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マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア

１１１１．．．．    はじめにはじめにはじめにはじめに    

    小学校教員小学校教員小学校教員小学校教員としてとしてとしてとして働働働働きききき始始始始めてめてめてめて

上上上上がってきたがってきたがってきたがってきた思思思思いいいい。。。。「「「「新新新新しいことにしいことにしいことにしいことに

たいというたいというたいというたいという思思思思いもあったようにいもあったようにいもあったようにいもあったように

のののの心強心強心強心強いいいいサポートのおかげでサポートのおかげでサポートのおかげでサポートのおかげで

らのらのらのらの赴任準備赴任準備赴任準備赴任準備。。。。赴任前赴任前赴任前赴任前にやっておきたいことはにやっておきたいことはにやっておきたいことはにやっておきたいことは

あっというあっというあっというあっという間間間間にににに、、、、赴任赴任赴任赴任するするするする日日日日

にペナンへとにペナンへとにペナンへとにペナンへと旅立旅立旅立旅立ったったったった。。。。刺激刺激刺激刺激

がががが待待待待っていようとはっていようとはっていようとはっていようとは思思思思いもしなかったいもしなかったいもしなかったいもしなかった

    

    

２２２２．．．．    マレーシアについてマレーシアについてマレーシアについてマレーシアについて    

国名国名国名国名ははははマレーシアマレーシアマレーシアマレーシア、、、、又又又又はははは連邦制国家連邦制国家連邦制国家連邦制国家

クアラルンプールクアラルンプールクアラルンプールクアラルンプール。。。。マレーマレーマレーマレー半島南部半島南部半島南部半島南部

ネイネイネイネイ、、、、インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア、、、、フィリピンとフィリピンとフィリピンとフィリピンと

ているているているている。。。。    

    19191919 世紀世紀世紀世紀にはにはにはには、、、、錫錫錫錫((((すずすずすずすず))))鉱山鉱山鉱山鉱山

いいいい、、、、20202020 世紀世紀世紀世紀にはにはにはにはゴムなどのプランテーシゴムなどのプランテーシゴムなどのプランテーシゴムなどのプランテーシ

ョンのョンのョンのョンの労働者労働者労働者労働者としてとしてとしてとして、、、、中国中国中国中国((((

インドインドインドインド((((タミールタミールタミールタミール地方地方地方地方))))からからからから働働働働

してしてしてして多多多多くのくのくのくの外国人外国人外国人外国人がががが移住移住移住移住したしたしたした

1896189618961896 年年年年にはマレーにはマレーにはマレーにはマレー連合州連合州連合州連合州がががが

ギリスのギリスのギリスのギリスの支配支配支配支配はマレーはマレーはマレーはマレー半島全土半島全土半島全土半島全土

このこのこのこの支配支配支配支配はははは、、、、1941194119411941 年年年年のののの太平洋戦争勃発後太平洋戦争勃発後太平洋戦争勃発後太平洋戦争勃発後

のののの日本軍日本軍日本軍日本軍によるマレーによるマレーによるマレーによるマレー半島占領時期半島占領時期半島占領時期半島占領時期

1957195719571957 年年年年 8888 月月月月にににに『『『『マラヤマラヤマラヤマラヤ連邦連邦連邦連邦』』』』

立立立立するまでするまでするまでするまで続続続続くくくく。。。。1965196519651965 年年年年、、、、シンガポールがシンガポールがシンガポールがシンガポールが

人種人種人種人種、、、、宗教上宗教上宗教上宗教上のののの理由理由理由理由でででで分離独立分離独立分離独立分離独立

マレーシアのマレーシアのマレーシアのマレーシアの形形形形となったとなったとなったとなった。。。。1981198119811981

優先策優先策優先策優先策))))』『』『』『』『ルックイーストルックイーストルックイーストルックイースト政策政策政策政策

アアアア独立独立独立独立 50505050 周年周年周年周年をををを迎迎迎迎ええええ、、、、日馬友好日馬友好日馬友好日馬友好

    

    マレーシアはマレーシアはマレーシアはマレーシアは、、、、民族構成民族構成民族構成民族構成がきわめてがきわめてがきわめてがきわめて

華人系華人系華人系華人系、、、、インドインドインドインド系系系系。。。。またまたまたまた、、、、マレーマレーマレーマレー

れれれれ、、、、各民族各民族各民族各民族がそれぞれのがそれぞれのがそれぞれのがそれぞれの文化文化文化文化

公用語公用語公用語公用語のマレーのマレーのマレーのマレー語語語語、、、、英語英語英語英語、、、、中国語中国語中国語中国語

マレーシアにマレーシアにマレーシアにマレーシアに住住住住むむむむ人人人人々々々々はははは、、、、３３３３

するするするする時時時時はははは、、、、中国語中国語中国語中国語をををを使使使使いいいい、、、、マレーマレーマレーマレー

大抵英語大抵英語大抵英語大抵英語をををを話話話話すことができるすことができるすことができるすことができる

    

    

    

    

                                                                                                    

マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア    ペナンに暮らしてペナンに暮らしてペナンに暮らしてペナンに暮らして

    

    伊達市立伊達小学校伊達市立伊達小学校伊達市立伊達小学校伊達市立伊達小学校

教諭教諭教諭教諭

めてめてめてめて 10101010 年年年年がががが過過過過ぎぎぎぎ、、、、忙忙忙忙しいながらもしいながらもしいながらもしいながらも充実充実充実充実したしたしたした日日日日

しいことにしいことにしいことにしいことに挑戦挑戦挑戦挑戦したいしたいしたいしたい」」」」「「「「刺激刺激刺激刺激がほしいがほしいがほしいがほしい」」」」どこかにどこかにどこかにどこかに

いもあったようにいもあったようにいもあったようにいもあったように思思思思うううう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、日本人学校日本人学校日本人学校日本人学校をををを受験受験受験受験すすすすることにることにることにることに

