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１ バーレーン王国の概要 〜

 

 

 

 

 

砂漠のただ中に１本だけ力強く生い

茂る巨木「生命の木」 

 

世界文化遺産 Qal’at al-Bahrain（バーレーン要塞）

 

 

砂漠の国・バーレーン王国での貴重な３年間

                          前 バハレーン日本人学校

                            現 浦河町立堺町小学校

                                櫻 

〜 ペルシャ（アラビア）湾に浮かぶ真珠 

 バーレーン王国はアラビア半島の東に浮かぶ島国である。奄美

大島とほぼ同じ大きさの国土（約７５８ｋ㎡）に、約１２６万人

（人口密度は世界第３位）が住んでおり、その半数は外国人

である。  

 夏季は４０度を超す厳しい暑さが続くが、冬季は比較的温

暖で、日中で２０℃前後である。だが、

と寒く、セーターを着たり、電気ヒーターを使用したりする

必要がある。 

 公用語はアラビア語だが、イギリスとの関係が密接だった

ことや、外国人（イギリス・インド・パキスタン・フィリピ

ン等）が多いことから、日常は英語が広く使われ

 古くから中継貿易地として栄えたバーレーンは、イスラム教を

国教とするものの、外国文化に開放的で寛容だったこともあり、

イスラムの戒律が比較的緩やかである。またこのこ

とから、女性の顕著な社会進出を生んでいる。

 かつての主要産業は真珠であったが、アラビア湾岸諸国初の石

油が発見されてからは、石油精製、アルミニウム精錬、金融業な

どがおもな産業として発展し、現在は石油枯渇への対応として、

産業構造多角化を推進している。 

 

 

 

 

 
（バーレーン要塞） 

砂漠の国・バーレーン王国での貴重な３年間 

バハレーン日本人学校 教諭                        

浦河町立堺町小学校  教諭  

  井    亮  

 

バーレーン王国はアラビア半島の東に浮かぶ島国である。奄美

大島とほぼ同じ大きさの国土（約７５８ｋ㎡）に、約１２６万人

（人口密度は世界第３位）が住んでおり、その半数は外国人

夏季は４０度を超す厳しい暑さが続くが、冬季は比較的温

だが、冬期間の朝晩は意外

と寒く、セーターを着たり、電気ヒーターを使用したりする

公用語はアラビア語だが、イギリスとの関係が密接だった
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国教とするものの、外国文化に開放的で寛容だったこともあり、
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とから、女性の顕著な社会進出を生んでいる。 
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２ バハレーン日本人学校の概要と特色 

名 称 バハレーン日本人学校 

    (THE JAPANESE SCHOOL IN BAHRAIN) 

設立・運営の母体 

    １９８４年４月２４日 バーレーン日本人会に 

    より設立。学校運営委員会が運営にあたる。 

   ※バーレーン王国から認可を受けた私立学校である。 

教員数 派遣教員５名 現地採用講師２名 

他職員 事務職員１名 スクールバス運転手１名 用務員１名 警備員２名 

校 舎 民家を借用し、改修して利用。 

通 学 スクールバス（マイクロバス他）を使用し、登下校時は教員が添乗。 

 

