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１  アルゼンチンについて  

（１）地理 

南米大陸にある国であり，全土が南半球にある。西側 

 や南側はチリと，北側はボリビアやパラグアイと，北東 

側はブラジルやウルグアイと国境を接しており，東側は 

大西洋であるアルゼンチンの面積は約２７８万 km

2

であ 

り，日本の約７．５倍である。南米ではブラジル（約８ 

５１万 km

2

，世界第５位）に次いで面積が大きく，世界 

全体で８番目に面積の大きな国である。 

 

（２）歴史  

  アルゼンチンは，１５１６年にスペインの探検隊により発見され，スペインの植民地

となった。その後，スペイン本国から派遣された数次の遠征隊により，１５７３年には，

スペインの支配がゆきわたった。 

   １５３６年，メンドーサの率いる探検隊は，ラプラタ川支流に居留地を建設したが，

先住民の襲撃を受けてアスンシオンに撤退した。その時，この居留地は「聖母ブエン・

アイレ」と名付けられた。１５８０年，ラプラタ太守に任ぜられたガライは，現在のブ

エノスアイレスを中心にラプラタ河畔を開発した。 

  １７７６年には，アルゼンチン・ボリビア・ウルグアイ・パラグアイ・ブラジルの一

部を含むラプラタ副王領が正式に確立され，ブエノスアイレスがその首都となった。 

  １９世紀初頭，ナポレオン１世の侵入でスペイン本国の統治力が弱まった時に，南米

各地で本国からの独立運動が芽生えた。アルゼンチンでは，１８１０年５月２５日，ベ

ルグラーノに指揮された移住民たちは，当時の副王を退位させるとともに，スペイン本

国からの独立を宣言した。 

  その後，国内各地で独立戦争が展開され，サンマルティン将軍編成の解放軍の活躍で

スペイン軍を各地で打ち破った。その間の１８１６年７月９日，国内各地の代表が集会

し，各州連合による「リオ･デ･ラ･プラタ合衆国」の独立を宣言した。実際の戦闘は，１

８２４年，スペイン軍がアヤクーチョの戦闘に完敗して終了した。 

  独立後は１８２６年に中央集権的憲法が制定され，アルゼンチン共和国の名称が決定

された。その後，２３年間に及んだローサスの独裁政治の後，１８５３年に憲法が制定



 

