８名 
他校へ転校  18 8.9 ・不明 １８名  5 名 13 名 
他国へ引越  1 0.5 ・シンガポール １名 1 名  
その他  

63 31.0 

・現地校との両立が困難なため ８名  
・現地校のアクティビティと重なるた

め  ８名  
・時間的余裕がないため １名 
・授業について行けないため ３名 
・学習塾に専念するため ９名 
・自宅で学習するため ２名  
・無記入 ３２名 

25 名 38 名 

計  203 100  34 名 169
名 

中学部卒業  14   6 名 8名  
高等部修了  10   6 名 4名  
 
 
「長期組」では現地校との両立が一番の理由である。一方短期組では SF校の場

合は日本への帰国が一番の理由であるのに対し、SJ 校では「その他」の理由も

多く、特に「学習塾に専念するため」という理由も若干挙げられている。  
 
２００５年度の今までの統計では  
転出届けによる転出理由調査（２００５年４月～７月２日）  
サンフランシスコ校  
  人

数  
％ 摘要 

  
  

日本へ帰国  17 51.5  

  
  
  

米国内引越  6 18.2  

  
・目的の相違（勉強のスピードをスローダウンさせたい） 
・アフタースクールを希望（弟も一緒に参加出来るため） 

他校へ転校  2 6.1  

  
・シンガポール（２名は兄弟） 
  

他国へ引越  2 6.1  

  
その他  6 18.2  ・他の習い事が忙しくなったため  



・理由のコメントなし５名    
  
  計  33 100  
  

    
    
サンノゼ校  
  人

数  
％ 摘要 

  
  

日本へ帰国  33 55.9  

  
  
  

米国内引越  17 28.8  

  

・理由のコメントなし 
  

他校へ転校  1 1.7  

  
  
  

他国へ引越  0 0.0  

  

・現地校のアクティビティと重なる 
・健康上の問題  
・現地校に重きをおきたい 
・授業についていけない  

その他  8 13.6  

・理由のコメントなし２名 
  計  59 100  
  

 
となっており、２００４年度と大差はない。 
 
 
(3) 地域との関係  
 
現地校を借用するにあたっては借用料を払ってはいるものの、借用料は District
へ入り、当の学校の収入にならない。そのため借用校にとって補習校の存在はむ

しろ無用な迷惑であり、好意的な態度を取ってもらえないことがあった。更に教

室を使用される側の先生たちにとっては、自分の教室を週末毎に使われ、備品等



の配置が変わったり場合によっては破損したり、板書が消されてしまったり、迷

惑な事が多い。また、毎週土曜日に多数の車が到来、無断駐車、交通渋滞を起こ

し、近辺の住民の迷惑となる事態にもなる。 
 
借用校へは借用料以外に、学校、保護者会から寄付を送り、また使っている教室
の先生一人一人に、保護者会から商品券などのプレゼントをしている。今年は小

学部 SF校の借用校である A.P. Giannini Middle Schoolが創立５０周年であったの

で、特に多額の寄付を学校、保護者会から贈り、一方校長先生と PTAの代表に

運動会に来ていただいた。また、小学部 SJ校の Cupertino Middle Schoolでは子

供のドロップオフで問題が生じないような制度を作る努力を校務委員会が進めて

いる。  
 
このような努力は続いているが、地域との関係はまだまだ改善すべきところが多

い。 
 
(4) 経営  
 
補習校の経営は現在赤字である。理由はいくつか挙げられるが、大きな理由は児

童生徒数の減少。さらに高等部の独立で新たに二人教頭を採用した事、数年間据

え置きだった教員給与を引き上げたことがある。 
 
一つ大事な点は、非営利団体は利益追求が目的ではないので、黒字の年と赤字の

年とが半々でよいということである。一方、児童生徒数減少がこのまま進むと現
在の体制ではますます苦しくなってくる。  
 
今後も児童生徒数減少が進行するとして財務委員会より理事会へ提出された将来
の予測は付録に収録した。このまま放置しておくことはできない。 
 
 



4. 提言 
 

児童生徒数の減少は日本からの派遣駐在員数の減少による自然減少と思われ、必

ずしも補習校の魅力がなくなったために潜在的な児童生徒を失っているという証

拠はない。一方、教育機関として最高の質の教育をニーズに合った形で提供する

のは務めであり、改革をするとすればこの点が最重要である。また、経営、派遣

教員数の確保の点からは児童生徒数を増やす努力も必要かと思われる。 

 
委員会としては次の点を理事会へ提言する。 

 

（１）学校基本方針、児童生徒募集要項、広報活動  
 
補習校の児童生徒の構成比率はいわゆる「長期組」が増えていると考えられる。

また、グローバルな視野を育てる教育的観点からも、アンケートの結果からも、

いわゆる「短期組」「長期組」が共存する学校像が求められている。文科省も海

外の日本人学校、補習校を日本語、日本文化の発信基地として位置づける考え方

を打ち出しつつある。 
 
委員会としては学校像の見直しを提言する。補習校設立の精神である、帰国する

子供たちが日本に戻り易い教育を施す目的は維持しつつも、この目的を広く解釈

し、アメリカにとどまる子供たちも遠い将来日本に帰る可能性があり、また日本

の企業と取引をしたり、日本との文化交流に大きな役割を果たす可能性も含めて
考える。つまり広い意味での「帰国対応」を謳い、同時にバイリンガル教育とグ

ローバルな視野を育てる価値を強調する学校像を求めたい。  
 
現在児童生徒募集要項には「保護者が当地での職務に派遣される者、または、理

事会が承認する者で、将来日本の学校に入学・編入しようとする計画を持ってい

る者。」とあり、いわゆる「長期組」を排除すると受け取られ易い表現になって

いる。事実、意見交換会でもこの文章に怖じ気づき入学希望を出さない家庭が

多々あることが指摘された。文科省、外務省の許せる範囲内で表現を和らげ、新

しい学校像に即した学校基本方針、児童生徒募集要項の文章に変える必要がある。

幸い文科省のスタンスは軟化の傾向にあり（付録参照）、今は変更のチャンスと
も言える。  
 
同時に意見交換会では補習校の存在を知らない家庭も多いことが指摘され、積極
的な広報活動をさらに試みる必要が明らかとなった。 
 
 
（２）目的別クラス編成  
保護者アンケートではかなりの方がサポートした点である。  
 



（３）科目選択制 
 
これもかなりの保護者からあった意見である。一方、４教科あるのが補習校のよ

い点であるとした保護者もある。  
 
この二つは密接にからんでいる。委員会の見解としては、目的別クラス編成は実

施すべきだが、科目の選択制は授業料値上げを実施しないとするとメリットがは

っきりしない。具体的な方法については理事会の承認を得て校長、四教頭と現地

採用教員の間での調整に基づいて考えていただきたいが、委員会での議論の内容

について以下にまとめる。 
 
クラス編成を、現在のように様々な背景、習熟度を持つ児童生徒を一緒にクラス

に入れる形では授業の進め方に困難がある。また、わかっている子供には授業内

容がつまらなく、一方授業がチンプンカンプンで苦痛に思う子供もいる。子供た

ちひとりひとりに合った教育を行うためには、クラス編成を工夫するのは自然な

考えである。委員会では積極的に推進したい。 
 
岩﨑校長の見解では「習熟度別でなく目的別」。習熟度別では実施が困難と思わ

れる理由は２点：教科によって子供の習熟度が違うので、教科毎に別のクラス編

成になることと、習熟度の判断は教師によるため保護者の反発を招く可能性が高

いこと。保護者および児童生徒の選択による目的別であれば、保護者が子供と話
し合った上でクラスを選ぶので反発はないと思われる。一方、教師の側からは

「これが目的なら、ここまではがんばってもらいたい」というはっきりした姿勢

をとることができる。 
 
どのような目的で分けるのかについてはいろいろ可能性がある。岩﨑校長の意見
は「到達度目標を変える」こと。「100点を目指す」クラスと「60点でいい」ク
ラス。これだと「上」と「下」のクラスという区別になる。一方、Los Angeles
の例では、上下がはっきりした分け方ではほとんどの家庭が「上」を選び、あま

り実際的な効果がない。別の目的別の可能性としては、そもそも指導要領すべて

をこなすことは週一回では不可能なわけで、「広く浅く」（ほぼ  現在の形）の

クラスと「狭く深く」（単元の数をしぼってわかり易く掘り下げる）クラス、と

いう分け方がある。この場合、どちらが「上」、「下」という区別はなく、各家

庭で一番適切だと思うカリキュラムを選べるのでは、という期待がある。一方こ

の分け方では子供たちの習熟度とあまり関係がなく、教育効果をあげる目的が達
成されない恐れがある。  
 
保護者、児童生徒からの希望に添わせようととすると、人数が等分に分かれない
危険性は必ずある。希望に完全に添わせようとすると、クラスを増やさざるを得

ず、最終的に授業料の値上げは避けられなくなる。これを避けるには、どのよう

な目的で分けるとしても、まずクラスごとのカリキュラム内容を詳しく保護者に
説明し、例えば（１）A、（２）B、（３）Aが希望だが Bでもよい、（４）B



が希望だが Aでもよい、など柔軟性を持たせられるように希望をとることが必

要であろう。 
 
意見交換会で保護者の意図を聞いてみたところ、 
 
1. 「基礎」クラス 
• ポイントを押さえて基礎を培う  
• 必ずしも教科書全部をカバーしない  
2. 「発展」クラス 
• 更に深く突っ込む  
• 出来る限り教科書全部をカバー  
 
という選択ではほぼ半分に分かれた。このような形で納得のいくように説明され

れば、目的別クラス編成の実施は成果をあげることができよう。  
 
また、クラス編成については二つの対立する観点がある。一つの観点は二つのコ

ースに分けると授業は進め易くなり、教育効果が上がること。一方、様々なバッ

クグラウンドを持つ子供たちの交流、友人関係が補習校に求めるもの、補習校な

らではのよい点として、保護者からも教員からもあげられていたが、コース分け

により、この点が減少する可能性があること。この二つの観点のバランスの取り

方が焦点となる。 
 
選択制に関しては、岩﨑校長からの「国語力を総合的に高めるには４教科全部必
要である。国語力は国語の時間だけで培われるものではなく、他の教科、生活の

中で総合的に高めて行くもの」という指摘がある。国語の時間だけで日本語力を

維持、向上できるというのは誤った考え方というもので、委員会もこの点は賛成

である。意見交換会でも、岩﨑校長の指摘を説明した後は教科選択の希望はかな
り少なかった。  
 
一方、現地校、スポーツ、習い事との両立が補習校を辞める理由として多く挙げ

られていたが、たとえ選択制を導入したとしてもこの点に対応するのは難しい。

他の活動と両立を簡単にするには土曜日の時間を短くすることがあげられる。例

えば午前中に国語、算数を行い、午後の理科、社会は選択にすれば、理社をとら

ない児童生徒は早く帰宅することができ、他の活動に参加し易くなる。しかし、
これを実施しようとすると、授業料値上げがおそらく避けられない。現在は理科、
社会は 6時限の間に各クラスを回って教えており、延べでクラスの数の 1/6の理

社の教員が必要であるが、それを 5、6時限にまとめようとすると、クラスの数

の 1/2 に相当する教員が必要となる。つまり選択制を導入すると、今まで通り全

教科をとりたい家庭にも負担増となり、保護者の納得は得にくい。一方今のまま

の教員数、時間割で選択制を導入すると、一日の途中に授業のない時間帯が生ま

れる形になり、あまりメリットがない。 
 



委員会で最終的に考えたモデルは３種類。  
１．国語だけ二つのコースに分け、算数理科社会は今まで通り一つのコース。  
２．国語と算数は全員今まで通り採るが、残り２時限は理科社会か国語力の補強