サポートのおかげでサポートのおかげでサポートのおかげでサポートのおかげで思思思思いがけずいがけずいがけずいがけず受受受受かることができかることができかることができかることができたたたた。。。。日日日日々々々々のののの学校学校学校学校

にやっておきたいことはにやっておきたいことはにやっておきたいことはにやっておきたいことは山山山山ほどあったのにほどあったのにほどあったのにほどあったのに、、、、荷造荷造荷造荷造

日日日日がやってきてしまったがやってきてしまったがやってきてしまったがやってきてしまった。。。。そしてそしてそしてそして、、、、2008200820082008 年年年年 4444

刺激刺激刺激刺激をををを求求求求めてのめてのめてのめての挑戦挑戦挑戦挑戦。。。。このこのこのこの時時時時はははは、、、、ペナンでペナンでペナンでペナンで想像想像想像想像をををを

いもしなかったいもしなかったいもしなかったいもしなかった。。。。    

連邦制国家連邦制国家連邦制国家連邦制国家であるためであるためであるためであるため、、、、マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア連邦連邦連邦連邦とととと呼呼呼呼ばれることもばれることもばれることもばれることも

半島南部半島南部半島南部半島南部とボルネオとボルネオとボルネオとボルネオ島北部島北部島北部島北部をををを領域領域領域領域としとしとしとし、、、、タイタイタイタイ、、、、

フィリピンとフィリピンとフィリピンとフィリピンと隣接隣接隣接隣接しししし    

鉱山鉱山鉱山鉱山のののの開発開発開発開発にににに伴伴伴伴    

ゴムなどのプランテーシゴムなどのプランテーシゴムなどのプランテーシゴムなどのプランテーシ    

((((福建福建福建福建やややや広東省広東省広東省広東省))))    

働働働働きききき手手手手やややや移民移民移民移民とととと    

したしたしたした。。。。    

がががが結成結成結成結成されされされされ、、、、イイイイ    

半島全土半島全土半島全土半島全土にににに拡拡拡拡がるがるがるがる。。。。    

太平洋戦争勃発後太平洋戦争勃発後太平洋戦争勃発後太平洋戦争勃発後    

半島占領時期半島占領時期半島占領時期半島占領時期をををを除除除除きききき、、、、    

』』』』としてとしてとしてとして完全独完全独完全独完全独    

シンガポールがシンガポールがシンガポールがシンガポールが    

分離独立分離独立分離独立分離独立しししし、、、、現在現在現在現在のののの    

1981198119811981 年年年年、、、、マハティールがマハティールがマハティールがマハティールが首相首相首相首相にににに就任就任就任就任。『。『。『。『ブミプトラブミプトラブミプトラブミプトラ

政策政策政策政策』『』『』『』『2020202020202020 年先進国入年先進国入年先進国入年先進国入りりりり』』』』等等等等をををを推推推推しししし進進進進めためためためた。。。。

日馬友好日馬友好日馬友好日馬友好 30303030 周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えたえたえたえた。。。。    

がきわめてがきわめてがきわめてがきわめて複雑複雑複雑複雑なななな他民族国家他民族国家他民族国家他民族国家であるであるであるである。。。。人口比人口比人口比人口比のののの

マレーマレーマレーマレー系系系系のののの中中中中にはにはにはには、、、、東東東東マレーシアのイバンマレーシアのイバンマレーシアのイバンマレーシアのイバン族族族族などのなどのなどのなどの

文化文化文化文化、、、、風習風習風習風習、、、、宗教宗教宗教宗教をををを生生生生かしたままかしたままかしたままかしたまま暮暮暮暮らしているらしているらしているらしている

中国語中国語中国語中国語、、、、タミールタミールタミールタミール語語語語がががが主主主主にににに使使使使われているわれているわれているわれている。。。。書書書書くことはできなくともくことはできなくともくことはできなくともくことはできなくとも

３３３３言語言語言語言語をををを話話話話すことができるすことができるすことができるすことができる人人人人がががが多多多多いいいい。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、

マレーマレーマレーマレー人人人人とインドとインドとインドとインド人人人人がががが話話話話すすすす時時時時はははは、、、、マレーマレーマレーマレー語語語語をををを

すことができるすことができるすことができるすことができる。。。。    

    