され，国内事情は安定に向かった。外貨導入，移民の受け入れなどにより，その後の国

家発展の基礎が築かれたのはこのころである。 

  第１次世界大戦中（１９１４～１８年）中立を守り，大量の農産物を輸出して世界有

数の富裕国となった。１９２９年の世界恐慌により再び経済・社会の混乱が生じ，政変

が続いたが，第２次世界大戦中は終戦間際まで中立を維持して再び経済的繁栄を得た。 

  第２次世界大戦後，１９４６年に大統領になったペロンは，産業国有化・工業化・労

働者優遇策などを進めた。しかし，あまりに急激な国有化と国家資本の投資により国家

財政に破綻をきたし，極度のインフレが発生した。また，ぺロンは教会との衝突により

バチカンから破門されるなどして，急速に国民の信用を失い，１９５５年，ロナルディ

将軍のクーデターにより失脚・亡命した。その後，ペロンは１９７３年９月に大統領選

挙で再び政権の座に返り咲いたが，この１８年間に１０回の政権交代があり，政権は強

い軍部と弱い民政の間を往復した。 

  第２次ペロン政権は，ペロン党内部の左右両派の抗争がテロ行為の激化となり，さら

に１９７４年のペロン急死後，政権を担当したペロン夫人の無能力と側近政治の出現・

政府要人の腐敗・経済の混乱・治安の悪化という状況を経て，１９７６年，軍部のクー

デターが起こり，ビデラ陸軍総司令官らの三軍総司令官が構成する軍事評議会が政権を

握った。 

  ビデラ政権はただちに国会の閉鎖・政党活動の禁止などの措置をとり，治安の回復お

よび経済の再建を開始した。この間，大規模なテロ掃討戦を展開し，多数の行方不明者

が発生し，人権無視という国際的非難を浴びた。しかし，１９７８年頃にはテロ活動を

ほぼ鎮圧し，経済的混乱も一応収拾した。 

  その後，ビデラ，ガルティエリ両軍事政権下で経済情勢は再び悪化し始めた。こうし

た状況の中で，１９８２年４月，突如マルビーナス（フォークランド）諸島の軍事占領

が行われた。この戦争は６月，アルゼンチンのイギリスへの降伏により終了した。敗戦

により軍部の威信は失墜し，軍事評議会は民政移管を余儀なくされた結果，１９８３年

１０月には大統領選挙が実施され，急進党のアルフォンシン候補が勝利し，大統領に就

任した。 

  アルフォンシン政権は，経済の再建と民主主義体制の基盤強化を最大の目標とし，労

働組合と軍部との関係を調整しつつ国政を運営してきた。しかし，政権末期には急激な

経済悪化に直面し，１９８９年５月の大統領選挙で野党ペロン党メネム候補の当選が確

定すると，１２月の任期満了を前に７月辞任し，政権をメネム大統領に引き継いだ。メ

ネム大統領は，従来のペロン党の政策を転換し，国営企業の民営化・自由開放市場政策

を採用，外交面でも米国を中心とする西側寄りの外交を採用した。この結果，国政は安

定し，９５年５月の大統領選で再選を果たした。２００１年１２月にデラルーア元大統

領が辞任し，大統領が数回かわり，現在はクリスティーナ大統領が就任している。（２

００７年１２月就任） 

  人口は，２０１０年調べで約４２１０万人。そのうち約３分の１は，首都ブエノス

アイレスとその近郊に住んでいる。 

 



 

（３）文化・宗教   

 アルゼンチンは，中南米の中でも最も教育の進んだ国で，非識字率は，３，７％に過

ぎない。義務教育は，５歳から１４歳の児童を対象に１０年間，公立学校では無料であ

る。中等教育３年，大学教育５～６年も国・公立教育機関の場合は無料である（現在，

大学の有料化が論議されている）。全国に公立と私立を合わせ，小学校が約２５０００

校，中学が約７０００校，大学が約１００校，専門学校が１７００校ある。ちなみにブ

エノスアイレス市内には公立図書館が７００，美術館および博物館が９８，プラネタリ

ウムが１つある。 

            

（４）経済 

   アルゼンチンの経済は，２００１年１２月の大統領辞任以降，混乱を続けている。預

金凍結，物価上昇，高失業率等により，個人消費の落ち込みが続いている。現在は，若

干安定の様相を見せているが，ＩＭＦとの関係もあり，先行きは依然不透明である。 

 

（５）言語 

  アルゼンチンの公用語はスペイン語である。ヨーロッパのスペインで話されているス

ペイン語とは，少し異なるカステジャーノ（castellano）が話されている。 

 

（６）気候・風土 

  南アメリカ大陸南部の大部分を占めるクサビ形の国，アルゼンチン。北は南緯２１度

から，南は南緯５５度まで，南北の全長はなんと３６９４㎞に及ぶ。北の亜熱帯地域，

東のパンパ(大平原)，西のアンデス山脈，そして荒涼たる砂漠が広がるパタゴニア地方

など，その気候は大きく亜熱帯，温帯，乾燥，寒冷気候の４つに分けられ，さらに１６

の気候区に細分される。 

 

