集中特 集 第１弾

グローバ ル 教育の先 駆けとなれ

日本人学校で教員になる！
【Q& A 編】

私が
答え ま
す

読者の皆さん，突然ですが「海外子女教育振興財団」をご存じでしょうか。知らな
い方にはぜひしっかり知っていただきたいので，集中特集を組むことにしました。
海外の空気を吸って，実績ある教員に囲まれてきちんと教員歴が積めて，給与も住
居も保障。何より，これからのグローバル教育で求められる経験を得られます。新
卒者でも各国の日本人学校で働くチャンスをくれる，このシステムをご紹介します。
取材・まとめ／編集部

■

公益財団法人 海外子女教育振興財団
事業部助成チーム チームリーダー

加来裕之 さん

学校採用教員の仕組みとは？

—— まず，貴財団について教えてください。

校生が100人以上いる補習授業校に対して，主に日本の

加来 当財団は1971（昭和46）年に設立されました。当

現職教員を政府派遣教員として採用し，長期研修の扱い

時，海外進出する企業や団体が増えていて，
「駐在員が

で各国の学校に派遣しています。

帯同する子どもの教育をサポートする団体をつくってほ

各学校は政府派遣教員以外の先生については，学校運

しい」という要望が経済界からあり，その要望に応える

営委員会等が自助努力によって現地で雇用しなければな

形で，文部省と外務省共管の公益法人として生まれ，

りません。しかし現地在住で日本の教員免許を所持，ま

2011（平成23）年には公益財団法人になりました。

たは教員経験を持つ方を雇用するのは困難な場合が多く，

海外子女，帰国子女に対する教育振興を目的とした事

現地から独自で日本から教員を招聘・雇用する活動を行

業を多岐にわたって行っています。事業の一環として，

うのも大変です。そこで当財団では採用のための必要な

海外の学校が円滑に運営されるための支援事業も行って

広報・募集から，システム管理等，手間のかかる事務全

おり，今回の「学校採用教員」の雇用支援というのもそ

般をサポートしています。このサポートで雇用される教

のひとつです。

員が「学校採用教員」です。

—— ここでいう「学校採用教員」とは？

—— あくまでサポート的な立ち位置なのですね。各学校

加来 世界各地には日本人の子どもたちが通う，日本人

の雇用条件はどうなっていますか。

学校や補習授業校があります。学校運営委員会や理事会

加来 「学校採用教員」の雇用条件は，国や地域の生活

といった，要するに現地の運営主体，日本国内でいえば，

環境や，学校運営の事情等が反映されているため，各学

いわゆる私立学校の理事会のようなものですが，このよ

校でかなり異なるのが現状です。ただし財団が支援する

うな組織が設立母体となって運営し，政府が支援してい

プログラムでは，応募者が海外で安心して働けるような

る日本人学校は現在89校，補習授業校は204校あります。

雇用条件の確保のために，参加校に対してガイドライン

政府は日本の法律の及ばない海外に住む日本の小中学

を示しています。このガイドラインを下回る場合は当プ

生への支援として，日本の小中学校と同等のカリキュラ

ログラムに参加できない形をとっています。

ムで指導を行っている日本人学校の約７割，それから在

—— それは希望者にとって安心できる材料ですね。
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日本人学校で教員になる！

Q1
1 まちまちですが小学校教員は不足気味です
A
どんな校種・教科を募集しているのですか？

政府派遣教員が担当する校種・教科で足りない校種・

ま せ ん。ま た 小 中，幼 小 な ど 複 数 の 校 種・教 科 の 免

教 科 の 教員を学校単位で雇用するため，毎年 度，必

許を持つ方は有利です。政府派遣教員では派遣され

要 な 校 種・教科は変わります。日本人学校の 特 徴 と

ない校種・教科もあり，特に幼稚園教諭，養護教諭，

して小学生が多いため，基本的に小学校教員が足り

特別支援，音楽・美術・技術系教諭はニーズが高いです。

Q2
A

年齢やキャリアなど，
どのような人が
応募されるのですか？

2 新卒・未経験者
が半分です

幅は20歳から，最高で72歳（一般職）の方ま
で平均30歳前後です。約５割が新卒者，残り
は教職経験者が約３割，
社会人経験者が２割です。
最近シニア層の方々の応募が増えてきています
が，財政事情もあり，基本的には若い方を雇用
したいというのが各学校の過半です。国や地域
によっては法制上の理由から「26歳以上のみ」
とか「教職経験が2年～5年以上」という制限
があるケースも。出身地的には各都道府県から
万遍なく応募があります。