ペナンに暮らしてペナンに暮らしてペナンに暮らしてペナンに暮らして    

伊達市立伊達小学校伊達市立伊達小学校伊達市立伊達小学校伊達市立伊達小学校    

教諭教諭教諭教諭        浅野浅野浅野浅野    美香美香美香美香    

日日日日々々々々をををを過過過過ごすごすごすごす中中中中でででで沸沸沸沸きききき

どこかにどこかにどこかにどこかに自分自分自分自分のののの力力力力をををを試試試試してみしてみしてみしてみ

ることにることにることにることに決決決決めためためためた。。。。周周周周りのりのりのりの方方方方々々々々

学校学校学校学校のののの仕事仕事仕事仕事もこなしながもこなしながもこなしながもこなしなが

荷造荷造荷造荷造りするだけでりするだけでりするだけでりするだけで精一杯精一杯精一杯精一杯。。。。

4444 月月月月、、、、不安不安不安不安とととと期待期待期待期待をををを胸胸胸胸

をををを超超超超えるえるえるえる刺激的刺激的刺激的刺激的なななな毎日毎日毎日毎日

ばれることもばれることもばれることもばれることも。。。。首都首都首都首都はははは

、、、、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール、、、、ブルブルブルブル

ブミプトラブミプトラブミプトラブミプトラ政策政策政策政策((((マレーマレーマレーマレー人人人人

。。。。2007200720072007 年年年年にはマレーシにはマレーシにはマレーシにはマレーシ

のののの多多多多いいいい順順順順にににに、、、、マレーマレーマレーマレー系系系系、、、、

などのなどのなどのなどの先住民族先住民族先住民族先住民族もももも含含含含まままま

らしているらしているらしているらしている。。。。使用言語使用言語使用言語使用言語もももも多様多様多様多様でででで、、、、    

くことはできなくともくことはできなくともくことはできなくともくことはできなくとも

、、、、中国人同士中国人同士中国人同士中国人同士がががが会話会話会話会話をををを

をををを使使使使うううう。。。。若若若若いいいい人人人人たちはたちはたちはたちは、、、、



３３３３．．．．    赴任校赴任校赴任校赴任校についてについてについてについて    

（（（（１１１１））））    ペナンについてペナンについてペナンについてペナンについて    

    マレーマレーマレーマレー半島半島半島半島のののの西側西側西側西側にににに浮浮浮浮かぶペナンかぶペナンかぶペナンかぶペナン島島島島はははは、、、、南北約南北約南北約南北約 24242424 ㎞、㎞、㎞、㎞、東西約東西約東西約東西約 15151515 ㎞㎞㎞㎞のののの島島島島であるであるであるである。。。。島島島島のののの人口人口人口人口はははは

約約約約 70707070 万人万人万人万人。。。。年間平均気温年間平均気温年間平均気温年間平均気温はははは 26262626℃℃℃℃～～～～27272727℃℃℃℃、、、、乾期時期乾期時期乾期時期乾期時期にはにはにはには 30303030℃℃℃℃をををを超超超超えるえるえるえる日日日日がががが続続続続くくくく。。。。乾期乾期乾期乾期とととと雨期雨期雨期雨期のののの

変変変変わりわりわりわり目目目目にはにはにはには、、、、激激激激しいしいしいしい雷雷雷雷をををを伴伴伴伴うスコールがありうスコールがありうスコールがありうスコールがあり、、、、停電停電停電停電やややや洪水洪水洪水洪水になったこともになったこともになったこともになったことも。。。。マレーマレーマレーマレー半島半島半島半島とはとはとはとは、、、、    

ペナンブリッジによってペナンブリッジによってペナンブリッジによってペナンブリッジによって結結結結ばれているばれているばれているばれている。。。。ペナンのペナンのペナンのペナンの中心地中心地中心地中心地であるジョージタウンはであるジョージタウンはであるジョージタウンはであるジョージタウンは、、、、東西貿易東西貿易東西貿易東西貿易のののの

中心中心中心中心としてとしてとしてとして世界各国世界各国世界各国世界各国のののの商人商人商人商人たちがたちがたちがたちが住住住住んできたんできたんできたんできた街街街街でででで、、、、英国統治時代英国統治時代英国統治時代英国統治時代のコロニアルのコロニアルのコロニアルのコロニアル様式様式様式様式のののの家家家家々々々々がががが建建建建

ちちちち並並並並びびびび、、、、椰子椰子椰子椰子やパパイヤのやパパイヤのやパパイヤのやパパイヤの木木木木々々々々がががが南国南国南国南国のののの情緒情緒情緒情緒をををを誘誘誘誘うううう美美美美しいしいしいしい街街街街であるであるであるである。。。。2222007007007007 年年年年にはにはにはには、、、、このこのこのこの街並街並街並街並みみみみ

がががが評価評価評価評価されされされされ、、、、世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産にににに認定認定認定認定されたされたされたされた。。。。    

    自動車自動車自動車自動車でででで約約約約３３３３時間時間時間時間でででで１１１１周周周周できるペナンできるペナンできるペナンできるペナン島島島島だがだがだがだが、、、、電気電気電気電気とととと半導体関係半導体関係半導体関係半導体関係をををを中心中心中心中心にににに数多数多数多数多くのくのくのくの日系企業日系企業日系企業日系企業

がががが進出進出進出進出しているしているしているしている。。。。    

    

（（（（２２２２））））    歴史歴史歴史歴史とととと現状現状現状現状    

    ペナンペナンペナンペナン日本人学校日本人学校日本人学校日本人学校はははは、、、、1974197419741974 年年年年 8888 月月月月にににに初初初初めてめてめてめて政府派遣教員政府派遣教員政府派遣教員政府派遣教員 2222 名名名名がががが着任着任着任着任しししし、、、、２２２２クラスクラスクラスクラス生徒生徒生徒生徒数数数数 13131313

名名名名でででで開校開校開校開校したしたしたした。。。。そのそのそのその後後後後、、、、日系企業日系企業日系企業日系企業がががが増増増増ええええ、、、、1080108010801080 年年年年にににに生徒数生徒数生徒数生徒数 100100100100 名突破名突破名突破名突破、、、、1985198519851985 年年年年のののの 207207207207 名名名名をピをピをピをピ

ークにークにークにークに全校生徒全校生徒全校生徒全校生徒 110110110110 名前後名前後名前後名前後をををを保保保保っているっているっているっている。。。。    

    大半大半大半大半のののの生徒生徒生徒生徒はははは、、、、７７７７台台台台あるスクールバスであるスクールバスであるスクールバスであるスクールバスで登下校登下校登下校登下校しているしているしているしている。。。。歩道歩道歩道歩道がないがないがないがない場所場所場所場所がががが多多多多いこといこといこといこと、、、、日中日中日中日中

のののの気温気温気温気温がががが高高高高いこといこといこといこと、、、、日本人日本人日本人日本人がががが多多多多くくくく住住住住むコンドミニアムがむコンドミニアムがむコンドミニアムがむコンドミニアムが点在点在点在点在していることもありしていることもありしていることもありしていることもあり、、、、放課後放課後放課後放課後にににに自自自自

由由由由にににに友達友達友達友達のののの家家家家にににに行行行行きききき来来来来したりすることはしたりすることはしたりすることはしたりすることは難難難難しいしいしいしい。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、保護者保護者保護者保護者のののの車車車車やタクシーをやタクシーをやタクシーをやタクシーを使使使使ってってってって移移移移

