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アルゼンチンで受け継がれる日本の文化・教育 

高木雅子 

 

 

１ はじめに  

私は在外教育施設であるアルゼンチンのブエノスアイレス日本人学校に，シニア派遣教員と

して 2 年間赴任した。アルゼンチンは日本の真裏にあり，その距離の遠さや情報も少ないこ

とから，日本人にはあまり馴染みのない国である。しかし，その遠く離れたアルゼンチンに，

日本とのつながりがたくさんあることを知ることができた。私が見つけたアルゼンチンの魅力

やブエノスアイレス日本人学校の取り組みを伝えることで，海外の国々に目を向け，海外で暮

らす子どもたちの教育やこれからの国際社会を考えるきっかけにしていいただければ幸いであ

る。  
コロナウイルスの感染はアルゼンチンでも大きく広がり，私たちの生活にも大きな影響を及

ぼした。ブエノスアイレス日本人学校も１年近く学校が閉鎖となり，子どもたちも私たちも学

校再開の日を長く待ち望んだ。学校が閉鎖されても子どもたちの学力を保障し，子どもたちの

絆をつなぎ続けることが私たち派遣教員の務めであった。海外に住む私たちがどのようにパン

デミックの中行動したのか，ここに，当時のことをふり返り，学校再開までの様子を記すこと

とする。  

 

２ アルゼンチンの魅力  
 アルゼンチンは南米大陸の南にあり，日本からいちばん  
遠い国とも言われる。日本とは季節も昼夜も逆で，南半球  
と北半球の違いが楽しめる。広大な国土を有しているため，  
地域によって気候や景色が全く異なる。私が住んでいたブ  
エノスアイレスは首都でもあり，国際的な大都市である。  
町の名前にもなっている通り，ブエノス（よい）アイレス（風，空気）にはさわやかな風が吹

き，通りや公園には鮮やかな花が咲き誇り，雲一つない青空が美しい都市だ。  
アルゼンチンにはイグアスの滝をはじめとする壮大な自然，食料自給率 100％を超える豊

富な食材，サッカーやタンゴなど，魅力的なものがたくさんある。その中でも，出会った人た

ちの温かさ，寛容さに触れることが多くあった。経済的な豊かさよりも心の豊かさを優先し，

「家族や友人と過ごす時間」や「お年寄りや子ども，妊婦さん」を大切にする人々である。そ

して，誰にでも心を開き，自分の考えをしっかり主張するなど，自己肯定感が高く，自分を大  
切にしている人が多い。  

コロナの感染が拡大すると，夜 8 時に大勢の人がベラン

ダや窓辺で拍手をしたり，鍋やフライパンを叩いたりするこ

とがあった。拍手は医療従事者の人たちへの敬意と感謝の気

持ちを，鍋叩きは政府のコロナ対応や政治家の汚職に対する

抗議の気持ちを表していた。家族に感染者が出ると，隠すこ  
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となく周りの人に公表する人もいた。それは公表しても差別されることはないという安心感が

あるからだと思う。アルゼンチンは多くの移民で成り立ち，人々は様々なルーツを持っている。

一人一人に違いがあるのは当然のことと考え，多様性のある社会を築いていることがアルゼン

チンの人々の魅力になっているのだと感じた。  

 

３ ブエノスアイレス日本人学校の特色ある取り組み  
 ブエノスアイレス日本人学校は小学部 1 年生から中学部  
3 年生までの 9 クラス，児童生徒 32 名，派遣教員 8 名，  
現地教職員 4 名（2019 年度）の小規模な学校である。  

そのため，子どもたちは皆なかよしで，中学生は小学生  
といっしょに遊んだりめんどうをよく見てくれたりする。  
小学生もそんな中学生を尊敬し慕っている。  
 ここでは，ブエノスアイレス日本人学校の取り組みの中で，特色のあるものを紹介する。  
（１）朝の活動  
 子どもたちはスクールバスで登校すると，すぐに朝の活動にとりかかる。活動内容は月・

水・金曜日が歌声づくり，火・木曜日が体力づくりだ。歌声づくりでは「今月の歌」を歌い，

音楽科担当が指導した。体力づくりは体育部担当の指導の下，体育委員会の児童生徒がリーダ  
ーとなって進めた。どちらの活動も「継続は力なり」で，1 年間の成長には目を見張るものが