①  熱帯性のメソポタミア気候とチャコ低地 

   アルゼンチン北西部は，メソポタミア気候と呼ばれる雨の多い亜熱帯性の気候区と，

チャコ低地と呼ばれる比較的温暖なサバンナ気候区がある。メソポタミア気候に属す

るミシオネス州東端のイグアスの滝付近は，年間平均降水量１７００㎜を記録する亜

熱帯のジャングルで，周辺ではこの気候を利用して，亜熱帯性の果物が作られており，

国内のバナナの９８％はここから生産されている。チャコ低地にはサルタ州などが含

まれ，夏の月平均気温２５℃前後，冬は１３℃前後と年間を通じて温暖である。冬が

乾期，夏が雨期となる。 

②  アンデス山岳地帯 

   チリとの国境に沿って南北に延びるアンデス山脈のふもとは，雨が少なく乾燥した

山岳気候である。南米大陸最高峰アコンカグアのふもとに位置するメンドーサは，こ

の気候区に属する。雨こそ少ないが，アンデスの雪解け水を利用した灌漑用水路が張

り巡らされているため，ワインベルトとも呼ばれるブドウ畑がどこまでも広がる。メ

ンドーサのワインは，アルゼンチンの９０％を占める生産量で，他に，オリーブ・タ



 

バコなどの栽培も盛んである。 

③  パンパ 

   ブエノスアイレスから内陸部に向かって扇状に広がる大草原パンパは，飛行機から

見ると，グリーンと茶のパッチワークとなってはるか彼方まで続いている。パンパの

面積は，国土全体の２０％を占める広さである。気候は，温暖性で年間を通して平均

的に雨が降るため耕地に適し，アルゼンチン全体の８０％に近い穀物がここから生産

される。北西部には山脈があり，そこに位置するコルドバ州などは，ブエノスアイレ

スと比べて降水量が少なく，年間気温が低いため，絶好の避暑地となっている。 

④  パタゴニア地方 

   コロラド川を境にしてほぼ南緯４０度以南をパタゴニア地方という。面積約７０万

km

２

は，日本のおよそ２倍，アルゼンチン全体の２５％に匹敵する。年間平均気温７℃，

風が強く曇った日が多い。チリ国境に沿って南北に走るアンデス山脈は南へいくほど

氷の厚みが増し，ペリト・モレノ氷河を代表とする膨大な氷の台地，氷河国立公園を

形成している。国立公園は，バリローチェ周辺のナウエル・ウアピ国立公園，プエル

ト・ナタレスを起点とするパイネ国立公園など何十もあり，雄大な自然の残る世界的

にも有名な地域とされている。 

⑤  ブエノスアイレス 

    ブエノスアイレス（多くの日本人が住んでいるのはベルグラーノ地区）は，年間平

均気温１７．５℃という数値が示しているように，真冬の７月でも，１１．４℃の月

平均気温である。毛皮を来て歩いている人がいるかと思うと，Ｔシャツで歩いている

人もいる。霜は時々降るが，雪が降るということはほとんどない（５年前，８９年ぶ

りに降雪があった）。氷が張ることもここ１０年ぐらいはない。日差しが強いので，

東京と同じ緯度でも日本に比べて暖かい。また，夏でもクーラーをつけなくては過ご

せないという日も，そう多くはない。 

 

（６）治安  

   経済の悪化と共に，治安も悪化しており，我々派遣教員が住んでいるベルグラーノ

地区は比較的安全であるが，ここ数年も拳銃乱射事件や強盗事件などの発生があった。 

金融機関破綻以降，多発している事件の例を挙げると，銀行強盗，個人商店襲撃，

短時間誘拐，タクシー強盗，スクールバス誘拐，自動車襲撃事件など，かなりの事件

が発生しており油断は禁物である。 

派遣教員は出退勤時及び勤務中はもちろんのこと，日頃の家庭での生活等でも緊張を

失わずに生活している。また，夜間外出や，夜間の流しのタクシーや路線バスの利用，

繁華街への出入りは危険なので避けるようにしている。  

 

２ ブエノスアイレス日本人学校について 

（１）概要 

  ブエノスアイレス日本人学校はアルゼンチンの首都ブエノスアイレスのベルグラーノ

地区に位置する。一般住宅を改築・増築し，学校教育に適した施設となっている。近年



 