動動動動することになりすることになりすることになりすることになり、、、、日本日本日本日本にににに比比比比べるとべるとべるとべると生活生活生活生活のののの中中中中でででで制限制限制限制限をををを感感感感じることもじることもじることもじることも多多多多いいいい。。。。放課後放課後放課後放課後はははは、、、、地域地域地域地域のサのサのサのサ

ッカーやソフトボールのクラブにッカーやソフトボールのクラブにッカーやソフトボールのクラブにッカーやソフトボールのクラブに所属所属所属所属したりしたりしたりしたり、、、、コンドミニアムにあるプールでコンドミニアムにあるプールでコンドミニアムにあるプールでコンドミニアムにあるプールで水泳水泳水泳水泳をををを習習習習ったりったりったりったり、、、、

家庭教師家庭教師家庭教師家庭教師によるによるによるによる英語英語英語英語のレッスンをのレッスンをのレッスンをのレッスンを受受受受けたりしてけたりしてけたりしてけたりして過過過過ごしているごしているごしているごしている。。。。それでもそれでもそれでもそれでも余余余余りあるりあるりあるりある放課後放課後放課後放課後のののの時間時間時間時間    

をををを生徒生徒生徒生徒たちはたちはたちはたちは、、、、読書読書読書読書をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、高学年高学年高学年高学年になるとギターやドラムなどのになるとギターやドラムなどのになるとギターやドラムなどのになるとギターやドラムなどの練習練習練習練習をしたりしてをしたりしてをしたりしてをしたりして、、、、部活部活部活部活

のないのないのないのない時間時間時間時間ををををすごしていすごしていすごしていすごしているるるる。。。。インターネットなどでインターネットなどでインターネットなどでインターネットなどで瞬時瞬時瞬時瞬時にににに日本日本日本日本のののの情報情報情報情報をををを手手手手にににに入入入入れることもできれることもできれることもできれることもでき

るがるがるがるが、、、、マレーシアのマレーシアのマレーシアのマレーシアの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気によるものかによるものかによるものかによるものか、、、、各家庭各家庭各家庭各家庭のののの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気によるものかによるものかによるものかによるものか、、、、流行流行流行流行にににに左右左右左右左右されるこされるこされるこされるこ

となくとなくとなくとなく落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気のののの中中中中でででで生活生活生活生活しているしているしているしている。。。。    

        

（（（（３３３３））））    特色特色特色特色あるあるあるある教育教育教育教育        

①①①① 語学教育語学教育語学教育語学教育    

英会話英会話英会話英会話のののの授業授業授業授業をををを週週週週２２２２回実施回実施回実施回実施しているしているしているしている。。。。４４４４名名名名のののの現地採用英会話現地採用英会話現地採用英会話現地採用英会話    

講師講師講師講師がががが指導指導指導指導にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、各学年各学年各学年各学年３３３３，，，，４４４４つのつのつのつの少人数少人数少人数少人数クラスにクラスにクラスにクラスに分分分分けてけてけてけて    

指導指導指導指導をををを行行行行っているっているっているっている。。。。保護者保護者保護者保護者のののの間間間間でもでもでもでも「「「「海外在住海外在住海外在住海外在住＝＝＝＝英語習得英語習得英語習得英語習得」」」」のののの    

イメージがイメージがイメージがイメージが強強強強くくくく英会話英会話英会話英会話のののの授業授業授業授業にににに対対対対するするするする期待期待期待期待はははは非常非常非常非常にににに高高高高いものがいものがいものがいものが    

あるあるあるある。。。。    

    

②②②② 国際理解教育国際理解教育国際理解教育国際理解教育    

総合的総合的総合的総合的なななな学習学習学習学習のひとつとしてのひとつとしてのひとつとしてのひとつとして、、、、現地校現地校現地校現地校とのとのとのとの交流交流交流交流をををを行行行行っているっているっているっている。。。。相手校相手校相手校相手校のののの先生先生先生先生とのとのとのとの打打打打ちちちち

合合合合わせはわせはわせはわせは思思思思うようにうようにうようにうように進進進進まないこともまないこともまないこともまないことも多多多多々々々々あるがあるがあるがあるが、、、、異文化交流異文化交流異文化交流異文化交流ができるができるができるができる貴重貴重貴重貴重なななな機会機会機会機会となっとなっとなっとなっ

ているているているている。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度はははは、、、、低学年部低学年部低学年部低学年部はははは、、、、セントクリストファーセントクリストファーセントクリストファーセントクリストファー校校校校（（（（イギリスイギリスイギリスイギリス系系系系））））。。。。中学年中学年中学年中学年

部部部部はははは、、、、ダラットダラットダラットダラット校校校校（（（（アメリカアメリカアメリカアメリカ系系系系））））。。。。高学年部高学年部高学年部高学年部はははは、、、、アップランズアップランズアップランズアップランズ校校校校（（（（イギリスイギリスイギリスイギリス系系系系）。）。）。）。中学年中学年中学年中学年

部部部部はははは、、、、ＳＭＫＳＭＫＳＭＫＳＭＫブキジャンブルブキジャンブルブキジャンブルブキジャンブル校校校校（（（（マレーマレーマレーマレー系系系系））））ととととそれぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの文化文化文化文化交流交流交流交流をををを通通通通してしてしてして、、、、国際性国際性国際性国際性をををを

育育育育むむむむ時間時間時間時間となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    

③③③③ 民族音楽鑑賞会民族音楽鑑賞会民族音楽鑑賞会民族音楽鑑賞会    

    音楽音楽音楽音楽をををを通通通通してしてしてして、、、、現地現地現地現地をををを理解理解理解理解するするするする機会機会機会機会のひとつとしているのひとつとしているのひとつとしているのひとつとしている。。。。マレーマレーマレーマレー系系系系、、、、中国系中国系中国系中国系、、、、インドインドインドインド