あった。一昨年度は歌声活動で練習した成果を，学習発表会や南米校長会のレセプションで披  
露することができた。  

「今月の歌」には日本の行事や季節感を感じる歌も取り入

れ，子どもたちに日本への親しみや愛着を持たせたいと考え

た。日本の歌が好きになったという子どもが多く，日本のよ

さを感じさせるよい機会となった。どちらの活動も朝に行う

ことで，一日を気持ちよくスタートさせることができた。  
（２）外国語教育の充実  
 現地語であるスペイン語を週 1～2 時間，小学部 1 年生から中学部 3 年生までが学習し，指

導を現地職員が行っている。校内の掲示にもスペイン語を使用し，子どもたちが現地の言葉に

慣れるような工夫がされている。スクールバスの運転手さんや添乗員さん，学校の警備員さん

にスペイン語で挨拶をしたり，緊急事態対処の避難訓練ではスペイン語で助けを求めることが

できるようにしたりするなど，日頃から簡単なスペイン語を使えるようにしている。  
英語も小学部 1 年生から学習し，派遣教員と現地職員が T.T 指導を行っている。英語検定

も日本国内と同様に行っており，子どもたちが英語の力を伸ばす励みにもなっている。  
（３）現地校・日系社会との交流  
 現地校との交流を 2 校と行っている。1 校は学校近くのイングリッシュ校で，年に 2 回，

学年単位で行っている。小学部 1，2 年生では，七夕の行事や歌を紹介し，一緒に短冊に願い

事を書いて笹に飾ったり，百人一首をしたりして楽しんだ。イングリッシュ校の子どもたちに

は百人一首が人気で，特に絵札に興味を持ったようだ。日本人学校の子どもたちも願い事の書

き方や百人一首のやり方を教えることにやりがいを感じていて，日本文化を一緒に楽しむこと

ができた。  
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もう 1 校はブエノスアイレス日亜学院で，年に 2 回，2 週間の交流を行っている。両校の

長期休暇を利用しての交流のため希望者のみとなるが，参加する子どもはとても意欲的である。

子どもたちは自力でコミュニケーションをとって 2 週間を乗り切らなければならないが，終

わった後の子どもたちはとてもたくましく成長している。  

修学旅行では日系の人たちを訪ね，アルゼンチン社会で活躍されている様子やその生き様に

学んでいる。実際に体験活動も行い，子どもたちの進路学習の一環にもなっている。  

（４）魅力ある学校行事  

 運動会や学習発表会，全校キャンプなどの主な行事は日本国  

内の学校と同様であるが，ブエノスアイレス日本人学校ならで  

はの行事に天体観測会・講演会，タンゴコンサートがある。  

天体観測会・講演会では国立天文台チリ観測所の先生を講師  

にお招きし，宇宙の話を聴いたり学校の屋上で夜空の星の観測  

をしたりしている。  

タンゴコンサートはアルゼンチンで演奏家として活躍されている日本人の方をお迎えし，す

ばらしいアルゼンチンタンゴの演奏をしていただいている。アルゼンチン発祥のタンゴを直に

聴き，タンゴに欠かせない楽器「バンドネオン」を間近に見ることができるのは，アルゼンチ

ンにいるからこその醍醐味である。  

（５）手形作成  

 ブエノスアイレス日本人学校には校舎の外側の壁にたくさんの手形が飾ってある。これは日  

本人学校を去っていく子どもたちや教職員の手形で，学校に在籍していたという証だ。手形だ  

けでなく，自分の宝物を入れている子どももいる。  

卒業生の中には，大学の卒業旅行で自分の手形を見に訪れたと  

いう人もいる。子どもたちには，大人になったときに再び学校  

を訪れ，自分の手形と再会できる日を楽しみにしていてもらい  

たい。  

 