は全校児童生徒数が減少し，小・中合わせて２０名前後と小規

模の学校となっている。児童生徒は素直で仲が良く，アットホ

ームな雰囲気の学校である。 

 

（２）沿革 

昭和３９年１１月 毎週土曜日，国語と算数の補習を 

留学生邦人有志によって開始 

昭和４３年１０月 大使館付属日本人学校として開校 

昭和４４年 ３月 第１回卒業式・修了式を実施  

昭和４５年 ９月 学校移転 

昭和４７年 ２月 「ブエノスアイレス日本人学校」 

と改称  

      ５月 学校給食開始  

      ９月 学校移転 

昭和４８年 ４月 生徒会発足  

昭和５１年１１月 校歌制定  

昭和５２年 ２月 増築校舎完成  

昭和５３年 ７月 ブエノスアイレス市法令第 4651 号により公認  

     １０月 校章制定  

昭和５４年 ２月 学校移転 

昭和５５年 １月 プール竣工  

     １１月 兼用コートが完成  

昭和５７年 ９月 増築校舎落成式 平成 ４年１２月 文部省認定校となる  

平成 ９年 ３月 現地理解資料集「ＰＡＭＰＡ」発刊  

平成１０年 ４月 「父母会」より「ＰＴＡ」に移行  

平成１２年 ３月 大規模改修工事を実施 コンピュータ機器整備  

      ７月 日亜学院小学部児童の体験入学受入れ開始  

平成１３年 ３月 本校児童生徒の日亜学院への体験入学開始  

     １２月 学校のシンボル，ハカランダの木治療回復術施工  

平成１５年１０月 現地理解資料集「ＰＡＭＰＡ２」発刊  

平成２４年１０月 現地理解資料集「ＰＡＭＰＡ３」発刊  

 

（３）学校教育目標 

互いを認め合い ゆめをはぐくみ  進んで行動できる児童生徒の育成 

 

（４）主な行事 

４月  新入生歓迎集会 

    入学式 

    歓迎遠足 



 

 ５月  運動会 

 ６月  修学旅行 

     天体観測会 

     なわとび記録会 

 ７月  フレンドリーランキング 

（児童生徒集会） 

 ９月  学習発表会 

１１月  全校キャンプ 

     プール開き 

 １月  水泳記録会 

 ３月  卒業を祝う会 

     卒業式 

     離任式 

 

（５）特色ある教育活動 

①外国語学習（英会話・現地語会話） 

○英会話の目的 

・ネイティブの英語に慣れ親しむ。 

・発達段階に応じた英語のコミュニケーション能力を高める。 

・英語が話せることを通して自尊感情を高める。 

○現地語会話の目的 

・カステジャーノ（ 現地で使われているスペイン語） に慣れ，簡単な日常会

話ができるようになる。 

全学年が週１時間ずつ英会話と現地語会話（スペイン語）の時間が設定されている。

現地講師に教わり，ネイティブな発音の中で学習を進めている。 

  ②朝読書の時間 

    ○朝読書の目的 

・日本語に接する時間を増やし， 本に親しませ， 豊かな心情を育てる。 

・読む力，思考力，判断力，表現力，想像力を伸ばす。 

毎朝１５分間全校児童生徒が朝読書に取り組んでいる。図書委員会による読み聞か

せやＰＴＡによる読み聞かせも行われている。 

  ③体力づくりの時間 

○体力づくりの時間の目的 

・継続的に体力づくりの活動に取り組むことで， 日常的に運動に親しむ姿勢

や仲間とともに積極的に体を動かそうとする態度を育む。 

・運動できる機会が少ない環境の中にいる児童生徒に活動の場を設けることで，

基礎体力や運動能力を向上させる。 

週３回，業間を使って体力づくりに取り組んでいる。児童生徒の発達段階を考慮し

て小１ ～４グループ，小５～中学部３年グループの２編成とし，小１～４グループに



 