系系系系のののの音楽音楽音楽音楽をををを１１１１年年年年ごとにごとにごとにごとに鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞しているしているしているしている。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの音楽音楽音楽音楽のののの歴史的背景歴史的背景歴史的背景歴史的背景のののの説明説明説明説明、、、、楽器楽器楽器楽器のののの紹介紹介紹介紹介

などもありなどもありなどもありなどもあり、、、、マレーシアのマレーシアのマレーシアのマレーシアの音楽音楽音楽音楽にににに浸浸浸浸るひとときとなっているるひとときとなっているるひとときとなっているるひとときとなっている。。。。    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

④④④④ 移動教室移動教室移動教室移動教室・・・・修学修学修学修学旅行旅行旅行旅行    

    宿泊行事宿泊行事宿泊行事宿泊行事もももも行行行行きききき先先先先でででで現地文化現地文化現地文化現地文化をををを体験体験体験体験したしたしたした上上上上でででで理解理解理解理解できるできるできるできる内容内容内容内容となるようとなるようとなるようとなるよう工夫工夫工夫工夫されていされていされていされてい

るるるる。。。。小学部小学部小学部小学部 5,65,65,65,6 年生年生年生年生はははは、、、、隔年隔年隔年隔年でランカウィでランカウィでランカウィでランカウィ島島島島とととと東東東東マレーシアのクチンへマレーシアのクチンへマレーシアのクチンへマレーシアのクチンへ。。。。中学部中学部中学部中学部２２２２年生年生年生年生

はははは、、、、コタキナバルへコタキナバルへコタキナバルへコタキナバルへ。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの行行行行きききき先先先先でででで、、、、オランウータンオランウータンオランウータンオランウータン保護保護保護保護センターセンターセンターセンター見学見学見学見学やジャンやジャンやジャンやジャン

グルトレッグルトレッグルトレッグルトレッキングなどをキングなどをキングなどをキングなどを通通通通してマレーシアのしてマレーシアのしてマレーシアのしてマレーシアの自然自然自然自然にににに触触触触れたりれたりれたりれたり、、、、東東東東マレーシアにマレーシアにマレーシアにマレーシアに住住住住むイバむイバむイバむイバ

ンンンン族族族族やカザダンやカザダンやカザダンやカザダン族族族族などのなどのなどのなどの文化文化文化文化をををを学学学学んだりとペナンをんだりとペナンをんだりとペナンをんだりとペナンを離離離離れてこそできるれてこそできるれてこそできるれてこそできる内容内容内容内容となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

        

⑤⑤⑤⑤ 水泳授業水泳授業水泳授業水泳授業    

    １１１１年中夏年中夏年中夏年中夏であるであるであるである利点利点利点利点をををを生生生生かしかしかしかし、、、、週週週週１１１１回回回回のののの水泳授業水泳授業水泳授業水泳授業がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。現地採用現地採用現地採用現地採用のののの水泳指水泳指水泳指水泳指

導講師導講師導講師導講師とととと体育担当教師体育担当教師体育担当教師体育担当教師がががが指導指導指導指導にあたっているにあたっているにあたっているにあたっている。。。。初初初初めはまったくめはまったくめはまったくめはまったく泳泳泳泳げなかったげなかったげなかったげなかった生徒生徒生徒生徒もみるもみるもみるもみる

みるみるみるみる泳泳泳泳げるようになりげるようになりげるようになりげるようになり、、、、効果効果効果効果をあげているをあげているをあげているをあげている。。。。    

    

４４４４．．．．    おわりにおわりにおわりにおわりに        

        2008200820082008 年年年年    

            ペナンペナンペナンペナン日本人学校日本人学校日本人学校日本人学校にににに赴任赴任赴任赴任することになったすることになったすることになったすることになった 2008200820082008 年年年年。。。。無我夢中無我夢中無我夢中無我夢中でででで過過過過ごしたごしたごしたごした 1111 年目年目年目年目。。。。与与与与ええええ    

        られたられたられたられた仕事仕事仕事仕事はははは小学小学小学小学 1111 年生年生年生年生からからからから中学中学中学中学 3333 年生年生年生年生までのまでのまでのまでの音楽専科音楽専科音楽専科音楽専科、、、、小小小小 3333 とととと小小小小 4444 のののの図工図工図工図工、、、、小学部小学部小学部小学部のののの家家家家    

        庭科庭科庭科庭科、、、、小小小小 4444 のののの書写書写書写書写。。。。週週週週のののの持持持持ちちちち時間時間時間時間にするとにするとにするとにすると、、、、びっくりするようなこともないのだがびっくりするようなこともないのだがびっくりするようなこともないのだがびっくりするようなこともないのだが、、、、慣慣慣慣れれれれ    

        ないないないない環境環境環境環境のののの中中中中、、、、明日明日明日明日のののの授業準備授業準備授業準備授業準備にににに追追追追われるわれるわれるわれる毎日毎日毎日毎日。「。「。「。「新新新新しいしいしいしい音楽音楽音楽音楽のののの先生先生先生先生がががが来来来来たたたた。」。」。」。」というというというという生生生生    

        徒徒徒徒やややや保護者保護者保護者保護者、、、、先輩教員先輩教員先輩教員先輩教員からからからからのののの期待期待期待期待。。。。自分自分自分自分のののの無力無力無力無力さをさをさをさを痛痛痛痛いほどいほどいほどいほど感感感感じながらじながらじながらじながら、、、、常常常常にににに自分自分自分自分がめざがめざがめざがめざ    

        すすすす授業授業授業授業とはとはとはとは？？？？とととと模索模索模索模索するするするする日日日日々。々。々。々。自分自分自分自分とのとのとのとの戦戦戦戦いのいのいのいの１１１１年目年目年目年目だっただっただっただった。。。。またまたまたまた、、、、音楽教員音楽教員音楽教員音楽教員はははは、、、、対外的対外的対外的対外的    