４ パンデミックの中で  
（１）新たな準備  

 アルゼンチンでもコロナウイルスの感染が拡大し，大統領令が出されたのが 2020 年 3 月

20 日だった。すでに学年末の長期休暇に入り，新年度に向けての準備もほぼ終えていたが，

大統領令の発出ですべてがストップしてしまった。大統領令の主な内容は，「食料品店，薬局

以外は閉鎖」「エッセンシャルワーカー以外は外出禁止」「国立公園などの観光地は閉鎖」

「国・州を越えての移動禁止」「学校は一斉休校」であった。にぎやかだった車の往来や人通

りが途絶え，ブエノスアイレス市内は静まり返った。それは長い人生で初の経験であり，最初

は何をすればよいのかわからず，思考停止の状況に陥っていた。しかし，このまま時間が過ぎ

るのを待っているだけではいけないことに気づくと，新たな  

準備にとりかかった。  

まずは教科書の配布だ。外出禁止令の中，食料の買い出し  

はできたので，買い物に行くふりをして，警官が立っている  

所を避けながら各家庭を回った。子どもたちは新しい教科書  
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が届くと，大喜びですぐに勉強を始めたそうだ。現地校や他の日本人学校からも情報を得なが

ら，オンライン授業の準備に取りかかった。オンライン用の時間割りや学習の手引きの作成，

保護者との連絡体制や家庭のネット環境のチェックなど，次々とやることが出てきた。私たち

は SNS で連絡を取り合いながら，新年度のスタートを目指した。教員の誰もが先が見えない

中不安だったが，「できることからやってみよう。」という気持ちで前に進むしかなかった。  
（２）12 時間差のオンライン授業  
 新年度は 10 日遅れでスタートさせることができた。しかし，入学式はリモートではなく対

面で行いたいという思いがあり，その日を待ち望んでいたが，9 月になってもその兆しが見え

なく，公式に行うことができなかった。  
そして，もう一つ，私たちには新しく赴任する 4 名の派遣教員が，入国禁止となったため

に日本から来亜できないという問題があった。そのため，1 学期は日本とアルゼンチンの時差

12 時間という壁を乗り越えてのオンライン授業だった。日本にいる教員は日本時間の午前 0
時過ぎまで授業を，職員会はアルゼンチン時間の午後 8 時からという日々が続いた。日本に

いる担任の代行として，派遣教員の配偶者に副担任になってもらい，アルゼンチンで行う業務

に関わってもらった。力強い助っ人が現れても，この状態がいつまで続くのだろうと不安な毎

日だった。しかし，年内の来亜は無理だろうと思っていた 4 名の派遣教員が，日本国大使館

のご尽力で 8 月に赴任することができた。私たちはこれを「ブエノスの奇跡」と呼んでいる。  
コロナの感染拡大を受けて日本に一時退避している子どもたちの中には，昼間は日本の学校

に通いながら，夜は 9 時，10 時までオンライン授業に参加する子どももいた。オンラインで

の授業に慣れてくると，技能教科や定期テスト，児童生徒会もオンラインで行うこととなった。   
子どもたちが楽しみにしていた運動会ができなかったこともあり，学習発表会は何とかオン

ラインでできることを考えようと児童生徒会を中心にいろいろなアイデアを出し合って創り上  
げることができた。来賓だけでなく，日本に帰国してしまった子どもたちも招待し，これまで

と違ったユニークな発表となったことに子どもたちも大満足  
だった。そして，このことがきっかけで，子どもたちはパソ  
コンの技能習得だけでなく，「やればできる」という自信を  
持つようになった。  

私たちは，6 月になれば対面ができるだろう，2 学期にな  
ったらもう大丈夫だろうと期待しながらも，オンライン授業  
は結局１年近く続くこととなった。  
（３）対面授業再開  
 コロナの感染拡大が止まらず，12 月に入るとブエノスアイレス市内の学校は卒業式を終え，

3 月の新年度開始まで学年末の長期休暇に入ってしまった。私たちは現地校を参考にすること

ができなかったので，ブエノスアイレス市の規定に従い，「半日だけ」「密にならないところで」

「マスク・（教員は）フェイスシールドを付ける」という条件付きで対面授業を再開すること

ができた。すでに 2 月になっていた。午前中はオンライン授業，午後から登校して水泳や合

奏，工作など，オンラインではできなかった学習を中心に授業を組んだ。学校に子どもたちの

笑顔が戻り，にぎやかな声が響き渡った。  
そして，卒業式を間近に控えた 3 月にやっと終日対面授業ができるようになった。ソーシ

ャルディスタンスを取りながらの活動ではあったが，同じ空間で顔と顔を合わせ，友だちの呼  
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吸を感じながら勉強することは，友だちのやさしさやぬくも  