Q3
3 アジア地域が
A 中心ですが，

どんな国に行けますか？

中南米や欧州も

主にタイ，シンガポール，
インドネシア，
ベトナム，
マレーシア，
中国，インド，パキスタン，フィリピンです。最近，メキシコ，
ブラジルなど中南米，ドイツなど欧州からの参加校もあり
ます。世界最大規模のバンコ
ク日本人学校は小学部・中学
部 で 約3,000名，イ ス ラ マ バ
ードのような小さい学校は小
中あわせても十数名と，さま
ざまな規模の学校から参加い
ただいています。大規模なバ
ンコクなどは約半数の70名以
上が学校採用教員です。

加来 雇用期間は平均２〜３年が主流ですけれども，近

万〜30万程度）を用意してもらっています。

年，安定した学校運営を行うために，雇用期間の長期化

—— どんな方に来てほしいと考えていますか？

傾向も見受けられます。給与は，月額がだいたい15万〜

加来 勤務期間は２〜３年と短い期間ですけれども，非

25万円相当の現地通貨払い，別途賞与が年１〜２か月以

常に有意義で価値のある時間になることは間違いないと

上です。住宅については学校が提供，または同等の住宅

思います。海外での教職経験はなかなかできることでは

手当が支給されます。医療も学校が必ず手配をして，現

ないので，人生のキャリアアップのひとつと考えて，ト

地の医療保険，または民間の任意保険に加入させます。

ライしていただきたいですね。

費用についても学校負担または学校と本人の折半という

—— それでは素朴な疑問からどうしても聞きたいことま

形で，全額の個人負担はありません。海外赴任なので，

でＱ＆Ａにまとめましたので，どうぞご覧ください！

赴任などの旅費に関しても，航空券や支度金（相場は10
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Q4
4 安心してください，守られてますよ
A
治安は大丈夫ですか？

日本人学校は安全計画や安全対策マニュアルを学校単

っており，在留邦人が被害に遭いそうな可能性がある

位でつくっています。避難訓練も，火事や地震だけで

ときも判断が早いです。居住環境も，治安の悪い地域

なく，テロや侵入者に対する避難訓練を行っている学

情報は共有化されているので，治安意識さえ持ってい

校もあり，安全意識は非常に高い。また緊急時には在

れば，安心して生活ができます。

外公館（大使館や領事館）と連携して迅速に対応を行

Q5
5 日本各地から派遣される
A 優秀な先生に助言を

指導体制や研修制度はどうなっていますか？

大規模校は研修制度を持っていたり，指導教員を付けたり，最初は副担任や
TTなどとして付かせる方法をとっています。小さな学校は基本的にOJTが
中心ですが，校長先生が指導のイニシアチブをとり，政府派遣教員の先生か
ら教わるのがほとんどです。政府派遣教員には非常に優秀な先生がたくさんいて，彼らにサポートしてもらえる
のが大きなメリットです。また，財団でも，昨年から赴任前の内定者に初任者研修をはじめました。

Q6
Q7
6 期待は高いですが，
7 素直な子どもが
A 頑張れば
A 多いと言われます
支えてくれます
保護者対応の特徴は？

駐在 員の配偶者は仕事をすることができない状況な

ので，自然と学校に目が向きます。子育てや受験など
の情報不足などでハンデを感じている節もあるので，
全体的な要求の水準は高い。先生方へのプレッシャー
もあると思駐在員います。しかし，仮に困難な状況
に陥ったとしても，それを校長以下学校全体でサポ
ートする体制をとっています。逆に言えば保護者も「こ
の学校はダメだから他の学校に移ろう」とはいかない
ので，先生をサポートせざるを得ないこともよくご存
知。一生懸命やれば信頼を得られて，支援をしていた
だけます。
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児童生徒は
どんな感じですか？