        なななな行事行事行事行事のののの担当担当担当担当もももも多多多多くくくく、、、、見通見通見通見通しももてないまましももてないまましももてないまましももてないまま、、、、常常常常にににに行事行事行事行事にににに追追追追われていたわれていたわれていたわれていた。。。。和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓クラブのクラブのクラブのクラブの    

        盆盆盆盆踊踊踊踊りをはじめとするりをはじめとするりをはじめとするりをはじめとする年年年年にににに数回数回数回数回あるあるあるある発表発表発表発表。。。。学芸会学芸会学芸会学芸会やややや卒業式卒業式卒業式卒業式のののの全校合唱全校合唱全校合唱全校合唱。。。。そしてそしてそしてそして、、、、強烈強烈強烈強烈なななな印印印印    

        象象象象としてとしてとしてとして残残残残っているのがっているのがっているのがっているのが民族音楽鑑賞会民族音楽鑑賞会民族音楽鑑賞会民族音楽鑑賞会のののの準備準備準備準備だっただっただっただった。。。。このこのこのこの年年年年はははは、、、、インドインドインドインド音楽音楽音楽音楽でででで、、、、打打打打ちちちち合合合合    

        わわわわせにせにせにせに行行行行くとくとくとくと、、、、担当者担当者担当者担当者がががが来来来来ていないていないていないていないことことことこともももも。。。。英会話英会話英会話英会話クラスのクラスのクラスのクラスの現地現地現地現地のののの先生先生先生先生がががが教教教教えてくれえてくれえてくれえてくれたたたた「「「「一一一一    

番怖番怖番怖番怖いのはマレーいのはマレーいのはマレーいのはマレー音楽音楽音楽音楽のののの年年年年、、、、次次次次はインドはインドはインドはインド、、、、一番安心一番安心一番安心一番安心なのはなのはなのはなのは中国中国中国中国よよよよ。」。」。」。」鑑賞会当日鑑賞会当日鑑賞会当日鑑賞会当日にににになってなってなってなって    

頼頼頼頼んでいたんでいたんでいたんでいた演奏演奏演奏演奏者者者者がががが来来来来なくてなくてなくてなくて、、、、中止中止中止中止になったことがになったことがになったことがになったことがありありありあり、、、、ずっとずっとずっとずっと語語語語りりりり継継継継がれてきたがれてきたがれてきたがれてきたらしいらしいらしいらしい。。。。

そのためそのためそのためそのため、、、、依頼依頼依頼依頼をををを引引引引きききき受受受受けてもらったけてもらったけてもらったけてもらった後後後後でもでもでもでも、、、、気気気気がががが抜抜抜抜けずけずけずけず、、、、鑑賞会当日鑑賞会当日鑑賞会当日鑑賞会当日までまでまでまで手紙手紙手紙手紙をををを出出出出したしたしたした

りりりり、、、、電話電話電話電話をしたりしたをしたりしたをしたりしたをしたりした。。。。そんなそんなそんなそんな日日日日々々々々をををを過過過過ごしながごしながごしながごしながららららもももも、、、、一度一度一度一度もももも帰帰帰帰りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思ったったったったことはなことはなことはなことはな

かったしかったしかったしかったし、、、、インドインドインドインド人人人人とのやりとりひとつにしてもどこかとのやりとりひとつにしてもどこかとのやりとりひとつにしてもどこかとのやりとりひとつにしてもどこか面白面白面白面白いといといといと感感感感じているじているじているじている自分自分自分自分ががががいたいたいたいた。。。。

2222 学期学期学期学期もももも半半半半ばになるとばになるとばになるとばになると、、、、次年度次年度次年度次年度のののの派遣教員受派遣教員受派遣教員受派遣教員受けけけけ入入入入れのためのれのためのれのためのれのための準備準備準備準備がががが始始始始まったまったまったまった。。。。これはこれはこれはこれは、、、、毎毎毎毎

年年年年、、、、1111 年目教員年目教員年目教員年目教員のののの仕事仕事仕事仕事でででで、、、、同期派遣教員同期派遣教員同期派遣教員同期派遣教員 3333 人人人人でででで冊子冊子冊子冊子やややや DVDDVDDVDDVD 作作作作りをりをりをりを行行行行ったったったった。。。。作業作業作業作業をををを通通通通してしてしてして、、、、

ペナンについてのペナンについてのペナンについてのペナンについての理解理解理解理解をををを深深深深めることができためることができためることができためることができた。。。。    

    

    

        2009200920092009 年年年年    

                        新型新型新型新型インフルエンザがインフルエンザがインフルエンザがインフルエンザが世界的世界的世界的世界的にににに大流行大流行大流行大流行したしたしたした年年年年。。。。幸幸幸幸いいいい、、、、    

                        学校行事学校行事学校行事学校行事にににに影響影響影響影響なくなくなくなく終終終終わったがわったがわったがわったが、、、、ピピピピ――――クだったクだったクだったクだった７７７７月月月月、、、、    

                        和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓クラブのクラブのクラブのクラブの生徒生徒生徒生徒をををを何万人何万人何万人何万人ものものものもの人人人人がががが集集集集まるまるまるまる盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり    

                        大会大会大会大会にににに参加参加参加参加させるかどさせるかどさせるかどさせるかどうかなどうかなどうかなどうかなど職員室職員室職員室職員室がぴりぴりしがぴりぴりしがぴりぴりしがぴりぴりし    

たムードになったこともあったたムードになったこともあったたムードになったこともあったたムードになったこともあった。。。。町行町行町行町行くくくく人人人人々々々々はははは、、、、イイイイ    

ンフルエンンフルエンンフルエンンフルエンザのザのザのザの流行流行流行流行をををを知知知知っているのかどうかっているのかどうかっているのかどうかっているのかどうか、、、、いつもいつもいつもいつも    