授業かを選ぶ。  
３．全科目二つのコースに分ける。 
 
選択性を導入すると、それぞれのモデルについてどの科目を選択にするかという

点がからんでくる。  
 
必要な教員の数という観点からは、どの場合も基本的には現在と変わらないと考

える。１．の場合は時間割で同じ学年は国語を同じ時限に教えるように工夫し、

その時限だけ子供たちがそれぞれの教室へ移動することになる。教員の数、採用
の仕方は基本的には変わらないはずである。２．の場合は理科社会の教員を減ら

し国語を教える教員を増やすことになり、延べ人数は変わらないが採用が変わっ

てくる。３．の場合にはそれぞれの担任がそれぞれのコースに合った形で教える

ことになる。つまり１．と３．は教員採用に影響が少なく、２．は影響がある。 
 
一方、教育方針の観点からは、いろいろな背景を持つ子供たちの交流を重視する
声が強く、１．と２．はほぼ今まで通りに交流ができるが、３．では影響が出て

くる。  
 
委員会では優勢順位は上に挙げた順番で考えている。意見交換会でも１．の希望

が最も多かった。 
 
また、どの学年で目的別クラスを作るのか、という考慮点もある。委員会では、

１、２年生ではまだ学校になれる時期でもあり、国語力の差もそれほどは見えて

来ないことから、１、２年生は目的別クラスは必要ないと考える。すると、可能
性は 
 
１．国語力の差がはっきり出てくる３年生から。 
２．受験を意識し始める５年生から。  
３．新しい学校に移る中学１年生から。 
 
意見交換会では３年生か５年生の希望が多かった。  
 
委員会では教育効果の観点から３年生以上を希望するものの、段階的に目的別ク

ラス編成を導入することも考え、まずは５年生以上で実施し、２年後に見直しを

実施し、最終的に３年生まで下げていくという意見が強かった。  
 
どのような目的別クラス編成をした場合でも、保護者への詳しい説明、ポジティ

ヴな提示の仕方が大事である。また、最終的な決定の前に、実際に教鞭をとる教

員との意見交換会が欠かせないと考える。  



 
（４）補習校で単位を与えられるための認定を受けること 
 
これは特に高等部の保護者から強く出ている希望である。例えば大学に応募する
際、アメリカの大学では学校の授業以外に様々な経験、学習をして来ていること

が考慮の対象になる。また、大学に入学後、高校で取得した単位を使う可能性も

ある。補習校の日本語の授業を正式に単位として認定を得られれば、高等部へつ

ながって行く大きな動機ともなる。実際にどれほど大変な作業なのかは調査が必

要だが、委員会では積極的に考えることを提言する。 
 
大学で単位として認められるにはかなりきちんとした認定が必要になる。例えば

カリフォルニア大学の場合、  
 
In November 2002 the University of California passed a policy that requires all schools 
that want UC approval of courses to meet the a-g requirements to be accredited by 
WASC or at least be an initial WASC candidate. Those that currently have approval but 
are not accredited with WASC must comply by June 2006. 
 
とあり、WASC (Western Association of Schools & Colleges http://www.acswasc.org/) 
の認定を受ける必要がある。これは綿密な self test を行いかなりの文書を作成し、

その文書を読んだ visiting committeeが実際が文書に合っているかどうかを確認に

来る。費用は$150と大したことはないが作業はかなり大変そうである。4 
 
WASC 認定のための“Conditions of  Eligibility”は次の通り  
1. Be in operation, with students, teachers, and administration in place. 
2. Have developed and published a clear statement of purposes together with plans for a 

curriculum to carry out those purposes. 
3. Have a management system that provides appropriate direction and oversight for the 

overall program. 
4. Have employed a chief administrative officer who is qualified for the position. 
5. Have an organization, facilities, course offering, and staffing acceptable for the 

entity’s stage of development. 
6. Have an overall plan that includes objectives for student achievement and assessment 

plans to measure progress toward those objectives. 
7. Have an admission policy compatible with the organization’s stated objectives. 
8. Have a written curriculum appropriate to the organization’s purpose. 
9. Have a qualified instructional staff. 
10. Have plans to provide access to extracurricular and enrichment activities, if 

appropriate. 
11. Have developed an adequate financial base to give reasonable assurance for 

continuing financial stability. 

                                                 
4 Head-Royce Schoolでの WASCの認定作業を聞いたところ、半年間学内でいく

つかの委員会で作業し、数センチの厚さの文書を作るとのことであった。  



 
また、CITA (Commission on International and Trans-Regional Accreditation)は  
“Division on Supplementary Education”があり補習校のように全日制でない学校を対

象としている。実際の訪問検査は WASCによって行われるようだが、認定の基

準は違うようだ。http://www.citaschools.org/stnd_supplによると 
 
Standards for Supplementary Education Schools 
To be CITA accredited, a supplementary education school must meet the 12 standards for 
supplementary education listed below. The school staff and/or stakeholders are 
responsible for providing evidence of meeting the standards. The evidence or 
documentation can be included in the self-study or it must be available for review and 
validation by the visiting team. 
1. CORPORATE STATUS  

The corporate status of the school is clearly defined. There are no legal or proprietary 
ambiguities in ownership, control, or responsibility. Partnerships and/or any corporate 
linkages are expressed as enforceable agreements, and the school is approved for its 
operations by the civil authorities within the jurisdiction it is located. 

2. FINANCIAL ADEQUACY  
The school is adequately financed. Levels of income and expenditures are in 
reasonable balance. Overall financial resources are sufficient to assure the continuity 
and stability of services. Debt service or lines of credit are managed in such ways as 
to assure school policy remains under the control of school authority. The school is 
not, nor does it anticipate, financial reorganization under protection from creditors. 

3. EDUCATIONAL SERVICES  
The educational mission of the school is clearly documented and supported by school, 
staff, and administration. Curricula are rigorously defined and organized. Methods 
and materials are professionally sanctioned and instruction is in groups of a size that 
encourages and permits the effective treatment of individual differences. Educational 
operations reflect opposition to every form of bias or prejudice. 

4. ADVERTISING AND MARKETING  
Advertising and marketing are in accord with ethical canons that govern public 
discussion of educational offerings and accomplishments. The school explains what it 
attempts to do, its methods, and results reasonably anticipated. Changes in measured 
achievement are reserved to clinical discussion, and the school does not characterize 
the services of other educational institutions. 

5. EDUCATIONAL STAFF  
The school presents convincing demonstration that each member of educational and 
administrative staff is fully qualified to perform the duties assigned. The school 
evaluates the performance of each member of its staff and provides appropriate 
consultation and guidance. 

6. ADMISSION AND PLACEMENT PROCEDURES  
Admission and placement procedures are well defined and administered. The 
procedures include evaluation, counseling, and the developing of productive 
relationships with students, parents, and where appropriate, the comprehensive 
educational institution, which the student regularly attends. The student and family 
are informed of all known costs and of possible optional or contingency costs. 



Students are placed at developmentally appropriate levels and developmental goals 
are established. The school admission procedures reflect opposition to every form of 
bias or prejudice. 

7. MANAGEM ENT AND SUPERVISION  
There is table of organization. Lines of authority, relationship, and accountability are 
defined. Job descriptions and work schedules are regularly reviewed. There is a plan 
for staff development. Staff appointment and termination practices reflect consistency 
and freedom of bias. Periodic state-of-the-school reports are issued. A current policies 
and procedures manual is printed and regularly reviewed. 

8. STUDENT ATTENDANCE AND CONDUCT  
The school accounts for the presence of its students and meets all local regulations for 
maintaining their health and safety. Unexplained absences are reported to parents or 
equivalent authority in a timely manner. A code or description of appropriate dress 
and conduct is in written form and consistently enforced. Procedures for the 
termination of any student for cause are known and consistently applied. 

9. COUNSELING, RECORDS, AND FOLLOW-UP  
Counseling is provided as needed during instruction. Exit counseling is provided at 
the conclusion of instruction. Records of admission, progress, achievement, and 
recommendations for future study are safely and securely preserved. Occasional 
follow-up studies of former students are conducted. 

10. COMM UNICATIONS AND RELATIONSHIPS  
Communications among staff and with students, parents, and those schools that 
students regularly attend are clear and complete. All are informed of what they need 
to know in a timely manner. Relationships at all levels are constructive and mutually 
supportive. 

11. PHYSICAL FACILITIES AND EQUIPM ENT 
Educational and administrative areas are adequate in size. They are uncluttered, 

comfortable, and functional. The building and grounds meet local codes established 
for educational occupancy. There is safe access and egress to and from all parts of the 
facility, with adequate provisions for the movement of handicapped persons. 
Equipment and media required for the implementation of educational and 
administrative functions is adequate, up-to-date, and effectively used. 

12. SCHOOL IM PROVEMENT AND DEVELOPMENT  
The school staff succeeds in conducting a collegial self-study followed by an external 
peer review and action plan. The school maintains a disciplined knowledge of its 
future with projections of income, expense, enrollment, special populations, and 
trends in the business environment within which the school operates. The school 
maintains long-range planning (or a strategic planning) discipline which reveals how 
its action systems will interact in order to maintain continuous improvement.  

 
 
ちなみに、グロスマンアカデミーは WASC を通じて CITA の認定を受けている。
(http://www.grossmanacademy.com/Accreditation.html) 
 
大学では通用しないが、現地の高校などで Independent Studyという認定を受ける

ことは School Districtのレベルで可能性がある。仮に San Francisco Unified School 



Districtで認定を受けられた場合、他の School Districtでも SFUSDで認定されて

いる、ということを理由に認められる可能性もある。5例えば、public schoolで
foreign language として日本語のクラスがある場合、補習校の生徒にとっては簡単

すぎ、ほとんど意味がない。このようなときに Independent Studyとしての認定が

あれば foreign languageを採らずに無駄な時間を使わずにすむことができる。ま

た、現地校でも教えている教員にとっては academic creditの一部としてカウント

され、昇給、雇用待遇の評価の一部となる。 
 
委員会としては両方の可能性を推進してみることを提言する。手続きに詳しい現

地校の教員にアドバイスを積極的に受ける必要がある。まずは現地校で教えてい
る教員のグループで委員会を作り、Independent Studyの認定を考えるのがよいと

考える。 
 
 （５）幼稚部の併設  
 
言語の学習は早い時期に始める方が効果的であることはよく知られている。特に

アメリカで生まれ、バイリンガルの家庭に育つ子供の場合、片親の日本語だけで

なく他の大人や子供の日本語に接することはその後の日本語力の形成に大きな効
果があると考えられる。こうした機会がなく突然補習校の１年生に入学する場合

はかなりの心理的負担がある。文科省でも日本語補習校での幼稚部の大切さが認

識されて来ている（付録参照）。  
 
また、児童生徒数を確保するという観点からも、他の補習校で幼稚部の併設は効

果があった例がある。三育学院の場合は幼稚部があるため、幼稚部へ通った児童

はほぼ全員そのまま小学部へ進んで行くようである。 
 
一方、幼稚部に関しては文科省からの派遣教員も外務省からの借用料援助も期待
できない。完全な自助努力で経営をする覚悟がないと踏み出すことはできない。

現在の施設では幼稚園児の安全面に不安がある。また、園長の採用が必要かどう

か、保父、保母の確保が可能かどうか、どれだけ需要があるのか、経営的に採算

がとれるのか、など数々の不安要因がある。 
 
全米ではシカゴ、インディアナ、コロンバス、ポートランド、ロサンジェルス、

シンシナティ、アトランタ、ニュージャージー、ニューヨーク、ホノルル、ボス
トン、デトロイト、シアトル、ワシントン DC、などかなりの数の補習校で幼稚

部を持っている。 
 
競争相手としてはサンフランシスコではリトルエンジェルス、East Bayでは Free 
Methodist Church of El Cerrito。一方サンノゼ地区では幼稚園児に土曜日に日本語

を教える施設はないらしい。保護者のアンケートでもサンノゼ地区に幼稚部の併

                                                 
5 これは Open House の際に何人かの現地校教員から聞いたことである。 



設を求める声がかなりあった。また、意見交換会では、幼稚園児と低学年が交流

できる場を作ることでリトルエンジェルスなどにはない長所を出すことができる

ことが指摘された。  
 
委員会としては幼稚部の教育効果を高く評価し、経営的に採算が合うのであれば
少なくともサンノゼ地区に幼稚部を併設、更にサンフランシスコ地区でも需要を

調査の上、幼稚部の併設を真剣に考えるべく提言する。このための専門の委員会

を設ける必要がある。 
 
（６）下校時間統一  
 
特に遠くから補習校へ通う家庭では、子供の下校時間がバラバラだと保護者にと

ってかなりな負担である。アンケートではこれも希望として多く挙げられていた。

低学年の授業時間を延ばすことは、集中力をつなぎ止めるのに困難がある。一方、

高学年の授業時間を短くすると、教育の質の低下につながる。 
 
SF 校では、カフェテリアで低学年の子供と一緒に宿題を見たり本を読んだりし

ながら高学年の子供の下校時間を待つ姿がよく見られる。SJ 校では保護者会の

有志を中心に「ホームワーククラブ」を開設し、かなりの需要がある。借用校と

の契約ではどの教室も同じ時間だけ借りているため、低学年の教室は基本的に使
うことができる。意見交換会では San Diego の補習校で低学年に「よい子の時

間」が設けられていて下校時間が統一できているという指摘もあった。 
 
委員会としては授業時間は今まで通りにし、一方空いている低学年の教室を活用

して宿題の手伝い、または音楽、図工、書道、体育などの興味を引きつけ易い内

容の After School Programを有料で設け、希望者に提供することを提言する。こ

うした課外の内容についてはアンケートではかなり希望があったことも付け加え
たい。  
 
（７）派遣教員削減に対応 

 