「赴任したこの国この地で頑張ろう」という腹を括

った親御さんの気持ちが伝わるのか，おしなべて「日
本と比べると素直な子どもが多い」と言われます。
クラスの中の子どもの入れ替わりはかなり頻繁にあ
ります。かつては３年間ぐらいの海外赴任が多かっ
たのですが，今は企業のグローバル化の影響か，長
期化している傾向があります。それでも，日本の数
倍は転入出が多くなっています。卒業した子どもは，
帰国された先生方と国内で同窓会を行ったりするケ
ースが多いですね。

日本人学校で教員になる！

Q8
8 学校運営委員会が判断，対応します
A

いじめ，体罰，不登校などがあった場合はどうなりますか？

ことがおこれば，日本人学校の場合は学校運営委員会

ットラインをつないでいます。体罰など，教員に問題

が判断します。それから文部科学省の国際教育課に報

があった場合は，政府派遣教員の先生は早期帰国とな

告し対処していきます。国際教育課は昨今のISILの問

りますが，学校運営委員会で雇用した学校採用教員に

題等もあり，安全面を含めて各校長先生と24時間のホ

ついては，契約上の問題で解雇ということになります。

Q9
9 大きなところで20人以上の同期ができます
A
赴任校では同期や先輩はいますか？

当プログラムを 利 用 し て 海外で働く先生が，現在約

も多いかもしれません。また毎年，年齢はバラバラで

300人います。
今年の内定者は過去最多の132人でした。 すが先輩がいるので，仲間意識も生まれやすい。最近
もちろん赴任者１人の学校もありますが，同じ学校に

はSkypeやSNSのグル―プを作って，情報交換したり

赴任される先生もたくさんいて，最大規模のバンコク

しているようです。

日本人学校では23人と，ちょっとした企業の同期より

Q10
10 赴任時には特に必要ないのでご安心を
A
現地語や英語の力は必要なのでしょうか？

よくいただくご質問ですが，勤務先の言葉は基本的に

うルールがある場合も。その場合でも赴任後に対応す

日本語です。英語を使ったり，現地語を使ったりする

ることになるので，国内で準備しておくことはありま

ことは少ないです。ただ普段の生活では現地語が必要

せん。皆さん，任期中に生活言語程度は身に付けてし

な場合もありますし，国・地域によっては現地在住歴

まうようです。

が長いほど，在住にあたって現地語を習得すべしとい

Q11
11 可能ですが，海外の仕事に専念するように
A
長期休暇に帰国はできますか？

日本とほぼ変わらず，夏季／冬季休暇があります。ただ，親が「頻繁に日本
に帰る先生を信頼できない」と厳しく見ていたり，海外での仕事に専念して

ほしいという学校側の想いもあるので，３か月後や１年後の帰国ならOKとい
う学校もあります。数年前は「１年目は帰国禁止」が多かったのですが，最
近では緩和されて校長の許可が得られれば帰れるようになりました。あと，
「教
員採用試験を受けるのは２年後以降」という学校はかなり多いです。
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Q12
Q13
12 書類と面接選考
13 セキュリティ万全
A を年に２回です A なので
どのような選考が
行われますか？

旅行のついでに学校に
下見に行けますか？

応募者が学校を選択して応募できる「学校別募集（第

立ち寄りは不可

１期募集）」と，どこの学校へでも赴任する前提の「学
校一括募集（第２期募集）」を年に２回行っています。
選考の流れは，履歴書・志望動機書を提出→各学校
で書類選考を実施→Web適性検査ののち，参加校の
面接官が東京に一堂に会し，面接を実施。この結果
を各学校で持ち帰り，内定者を決めています。競争
倍率は，第１期が約７倍，第２期が約４倍です。

下見に行かれるケースは今までお伺いしたことはあ
りませんが，国内以上に学校のセキュリティに力を
入れているので，簡単に訪問できるわけではありま
せん。必ず事前にアポイントをとって，許可を得て，
訪問できるかどうかということになります。その点
は慎重に対応していただく必要がありますね。

