
【以下を必ずお読みください】 

　※各校から寄せられた6/1時点での情報を基本として掲載しています。 

　※情報は日々変化いたします。本情報はあくまでも参考として、最新情報については必ず各学校ホームページや直接学校へ確認してください。

学校名 所在国・地域 オンライン授業の実施状況 登校の状況

スラバヤ日本人学校 インドネシア
小学部はZOOMを活用し毎日４時間、全教科を実施。中学部は動画を活用し
毎日４時間、国語・数学・理科・社会・英語及び、ZOOMを活用した体育・音楽
を実施している。

全面的な登校の再開は、現地政府の許可や学校企画運営委員会(6/26開催
予定）で検討される。
その目処は今のところたっていない。8月下旬の開校を目指している。

チカラン日本人学校 インドネシア オンライン授業実施中　小学部2時間、中学部3時間
学校所在地の感染状況を分析のうえ、6月末くらいから中学部、小学部が隔
日交互に分散登校を開始する。

バンドン日本人学校 インドネシア
小学部中学部全学年で月～金の毎日９：００～１５：００の時間内で4時間のオ
ンライン授業と２時間の課題授業実施。
小学部・中学部とも特別活動を含む全教科実施。

インドネシア教育省よりの通達、社会制限の実施によりオンライン授業を実
施。学校再開の機会は大使館と連絡を取り進めているが、自宅でのオンライ
ン学習の長期化が予想される。

プノンペン日本人学校 カンボジア
小学部１年以上小学部３年は午前３時間、小学部４年以上中学部は、午前４
時間実施している。

政府による休校措置が解かれていないため、登校できていない。

シンガポール日本人学校
クレメンティ校

シンガポール

全学年においてオンライン授業を実施。週の半分の日数は、在宅学習におけ
るオンライン授業。オンライン授業日は午前は4時間授業。午後からは課外で
2時間の学習時間を設定。オンライン授業の教科は、国・社・算・理・英を中心
としている。

現在は、全学年、学級をＡＢの2グループに分けての隔日登校。登校日は、
国・社・算・理・英を中心としながらも、全教科を実施。6月29日より、全員登校
の予定。

シンガポール日本人学校
チャンギ校

シンガポール
4月13日から6月1日まで全学年においてオンライン授業を実施。国語・算数・
英語の他、朝の会ミートを実施

6月3日より6月２６日まで2グループによる隔日登校。6月29日より全校一斉登
校の予定。

コロンボ日本人学校 スリランカ
月から金の５日間、小１，２学年については、国、算の２教科１日２時間、５，６
学年については国、算、社、理、英の５教科を１日３時間実施。Zoomとグーグ
ルクラスルームを使用。

６月１７日より、学校を再開した。まだ不安で出席できない児童がいるが、欠
席児童についてはオンライン授業を継続している。

ソウル日本人学校 大韓民国
幼稚部・小学部・中学部ともにオンライン授業を行っている。幼稚部は、1日1
時間。小学部は、1日3時間。中学部は、一に4時間。ZOOMを使って授業を
行っている。また、ロイロノートを通して課題の配布・回収を行っている。

6月16日より分散登校を開始。分散登校で、登校できない子どもに対してオン
ライン授業の提供の検討。日本にいる教員から、各学年・クラスへのオンライ
ン授業を実施。教科は、主要教科。また、日本に一時帰国しているどもたちに
向けて授業の様子を配信。

台中日本人学校 台湾
小学部5年・6年（道徳・学活・国語など…毎日１時間程度）
中学部1年・２年・３年（社会は毎日いずれかの学年で実施・音楽各学年週に1
時間程度）

全学年通常登校の5時間を授業実施中である。
全教科を時間数を調整しながら実施している。

台北日本人学校 台湾
小学５年、小学６年の国語（週４コマ）について、日本にいる今年度派遣予定
の教員が教室にいる児童に対しオンライン授業を行っている。

４月２２日から全校登校している。４・５月は午前中授業、６月からは５時間授
業としている。

高雄日本人学校 台湾 実施していない。

台湾は、今年度に入って休校・分散登校はなく、通常の対面式の授業を行え
るため、オンライン授業は実施していない。ただし、今年度派遣されるはずの
教員が、国内に待機しているため、平日５時間授業（木曜日のみ４時間）で授
業を行っている。

広州日本人学校 中華人民共和国
・学習支援アプリ「ロイロノート・スクール」を使用した課題配信や返信。
・ZOOMを使用したオンラインホームルーム実施（2週間）。

在広州にいる児童生徒（計86名）は通常通りの時程にて登校しています。

杭州日本人学校 中華人民共和国

小学部：英語（外国語活動を含む）は日本にいる英語教師が遠隔で授業を
行っている。その他国語、算数、社会にTTで日本にいる教師が遠隔で授業に
入っている。中学部：英語、数学、社会は日本にいる教師が遠隔で授業を
行っている。