現在の児童生徒数減少の理由が日本からの派遣駐在員数の減少による自然減だと

すると、教育面で改善を実施しても児童生徒数が増やせる保証はない。一方文科

省の派遣教員数削減の方針を見ると、派遣教員数が今後減って行くのは避けられ
ない可能性が濃厚である。理事会としては派遣教員数が減っても、教育体制を維

持して行くべく緊急に対策を考える必要がある。 

 

例えば校長経験者が派遣されなくなった場合、校長を５年任期で現地採用し、派
遣教員は現地採用教員の研修、育成を主な職種とすることが考えられる。 

 

（８）帰国対策  
 



帰国を控える家庭の心配は重要な問題である。岩﨑校長によると、「進路指導は

校長の職務」であり、補習校としても出来る限りのことを提供する必要がある。

可能な対策は、  
・ 帰国子女受け入れ校についての説明会 
・ 派遣教員による個別の進路指導  
・ 標準学力テストの実施（例えば国語、算数、それぞれ５０分、有料） 
・ 漢字検定試験の実施 
・ 英語検定試験の案内（三育学院で行われている）  
 
また、補習校の児童生徒が帰国後どのような学校へ行き日本へどう順応している

かのデータを知ることは補習校の魅力を広める上で重要である。人件費の出来る

だけかからないブログなどで卒業生のその後を追うことを考えていきたい。 
 
（９）欠席対策  
 
補習校を辞める原因のトップは引っ越し、帰国だが、次に多いのが現地校スポー

ツ、習い事などとの両立である。この問題を解決するには、やむを得ず欠席した

際に何とか追いついていける環境を整えることが重要である。 
 
意見交換会では、中高の理科の教科書は実験で答えを出すことが前提になってい

るので、答えが書かれていない、休むと読むだけではわからないのでワークブッ
クを補助教材として使ってほしいという指摘がされた。 

 

また、岩﨑校長によると、カリキュラムは正式に書面で作成されているので、保

護者に配布できる形にすることは原理的には可能とのこと。これをウェブサイト

に掲載すれば、欠席した際にはカリキュラムを参考に各家庭で追いついていくこ

とを奨励できる。 
 
（１０）その他の保護者の要望  
 
アンケートでは下校時間後にサッカー、華道、茶道、書道、そろばんなどの課外

活動の希望が見られた。  
 
委員会としては借用校の時間が決まっていること、教員の就労時間を延ばすこと

はむずかしいことから、学校として課外活動を提供することは不可能と判断。一

方、学校として保護者間で連絡を取り課外活動を組織することを積極的にサポー

トするべきだと提言する。例えば Internet forumなどをホストし保護者が簡単に

互いのニーズを連絡し合える場があれば、下校後に近くの公園などでサッカーの

グループを作るとか、コミュニティーセンターなどの場所を借りて課外活動をす

ることを奨励することができる。  
 



また、現在では住所、電話番号のついた学校名簿は作成していないが、データベ

ース運用の暁には、現地校でなされているように保護者の承認がとれた家庭だけ

についての学校名簿を配布し、保護者間の連絡を取り易くし、特に同じ地域の家

庭同士でカープールやバスの手配の助けにすることができる。 
 
現在 SF校、SJ校の「学校区」は County単位で決められているが、通学距離が

遠いほうの学校に割り振られる例がある。「学校区」は原則としつつも個々の事

情に応じて柔軟に対応することを明記することを提言する。  
 
保護者会の活動の重要性は教員・保護者ともに強く認識されていて、また総合的

に集団活動を通じて国語力を育てるためには児童会生徒会活動も欠かせない。こ

うした活動を促進するため休み時間の配分を見直すことも考えたい。  
 
（１１）地域対策 
 
委員会では名案は出なかったが、バイリンガルの家庭での英語を母国語とする保

護者に渉外グループとなっていただくとか、保護者でさらに寄付を集めて地域の

担当者等に日本を訪問する機会を提供するとか、かつて出されたアイディアを思

い起こした。 
 
（１２）経営 

 

経営の改善についてはこの委員会には専門知識がなくはっきりとした提言はない。
一方、上の提言の中で低学年に対する５、６時限での After School Programや

幼稚部設置は、実質的な児童生徒数を増やすことで児童生徒数の変動を相対的に

減らし経営安定に貢献する可能性がある。また、高等部が赤字の大きな原因であ

ることは明らかであり、高等部の生徒数増加が経営改善にインパクトが大きいの
で、WASC認定などを通してより魅力的なプログラムを作っていくことで経営改

善につながることを期待したい。今年度初めて実施された修学旅行なども魅力に

つながっていくと考える。



5. 付録 
(1) 委員会活動日程 
6/16 理事会で委員会設置を決定、データ収集を開始 
8/22 電話会議  
8/25 理事会へ経過報告  
9/10 日立で委員会  
9/24-10/1 保護者の意見をアンケートで収集  
10/14 電話会議  
10/15 クパティーノ校で委員会 
10/20 理事会へ報告書草案提出 
11/4 電話会議  
11/5 SF校公聴会 
11/12-19 教員の意見をアンケートで収集 
11/19 SJ校公聴会 
11/28 電話会議  
12/6 最終報告書案を回覧 
12/8 理事会へ最終報告書提出 



(2)保護者アンケート 
保護者の意見を汲み取るため 9/24 にアンケートを配布し、10/1の締め切りで収

集した。FAX、電子メールの提出も受け入れ、一週間の短い期間でありながら

多くの意見を集めるべく努力し、１５３通の提出があった。かなり高い回答率と

言える。アンケートの文面は以下の通り：  
 
保護者の皆様、  
 
今理事会では年々減り続けている児童生徒数に危機感を感じています。これは
SFJLCに限らず世界的な傾向で、特にベイエリアでは日本企業からの駐在員が

減っていることも背景にあります。一方補習校の姿が今のニーズに合っていな

いのではないかという心配もあります。そこで皆さんの補習校に求めるもの、
改善したい点などについてご意見を伺いたいと思います。ご面倒だとは思いま

すが、日頃補習校について思っていたことを書いて各家庭一枚ご提出ください。

無記名で結構です。このアンケートは様々な要望／意見があることを知るため

のもので、特定の改善案に対して賛成／反対の集計をするものではありません。  
 
12月に理事長へ答申する予定になっており、時間がありません。申し訳ありま
せんが来週 10月 1日を締め切りとさせていただきます。アンケートの結果を踏

まえて具体的な提案を用意し、もう一度皆さんのご意見を伺うミーティングを

11月に持つ予定です。職員室の前に回収用の箱を置いておきます。来週学校へ

来られない方は FAXで 206-202-4175、または電子メイルで shouraizou@sfjlc-
hogoshakai.org でも受け付けます。英語版は http://www.sfjlc-
hogoshakai.org/survey.pdfです。 
（将来像委員長／保護者会代表会長 村山斉）  
（１）お子様の学年  
（２）今までの在米年数  
（３）今後の在米予定年数 
（４）日本語補習校に何を求めていらっしゃいますか  
（５）今の補習校ですばらしい点、のばして行きたい点は何ですか  
（６）補習校で改善できる事を具体的に書いてください。今までの補習校の姿

にとらわれず、自由に考えてみて下さい。  
改善の例：授業時間の短縮・延長、幼稚部の併設、全日制日本人学校の併設、

習熟度・目的別クラス編成、できる限り幅広く教科書に沿った授業／教科書を

全部網羅せず重点をしぼった授業、国語以外の科目の選択化、授業日の変更、
community Japanese language schoolの併設、模試の実施、受験指導の充実、帰

国子女受け入れ校の説明会、文化的イベントの充実、宿題の量を増やす・減ら

す、休んだ授業に追いつくための資料の用意、教師と保護者の懇談の充実  
 

 
日本語補習校に求めるものは大体予想通り。例は 
 



 日本語の読み書きを身につける 
 日本の学校を体験できる場 
 バイリンガルを維持する場 
 日本文化の理解の場  
 日米文化の違いを学ぶ場  
 日系、日本人の友人と遊ぶ場  
 日本の学校教育に沿ったカリキュラム  
 塾とは違う幅広い教育を身に着ける場  
 同じ目的を持つ友人から触発される場  
 学力の向上  
 日本帰国後の準備（帰国後スムーズに日本の学校に適応できるように） 
 算数と国語力 
 家庭の事情で余儀なく海外生活を強いられた子供達の、不安な心の拠り所。

そして帰国後安心して日本の学校に戻れる確かな足掛り  
 日本人としての生活習慣、常識を身に着ける場  
 先生（目上の人）との交流 

 中・高・大受験への対応（国数） 

 現地校と異なった集団生活、団体生活のルール 

 国際社会に通用する人間形成 
 

補習校のよいところ、のばして行きたいところは 
 
 国際的な雰囲気  
 朝礼 
 先生方の丁寧な授業、テストや宿題への細かいコメント  
 人間的にも尊敬できる先生方  
 活発な保護者会活動  
 図書室、および 図書ボランティアが充実している  
 Openな保護者の雰囲気  
 少人数クラス 
 お話会（昼休みの読み聞かせ） 
 漢字テスト、音読、作文が毎週実施されている点。  
 先生方がすばらしい。一人一人の子供達の学習に心を配っている。 
 ４教科のアカデミックな学習、先生、保護者会。 
 週一日でありながら、日本の学校で夏休みに体験学習をしても授業は問題な

くこなせた。 
 安全面の確保。組織が確立されている。 
 保護者の皆様がボランティアなどで活躍され、最大限にサポートしようとし

ているところ。  
 お友達同志とても仲良くできる環境はすばらしい。  
 学校行事（運動会、フードバザー、古本市など） 



 教科書を使った授業（同じ学年内でカリキュラムの差が少ない）  
 日本の学校ならでの習慣（例 日直、当番、校歌、授業前の相談） 
 プリント、宿題の質が高い 
 児童、生徒、保護者、先生のやる気 
 「いじめの低学年化」が目立たない 
 授業前後のあいさつ（日本らしい習慣） 
 日本文化、行事の体験 
 親同士の交流 
 生活の中で日本語習得ができる 
 先生が児童の置かれる立場を理解している（異国での日本語学習について） 
 カリキュラムのバランスが良い 
 
改善すべき点で多く挙げられていたのは 
 
 習熟度別、目的別クラス  
 算数、理科、社会の選択制 
 幼稚部の併設 
 
その他には  
 
受験対策 
 受験を意識した問題を宿題に出してほしい。 
 帰国児童生徒受け入れ校説明会、情報がほしい。受験、編入、地域別の案内

など 
 帰国に際しての模試の実施 （関東方面以外はアメリカでは受けられない

為） 
カリキュラム 
 放課後に 華道、茶道、書道、そろばんなどのクラブ活動があると良い。  
 図工、音楽、スポーツ、書道、そろばんの授業の導入 
 夏休みの宿題量の見直し。宿題が多すぎる。 
 夏期集中学習の見直し（取りやめ、延長）  
 宿題を減らす、増やす 
 日本語を使う子供の環境として、休み時間（子供が自由に話す場）が少なす

ぎる。昼休み時間の短縮が残念、元に戻して欲しい  
 スポーツの授業を増やす。 
 各学年でスピーチ大会など皆の前で日本語をスピーチさせる機会を与えてほ

しい。  
 小中合併による年齢、学年にこだわらない授業  
 今のような受身的な授業だけでなく もっと自分で調べ、まとめ発表できる

ように指導  
 低学年は全クラス アシスタント制にする、半チュ－タリング制、 授業サ

ポートの為の保護者ボランティアを入れる  



 テストに時間を掛けすぎる。テスト、成績表をなくしその時間を習熟度、目

的別などに有効利用する。 
 漢字検定実施 
 教科書をこなすだけでなく 日本の文化を教える時間を月に一度設ける 
 世界的にも有名はシリコンバレーにあることを利用し社会見学や講演会など

机上の学習以外も取り入れる。 
 折り紙、歌などの楽しい授業を高学年にも  
 作文力、計算力の充実 
施設 
 借用校でなく専用校舎の確保による制約の少ない自由な活動、曜日も変更で

きる 
 小学生には小学生サイズの机、椅子を 中高生にも身体にあった机を使える

よう借用校を変更する 
サポート体制 
 教師と保護者の連絡を密にとる 授業態度、宿題提出を詳しく報告 
 欠席、遅刻に対してもっときびしくする 
 休んだ時の遅れを取り戻す為の資料をサイトに載せる（各家庭の責任でフォ