りを肌で感じることができ，子どもたちの協調性が高まると  

感じた。特に，小学部 1  

 

 

 

（４）大切にしたこと  

 1 年近く続いたオンライン授業で私たちが大切にしたことの 1 つは，学習の継続である。定

期テストや単元テスト，学習相談会，個人懇談会なども実施し，オンラインであっても子ども

や保護者との連携を欠かさず，学習や進路に困らないようにした。規制が徐々に緩和されて外

出ができるようになると，ノートやプリントの回収・返却に各家庭を回った。屋外で数分とい

う短い時間だったが，子どもや保護者と直接話ができる機会でもあった。  

もう 1 つ大切にしたことは，子どもたちの絆を切らさないことだった。コロナの感染拡大

に伴い，日本に一時退避する子どもや，本帰国しても 2 週間の隔離中，日本の学校に通えな

い子どももいた。私たちは日本にいてもオンラインで顔を合わせられるよう朝の会を午前 7

時 45 分（日本時間：午後 7 時 45 分）から行い，児童生徒集会や行事を 1 校時に入れた。朝

の会や集会，行事では日本にいる子どもたちも参加し，遠く離れていることも忘れるほど子ど

もたちの存在を身近に感じることができた。  

対面授業の再開を模索する中，12 月になると屋外での活動が認められたので，対面授業が

再開するまで，土曜日の午前中を校庭でレクレーションをする日とした。任意ではあったが，

子どもたち全員が参加し，炎天下の中，思いっきり身体を動かすことができた。  

このような取り組みにより，1 年近くの休校であっても，そして，日本とアルゼンチンと遠

く離れていても，子どもたちの絆は一層深まったように思う。私たちにとって，そのことが何

よりもうれしいことだった。  

 

５ 受け継がれる日本の文化・教育  
（１）日本的教育を取り入れている学校  

 私たち派遣教員も研修として，現地校の視察や日系社会との交流が求められている。私はブ

エノスアイレス日本人学校の交流校でもあるブエノスアイレス日亜学院の授業を参観したり，

卒業式に参加したりする機会に恵まれた。  

この学校は，幼稚園から短大まで日本的な教育を取り入れているアルゼンチン政府公認の学

校である。設立当初は日系人子弟の継承日本語教育が目的だったが，現在は非日系人が 70％

と日本にルーツを持たない人たちが多く学んでいる。日本語教育のほかに日本の歴史や経済，

アニメまで幅広い内容の日本学という科目もある。学院長の三井デリアさんは，日本のよさと

して世界から高く評価されている礼儀，5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾），集団意識，食文

化，もったいない文化などを学ぶことが，子どもたちの人格形成や将来に役立つとおっしゃら

れていた。  

非日系の人々がなぜ子どもを日亜学院で学ばせたいのか。その理由として「日本の文化や日

本が好き」「日本によいイメージを持っている」のほかに，「正しい価値観を教えてもらえる」

というものもあった。これほどまでに日本がお手本にされているとは驚くばかりだった。遠く

年生の子どもたちにとっては，入学

以来，初めての教室での授業となり，その意義は大きかった。

卒業式は会場の人数を調整し，リモートと並行で無事行うこ

とができた。
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離れたアルゼンチンに，日本の文化や伝統を学び，日本的な教育を取り入れている学校がある