ついてはコーディネーション能力の向上，小５～中学部３年グループについては身体

能力の７つの要素の向上を目指している。他にも縄跳び検定や全校長縄，新体力テス

トなどの取り組みも行っている。派遣教員全員が輪番で指導担当者となり行っている。 

小学部１～４年 小学部５～中学部３年 

定位能力 筋力 

変換能力 筋持久力 

連結能力 瞬発力 

反応能力 心肺持久力 

識別能力 敏捷性 

リズム能力 平衡性 

バランス能力 柔軟性 

全校長縄 

④現地校との交流 

○交流学習の目的 

・アルゼンチンの子どもたちとふれあう。 

・現地語，英語を使う機会をもてるようにする。 

・現地理解を深める。 

・日本文化を紹介する。また，そのために自身も日本文化についての理解を深

める。 

   現地語と英語で授業を行っている私立校のイングリッシュ校と現地語，英語，日本

語で授業を行っている日亜学院の２校と毎年交流している。 

イングリッシュ校とは各学年１年に数回訪問したり招待したりしながら交流して

いる。内容は訪問した時には現地のお菓子作りやスポーツ・ゲームなど，招待した時

には折り紙・書道・巻き寿司作りなどを現地語・英語で一緒に活動している。 

日亜学院とは，日亜学院が長期休業中の２月に１週間児童生徒が日本人学校へ体験

入学し，本校の児童生徒は３月の学年末休業の時に１週間日亜学院へ体験入学してい

る。日本語・スペイン語での活動となり，通常の授業を行っている。 

また，日亜学院とは教職員も年２回合同研修会を行い，お互いの学校を訪問してい

る。授業参観や施設見学，学校行事等の指導についての交流会を行っており，現地の

教育事情を把握する貴重な機会となっている。 

 

３ 勤務・生活について 

（１）勤務  

朝は午前７時４５分ごろまでに出勤し，午前８時ごろにスクールバスで登校する子供

たちを迎える（子供たちは治安の関係で全員同じバスで登校することになっている）。

毎日７時間授業を行い，子供たちが帰るのは午後４時２５分。その後授業の準備や行事

の準備，打ち合わせ等で，帰宅は平均午後８時前後（治安の関係でできる限り早く帰る）

という毎日を送っていた。小中とも教科担任制をとっており，３年目は小１～中３まで

全学年何らかの授業を持たせていただいた。素直で元気な子供たちと本当に楽しく過ご



 

すことができた。その中でも一番忘れられないのは

を担任し，運動会のメインとなっている

させようと中Ⅲ生徒２人＋私で毎日話合いながら進めた。

た結果，当日は子供たちの思いが溢れる素晴らしい運動会を行うことができた。その時

の生徒２人の達成感いっぱいの表情は絶対忘れることはないだろう。

 

（２）生活 

  １年目は治安上の不安もあり

２年目からは自家用車を運転するようになり

運転はみんなとても粗く，事故が大変多いので

月もすると慣れて普通に運転できるようになっていた。

  食事については，近くに中国人街があり

はできたが，値段は高く，多くのものは日本の５～１０倍はするので大変貴重なもので

あった。外食はほぼ牛肉＋ワイン。この組み合わせのおいしさは格別で

て経験できないであろうおいしさであった。値段もそれほど高くないのは

牛の数が多いアルゼンチンならではである（日本食

  月に１度，ハカランダ会という日本人学校・日本大

使館・ＪＩＣＡでのゴルフ大会が行われ

せていただいた。それまではゴルフの経験がほとんど

なかったが，毎月楽しく参加させていただいた。その

ハカランダ会がきっかけとなり

道人会の行事にも参加させていただいた。非常に貴重

な経験をさせていただいたと考えている。

  家族も妻が日系婦人団体セイボ会の役員

で生活したりと貴重な経験を

とって非常に大きな出来事もアルゼンチンで経験し

地となった。 

 