ローアップする） 
 教師から家庭指導へのアドバイス強化  
 参観日を学年ごとに別の日にする。（親が移動して児童が集中できない。 

駐車場がない）  
体制 
 SAT、APテストの日本語テストの準備、情報提供  
 高等部での取得単位を現地校の単位に適用  
 Community language Schoolを併設し長期組の子供達が通えるようにする  
 保護者間の情報交換の会をつくる  
 「永住の会」「日本の出身地域、帰国地域別の会」など 
 １、２年生の下校を３時半にする。授業が無理なら、いくつかの教室を開放

してもらい、待ち時間に宿題をしたり本を読んだりさせてほしい。 
 低学年終了後のベビーシッター制度、アフタースクールの併設（宿題をする

などの自習室を設ける）  
 日本からの教育者の派遣をふやす。 
 クラス替えは 2年ごとにする  
 日本の学校との交流  
 高等部進学の基準廃止、 希望者全員入学。 小学生も同じ  
 SF 校、SJ校の選択を自由にできるようにする。  
 放課後クラブを作り学年枠をこえたふれあいの場を作る。高学年が低学年を

教える機会にもなる  
 先生の評価制度  
 現地採用の先生の声にもっと耳を傾ける 
 日本からの派遣教師の増員 



 欠席日の授業資料準備の徹底  
 １日の授業時間の増加 
 宿泊研修 
 図書管理専任職員の配置  
 義務教育９年間分を高等部までの１１年間で到達 
 習字、学芸会 
 社会科の充実 
 高等部での単位が大学入学に利点となるよう 
 保護者の授業ボランティア（子供の習熟お手伝い）  
 休み時間の延長(友達が増える) 
 インターネットでも授業  
 日本語学習ソフトの紹介  
 クラレンドン・エレメンタリー校を通常授業に借用  
 遅刻、早退、欠席のリメイク制（休んでも他で単位が取れる） 
 全日制日本人学校設置 
 
 



(3)教員アンケート 
補習校現地採用教員の意見を汲み取るため 11/12にアンケートを配布し、11/19
の締め切りで収集した。FAX、電子メールの提出も受け入れ、一週間の短い期

間でありながら多くの意見を集めるべく努力し、35通の提出があった。かなり

高い回答率と言える。アンケートの文面は以下の通り：  
 

補習校の先生の皆様、  
 
いつも私たちの子供たちに熱心に日本語での教育を施してくださりありがと

うございます。補習校の子供たちは様々な背景、動機、目的、国語力で補習校

に通っており、先生方のご苦労は私たちには想像できないほどだと思います。

ご存知の通り理事長により補習校の将来像を考えるための委員会が設置され、
情報収集、保護者からのアンケート調査、話し合い、保護者との意見交換会を

重ねて来ました。つきましては、先生方からのご意見を伺って参考にしたい点

も多々ありますので、アンケートにご協力御願いいたします。急ですが来週の

１１月１９日にご提出いただければ幸いです（各校に回収箱を用意します）。  
 
保護者からのアンケートでは（１）生徒の習熟度、目的に応じたクラス編成

を考えること、（２）国語以外の科目については採りたい人だけが採る選択制

にしたい、という意見がかなり見られました。特にこの点について実際に教鞭

を取られている立場からご意見を伺いたいと思います。アンケートは委員会外

には見せず、匿名ですのでご自由に意見をお願いします。  
 
ちなみにアンケートでは先生方のご努力に感謝する声がかなりありました。

別紙に抜粋しましたので是非ご覧下さい。  
 
紙面で提出されない方は FAXで 206-202-4175、または電子メイルで

shouraizou@sfjlc-hogoshakai.org でも受け付けます。 
（将来像委員会委員長 村山斉） 
 
（１）今までの教師経験（日本、補習校、現地校、など）  
（２）今の補習校教育でうまくいっている点  
（３）今の補習校教育で矛盾を感じる、またはうまくいっていない点 

 （４）クラス編成を工夫する場合どのような編成の仕方が望ましいか。また、
クラス分けをする学年はいつからが妥当か。（他の補習校の例では先生の判断

で習熟度別編成を試み保護者の反発で失敗したそうで、岩﨑校長はむしろ各家

庭の希望に基づく「目的別」の編成も考えられるとのご意見です。すると、ど

のような「目的」で分ければ保護者の納得がいき、なおかつ先生方から見て教
育効果のあがる形になるのかどうか、が焦点です。）  

（５）国語以外の科目を選択にした場合、子供の教育の観点からメリット

（短い時間で興味のある科目にしぼって集中力が上がる、など）、デメリット

（総合的な国語力の育成にならない、など）を挙げてください。  



（６）現在充分な研修、授業やクラス運営の技術についての訓練、指導を受

けられていますか？もしそうでない場合、どのような形、内容を望まれます

か？ 
（７）その他に補習校で改善できる点があれば挙げてください。 

 
それぞれの学校のアンケート結果を別々にまとめる。 
 
小学部 SF校（15名分回収） 
 
（２）うまくいっている点 
・ 駐在、永住家族など、家庭環境、事情が異なる中で児童が融合している  
・ 異なる背景を持った児童が集まり、一人一人の個性を発揮できる 
・ 言語レベル、文化的背景等の違う児童が、他を見下すことがあまりなく仲良

く 1つの学校として成り立っている  
・ 日本と同じような行事がある 
・ 日本語を学ぶ環境が与えられる  
・ 文科省指導要領にできる限り沿った指導ができている  
・ 保護者の協力を得て家庭学習が功を奏し、週１回の学校とは思えない高レベ

ルの教育が施せている  
・ 教育レベルを下げないこと  
・ 保護者会、理事会の協力により、様々な行事が実施されている。 

・ 児童、保護者、教師それぞれの努力、協力により、週１日の授業と家庭学習

で教科書の基本が学習できる。 

・ 理事会、保護者会、教職員それぞれの組織改革・改善(図書のバーコード化

等)が進んでいる。 

・ 大きな事故も無く、子供達が元気に楽しく過ごしている。  
・ 週１日という学校でありながら塾と言う雰囲気は無く、日本的な学校を体験

できる所。 
・ 学級担任制を行うことによって、クラスが一つの単位としてまとまることが

できる。  
・ 担任が学級を責任を持って作っていくという面で、児童はクラスに自分が所

属しているという仲間意識が出来る。 
・ 学校と言う形では担任制がベスト。 

・ 週 1度の授業ながら、日本での 1年分をうまく盛り込んでいる。 

・ 個々の日本語力の差、目標の違い、慣習の違いを反映させながら行っている。  
・ 将来、日本へ帰国予定のある児童を対象に日本の授業計画を立て教師が一丸

となって努力している点。  
・ 保護者の全面的な協力・支援が得られる点。  
 
 
（３）矛盾を感じる点、うまくいっていない点  
*学校について 



・ 教師間の和がくずれている  
・ 学校としての活動が全くなされていない  
・ 学校行事に関する変更、決定が何の話し合いもなく行われることが増えた 
・ 日課表の変更など、職員と保護者とが同日に知らされたのはたいへん驚いた  
・ 学級編成が年度末まで保留された 
・ 3年前に比べて旨くいっている点は殆ど無く、現状は後退している感じ。 
・ 入学許可を出すシステム、基準がよくわからない  
・ 補習校は、日本と異なる様々な問題を持ち、日本と同じようにしようとして

もできない面があるのに、派遣教員の方たちは現場の事情、やり方を聞こう

としないで、上部で決められた方針のみで運営されているため、不都合なこ

と（例えば昼休みの短縮）、気持ちがひとつにならないことがある  
・ 校長 /教頭先生は現地の状況をもっと勉強するべき。(堀井校長からは、経験

のある先生、現地校に詳しい先生を否定されてきた) 
・ 校長、教頭、理事会レベルで全て決められている。 
・ 時間的配分は再考する余地あり。 
・ 学校という形式を保つべき。塾などとの違いをはっきり認識した上で、児童

会活動、委員会活動等の場を確保すべき。その為には昼休みの時間が現行の

40 分では難しい。 
・ 入学式、卒業式等の儀式も大切にし、教え子の卒業式に教師は全員参列でき

ることを望む。 
・ 細かい仕事が増えてきている。遅刻した生徒の安全確認のための連絡、二つ

の出席簿、低学年の昼食時の大変さ。 
 
 
＊児童、保護者に対して  
・ 補習校で意欲的に学びたいという児童と、来ることのみが目的の児童が同じ

クラスなので難しい点がある 
・ 保護者の補習校への要望の二極化。例えば日本語の維持でよい、とより発展

的日本語力の要求、宿題の量、校内での英語使用  
・ 教師の熱意が保護者に伝わらず、サポートが得られないことがある  
・ 『親が強制するので学校に来ている』とあからさまに言う子がいる。自分は

全然勉強したくない。その子が他の人に迷惑をかけるので困る。 
・ 途中でやめた児童が再び学校に戻りたい場合の学校の処置。 
・ 日本語力の違う児童が同じ教室で学習している。  
・ 日本語力の個人差が学年上昇に伴って大きくなっている。  
・ 児童の学力が相当違うにも関わらず、学年別に授業をするということが難し

い。  
・ 学年が上がるにつれ、授業、学習内容を理解できない子供が増え、それでや

る気を失ってしまう子供を救う手だてが今のところあまり無い。 
・ 親の意識もまちまちで、学校に対して要求していることも違う。特に、スポ

ーツなどと両立させたい場合、親、子供、先生、みんな苦労する。  



・ 社会など、日本に行った事がない子供には理解できず、興味もない。それを
教師がどう指導していくのか？! 

 
（４）望ましいクラス編成 
＊現状でよい 
・ 低学年では一斉授業でも無理はないと思う 
・ 学校生活の体験も、補習校の大切な役割なので、日本国内の学校が習熟度別

クラスを採用しない限り、今まで通りでよい。 
・ 現状のままでよい。平日の補習授業に賛成する 
・ 現状のクラス編成に賛成。目的別、習熟度別に分けると児童に差別、偏見が

生じると考えられる 
・ いろいろな児童がいて思いやり等学べるので、いろいろと分けるのはよくな

い 
・ クラス編成は現行でよい。  
・ 同じクラスに自分とは少し違う目的を持っている児童がいてもよい。『個』

を大切にした教育を行い、児童にも『違う』ことは悪いことではないと話し

たい。 
・ 補習校である限り、文科省の方針に沿っていくべき。  
・ 独自の道を歩み始めると補習校ではなくなる。 
 
＊目的別、習熟度別  
・ 習熟度別が望ましいが、保護者の反発が考えられるため良い考えが浮かばな

い 
・ 目的別は、保護者、家庭の希望を聞くということで、多岐に渡りすぎ、学校

側の教育方針がまとまらなくなる恐れを感じる 
・ 目的別編成では、現地組と短期組に分かれてしまうと思う  
・ 習熟度別、目的別の編成については賛成できない。色々な児童の中で勉強す

るのが望ましい補習校の姿だと思う。 
・ 日本で進学(受験)を考えているクラスとアメリカに残るクラス、または、海

外子女枠で日本で進学を考えているクラス 
・ 基礎を中心としたクラスと、発展・応用まで進むクラス、時期：３～４年生

から  
・ 今試している課題別学習は、あまり効果は無く、教師の負担が大きすぎる。  
・ しかし、目的が違う児童を一緒に持つのは教師としては大変。  
・ 目的別は成功の可能性が高い。  
 
*その他  
・ 保護者に「補習校は日本に帰国を前提とした子供への学校であること」と再

認識していただくことがまず大切だと思う。その上でクラス編成を考える 
・ 担任がクラス編成を決定。後の変更なし。低学年の定員 20名、高学年 25 名  
・ 学級担任制は続けるべき。  
 



 
（５）科目選択の是非 
メリット 
・ 興味のあるものに取り組ませれば、学習姿勢が変わり、得意なものの力を伸

ばせば他教科へも好影響を与える 
・ 国語の時間が増えるということから、国語力の向上につながる可能性がある

が、1日中ほとんどの時間が国語になって、それに比例した効果が上がると

期待するのは難しい 
・ 児童の負担が軽くなる。 
・ 午前中だけ授業など、補習校での学習時間を短くすることが出来る。 
・ 関心、意欲、自主性などが期待できる。(授業に対して) 
・ 理科、社会は４年生からでもよい。  
 
デメリット  
・ 帰国に際して、学習していない教科があると大変  
・ 小学生はなるべく多くの科目にふれさせない  
・ どの科目にも興味深く、取り組むに値する単元がある。選択によって、広く

学習するチャンスを逸する可能性もある  
・ 子供が「自分の興味のある科目」を選ぶことには賛成できない  
・ ４教科学習した児童の語彙が多い。  
・ ただ聞くだけ（言葉）でもよいと思われるので、社会、理科もあったほうが