とととと変変変変わらないわらないわらないわらない様子様子様子様子。。。。マレーシアのマレーシアのマレーシアのマレーシアの

とととと考考考考ええええ学校全体学校全体学校全体学校全体がががが動動動動いていたいていたいていたいていた

年年年年はははは見通見通見通見通しとゆとりをもってよりしとゆとりをもってよりしとゆとりをもってよりしとゆとりをもってより

    

    

        2010201020102010 年年年年    

            3333 年目年目年目年目のこののこののこののこの年年年年、、、、思思思思いがけずいがけずいがけずいがけず

派遣教員派遣教員派遣教員派遣教員がががが減減減減らされたことらされたことらされたことらされたこと

うだうだうだうだ。。。。「「「「できませんできませんできませんできません」」」」とはとはとはとは

うだとうだとうだとうだと覚悟覚悟覚悟覚悟をををを決決決決めめめめ、、、、新学期新学期新学期新学期

ンにやってきたンにやってきたンにやってきたンにやってきた生徒生徒生徒生徒 4444 名名名名

名名名名、、、、中国人中国人中国人中国人のののの父親父親父親父親とととと日本人日本人日本人日本人

中国人中国人中国人中国人のののの母親母親母親母親のもとペナンでのもとペナンでのもとペナンでのもとペナンで

父母父母父母父母をををを頼頼頼頼ってペナンにやってきたってペナンにやってきたってペナンにやってきたってペナンにやってきた

をををを身身身身につけさせたいというにつけさせたいというにつけさせたいというにつけさせたいという

でででで生活生活生活生活しししし、、、、勉強勉強勉強勉強したいというしたいというしたいというしたいという

もペナンにもペナンにもペナンにもペナンに来来来来たたたた理由理由理由理由もさまざまなもさまざまなもさまざまなもさまざまな

もももも多多多多くくくく、、、、まだまだまだまだ中中中中 2222 だからとのんびりしていられなかったがだからとのんびりしていられなかったがだからとのんびりしていられなかったがだからとのんびりしていられなかったが

りりりり、、、、自分自分自分自分でもでもでもでも調調調調べたりしてべたりしてべたりしてべたりして

事事事事のののの他他他他にににに、、、、このこのこのこの年年年年はははは全学年全学年全学年全学年

なりなりなりなり、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの中中中中でででで一番一番一番一番

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    仕事仕事仕事仕事をををを通通通通してしてしてして学学学学んだこともたくさんあったがんだこともたくさんあったがんだこともたくさんあったがんだこともたくさんあったが

たりとたりとたりとたりと知知知知らずらずらずらず知知知知らずのらずのらずのらずの内内内内

をををを尊重尊重尊重尊重しししし、、、、互互互互いのいのいのいの良良良良さをさをさをさを

なったなったなったなった。。。。他民族国家他民族国家他民族国家他民族国家のマレーシアではのマレーシアではのマレーシアではのマレーシアでは

今回今回今回今回、、、、このようにこのようにこのようにこのように帰国報告帰国報告帰国報告帰国報告

とととと振振振振りりりり返返返返るるるることができたことができたことができたことができた

とととと感感感感じたじたじたじた。。。。このこのこのこの経験経験経験経験をををを生生生生

いきたいといきたいといきたいといきたいと思思思思うううう。。。。    

最後最後最後最後にににに、、、、派遣派遣派遣派遣にににに際際際際してしてしてして

    

    

    

    

    

    

マレーシアのマレーシアのマレーシアのマレーシアの状況状況状況状況やややや対応対応対応対応がががが見見見見えなえなえなえないいいい中中中中、、、、学校長学校長学校長学校長のののの

いていたいていたいていたいていた。。。。学校学校学校学校でのでのでのでの仕事仕事仕事仕事はははは、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度とととと大大大大きくきくきくきく変変変変わらなかったのでわらなかったのでわらなかったのでわらなかったので

しとゆとりをもってよりしとゆとりをもってよりしとゆとりをもってよりしとゆとりをもってより充実充実充実充実したしたしたした内容内容内容内容のののの授業授業授業授業にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと貪欲貪欲貪欲貪欲

いがけずいがけずいがけずいがけず中学中学中学中学 2222 年生年生年生年生のののの学級担任学級担任学級担任学級担任をををを任任任任されることになったされることになったされることになったされることになった

らされたことらされたことらされたことらされたこと、、、、中学免許中学免許中学免許中学免許をををを持持持持っているっているっているっている者者者者がががが限限限限られていたことなどがあったよられていたことなどがあったよられていたことなどがあったよられていたことなどがあったよ

とはとはとはとは言言言言えないえないえないえない状況状況状況状況のののの在外教育施設在外教育施設在外教育施設在外教育施設。。。。最後最後最後最後のののの年年年年もももも

新学期新学期新学期新学期がスタートしたがスタートしたがスタートしたがスタートした。。。。中中中中 2222 のののの生徒生徒生徒生徒はははは、、、、10101010 名名名名。。。。

名名名名、、、、父親父親父親父親はははは日本日本日本日本でででで働働働働きききき中国人中国人中国人中国人のののの母親母親母親母親とペナンでとペナンでとペナンでとペナンで

日本人日本人日本人日本人のののの母親母親母親母親のもとペナンでのもとペナンでのもとペナンでのもとペナンで暮暮暮暮らしているらしているらしているらしている生徒生徒生徒生徒

のもとペナンでのもとペナンでのもとペナンでのもとペナンで暮暮暮暮らしているらしているらしているらしている生徒生徒生徒生徒 1111 名名名名、、、、ペナンでロングステイをしているペナンでロングステイをしているペナンでロングステイをしているペナンでロングステイをしている

ってペナンにやってきたってペナンにやってきたってペナンにやってきたってペナンにやってきた生徒生徒生徒生徒 2222 名名名名。。。。このこのこのこの内内内内 1111 名名名名はははは、、、、海外生活海外生活海外生活海外生活