４ おわりに 

ブエノスアイレス日本人学校では

りなど，今まで経験したことがなかったことを多く経験させていただいた。このアルゼン

チンでの貴重な３年間の経験を

考えている。 

アルゼンチンでの３年間は苦しいこと・大変なことも多くあったが

間だった。それは海外だから，

アルゼンチンの在留日本人・日系人社会の人たちが本当に

たことが一番大きかったと感じている。やはり「人」

ということを再認識した３年間でもあった

になった日本・アルゼンチンの

すことができた。その中でも一番忘れられないのは，３年目の運動会である。私は中

を担任し，運動会のメインとなっている組体操など，子供たちが思い描く運動会を実現

生徒２人＋私で毎日話合いながら進めた。生徒たちが毎日本当に努力し

ちの思いが溢れる素晴らしい運動会を行うことができた。その時

生徒２人の達成感いっぱいの表情は絶対忘れることはないだろう。

１年目は治安上の不安もあり，活動の範囲をなかなか広げられない部分もあったが

２年目からは自家用車を運転するようになり，活動の幅が一気に広がった

事故が大変多いので，最初はこわごわ運転していたが

月もすると慣れて普通に運転できるようになっていた。 

近くに中国人街があり，そこで日本の食材もある程度購入すること

多くのものは日本の５～１０倍はするので大変貴重なもので

あった。外食はほぼ牛肉＋ワイン。この組み合わせのおいしさは格別で

おいしさであった。値段もそれほど高くないのは

牛の数が多いアルゼンチンならではである（日本食レストランの方が

ハカランダ会という日本人学校・日本大

使館・ＪＩＣＡでのゴルフ大会が行われ，毎月参加さ

せていただいた。それまではゴルフの経験がほとんど

毎月楽しく参加させていただいた。その

ハカランダ会がきっかけとなり，アルゼンチンの北海

道人会の行事にも参加させていただいた。非常に貴重

な経験をさせていただいたと考えている。 

家族も妻が日系婦人団体セイボ会の役員を務めたり，長女は現地幼稚園でスペイン語

貴重な経験を数多くすることができた。そして次女の誕生とい

出来事もアルゼンチンで経験し，家族にとって絶対に忘れられない

ブエノスアイレス日本人学校では，中学部の理科を担当したり，中学部の担任とな

今まで経験したことがなかったことを多く経験させていただいた。このアルゼン

チンでの貴重な３年間の経験を，今後の日高の教育活動に還元していくことができればと

苦しいこと・大変なことも多くあったが，

，アルゼンチンだからというよりも，同僚の派遣教員を含め

日本人・日系人社会の人たちが本当にあたたかく，

大きかったと感じている。やはり「人」「人とのつながり」

３年間でもあった。私のアルゼンチンでの３年間の勤務でお世話

の多くの人たちに深く感謝をして帰国報告を終わりとしたい。

，３年目の運動会である。私は中Ⅲ

子供たちが思い描く運動会を実現

生徒たちが毎日本当に努力し

ちの思いが溢れる素晴らしい運動会を行うことができた。その時

生徒２人の達成感いっぱいの表情は絶対忘れることはないだろう。 

なかなか広げられない部分もあったが，

活動の幅が一気に広がったように思う。

最初はこわごわ運転していたが，数か

そこで日本の食材もある程度購入すること

多くのものは日本の５～１０倍はするので大変貴重なもので

あった。外食はほぼ牛肉＋ワイン。この組み合わせのおいしさは格別で，日本では決し

おいしさであった。値段もそれほど高くないのは，人口よりも

の方が倍以上高い）。 

を務めたり，長女は現地幼稚園でスペイン語

数多くすることができた。そして次女の誕生という家族に

家族にとって絶対に忘れられない

中学部の担任となった

今まで経験したことがなかったことを多く経験させていただいた。このアルゼン

今後の日高の教育活動に還元していくことができればと

，本当に楽しい３年

同僚の派遣教員を含め

，いい人ばかりだっ

「人とのつながり」が非常に大切だ

私のアルゼンチンでの３年間の勤務でお世話

多くの人たちに深く感謝をして帰国報告を終わりとしたい。 