よい  
・ 社会は日本人として知るべき知識を身につけ、理科は日本へ帰る者にとって

は必修。  
・ 4教科勉強することで、物事を広く考える態度が身に付く。 
・ 現地校では理科を体系付けて教えないので、日本の小学校の理科は大切。 
・ 社会はアメリカと日本を比較しながら。  
・ 算数、理科、社会の用語を学習する機会が減る。  
・ 日本の文化、歴史、科学など広く日本を学び理解する機会が失われる。  
・ 学校と塾がどう違うのか考えてみるべき。学校で何を学ぶのか？学習だけを

重視した学校生活のあり方となると、ちょっと今までの学校とは違ってくる

だろう。  
・ 算数、社会、理科などから、日本語だけでなく日本の文化、慣習なども学べ

る。  
・ あくまでも帰国を前提とした児童を対象に考えるべき。 
・ 3年生以上は主要 4科目すべて学習しなくてはならない。  
 
（６）研修、訓練、指導  
・ 授業で実施したことについての反省点などや他の先生と体験を分かちあうと

ころまで時間が持てないのが現状。研修等にも大変興味があるが、いつ実施

するのかが問題（平日に他の仕事を持っている教師も多いので） 



・ 以前にあったように、年に何度か、校長やカウンセラーからの研修を受ける

時間があってもよい 
・ 研修、技術訓練などはいくらでもあったほうがよい。自分のクラスを活用し

て、指導、訓練、模範授業などが行われるとよい  
・ 研修、訓練、指導等は受けていると思う  
・ 現状のまま、研修等を増やすのは、教師や子供への負担が増える（クラスの

子供を置いて教室を抜けなくてはならないので）  
・ 研修授業後の話し合いによって、指導方法等へのアドバイスがありました。

従来のような形で全員が受けられればさらによい  
・ 研修は受けていない 
・ 年に何回か教員全体でも良いので、授業やクラス運営の技術を受けられる場

があったらよい。  
・ 日本で訓練を受けている校長/教頭先生が講師で良い。 
・ 以前は色々と話し合って意見を出し合ったが、今は殆どの先生方が意見を言

わなくなってしまった。言っても無駄だという雰囲気。 
・ 昨年度は講師を招いての教育研修、校長先生の講義及び師範授業、教育関係

図書(事務局保管）の充実などありましたが、今年度は教頭先生の授業の他あ

りません。費用(研究校であった為予算があった）の関係もあると思いますが、

出来れば同様の研修や授業の充実を希望。 
・ 日本での教育現場がどの様に変化していて、どういうことが要求されている

のか等の研修をもっとして欲しい。  
・ 米国に長くいる教師などに新しい指導、考え方をもっと学んでもらうように

資料提供やワークショップを開くべき。  
・ 周りの先生方に指導して頂いて本当に助かる。 
・ 研修授業には参加したいが、時間割の関係でなかなか出来ない。 
・ 日本から本を取り寄せたり、インターネットを利用して日本の教育事情に沿

った研修を心がけている。  
・ 更に情報が得られるような方法を紹介して欲しい。 
 
（７）その他 
・ 変更点、改正点などについて、教師間で十分話し合う機会を作っていただき

たい  
・ 低学年のクラス人数を減らして欲しい。３０名近くの指導は困難 
・ 昼休みが短く、早退や病気の児童の面倒をみたり、活動の準備をすると、昼

食をとる時間がなくなる 
・ 校長、教頭、職員間の伝達連絡はきちんと土曜日に行っていただきたい  
・ 自由にものが言えるようになってほしい  
・ 借用校でなく補習校の建物が欲しい  
・ 昼休みを長くして欲しい。(児童会、図書活動、児童間の交流の為) 
・ 特別授業の内容は教師に任せて欲しい。  
・ 人事は適材適所にして欲しい。  



・ 土曜日の仕事なのに、他の日を費やしたり、連絡を受けることが多い。(3 年

前までは無かった) 
・ 役が決まっているのに教頭先生が相談もせずに勝手にしている。(今までなか

った) 
・ 高学年でも少人数クラスが望ましい。(授業での音読、発表、黒板での問題解

決など、個々の児童の活躍の機会を増やせる。また、個人指導も丁寧にでき

る。) 
・ ここ 2-3 年、校長 /教頭先生に学校のあり方についてなど改善の色々な意見を

現地採用の教師が出していた。しかし、校長 /教頭先生は『教師は上司が決め

たことをやればいい。学校の運営に関することで、意見はするな！』と言わ

れてきた。『自分達はその為に日本から派遣されて来ているし、理事会も承
認している。口出しする権利はない。』と今でも言っている。3年したら無

責任にも問題を残して帰国する上司にそれ程の力を理事会は与えているとし

たらこれは問題。  
・ 昼休みを 40分では短すぎる。50分あれば、児童の活動の幅が広がる。   
  
小学部 SJ校（9名分回収） 

２）うまくいっている点  
    
・ 各学年内のコミュニケ―ション、 各種行事 図書コーナーの利用等。  
・ 少ない授業日で日本の学校の学習量をカバーする密度の高い指導が行われて

いる。 
・ 学年間で教員が良く話し合い、協調しながら学年全体、学校全体で一定以上

の教育を行っている。  
・ 帰国した際、日本の小学校に適応できる学力を習得できる教育課程が基本に

なっている。  
・ 子供たちが互いに認め励ましあいながら学んでいる。  
・ 文科省からの派遣教員による教育指導、助言が受けられる。 
・ 保護者会を中心に保護者が学校運営に協力的である。（図書コーナーの充実、

ボランティア、行事）  
・ 学校教育として、強化学習だけでなく 様々な文化的行事などの催しがある

点。  
・ 保護者と連携して週一度の授業でも日本のカリキュラムに沿って殆ど全ての

単元をこなしているのは児童達の頑張りも含め素晴らしいと思う。保護者の

ご協力に感謝しています。  
・ 週一度ではあるが「日本では．．．」という教え方が 帰国前に「細かくご

指導頂き助かりました」と言われた。日本に帰った子供のショックが少しで

も減ればと思う。永住の日本人と接するときに少しでもお互いが驚かないよ

うにと心がけている。  
・ 日本の小学校の疑似体験（集団行動） 
・ 児童自身が日本語を身に付ける事が当然として通学している 



・ 基本的なカリキュラムができていて、学年間で協力し合いながら教育できて

いる  
・ 派遣教員のサポートが得られる  
・ 時代の要請に合わせて保護者会や理事会が真剣に子供の将来の教育を考えて

いる  
・ 習熟度別、目的別クラス編成になっていない  
・ 習熟度別、目的別編成にするとなると→準備に相当なエネルギーを使う事に

なり、本来やるべき事が疎かになるなど目に付かないところで大きな弊害が

生じる事が予想される。また適正なクラス編成は難しく教師と保護者の信頼

関係が築きにくい。今はお互いに刺激を与えあっているという利点がある。  
 
３）うまくいっていない点 
 
・ 同じクラスに帰国して受験するために塾とかけもちで早退する子供がいる一

方、「とにかく補習校に行ってくれたらいいい。」と親が言いお誕生会で早

退する子供が居る。どっちつかずになっている気がする。  
・ クラスの中で児童の学力の差が大きい点。また 保護者の意識にも「日本語

に触れるだけでよい。(宿題はしない)。」という極端なものから「帰国して

すぐに日本の学校に馴染めるように。」という学校運営の主旨にそったもの

まで幅が広すぎる事 
・ 理事会、事務局(派遣教員も含む)、教職員のコミュニケーションが十分にと

れていない。  
・ 派遣教員の考え方により任期 3年後とに学校運営が大きく変わる。（例：新

日課導入、課題別学習への取り組み）日本の学校で効果をあげているものが
そのまま補習校で生かされるとは限らない。補習校に学ぶ子供にとって決し

て適当な取り組みではないものがある。  
・ 保護者の補習校に対する期待がどんどん多様化している。それを受けて学校

側が対応する際、直接指導に当る現場の教職員の声が届いていない。新しい
事を導入する際は慎重に検討していただきたい。(例：学校快方日の設定、 

通知表の記入法の変更、集中学習時の欠席の公的扱い等) 
・ 本来教員に求められている指導力、教育への熱意、児童への愛情などに力を

注ぎにくい環境である。例えば教員は週日も添削や教材作り、授業の準備に
追われている。最近はさらに書類作り、報告、事務的雑務に時間をとられる。  

・ Ｅメールにより保護者が学校長、教頭に担任を通さずに直接発言されること

が増え実情を誤解されることが起こっている。（真の問題解決もなされてい

なお。）さらに一部の保護者の意見を重視して学校全体が動く事に矢降り雑
務が増えている。（学校開放・通知表の公休扱い記入・教員面談資料等）。 

教員にとっては時間的、肉体的、精神的にも大きな負担となっている。そし

て児童のことを一番に考える熱心で優秀な先生方が耐え切れず辞められるの

は残念である。 



・ 日本からこられる派遣教員は私達を指導、支援するためだと理解しているが

実際には管理のみという気がする。（現校長についてはまだわからない）現

地教員の意見は殆ど聞かれる事がなく強制的に日本のやり方や日本で流行っ

ていることを押し付けられてきたように思う。日本でのやり方をここで押し

付けられても効果的でないことも多々ある。もっと現場の声を聞いて欲しい。  
・ 親から日本の学校通りの事を要求される  
・ 教育方針が３年ごとに変わる（改革？改善？改悪？）  
・ 挨拶（クラスで違う）  
・ 入学時に保護者が補習校の本来の目的目標をきちんと認識していない（家庭

での学習が重要である事を確認し、実行すべき）  
・ 派遣教員の考えと現地でのやり方にズレが生じ、補習校に必ずしも合ってい

ないやり方を無理やり導入されることがある  
・ 現地採用の教員の声を十分聞いてもらえないことがあり（特にこの２ ,３年）、

反対すると後の仕事が大変やりにくい状況になったことがある  
・ 問題を感じても持って行き場がない  
・ ３年単位に色々な事が変わっていくのは望ましく無い場合もあり、疑問が残

ることも  
・ 仕事が年々じわじわと増えてきて気持ちと時間に余裕を持てなくなってきて

いる（課題別学習、通知表の細かな記載、時間にゆとりがない新日課）  
・ 補習校の大前提が建前だけになり 温度差のある保護者を相手にどこに焦点

を当てて学習計画を立てていくか難しい  
 
４）クラス編成  
 
・ 国語のみ (4 時間)のクラスと現状のクラスという 2本立て 
・ 1、2年生でもすでに日本語がわからなくなっている児童がいるので一年生か

らはじめるのが妥当。（日本語を習得させたいという目的のみの保護者も多

いように見受けられる為）  
・ クラス編成とはことなるが無理に全員進級させるのではなく其々の子供の学

力に応じた学年からスタートしたり、児童のためになるのであれば再度同じ

学年の授業を受けられるようにするのも一案。 
・ クラス分けは理科社会が始まる 3年生くらいからが良い。  
・ 永住児童むけに宿題が少ないクラスを作る。（保護者と子供に希望を聞かな

ければ失敗する。校長先生の意見に賛成） 
・ 帰国コース（4教科）、永住コース 国、算の 2 教科。永住の児童も希望し

て帰国コースに入れる。時期は 3年生 
・ 習熟度別によるクラス分けは難しい。現在子供たちは目的、環境は違いなが

らも互いに良いところを認め合い励ましあって学習するよい雰囲気が出来て

いる。友達から学びあうことは大切。 
・ 小 1、2は持ち上がりが良い（学校生活に慣れてすぐクラス変えでは教育効果

的に疑問） 



・ 習熟度別編成クラスには反対！（子供はお互いに刺激し合い磨き合って成長

する。ゴチャ混ぜクラスの味は教育する上で楽しみ。補習校は塾ではなく教

育する学校。心も育てたい。）  
・ 習熟度より目的別が望ましい。（帰国の親は日本で即学校の勉強について行

ける事が一番の心配だからその希望に沿いたい。また永住の親は帰国とは目

標・目的が違い、漢字などにも求める完璧さが違う。） 
・ 目的別であれば 

1. 日本に帰る予定で、その時に困らない学力をつけたい  
2. 日本に帰る予定は当分無いが相当な日本語力を身に付けたい 
3. 日本語・文化に触れたい（多くは期待しない） 
1.、2.の場合は色々な条件でばらつきがあるのでうまく分けられないかもし
れないが 3.は国際学部的なクラスを併設すれば？その際学年にとらわれず