につけさせたいというにつけさせたいというにつけさせたいというにつけさせたいという保護者保護者保護者保護者のののの希望希望希望希望でででで。。。。もうもうもうもう 1111 名名名名はははは、、、、本人本人本人本人のののの希望希望希望希望

したいというしたいというしたいというしたいという思思思思いからペナンいからペナンいからペナンいからペナン日本人学校日本人学校日本人学校日本人学校にににに入学入学入学入学したしたしたした生徒生徒生徒生徒

もさまざまなもさまざまなもさまざまなもさまざまな 10101010 名名名名とととと真剣真剣真剣真剣にににに向向向向かいかいかいかい合合合合ったったったった 1111 年間年間年間年間

だからとのんびりしていられなかったがだからとのんびりしていられなかったがだからとのんびりしていられなかったがだからとのんびりしていられなかったが、、、、そのそのそのその都度進路主任都度進路主任都度進路主任都度進路主任

べたりしてべたりしてべたりしてべたりして対応対応対応対応したしたしたした。。。。保護者保護者保護者保護者とのつきあいもとてもとのつきあいもとてもとのつきあいもとてもとのつきあいもとても楽楽楽楽

全学年全学年全学年全学年のののの音楽音楽音楽音楽とととと家庭科家庭科家庭科家庭科をををを担当担当担当担当したしたしたした。。。。見通見通見通見通しをもつことができるようにしをもつことができるようにしをもつことができるようにしをもつことができるように

一番一番一番一番やりたいようにやりたいようにやりたいようにやりたいように授業授業授業授業ができたができたができたができた 1111 年年年年にすることができたにすることができたにすることができたにすることができた

んだこともたくさんあったがんだこともたくさんあったがんだこともたくさんあったがんだこともたくさんあったが、、、、異国異国異国異国にににに身身身身をををを置置置置いていていていて見見見見

内内内内にににに肌肌肌肌でででで感感感感じじじじ取取取取ったこともったこともったこともったことも多多多多かったようにかったようにかったようにかったように思思思思うううう

さをさをさをさを認認認認めめめめ合合合合うということがうということがうということがうということが何何何何よりもよりもよりもよりも大切大切大切大切なことなのではとなことなのではとなことなのではとなことなのではと

のマレーシアではのマレーシアではのマレーシアではのマレーシアでは、、、、それがとてもよくできているとそれがとてもよくできているとそれがとてもよくできているとそれがとてもよくできていると

帰国報告帰国報告帰国報告帰国報告をするをするをするをする機会機会機会機会をををを与与与与えていただきえていただきえていただきえていただき、、、、ペナンでのペナンでのペナンでのペナンでの

ことができたことができたことができたことができた。。。。そしてそしてそしてそして、、、、改改改改めてかけがえのないめてかけがえのないめてかけがえのないめてかけがえのない貴重貴重貴重貴重なななな経験経験経験経験

生生生生かしかしかしかし、、、、北海道北海道北海道北海道のののの子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの成長成長成長成長のためにのためにのためにのために、、、、今後今後今後今後

してしてしてして、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな形形形形でごでごでごでご協力協力協力協力いただいたいただいたいただいたいただいた方方方方々々々々にににに

のののの下下下下、「、「、「、「日本日本日本日本だったらだったらだったらだったら？」？」？」？」

わらなかったのでわらなかったのでわらなかったのでわらなかったので、、、、今今今今

貪欲貪欲貪欲貪欲にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ。。。。    

されることになったされることになったされることになったされることになった。。。。背景背景背景背景にはにはにはには、、、、    

られていたことなどがあったよられていたことなどがあったよられていたことなどがあったよられていたことなどがあったよ    

もももも厳厳厳厳しいしいしいしい 1111 年年年年になりそになりそになりそになりそ    

。。。。父親父親父親父親のののの転勤転勤転勤転勤のののの為為為為ペナペナペナペナ    

とペナンでとペナンでとペナンでとペナンで暮暮暮暮らしているらしているらしているらしている生徒生徒生徒生徒 2222    

生徒生徒生徒生徒 1111 名名名名、、、、日本人日本人日本人日本人のののの父親父親父親父親とととと    

ペナンでロングステイをしているペナンでロングステイをしているペナンでロングステイをしているペナンでロングステイをしている祖祖祖祖    

海外生活海外生活海外生活海外生活をををを経験経験経験経験させさせさせさせ、、、、英語力英語力英語力英語力    

希望希望希望希望でででで、、、、落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた環境環境環境環境    

生徒生徒生徒生徒だっただっただっただった。。。。家庭環境家庭環境家庭環境家庭環境    

年間年間年間年間。。。。進路進路進路進路にににに関関関関するするするする相談相談相談相談    

都度進路主任都度進路主任都度進路主任都度進路主任にににに相談相談相談相談したしたしたした    

楽楽楽楽しかったしかったしかったしかった。。。。学級学級学級学級のののの仕仕仕仕    

しをもつことができるようにしをもつことができるようにしをもつことができるようにしをもつことができるように    

にすることができたにすることができたにすることができたにすることができた。。。。    

見見見見たりたりたりたり聞聞聞聞いたりいたりいたりいたり体験体験体験体験しししし

うううう。。。。文化文化文化文化やややや習慣習慣習慣習慣のののの違違違違いいいい

なことなのではとなことなのではとなことなのではとなことなのではと思思思思うようにうようにうようにうように

それがとてもよくできているとそれがとてもよくできているとそれがとてもよくできているとそれがとてもよくできていると感感感感じたじたじたじた。。。。    

ペナンでのペナンでのペナンでのペナンでの 3333 年間年間年間年間をじっくりをじっくりをじっくりをじっくり

経験経験経験経験をさせていただいたをさせていただいたをさせていただいたをさせていただいた

今後今後今後今後もももも精一杯関精一杯関精一杯関精一杯関わってわってわってわって

にににに深深深深くくくく感謝感謝感謝感謝いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    