 バハレーン日本人学校の子ども達は、いつも生き生きとした表

情で学校生活を送っている。その源は、バーレーンの文化や自然

と、小規模校のメリットを生かした教育活動にある。 

 英会話の学習は小学部１年生から、アラビア語の学習は小学部

３年生から行っている。バーレーン在住のアイルランド人（英会

話担当）とバーレーン人（アラビア語担当）の方を講師に迎え、

英会話では、普段の生活で活用できるコミュニケーション力を、

アラビア語では、アラビア文字の読み書きや発音を主に学習して

いる。この学習で培った力は、毎年行っている２つのプライベー

トスクールとの交流活動や、飛翔祭(文化祭)での外国語発表で発

揮され、保護者や参加者から高い評価をいただくことで、子ども

達の自信につながっている。 

  また、40℃前後の日が続く5月下旬から10月初旬までは水泳学

習を行い、12月から1月の涼しい時期には縄跳びや持久走を行っ

ている。プール納会や持久走大会では、保護者の心温まる声援の

もとで、子ども達は取り組みの成果を存分に発揮し、達成感を味

わっている。 

 この他にも、体育祭・宿泊体験学習といった行事があるが、ど

の行事においても共通していることは、異学年と共にグループを

作って活動する機会が多いことと、個々の持ち味を表現する場が

多いということである。 

 １年を通して多彩な教育活動を行い、一人一人の子ども達の無

限の可能性を児童生徒・教師・保護者とともに実感できる…これ

が、バハレーン日本人学校ならではの特色ある教育活動である。 



３ バーレーン王国での生活   

○断食（ラマダン） 

 イスラム暦の中にあるラマダンは、断食月であり、この期間、

イスラム教徒は、日中の飲食（薬や唾液も）が禁じられている。

そのため、街中の銀行や店舗は、通常と異なる営業時間になる。 

 スーパーマーケットはほぼ通常通りだが、レストランやファー

ストフード店は、日没にならないと開店しない。イスラム教徒で

ない私たちも、日中は、人前では飲食はできない（罰金をとられ

る）ので、人目に触れないように気を遣いながら食事をしていた。

なお、学校での飲食（昼食や水分補給）は、通常通りであった。 

○医療 

 ３年間のバーレーン生活では、少なからず病院や医薬品のお

世話になることがあった。受付から診察、支払いまでのシステ

ムは、日本の医療機関とほぼ同様だが、戸惑ったこともいくつかある。 

 ①初診で治療費を支払ったら、２回目の受診では支払いの請求がなかったこと。 

 ②総合病院では、医師の診察・院内の薬局・院内のリハビリテーション科・注射の接種・（血液  

  等の）検査室それぞれで支払いをする必要があったこと。 

システムがよくわからない上に言葉の障壁もあり、混乱を極めることもあったが、医師の診察は適

切であり、医療設備も大変整っているため、治療に関しては、心配は無用であった。 

 医薬品を販売している薬局は多く、比較的安価で購入することができたが、薬の効き目が強く感

じたり、冷湿布が売っていなかったりと、ここでも日本の医薬品環境との違いを感じた。 

○スンニ派とシーア派の対立 

 バーレーンでは、イスラム教の宗派であるスンニ派とシーア派

の対立が、私の赴任以前から続いている。シーア派は、バーレー

ンのイスラム教徒の約７割を占めており、一般の庶民はシーア派

が多い。それに対し、スンニ派は、少数派ではあるが、王族がス

ンニ派で、国政もスンニ派が実権を握っており、豊かな暮らしを

している。そのため、シーア派の不満は根強いようであった。 

 ２０１０年の「アラブの春」以降、その対立は激化し、シー

ア派のデモ行進（国王・国政批判）や、古タイヤを道路に並べて

燃やしたりナツメヤシの幹や大きなゴミ箱を道路に置いて交通

妨害をすることが毎週末のように行われていた。そのような情報

は、大使館から各邦人の家庭や会社にメールで逐一送信されたり、

邦人間で共有し合ったりし、外出時や学校の登下校時の安全確保

に努めるようにしていた。 

４ 「アラブの春」騒動に伴う日本人学校・教員・家族の対応について 

日没を知らせる大砲（もちろん空砲

です）。見物客も多いです。 

 

総合病院の１つ、Bahrain Specialist 

Hospital。 

 

私達が住んでいたコンパウンド（集

合住宅）前でのシーア派のデモ行進。 

 

治安部隊の侵入を妨害するための障

害物（学校近くの道路にて） 

 



 ２０１０年１２月、チュニジアの反政府運動が発端となってアラブ世界に広がった「アラブの春」

は、バーレーンにも影響が及び、２０１１年３月１９日から約１か月間、日本人学校派遣教員とそ

の家族は、日本に緊急避難することになった。 

 

日付 バーレーンの国内情勢 日本人学校の対応 

２月１７日（木） 

 