初級・中級・上級で。 
・ 全教科（従来通り）、国語基礎、算数基礎、計算力などのコースを設け、組

み合わせを自由に選ばせてニーズに対応  
 
５）国語以外を選択に 
 
メリット 
・ 自分の興味ある科目なら吸収しやすく学力が向上すると思う 
・ 土曜のスポーツ活動による中抜けや早退が減り 短時間で集中して必要な学

習ができる。  
・ 児童や保護者のニーズにあった選択が出来る。 
・ 語学は国語だけからとは限らないので子供の興味のある教科から学べば日本

語向上につながる  
 
デメリット  
・ 補習校としての目的や存在意義を考えると選択制にすると塾と変わらなくな

り基礎的な日本語による総合学習という主旨に沿わなくなる。  
・ 保護者の希望で選択した場合 児童にとって苦痛になる可能性がある。  
・ 学校としての一体感がなくなる。 
・ 「クラスとしてのまとまり」など 塾にないものとをどれだけ維持できるか

がポイント 
・ 補習校の目的は日本語だけでなく広い意味での日本人としての教育。バラン

スが欠けては良くない  
 
６）研修 
 
・ 教員間でゆっくり情報交換もできない慌しさなのでじっくり話し合えお互い

の工夫を教えあえる時間があればよい。  
・ 素晴らしい資質をもった先生方がおおいのでゆっくり話を伺いたい。 
・ 研修は十分でない。 教頭先生にもっと模範授業を見せていただきたい。 



・ 教え方、補助教材などの情報交換の場がほしい。  
・ 講習を毎年企画して欲しい  
・ 指導は十分ではないし任せられていて手探りで行うことも多い  
・ 現地のことを分かっていない派遣教員からの指導・助言は不適切なことがあ

る 
・ 派遣教員と現地教員で相談して決めたカリキュラムで技術向上のための研修

を持ちたい 
・ 毎年国内研修に１、２名を送り出しているその費用で、日本からの講師を招

いて教員全員で講義を聞く  
・ Paid のオーバータイムで訓練や話し合い等の時間があると良い  
・ 時間的な問題もあるので研修会の無い現状を受け入れている 
・ 教育経験者を招いて、学校教育や現場での生きた指導、教育のあり方など学

びたい 
 
７）改善点  
 
・ 時間割の修正（昼休み、帰りの会を 5分ずつのばす）  
・ 少人数クラスの徹底 （低学年２０名、中高学年２５名）  
・ 現地教員による派遣教員の評価  
・ 働きやすい環境（報酬改善、仕事量の軽減、） 
・ 現地教員の声をもっと取り上げてほしい。 
・ 教員が力を発揮できる現場にしてほしい。現状は教員を締め付けすぎ。  
・ 個別懇談の充実 時間が少なすぎる。 
・ 卒業式の持ち方を変える。今は 5、6年の担任と教科担任のみだが全職員が出

席して祝福してあげたい。  
・ 派遣教員、理事の任期入れ替えにかかわらず 一貫した学校運営ができる組

織を検討してほしい。 

・ 就業規則の見直し 

・ ＣＰＲのトレーニングを 

・ 永住の家庭に多いようだが、サッカーなどの試合の為に補習校を欠席する児

童が増えていて、補習校に行かなければという気持ちが希薄になってきてい

て危惧。日曜日のサッカーチームを補習校のスポーツチームのように決めれ
ばどうか？ 

・ 特に永住家庭は努力して学習力を高めるように家庭でのサポートを願いたい 

・ 学校や父兄会からの配布物が多く時間を取られてしまって困る 

・ 学年主任の手当てが仕事の量に対して低い（現在主任手当ては月額１５ドル
で１０年前から同じ） 

・ 管理職（教頭）から管理されていると感じる指導が増えた、管理ではなく支

援して欲しい 

・ 現地の教員の勤務評定のようなものを、管理職へも行ってお互い何を望んで

いるのか相互理解を深めて児童の指導に当たれると良い。 



・ 代行教員の制度化 

 

中高部 SF校（５名分回収） 

２）今の補習校で旨く行っている点 

・ 教員が、現実の生徒に対応しようと努力している点。 

・ 学校行事に工夫をこらし生徒が進んで登校しやすくなるよう努力している点 

・ 多数の日本人とバイリンガルのジャパニーズアメリカンが育っている点 
・ 友達を大切にし、土曜日を楽しみにしている生徒が増えている 

・ ４教科のバランス、行事 

・ 日本の学校ということを前面に出し、教科のみならず学校生活や文化的な部

分も理解させている 
・ 球技大会、特別授業、生徒会などの特徴 

 

３）矛盾を感じる、旨くいっていない点 

・ クラス中の生徒の学力差が余りに大きく全員に対応できない。 

・ 指定教科書からの精選省略可といわれても毎年担当学年が変わると実質不可

能。 

・ 派遣教員からの雑務要求が多すぎる 

・ １年目の派遣教員の現地認識不足 
・ 現地教員の不安定な地位（１年契約、小中高間異動） 

・ 授業の準備、宿題ができずに登校している生徒がいる。現地校優先になって

いるのだろうが悲しい。 

・ 基本方針「帰国後のための日本語教育」と現状の生徒たちの目的の差が大き

いこと 

・ 現地組８０％のクラスが多いにもかかわらず日本の教科書にこだわりすぎ、

これらの生徒に負担が大きい。 

・ 日本語力の差が広すぎる。 
・ 現地出身者の増加により全体的な国語力が低下している。生徒間での英語に

よるコミュニケーションが非常に多い。 

・ これまでのような帰国者に合わせたカリキュラムでは難しい。 

・ 高校生の場合、現地校での２/３出席原則により現地校で優秀な生徒ほど辞め
ざるを得ない状況。 

 

４）クラス編成 

・ 中学入学選抜無しならば中学からはクラス分け必要 

・ 帰国予定クラス：国語２ 数学２ 社会１ 理科１ ただし精選、学年を落

として在籍可の余地 

・ 日本語習得クラス：国語２ 数学２ 国語表現２ 数学のみ日本の教科書を

使用 
・ 学習のクラスは分けるが昼休み、球技大会、生徒会活動等はすべて従来通り 



・ 生徒自身が目的を持ちやる気になるクラス分け＝「目的別」と「習熟度（や

る気）別」の中間 

・ 中学からのクラス分け 

・ 「短期組」と「現地組」これでだいたいの日本語力の差は改善できる。多少

の入れ替わりも生徒の日本語力によってできる。 

・ 現地組には日本の教科書を使わないカリキュラムにしたらどうか 

・ 社会などは「日系人の歴史」などアメリカで興味の持てるものなど 
・ １教科の中で習熟度別クラス編成でなく、個人がどの教科に対して週緒お的

な学習をしたいかという希望に基づいた選択性から始めたらどうか 

・ 「はりきりクラス（宿題多）」と「ゆったりクラス（宿題少）」 

・ クラス分けは中学または小学高学年 
 

５）国語以外の科目の選択性について 

・ 永住者が帰国予定クラスに入ることになるが、理社の選択は認めない。（本

当のバイリンガルには国語のみでは不十分 

・ 日本語習得クラスの生徒には基礎力の定着が先。 

・ ボーダーラインの生徒には帰国予定クラスに入れて、理社の代わりに国語表

現を選択させる余地（上記クラス名称は仮、ただし教師側の指導をかなりと

りいれるべき） 
・ 生徒、保護者の負担が減る。 

・ ロンドン補習校では国語だけの授業だった。ただし、英語もしっかり習得す

ることが前提。が、保護者の理解が必要だが、現実は違うだろう。 

・ 帰国予定生徒には現状どおりのカリキュラムが必要だが、現地組生徒には不

要だろう。 

・ 「国語」の意味、日本語読解力なのか日本語会話力なのかを理解していない

保護者が多い。この認識が科目を決める上で重要。 

・ 日本語で授業を受けることを望むのか、会話さえできればよいのか 
・ 数学では現地校での学習とリンクがあり相互に役だつが、 

・ 社会科では接点が無く、しかも国語力を含めた日本の学校としての学習に必

要な科目の存在が危ぶまれる。 

・ 社会は国語との関連が深い、欲に公民などの語句は表現（小論文）の授業で
扱うものと同じものがあるのでメリットがある。 

 

６）研修、訓練について 

・ 授業研修（研修主任の指揮）は大変有効、クラス運営（教務主任のもと）は

必要に応じて自主的に行われている 

・ カウンセラーによる生徒指導研修は有益であったが（自殺者出た後では）遅

すぎた。 

・ 授業やクラス運営について管理職から減点法の視点で批判されたり叱られる
が、困ったときに建設的な助言が無い。減点法では教員が育たないと感じる。 

・ 授業研修があり、日誌を通して指導有り。 



・ 日本で行われていることを通しての指導でなく、当地での経験をもつ人から

のアドバイスが欲しい。 

・ 限られた時間では現状で手一杯。 

・ 研修授業、教科内ミーティングで互いに研究し合っている 

・ 不十分、専門家による指導、ロールプレイなど 

 

７）その他 
・ 分離した中高を元に戻せないか。目的別とか幼稚部併設とか文科省のこれま

での方針と異なることができるならば中高部へ戻せるのではないか。 

・ 派遣教員は実情に合わない。予算が許す時点で現地からの管理職を採用する

のが妥当。 
・ 授業時間の確保が第一。イヤーブック写真撮影などは学校外でできないか。 

・ 配布物の配布自体も時間が掛かっている。配布で生徒との交流が益々少なく

なる気がしていたが、インターネット配布はありがたい。 

・ 少人数クラスにより習熟度別クラスの編成は要らなくなるだろうが、予算的

に不可能だろう。 

・ ストレス抱えた生徒・保護者が多い。スクールカウンセラー常駐して欲しい。 

 

中高部 SJ校（４名分回収） 
 

２）うまくいっている点 

・ 学校教育の良さと生徒同士の仲間意識 

・ 保護者会の活発な活動 

・ 永住・帰国がほどよくミックスされている理想的環境 

・ 教師間のコミュニケーションがうまくいっている 

・ 知識以外に日本の学校習慣、文化、生活態度などが学べる 

・ 少人数クラスで生徒との交流が深い 
・ 中高がわかれ、生徒たちの意思の実現に努力できるようになった 

 

３）うまくいってない点 

・ 社会科地理で現地校で習う単元(アメリカ大陸など）を除くカリキュラムにす
べき 

・ 派遣教員が変わるたびに教育方針が変わる 

・ 保護者や生徒の目的意識が違う人が多く、満足をしてもらうために試行錯誤

する 

・ 借用校の窮屈さ 

・ 中高が分かれ朝会などがさびしい、中高の生徒の交流チャンスも減った 

・ 欠席・遅刻・早退が多く、復習に時間がかかる 

 
４）クラス編成 

・ 習熟度編成は失敗例しかきかない 



・ 目的別は多様化していて分けられるとは思わない 補習校の目的は１つ＝

「日本語による学校教育」であるべき 

・ 帰国を控える生徒、受験を控える生徒、永住生徒（日本文化中心）の３つの

基本的目的が考えられる 

・ 習熟度で分けるなら、テストでふり分けるべき（数学）、国語は目的別が良

い 

・ 日本の大学を目指す生徒、アメリカの大学を目指す生徒、日本語を学びたい
生徒 の目的別クラス選択はどうか 

・ 現地組と帰国予定組にわける 小学校高学年もしくは 1年生からでも早いほ

うがよい 

・ 保護者の希望をきいて保護者に決めてもらうのがよい 
・ 中学での現状はつかめないが、高校からは可能と考える 

・ クラス分けは現地校でほとんどの生徒がハイスクールになる中２がよい 目

的別には大賛成 帰国の可能性別に分けては 

 

５）国語以外を選択に 

メリット 

・ 子供の負担が減る 

・ 多くの生徒が中３で（辞める・続ける）で悩むので、それ以外の選択肢が必
要 

 

デメリット 

・ 生徒の集団がクラスとしてできあがらない 

・ 国数と理社が２：１の現行制度は、日本の一般的公立教育に準じている、は

ずすと学校のもつ公共性を喪失する 

・ 他科目が国語力の助けにならないという考えは語学学校で補習校は語学学校

ではない 
・ 帰国を考える生徒には今より授業が減ってしまう 

 

６）研修 

・ テクニックに関しては充分 講演など人間としての魅力向上のための研修が
ほしい 

・ 現在で問題なし 

・ 恵まれている 

・ クラス運営についての指導が足りない 

 

７）その他の改善点 

・ 高等部の日本語がアメリカで単位として認められるように最大限の努力をす

べき 
・ SF と SJは姉妹校であるので、生徒間の交流があるべき 

・ 教師としての仕事が増えている 



・ 平日に使える時間は教師によって違うので 教務・指導・研修・スポーツ大

会・特別授業の担当は希望者を募り、手当て多くしてやりたい人を優先すれ

ばどうか（全体の給料を安くしてもよい） 

 

学校不明（２名回収） 

 