ことを知り，改めて日本のよさを見つめ直すことができた。  

（２）音楽は国境を越えて  

 この日亜学院には「Coro  Nichia  gakuin（コロ ニチアガクイン）」という合唱団があり，

私もそこに所属し，活動していた。この合唱団では日本の歌も歌われている。国歌「君が代」

は日本国大使館の天皇誕生日祝賀会で，「この道」「からたちの花」「ソーラン節」「花は咲く」

などは教会や各地の行事で披露した。その中でも「ふるさと」は忘れられない１曲となった。

鳥取市出身の岡野貞一作曲であることから，私はこれまで数えきれないほど歌ってきた。しか

し，異国で歌う「ふるさと」は格別な思いであった。練習の時からなぜか涙が出て歌うのに困

った。  

創立 20 周年の昨年は記念コンサートを予定していたが，コロナ禍のため中止となり，その

代わりに「ふるさと」のリモート合唱を動画で発表することになった。リモートでのパート練

習に各自での個人練習と録音という難題も乗り越え，出来上がった合唱はとても心に響く出来

栄えとなった。国境を越えて日本の歌が歌い継がれていることを誇りに思い，国籍は違っても  

人々の心を一つにする音楽の力はすばらしいと感じた。音楽  

をはじめとして，文化というものは人と人をつなぐものであ  

り，コロナ禍の今だからこそ必要とされるものではないだろ  

うか。私はアルゼンチンで「ふるさと」の合唱ができたこと  

に感謝したい。  

（３）アルゼンチンから見た日本  

 アルゼンチンに滞在中，私はアルゼンチンの人が日本をとても好意的に感じている，日本人

を信頼し尊敬していると度々感じることがあった。私が日本人だとわかると態度を変える人も

いた。なぜなのか。タクシーの運転手さんが「日本人の客に変な人はいない。」と言っていた

通り，日本人は礼儀正しい人が多いのかもしれない。私は日系の人たちの歴史を知る中で，わ

かったことが 2 つある。  

1 つめは，日系の人たちがアルゼンチン社会でとても信頼されていることだ。日系の人たち

はクリーニング店を営んでいる人が多い。その仕事ぶりはたいへんまじめで誠実であり，日本

の人がやっている店は丁寧で仕上がりもきれいだと評判である。それは日本が古くから大切に

してきた道徳や礼儀を重んじる国民性の表れではないだろうか。日本人が信頼され尊敬される

のは，異国で懸命に生きてこられた日系の人たちのおかげだと思う。  

2 つめは日本の教育がお手本にされていることだ。先に紹介した日亜学院は，日本の学校教

育を参考にして人間性や感性を育てる教育を目指している。その教育方針で子どもを育てたい  

 

 

 

 

 

という思いを持つ非日系の親が増えている。三井学院長が言っ

ておられた「日本の学校教育は子どもの人格形や将来に役立つ」

こともお手本にされる理由だ。それは授業だけでは養えない力，

例えば，給食や掃除などの活動を通して，人と協力する力や

感謝の気持ちを育てることができるからだと思う。私はアルゼ

ンチンの人たちから，日本の教育には世界に誇れる素晴らしいところがあるということを教え

てもらった。
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６ おわりに  
 わずか 2 年という短い時間ではあったが，現役時代の何年分もの仕事をやり終えたという

達成感がある。赴任中の約半分はコロナウイルスのパンデミックによる学校の閉鎖，オンライ

ン授業の実施など，予想もしなかった事態にみまわれたが，そんな中にあっても充実した日々

を過ごすことができた。それは子どもたち自身の勉強をしたいという意欲，それを後押しする

保護者の意気込みがあったこともあるが，何よりも派遣教員のチームとしての力，率先して遂

行しようとする個々の意識の高さがあったからだと思う。日本国内とは違う環境の中でチーム

力を発揮するためには，個々の教員の協調性や調整力，しなやかさがなければ難しい。これま

での経験を生かすことが難しいコロナ禍での仕事だったが，子どもたちとともに創り上げたオ

ンライン学習発表会など，新たな価値を生み出すこともできた。また，オンラインだからこそ，

日本に帰国してしまった子どもたちとも画面越しに会うこともできた。  
日本人学校での経験は自分自身を変える大きな原動力となった。海外においても，日本国内

と同様，またはそれ以上の教育ができる機関があることは日本の素晴らしいところでもある。  
また，日本の文化や伝統，日本的な教育が海外で受け継がれ，非日系の人からも高く評価さ

れていることは，たいへん誇りに感じた。これからの日本は，いろいろな国の人と一緒に仕事

をしたり勉強をしたりすることが当たり前になってくると思うが，ますます世界から信頼され

尊敬される日本であってほしいと思う。  
 最後に，私事ではあるが，楽しい時間を過ごしたブエノスアイレス日本人学校の子どもたち

と，よりよいものを目指し支え合った教職員の方々，日本の素晴らしさや人生を楽しく豊かに

暮らす秘訣を教えてくれたアルゼンチンの人たちに感謝を申し上げる。  
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