治安部隊が真珠広場を封鎖し、催涙ガ

スを発射。広場を占拠していた反体制

派数百人を強制排除。 

（この様子は日本国内でもニュースで 

 放映された） 

臨時休業（２／２４まで） 

…安全確保のため、臨休措置をとる。 

 この間に予定されていた１・２年生の動物 

 園見学と英検二次試験は中止。PTA 総会は 

 ３／４に延期決定。 

 学校は避難所となる。 

 児童生徒家族が徐々に日本や近隣国に一 

 時避難を開始し始める。 

２月１８日（金） 国内情勢は悪化。 職員出勤。学校周辺は特に問題なし。 

２月１９日（土） 

 

 

 

 職員出勤。各家庭に今後の動向について確認

のための連絡を入れる。その後、２／２０か

ら校庭を開放することを決定し、各家庭に連

絡する。 

２月２０日（日） 平穏な状況ではあるが、シーア派のデ

モ行進や、シーア派グループのリーダ

ーがバーレーンに入国することで、再

び混乱が生じるという危険性が危惧さ

れる。 

校庭開放開始（２／２４まで） 

…バーレーン国内の情勢不安定に伴い、休校 

 中のなかで、子ども達のストレス発散や心 

 身のケアを目的として、日本人学校の校庭 

 を午前中のみ開放。 

２月２１日（月）  今後の国内情勢の悪化・国外退避を想定し、

US ドルとバーレーンの通貨を銀行にて確保

する。 

２月２３日（火） 前日に行われた反政府デモは３万人規模。 

ハマド国王、サウジ国王に会う。 

政治犯を恩赦・釈放へ。 

前日に、小学部１名の転出の連絡が入る。 

９：００〜１２：００ 学校開放 

…自主学習や屋外活動を行う。 

 

２月２５日（木） 親政府派デモ…中止。 

反政府派デモ… 

大規模だが平和的に 

行われる。 

職員打ち合わせ…学校再開について 

学校の再開は、安全基準の一つでもある。あ

まり過敏にならないようにすることも必要。

だが、「安全第一」という日本人理事会の雰

囲気がある中では、「完全に普通通りの日課

で」というのは困難。→授業時数確保・安全

確保のため、２／２７〜３／２は５時間授業



で。３／３は５or６時間授業で再開する。 

→大使館・学校運営委員会の了承を得たら、

全家庭に連絡する。（一時帰国中の家庭も含めて） 

２月２７日（日）  学校再開。先生方はスクールバスに添乗。 

３月１３日（日） 

 

 

真珠広場で反政府派と治安部隊が衝

突。反政府派に死者が出る。抗議のデ

モが翌日に行われる、という情報が入

る。 

 

※前日（３／１２）は、東日本大震災 

 があり、バーレーンでもテレビ・ラ 

 ジオで大きく報道されていた。 

 

 

１０：３０ 緊急下校 

１５：４０ 職員打ち合わせ…翌日の学校の 

      対応について。 

      大使館・学校運営委員会の意見 

      が分かれる。 

１７：４０ 翌日は通常通り行う。 

      状況変化があれば、登校バス到 

      着前までに各家庭に連絡、休校 

      もあり得る。早めに帰宅する場 

      合もある。 

２１：４０ 校長より連絡。 

      翌日は休校。各家庭に連絡する 

３月１４日（月） １３：２０ 反政府派と治安部隊の衝 

      突の可能性大。戒厳令も 

      あり得るのでは、という 

      情報が入る。 

１７：００ サウジアラビアから軍隊 

      が入国（相当数）。 

２１：００頃からしばらくの間、ヘリ

コプターが上空を飛ぶ。  

１４：３０ ３／１５は休校とし、３／１６ 

      以降については、再度連絡を入 

      れるという旨の連絡を各家庭  

      に入れる。 

 

 

３月１５日（火） 学校周辺のシーア派の地区が混乱。道

路にゴミ箱や木の板が散乱していた。 

住宅周辺のスーパーマーケットが営業

開始。 

１４：４５ 国家安全事態宣言(State  

      of natiol safty)をハマド 

      国王が発出。 

１５：１０ 学校周辺道路にバリケー 

      ドが作られ始めたため、 

      緊急帰宅。 

 