（２）うまく行っている点 
・ 個別懇談や個別相談（メール、電話）で個別指導 

・ 保護者、児童、教員の信頼関係 

（３）矛盾点 

・ 保護者とのコミュニケーションが不足、家庭の理解、協力がないと学習習熟
度に大差が出る。 

・ 時間的に余裕がなく学年での打ち合わせ時間がなくなる。 

・ 児童に通知表を渡すときに一対一で話す時間が欲しい。 

（４）クラス編成 

・ 変更には多くの選択肢を考えて話し合いが必要。 

・ 習熟度別では欠席がちの児童の評価に問題が出る。中学年から。 

・ 目的別だと帰国予定児童に焦点を絞り指導し易いがそれ以外のクラスへの対

応が不透明に。一年生から可能。 
・ 様々な目的、習熟度の子供炊いて刺激になる。 

（５）国語以外の選択制 

メリット 

・ もっと国語（漢字学習や「言葉の広場」）に時間を費やせる。 

・ 集中できる、興味のある科目だと頭に入りやすい。 

デメリット 

・ 算数では現地校と違った算術方法や言葉の使い方があり、選択しないと実践

的な国語力の育成にならない。 
・ 低学年からの選択制には反対。 

（６）研修、指導 

・ 十分ではないが研修を受ける時間がない。 

・ 教頭のプロフェッショナルな授業を参観したい。 
（７）その他 

・ 保護者会の活発な活動を児童が楽しんでいるのがうれしい。 

・ 学習指導についての話し合い、研修などの時間がもっと欲しい。



 (4)学習塾 

 

学習塾については、補習校から児童生徒が流れているのではないかとの心配から、

委員が子供を入れる興味がある振りをして内容を聞いて調査。実際には補習校か

ら児童生徒が流れている証拠はあがらなかったが、逆に学習塾の内容を参考にす

るために調査の結果をここに収録する。 

 
教育ゼミナール http://www.nkseminar.com/ 

 

週に１回２時間（国語・算数各１時間）の場合で 1ヶ月＄160.00。5名前後の少

人数クラス。対象年齢は小１から高３。先生が一人一人の実力をしっかりと把握
し、力が足りていないと思われる単元は追加料金一切無しで授業時間以外に理解

するまでマンツーマンで教えてくださる。先生の質は非常に良い。テキストは日

本での受験対応レベル。授業は平日。書道教室も併設。帰国子女入試の情報を積

極的に提供。 

 
ENA http://www.ena-net.co.jp/ena/world/usa/010.html 
 
サンフランシスコとサンノゼにある。対象年齢は小 1〜高 3、月曜〜土曜 選択

制。帰国子女枠での受験目的。受験のテクニックなど、豊富。基本 5教科のほか

に、小論文や面接の受け方などのクラスもある。受験が目的なので、小 6・高 3
は 1年間受験テク ニックを教える。テキストは、四谷大塚と同じものを使用、

個人レッスンもある（1時間＄70）。小学部 45 分授業、中高部 80分授業。帰国

子女枠受験を考えているので、現地校対策もある。SATのコースや TOEFLのコ

ースもある。（現地校の成績も受験に影響するため。）費用は現在中学国語・数

学で、1ヶ月＄255、教育ゼミナールより高いが、公文で 1教科$100を考えれば

安い。先生は各教科一人ずつ。夏の間は、SF の教室などからも応援に来ていた。

先生は、質は悪くない。  
 
三育学院 http://www.saniku.org/ 
 
Mountain View Japanese Seventh-day Adventist Church (http://www.mvjsdac.org/)が経

営。授業は平日。施設を持っている。先生は 10 時くらいから学校に来て準備し、
授業をして 9時過ぎに帰る。保護者との懇談会は午前中に持て、職員会議も朝行

う。また、先生たちはすべて同じ教会に行っているため、学校の付き合いイコー

ル教会の付き合いで、すべてにおいて融通が利く。仕事内容に関しては、採点や

細かな教材作り、コピーなどは教会の方が来てアルバイトでやっている。もちろ

ん、子供が三育に来てないことが条件で、時給＄１２くらいか？  
 
「三育の校舎の借用が難しくなり、他の借用校を探さないといけないため授業料

が倍になる。」といううわさが流れたとき。数十人単位で補習校に生徒が流れた。  
そのうわさは不確かなもので授業料は倍増はしなかったものの、少しあがった。 



 
授業内容は、補習校より少し難しい。使っているワークも難しく、日本語の読解

力がないと出来ないもの。毎週、漢字テストがあり、結果をシールを使って教室

に貼り出す。低学年からの漢字の書き取り練習量は豊富。漢字ワークをしたあと、
その漢字を漢字ノートに 20回書き、例文も書く。子供も大変だが先生も必ずひ

と言コメントがあり、子供たちはそれが励みになる。社会の授業では、ビデオを

多用。理科では、日本から実験教材を取り寄せて（親の実費）使っており、子供

たちには面白い。 
  
学校行事が、とても充実している。日曜日を使い全校挙げて・・・12月にはク

リスマス会・１月には餅つき大会・秋にはバザーなど、M.Vにある教会の施設

を使って行われます。ゲストの授業も多い。 
 
4 月 5月は登録料やテキスト代などで、ちょっと高く$465、6月は約$370。夏期

講習はなんと、$600強。  
 
グロスマンアカデミー 
 
学校名：「グロスマンアカデミー」Grossman Academy,Inc. 
所在地：Cubberley Community Center, Palo Alto 
設立：1997年 5月 
生徒数：定員 30名、中高生対象（中学レベルがある小学生も入学可能）入学は

主として 4月と 9月だが、随時入学可（面接あり）  
授業日：毎週土曜（第 5週を除く） 希望者に金曜の表現クラスあり  
授業時間：午前 9時 45 分−−午後 4時 
科目：必須科目＝国語（表現・現代文・古文・漢文）、英語（SAT、Essay 
Writing、和訳）、 
数学/デベート 
＊国語・表現は、現地校のクレジットに認定される（CITA/WASC認定校） 
＊各クラス 15名以下の少数授業 
入学金：200ドル 
月謝：260ドル（教科書、各種証明書および推薦書は無料）  
  
特徴：  
・詩、小論文、エッセー、小説など毎週、日本語で大量に書く 
・現代文、古典、漢文を読む  
・ ディベイトのトピック作りから生徒が行う考える  
・ これらと英語での書く・読む・考える授業を通して、生徒に完全な日英バイ

リンガルの言葉能力を要求する  
・ WASC の認可を受けており、正式に単位を出すことができる。 
 
 



公文 http://www.kumon.ne.jp/kumon/outline/oversea/01.html 
 
公文は日本語のクラスはあるものの、基本的に日本語を母国語としない家庭の子

弟に公文式の算数を教えるのが目的で、日本語のクラスはそれに併設されている

形。 
 
須田塾 
 
全日制の日本語学校がないため、塾生は全員現地校へ通学。放課後に、父兄の送

迎で通塾。滞米年数の違いにより、同一学年でも学力（日本語について）に差が
あるため、1クラスを 3 人までの少人数授業を行っている。ほとんどの塾生が、

首都圏に帰国。多くの塾生が日本の有名校に入学している。中学受験を目指すな
らば 6年生の夏から志望校へむけての受験対策。高校受験を目指すならば、数学、

国語の勉強はもちろんであるが、日本の受験用英語の指導も行う。大学受験に関
しては、理系であれば数学。あとは TOEFL、SAT のスコアをあげるように指導。

そして小論文。  
 
East Bay Free Methodist Church 
 
エルセリート。土曜日午前中の日本語学校。幼稚園から。 
 
Soko Gakuen http://users.aol.com/sokogakuen/ 
 
Buddhist Church of San Franciscoが経営。主に英語を第一言語とする大人向けの土

曜日午前中の日本語学校。子供も３０人ほどいる。  
 
リトルエンジェルス  
サンフランシスコ。幼稚園、土曜日だけの日本語補習を行っている。ひらがな、
カタカナなどを教え、かなり日本の幼稚園のような雰囲気で教えている。補習校

に低学年をドロップオフした後間に合うような時間設定。 
 
サンノゼ 
不思議なことに、サンノゼには土曜日だけの日本語を教える幼稚園はないらしい。  
 
サンマテオに日本語オンリーの幼稚園があるらしい。 
 
日本語を母国語としない家庭、特に日系人のための学校：  
金門学園、ロータス、雀の学校、Daruma School 



（５）全米の統計 
 
日本学術振興会から外務省の調査に基づいた数字として以下の表をいただいた。

いわゆる「長期滞在者」の同伴する小・中学生であって、永住を目的とした方の
同伴する小学生・中学生は含まれていない。6 
 

日本人学校 補習授業校  現地校・国際校・

その他 
合計 年度 在留  

邦人数 
小 中  計  小  中  計 小学  

相当  
中学 
相当 

計 小学

相当 
中学

相当 
計 

2004 240,033  367  109  476  9,107  2,774  11,881  6,365  1,937  8,302  15,839  4,820  20,659  
2003 228,078  374  128  502  9,189  2,719  11,908  6,352  2,086  8,438  15,915  4,933  20,848  
2002 212,147  387  157  544  9,790  2,845  12,635  5,538  1,805  7,343  15,715  4,807  20,522  
2001 201,940  436  170  606  10,057  2,983  13,040  4,501  1,519  6,020  14,994  4,672  19,666  
2000 198,699  454  178  632  9,571  2,891  12,462  3,848  1,312  5,160  13,873  4,381  18,254  
1999 195,739  505  203  708  9,662  2,879  12,541  3,791  1,299  5,090  13,958  4,381  18,339  
1998 193,073  511  194  705  9,447  2,781  12,228  3,746  1,222  4,968  13,704  4,197  17,901  
1997 185,144  538  221  759  9,492  2,785  12,277  3,868  1,330  5,198  13,898  4,336  18,234  
1996 175,916  496  243  739  10,235  2,944  13,179  3,470  1,209  4,679  14,201  4,396  18,597  
1995 172,246  421  251  672  10,914  3,133  14,047  3,292  1,221  4,513  14,627  4,605  19,232  

 
１９９５年を１００とした場合の北米における各年の学齢子女の増減率は、 

日本人学校 補習授業校  現地校・国際校・その

他 
合計 年

度 
在留  
邦人

数 小学
部 

中学
部 

計  小学
部  

中学
部  

計  小学
相当  

中学
相当  

計 小学
相当 

中学
相当 

計  

04 139.35  87.17  43.43  70.83  83.44  88.54  84.58  193.35  158.64  183.96  108.29  104.67  107.42  
03 132.41  88.84  51.00  74.70  84.19  86.79  84.77  192.95  170.84  186.97  108.81  107.12  108.40  
02 123.17  91.92  62.55  80.95  89.70  90.81  89.95  168.23  147.83  162.71  107.44  104.39  106.71  
01 117.24  103.56  67.73  90.18  92.15  95.21  92.83  136.73  124.41  133.39  102.51  101.45  102.26  
00 115.36  107.84  70.92  94.05  87.69  92.28  88.72  116.89  107.45  114.34  94.85  95.14  94.91  
99 113.64  119.95  80.88  105.36  88.53  91.89  89.28  115.16  106.39  112.79  95.43  95.14  95.36  
98 112.09  121.38  77.29  104.91  86.56  88.76  87.05  113.79  100.08  110.08  93.69  91.14  93.08  
97 107.49  127.79  88.05  112.95  86.97  88.89  87.40  117.50  108.93  115.18  95.02  94.16  94.81  
96 102.13  117.81  96.81  109.97  93.78  93.97  93.82  105.41  99.02  103.68  97.09  95.46  96.70  
95 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

 

                                                 
6「海外子女教育」毎年９月号に外務省調査による全世界の補習校の「永住者を

除く」児童生徒数が掲載されており、この表はおそらくそれに基づいている。  



外務省がビザの種類によって「長期滞在者」と「永住者」を区別したらしいが、

このデータによれば在留邦人の人数は増えて続けているのに日本人学校、補習授

業校の生徒数は近年減少していることがわかる。 
 
「海外子女教育」１月号には海外子女教育財団調査による各日本語補習校の人数
がのせられている。これによると、アメリカの主な補習校の生徒数は  
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Chicago 752 716 712 715 727 728 703 701 682 
Indiana 392 329 308 317 310 335 357 313 304 
Columbus 494 501 473 479 488 527 580 552 572 
Portland 266 386 283 277 274 268 286 304 306 
San Diego 476 509 546 534 531 535 505 499 452 
San Francisco 1158 1181 1200 1164 1251 1345 1291 1246 1250 
Los Angeles 2539 2457 2252 2201 2120 2082 2030 1794 1606 
Cincinnati 479 313 304 308 314 331 362 380 391 
Central Kentucky 174 169 183 196 217 274 301 286 297 
Atlanta 459 468 465 496 488 472 438 414 393 
New Jersey 589 536 440 447 482 502 509 528 515 
New York 1299 1108 1031 937 931 974 916 860 770 
Honolulu 411 395 341 392 383 379 390 389 388 
Boston 476 537 544 590 612 631 691 666 686 
Detroit 859 967 935 964 999 985 1028 1052 1033 
Seattle 538 535 510 522 525 509 505 494 522 
Washington, DC 541 494 489 439 437 569 512 473 418 
三育学院 426 484 541 547 422 388 424 403 380 
 