Q14
Q15
12 最初はイメージで
15 併願する方は
A 決めていただいて A ご遠慮ください
行きたい国・地域の志望
理由はどうすれば？

結構です

「その国へ行ってみたい，暮らしてみたい」というイ
メージで決められる方が大半です。今は学校のホーム
ページで生活環境について公開したり，その中で動画
を見られたり，いろいろな形で紹介を行っているの
で，情報収集していただけるといいですね。本来は渡
航者（家族向け）ですが，当財団にお越しいただければ，
各学校から提供いただいたDVDをご覧いただけます。

内定辞退や赴任中に
退職する人は？

内定後に辞退される方は，国内就職と併願している
ようです。学校採用教員の雇用は，赴任までの手続
きをはじめ在外公館も省庁にもお世話になる場合が
多く，多大な影響があります。内定確保や国内就職
を優先的にお考えの方は，応募はご遠慮いただきたい。
赴任中の退職に関しては，ごく少数ではありますが，
体調を崩したり海外の生活環境に馴染めないケース
がありますね。倫理的・道義的なルール違反を行っ
てしまった方も残念ながら少数います。

Q16
16 海外での教育に真摯に取り組める人です
A
このプログラムに応募をしてほしい人材は？

各校の校長先生にはこう言われます。海外の教育現場で求

いて重要な役割を担っている自覚と行動がとれる人。海外

めている教員は，
「誠実な人，児童生徒に愛情を持てる人， の学校で児童生徒に教育を施す立場について真剣に考え，

070

異文化適応への努力ができる丈夫な心身を持ち，限りある

取り組む気持ちがある人。特に大切なのは「協調性と柔軟

人員で学校運営を行うため，責任をもって自分の部署につ

性をもって物事に向き合ってくれる人」です。
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Q17
17 以下の通りです
A

選考～内定のスケジュールは？

次年度の予定ですが，第１期募集は5，6月，第2期募集は9，10

月に募集説明会を行います。
元学校採用教員の先生に来ていただき，
体験談を語っていただきます。第１期募集は7月1日に募集開始，
書類選考通過の発表が7月22日，Webの適性検査を受けて，面
接選考は8月の第2週か第3週の予定です。第２期募集は11月1日
から募集開始です。同様に書類選考通過の発表が12月15日，面
接選考は翌年の1月19日，20日に行われます。第１期募集は8
月下旬，第２期募集は1月下旬に内定者が決定します。内定者は
2月からの赴任手続きを経て，4月上旬に海外赴任となります。

Q18
18試験一部免除など。面接でも大いに武器に
A
教員採用試験におけるメリットは？

横浜市は教職経験者特別選考枠で，１次試験は指導案

ていいほど聞かれます。グローバル教育推進の流れも

と論文試験だけで受験可能です。東京都や大阪府など

あり，この経験を積んだ方への枠を各自治体に拡大し

社会人経験者枠で特別選考を行っている都道府県市町

ていってほしいと我々も文部科学省に協力を求め，働

村も。個人面接の際には，海外での経験は必ずといっ

きかけを行っています。

Q19
Q20
19 日本人コミュニ
20文化交流や
A ティ対応と
A 近隣国旅行を
海外暮らしで気をつける
ことはありますか？

海外だからこそ得られる
ものは？

体調管理です

楽しめます

現地の日本人会のコミュニティに対して実績できち

日本人学校は，現地での日本文化披露のイベントで

んと応えて，強い信頼を得るということが必要です。

和太鼓や茶道，書道を披露するなど，国際交流を必

生活面では日本の環境と異なる外国なので，特に赴

ず行っています。プライベート面でも現地の芸術や

任直後は体調管理に気を付ける必要はあるでしょう。

文化に触れることができます。中国へ行った方は二

よく水にあたったり，現地の食材が合わないことも

胡という楽器を習ったそうです。長期休暇には赴任

あるようですが，最近はほとんどの場合，現地で日

国外，例えばタイからインドへの旅行なら可能で，

本の食材も揃います，だいたい数カ月もすると，現

それも海外赴任ならではのメリットでしょう。日本

地の環境に慣れてくるので大きな心配には及ばない

国政府の要人が来たりサッカー日本代表が表敬訪問

かなと思いますが。

したり，国内では味わえないことを体験できます。
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