                                                                                                                             

任期満了により帰国する教員家族の対抗に

ついて… 

 ・空港での見送りは困難。 

 ・空港までのルート・移動手段は、大使館 

  と連携をとりながら決めていく。 

１０：４０ 卒業式中止を決定。 

１１：３０頃から、家庭訪問を行う。 

 ・連絡票配布 ・今後の動静の確認 

 ・臨時休業の継続と当分の学校閉鎖の連絡 

 ・新学期の予定について 等を伝える。 

１８：４０ 校長より連絡 

      …３／１６は自宅待機。 



３月１６日（水） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３：００ 派遣教員と家族全員は、１９日 

      に国外退避（日本へ）すること 

      が決まる。 

３月１７日（木） 卒業式・修了式・離任式が中止となる。 

 ５：５０ E-Ticket の発券とその確認。 

１１：１５ 職員打ち合わせ 

 ・休業の継続。  

 ・４／１１に始業式、４／１２に入学式を 

  予定。（変更もあり得る） 

 ・３／１９に教員は一時国外退避する。再 

  入国は未定なので、今後の予定について 

  は、随時メールで連絡する。 

 …上記のことを各家庭に伝える。 

※派遣教員２名から全家庭に連絡するため 

 の緊急連絡網を作成する。教員と保護者と 

 の送受信したないようについては、すべて 

 校長にも送るようにする。 

３月１８日（金）  ７：００ 出勤 

      帰国後の派遣教員の対応の確 

      認をする。…市町村教委に出頭 

      し、その後の自身の勤務態様を 

      確認する。 

１２：００ 退勤 

※任期満了による帰国する派遣教員とその 

 家族（４名）がバーレーンを出発。 

３月１９日（土） 

 

 

 

１３：００ 残りの派遣教員と家族（１０名） 

     が学校に集合し、大使館の車２台 

     とタクシー２台で空港へ向かう。 

１８：００ バーレーンを出発。 

３月２２日（火）  浦河町到着。町教委に出頭。 

４月１９日（火） 

 

 

 校長より連絡…２３日に渡航情報更新の予

定があり、その後航空券の手配を行う。２６

日か２７日には北海道を経つ予定。 

４月２６日（火）  全派遣教員・家族が日本を出発。 

→２７日（水）にバーレーン到着。 

５月 ５日（木）  

 

学校再開。新学期開始。「入学・転入学をお

祝いする式」を行う。 

治安部隊の車両がマナマ市内の道路

を走行している様子。 

 