これによると生徒数減少は New York、Los Angeles、Washington DC、San 
Francisco で顕著で、一方中西部の Detroit、Columbus などではむしろ増えている。

これは自動車産業の盛んな地域で日本からの駐在員が増えているのではないかと

推測される。 



（６）経営状況  
2005年 6月 16 日の理事会へ財務委員会から提出された経営の予測。  

 



（７）文部科学省初等中等教育局国際教育課からの通達  
 
海外子女教育だより「気球船」第１９０号（平成１７年１０月）に次の通達があ

った。派遣教員数の削減の可能性を強くにおわせている。 
 
平成１８年度概算要求 

国際教育課長 手塚義雅 
 
 霞ヶ関のいわゆる中央官庁で働いていますと、様々な業務に携わることになり

ますが、どこの部署でも大きな比重を占める共通の業務に「予算要求」と「国会
対応」があります。  
 
 私も、当課に来て初めての概算要求作業に取り組んでいますが、国の財政が厳
しい中、来年度予算の折衝も相当厳しいものになりそうです。 
 
・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 それでは、以下に来年度予算要求の概要を海外子女教育関係予算を中心に説明
いたします。 
 
 まず、「在外教育施設教員等派遣事業等」についてですが、日本人学校及び補
習授業校における児童生徒数の増減を基礎に算定し、昨年度に比べ１１人の派遣

教員増を予算計上しています。 
 

在勤手当て等の在外教育施設派遣教員等謝金、外国旅費、委託費については、

この派遣教員数を基準にして予算要求を行っています。  
 
しかし、来年度の要求に際しては、大きな制約要因が新たに生じています。国

家公務員の定員削減が政府の方針として決定されていることはご存知のことこと

思いますが、在外教育施設派遣教員委託費が国の経費として各地方自治体に交付

されていることから、同教員も国家公務員と同様に扱われ、来年度から国家公務

員の定員削減対象となりました。  
 
文部科学省としては、この定員削減に見合う増員要求を行い、所用の派遣人数

が確保されるよう鋭意努力する所存ですが、皆様方にもこのような厳しい状況を

ご理解いただきご支援を賜ればと思っています。 
 
また、財務当局からは、公務員の総人件費削減という政府方針の下、昨年に引

き続き、在勤基本手当等についても削減すべきとの強い指摘を受けています。在
勤基本手当については、平成１５年度に外務公務員在勤基本手当の８割から７割

に減額されて以来、各学校、先生方からの強い増額要望を受けていること及び派



遣教員の帯同する子弟が通う学校の授業料等の値上がりの状況を踏まえ、文部科

学省としては、これ以上の削減が行われないよう最大限の努力を行う所存です。 
 
しかし、一方で、国内給与と在勤手当を合算して成り立つ在外での生活が、苦

しいとの実態を表す具体のデータがないため、説明に苦慮しているところでもあ
ります。 

この点につきましては、現在、各学校に調査を依頼しておりますので、ご協力

のほどよろしくお願いいたします。 
 

・・・・・・・・・・・・・・ 
 
その他の主な予算要求は以下の通りです。 

（１）『「英語が使える日本人」の育成のための行動計画』のための事業予算と

して、「小学校英語活動地域サポート事業」、「スーパー・イングリッシュ・ラ

ンゲージ・ハイスクール事業」、「英語指導法開発事業」等の予算を計上してい

ます。  
（２）帰国・外国人児童生徒教育については、公立学校における帰国・外国人児

童生徒受け入れ態勢の整備を行うための「モデル事業」、外国人児童生徒への支
援を行う NPO等の活用に関する実践研究事業等の予算要求を行っています。 



（８）最近の文部科学省の海外子女教育に対するスタンス 
 
２００５年度在外教育施設事務長等会議に青柳事務局長が出席し、文部科学省国

際教育課萩課長補佐の談話を聞いた。議事録によると、次のようなコメントがあ

る。 
 
帰国子女であることはハンディキャップではなく、国際経験を積んでいるとプ

ラスに考えるべきである。  
 
また、文部科学省の諮問委員会「初等中等教育における国際教育推進検討会報告 
～国際社会を生きる人材を育成するために～」（平成１７年８月３日

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/026/）には、  
 
③海外子女教育においても、「日本の教育を海外に」という視点に加え、「海

外の先駆的な取組を日本の学校教育に生かす」という視点を  
 
 海外の日本人学校や補習授業校は、海外にいる日本人の子どもに対して、日

本の学校と同等の教育機会を提供する上で重要な役割を果たしている。さらに、
それに留まらず、国際教育として海外子女教育は、豊富な経験を有するととも

に、英語教育、国際交流、少人数教育等、日本国内の学校における教育活動の

先駆的取組を行ってきている。  
 また、日本人学校や補習授業校等の在外教育施設は、そこで働く教員やそこ

で学ぶ児童生徒にとって、国際教育の実践の場であることから、日本国内の学

校にとっても国際教育にかかわる資源として忘れてはならない存在である。  
 海外子女教育においては、「日本の教育を海外に」という視点に加え、「海

外の日本人学校での先駆的な取組を日本の学校教育に生かす」という視点をも
ち、そこでの先駆的な取組を、日本国内の教育のために情報発信していくこと

は国際教育の充実に資するものである。  
 
また、  
 
3．海外子女教育の成果の活用と変化への対応 

（1）海外での成果を日本の学校教育に生かす 

 

－小学校段階からの外国語教育、地域との交流活動、小学部・中学部併設によ
る乗り入れ授業等、多様かつ豊富な経験 

－日本の国内教育に生かすという視点から海外子女教育を 

 
 海外子女教育分野での取組は、日本の教育活動を考えていく上で示唆を与え

ることができると考える。例えば、日本人学校では、小学校段階における英語

を含めた外国語教育、地域の住民や学校との交流活動、小学部・中学部併設に



よる乗り入れ授業等を長い間行ってきており豊富な経験を有している。また、

保護者や地域住民の学校運営の参画ということでは、日本人学校や補習授業校

では、教職員、教材、運営経費の確保等様々な課題を抱えつつ、地域の実情に

あわせて、また、保護者のニーズに応え、地域住民や保護者、日系企業関係者

の参画を得ながら多様な運営を行っている。 

 今までの「日本の教育を海外に」という視点に加え、「海外の日本人学校の

先駆的な取組を日本の学校教育に生かす」という視点をもち、海外子女教育に
おける成果を日本国内の教育にどう生かせるかという観点から見つめ直す必要

がある。そのためには、海外子女教育の成果を具体的に検証し、国内の教育に

還元できるものについては、積極的に情報発信を図ることが適当である。 

 
（2）時代の変化に対応した海外子女教育・帰国児童生徒教育 

 

－日本人学校等や海外子女・帰国児童生徒の実態やニーズを把握し、海外子
女・帰国児童生徒教育の充実方策を検討（例：幼稚園段階の子どもへの支援の

在り方、補習授業校における教育の充実、日本語指導の充実など） 

－特性に配慮した帰国児童生徒教育の充実 

 

①実態・ニーズを踏まえた海外子女教育の充実方策の検討 

 昨今の海外子女教育をめぐる状況やニーズの変化を踏まえ、日本人学校等へ

の支援の在り方について、具体的に検討していくことも必要である。検討に当

たっては、海外に住む日本人の子どもたちの現状をできるだけ客観的に把握し、

その成果と課題を踏まえた上で行うことが大切であり、日本人学校等の実態調

査や帰国児童生徒の保護者を含む日本人学校等の児童生徒・保護者のニーズ調

査を行いつつ、進めることが必要である。 
 例えば、幼児期は、母語習得の重要な時期に当たることから、海外子女教育

分野での幼稚園段階の教育は今後ますます重要となるものと思われる。現在、

日本人学校等に対する国の支援は、義務教育段階に限られているが、政府とし

てどのような支援が可能かを含めて具体的に検討していくことが必要である。 

 また、補習授業校について、現地校へ通う子どもたちが増加する中、週 1日

国語や算数・数学を中心とした教育を提供する場として貴重なものである。し

かし、それだけでなく、永住権を取得している日本人の子どもや現地市民の子

どもなど帰国を前提としない子どもを受け入れている学校もある。また、補習
授業校は現地との教育・文化交流の一翼を担っている面もある。これらの点を

踏まえた、補習授業校における教育の充実方策についての検討が必要である。 

 

②特性に配慮した帰国児童生徒教育の充実 
 帰国児童生徒に対する指導については、その受入れを円滑に進めることと、

海外での経験を通してはぐくまれた特性をさらに伸ばすことの双方に配慮しつ

つ進めていかなければならない。 



 帰国児童生徒が伸びやかに学校生活を送り、その特性を効果的に保持・伸長

できるよう、各教育委員会等がその実情に応じて取り組むことが必要である。

例えば、帰国児童生徒の個に応じた指導の在り方に関する調査研究の成果を踏

まえ、帰国児童生徒の受入れに特色を置く学校の設置や、帰国児童生徒の培っ

た特性、例えば語学力や積極性等の伸長に重点を置いた指導体制の充実などの

工夫が考えられる。 

 海外にいる子どもたちを取り巻く状況と連動して、帰国児童生徒の最近の傾
向として、海外滞在期間の長期化、現地校のみに通った子どもの増加、幼少期

からの海外渡航などの理由で、日本語指導や日本の学校生活への適応に一層の

配慮を要する子どもが増えている。帰国児童生徒の実態を踏まえた指導の充実

が求められる。 
 

などの提言がある。 
 



（９）可能な対策のブレーンストーミング  
 
委員会ではまずブレーンストーミングの形でどのような対策があり得るかを出し

てみた。提言に結びついたものもそうでないものもあるが、記録のため個々にま

とめておく。 
 
生徒数減少の考えられる理由の中で、  
1. 日本の景気が悪いため企業からの駐在、客員研究員などの人数が減っている

ため。 
2. 補習校の教育方針がいわゆる「長期組」のニーズに合っておらず、やめてい

ってしまう。  
3. 補習校の教育方針がいわゆる「短期組」のニーズに合っておらず、三育学園

などに生徒を取られている。 
0. 「短期組」の親の意識が変化して来ている。「短期だからわざわざ補習校に

行かせるまでもない」など。 
 
結論としては 1.の可能性が最も高そうに思われるが、一方他の可能性が全くない

とは考えにくいので、一応それぞれについて出た議論をまとめる。 
 
１については基本的に打つ手はない。  
 
２については現地校との兼ね合いで欠席がちになる子供たちを、どのように、楽

しく、意欲を持たせながら授業についていかせるがポイントになる。習熟度別授
業で日本語のハンデを補う、宿題をインターネットにのせて親の手を介さず自分

で欠席した分を補うことができるようにする、などを導入して「長期組」の子供

がついていき易い環境を考える。  
 
３について、三育学院と補習校との違いをみると、授業日が平日である事、幼稚

園がある事、夏期講座がより充実している事、そして帰国後の高校入学実績を強
調している事、などが目立つ。SFJLC では土曜日の授業実施を変更する事  はで

きないと思われるが、幼稚園は子供たちを早い時期から確保するという意味で考
慮する価値がある。日本の学校の入学実績はデータを集めていけば SFJLC でも

十分「売り」にできる可能性がある。夏期集中のスケジュール、内容についても

検討の余地がある。  
 
４についてはウェブ、資料などを充実させて積極的にマーケティングを行う、新

しく来米された方を探し出し勧誘する、などが考えられる。  
 
補習校の形を大きく変える改革の可能性としては、  
1. 全日制日本語学校を併設する。施設も自前で持つ。 
2. 幼稚部を設置する。 



3. 授業の選択を自由にする。国語だけをとる、算数を加える、理科／社会を加

える、など。国語を補強する別の授業を入れる。  
4. 習熟度別／目的別授業を導入する。  
5. 平日に変える。 
6. 日曜日に変える。  
7. 「短期組」に専念する。 
8. 「長期組」に専念する。 
9. 国際部を併設する。 
 
小さな変革としては  
1. 受験指導に取り組む。  
2. 模試を行う。  
3. ウェブで休んだ子や授業について行けない子へのケアを充実する。  
4. 家庭教師を斡旋する。  
5. 夏期集中の日程、内容を変える。 
6. 教師の質を上げる努力をする。  
7. 文科省の指導要領に忠実に従わず、焦点を決めて少ない内容を確実に学習す

る。 

8. イベントをもっと増やし、学校生活を楽しくする。 
 