真珠広場に集まり抗議運動を行う反

政府派グループの群衆。左上に見え

る大きな真珠のモニュメントやこの

場所は、３／１３の騒乱以降、政府

によって取り壊され、新たな交差点

として整備された。反政府派グルー

プにとっては、この場所は「聖地」

となっている。 

道路にブロックや車止め等を置き、

交通障害を起こすための反政府派グ

ループの抗議行動。 



 この約２か月の間に行ったリスクマネジメントは、以下の通りである。 

【バーレーンに滞在している間】 

 ○児童生徒とその保護者の動静の確認。 

 ○日本国内での体験入学、転入学の手続きに関する、保護者との情報交換。 

 ○児童生徒の心のケア（学習面、心身のストレス） 

 ○大使館との情報交換を密に行う。 

 ○スクールバスルートの安全確認と、登下校時の教員のスクールバス添乗による安全対策。 

 ○教員家族の心のケア（安全確保、生活に必要な食料・物品の確保） 

【日本に滞在している間】 

 ○校長、派遣教員との連絡を密にし、情報をすべて共有する。 

 ○児童生徒への学習指導（メールによる課題の送付や質問に対する対応） 

 ○保護者からの教育相談に対する対応（体験入学、転入学、教科書の支給に関して） 

 ○新派遣教員の受け入れに関する諸準備 

 日本に退避する直前の頃は、不安やストレスからか、胃の痛い思いもした。しかし、大使館・学

校運営委員会からの情報をもとに、校長を中心としたリスクマネジメントを丁寧に行い、学校再開

まで全力を傾けることができたのは、こういう時だからこそ「日本人学校の存在意義」を示すこと

ができるのだという強い意志のもとで、全派遣教員が話し合い、協力し合えたからである。 

 日本に退避している間、校長は、バーレーンの日本大使館や学校運営委員の方々と昼夜を問わず

連絡を取り合い、協議し、学校再開に向けての準備を進められていたが、その間の校長の心身のス

トレスは計り知れないものがあった。その気苦労がひしひしと伝わってきただけに、私は、派遣教

員としてできること…日本各地や外国に退避している日本人学校の児童生徒にとってベストな学

習・生活環境を作ること…を第一に考え、どのような形であれ、対応するという姿勢で臨むことが

できた。 

 ５／５の学校再開時は、まだ全ての児童生徒がバーレーンには戻っていなかったが、再びバハレ

ーン日本人学校で学び、遊ぶことができることを、子ども達と共に喜び合うことができた。 

 最終的に、すべての児童生徒が顔を揃えることができたのは２学期からであった。 

  

５ 終わりに 

 赴任期間中、校長先生が常におっしゃっていた言葉を、この報告書の最後に記したい。 

〜バーレーンで（海外で）生き延びるために必要なこと〜 

１ 気力（精神面：派遣教員としての自覚、辛抱、協調性、寛容性、柔軟性。このあたりがリーダーシップの本質！） 

２ 体力（身体面：自己健康管理能力。管理職は部下や家族へも配慮。） 

３ 英語力（＝語学力…1つのことを学ぶ謙虚さや継続することが自分を育てる。） 

４ 指導力（今後に生かせるスキルを身につけ、磨くこと。将来のビジネスチャンス作り。研修という意識をもって。） 

５ 家族の絆（自己との対話を通して、自分のこと、家族のこと、今後のことを考える、貴重な時間にする。）  

 派遣期間も今も、私の心を支え、鼓舞してくれる５か条である。 

 派遣教員を志す先生方が、充実した赴任期間を過ごす上で、参考になれば幸いである。 



 

【特集】見学学習・体験学習いろいろ・・・ 

学校近くのスーパーマーケット

見学。どこで作られた野菜が売ら

れているのかインタビューをし

て調べました。（３・４年生） 

 

農場を見学し、育てている野菜や

水や肥料の与え方等について調

べました。砂漠の国でも野菜を育

てていることを実感！（３・４年生） 

 

ハムール（和名くえ）の養殖・栽

培を行っている施設の見学。日本

の養殖技術を得ていることもわ

かりました。（全学年） 

 

漁港見学。漁船の仕組みや漁に使

う道具を調べました。こんなに大

きなかごで１m くらいの巨大な

魚をとります！（３・４年生） 

 

用務員のトーマスさんに、インド

料理のチキンマサラの作り方を

教えてもらいました。もちろん完

食です！（３・４年生） 

 

ラクダ牧場見学。ラクダの特徴を調

べたり、えさをあげたりしました。

この牧場にいる 200 頭近くのラクダ

は王族のものです。（１・２年生） 

 

ポタリー（陶器）作り体験。バー

レーンの伝統工業に直に触れる

こともできました。ろくろは足で

回します。（全学年） 

 

KOBELCO が手がけている製鉄

関係の工場を建設している現場

を見学。日本企業の海外での活躍

ぶりを実感できました。（全学年） 

 

TOYOTA 研修センター見学。自動車

の塗装や修理の技術を現地のスタッ

フに指導するお父さん達の仕事を直

に見せてもらいました。（全学年） 

 

火力発電所で発生した熱を利用

して淡水を作っている工場の見

学。バーレーンでの海水→淡水の

作り方を知りました。（全学年） 

 

「砂漠の国だから…。」という先入観を覆される面白さ。

日本人の方々のバーレーンでの仕事を直接見学すること

で、日本がどのように海外で貢献しているのかを実感でき

ること。・・・他の国の生活を知り、そこで暮らす人達を

知り、そこで働く日本人や他国の人達の活躍を知ることが

できる見学学習・体験学習は、子ども達にとっても教員に

とっても価値のある学習となりました。 