4月26日より全学年が再開している。今後の中国国内の感染状況次第で活動
が制限されたり、登校が制限されたりする可能性がある。

上海日本人学校
浦東校

中華人民共和国

上海市内の学校は7月1日～8月末は夏休みとする（登校不可）という当局の
指導により、小学部全学年7月1日～7月24日、中学部全学年7月8日～7月24
日、8月17日～8月31日は自宅学習・オンライン授業。通常授業についても、
日本滞在児童生徒向けにオンライン配信を実施している。

中学部：5月27日（水）～、小学部：6月8日（月）～プレ開校、中学部：6月8日
（月）～、小学部：6月18日（木）～開校している。当局より要求されている感染
防止措置に対応するため、登校時間、授業コマ数、下校時間は通常と異な
る。

上海日本人学校
虹橋校

中華人民共和国
市内の学校は７月、８月は夏休みとするという当局の指導により、全学年7月1
日～7月24日，8月17日～8月31日は自宅学習、オンライン授業。国語，社会，
算数，生活，理科等、5校時。

全学年、6月8日～6/16はプレ開校。（6年/国語，社会，算数，理科，音楽，体
育，家庭，図工，英語，学活。3校時）。全学年、6/18～6/30は正式開校、5校
時。児童数（上海に滞在していた児童）は、事前調査による予想よりもかなり
多く、全児童の5割に達する見込み。

深セン日本人学校 中華人民共和国 4月28日よりオンラインで新年度授業開始。（全学年、各学年1日4コマ程度） 5月4日以降学年別段階登校。5月18日から全学年登校。

大連日本人学校 中華人民共和国
日本にいる派遣教員による遠隔指導
　小学部：小４道徳、小６英語、小４～小６音楽
　中学部：英語、社会、数学、理科

4月20日(中3)、5月18日(小4以上)、5月25日(小1以上)と段階的に登校が可能
になった。5月21日からは、全学年が再開している。

青島日本人学校 中華人民共和国

・4月20日オンライン始業式21日からオンライン授業開始。対象　小１から中３
まで全学年。
・5月27日開校に伴い、オンライン授業は、現在日本・韓国にいる児童生徒が
在籍している学年は継続して行っている。（小３・小５・中３）
・現在日本にいる職員が授業を行う際もオンラインで行っている。（小３国語・
理科・道徳・学活・総合　週14時間　　小４国語・社会・道徳・学活・総合　週14
時間　　　小６算数・中1中3数学　週13時間）

・青島市内在住の児童生徒は、登校して学校で授業を受けている。（小1から
中3まで）

天津日本人学校 中華人民共和国
小・中学部とも5教科を2日間に分ける形で毎日午前中授業を行ってきた。（中
3のみ午後の補習あり。）実技教科も入れながら時間割を変更していく予定。

6月1日時点では、天津在住の小学部4年生～中学部3年生までの登校を再開
した。6月2日より、小学部1年生～3年生も許可が出て、天津在住の全校児童
生徒が登校できるようになった。登校している児童生徒と日本に居る児童生
徒に向けてオンライン授業を行っている。

北京日本人学校 中華人民共和国
小１～中３の全ての学年でオンライン会議システムZoomを用いた授業を行っ
ている。

５月11日より中学部３年生のみが登校再開、６月１日より小学部６年生～中
学部２年生が登校再開、６月８日より小学部４・５年生が登校再開したが、６月
１７日よりすべての学年の登校が停止された。

香港日本人学校
大埔校

中華人民共和国
小学部；１～6年生　オンライン授業（5時間授業　国語・算数・英語を中心に実
施）

6月15日～　小学部；１～3年生；学校再開（午前中4時間授業　全教科）
6月8日～　　小学部4～6年生（午前中4時間授業　全教科）

香港日本人学校
香港校

中華人民共和国

小学部；１～6年生　オンライン授業（5時間授業　国語・算数・英語を中心に実
施）
中学部；１～2年生　オンライン授業（5時間授業　国・数・英・理・社を中心にそ
の他も含めて9教科）
中学部；3年生；学校再開（午前４時間授業　国・数・英・理・社を中心にその他
も含めて9教科）

6月15日～　小学部；１～3年生；学校再開（午前中4時間授業　全教科）
6月8日～　　小学部4～6年生、中学部１～2年生；（午前中4時間授業　全教
科）
5月27日～　中学部3年生；（午前中4時間授業　全教科）

カラチ日本人学校 パキスタン

４月２０日～５月２９日までは実施しており、６月より、日本の学校での分散・
通常登校が始まったため、オンライン授業は実施していない。学校再開日が
決まり、カラチ帰還後にコロナウィルスや治安悪化等の情勢が見られた場合
は、オンライン授業を再開する予定である。

４月より，全児童生徒・教職員が一時帰国。帰国の目処は立っていない。今後
も，現地の情報収集，運営委員会とのオンライン会議での協議を経て，帰還
の可否を検討する予定。

ダッカ日本人学校 バングラデシュ

小学部２、４、６年、中学部２年：日・月・火・水・木の週5日
小２年：国・算・生・図・音・体、小４：国・社・算・理・図・音・体、小６：国・社・算・
理・英・図・音・家・体、
中２：国・社・算・理・英・技家・音・美・体

当地教育機関は8月6日まで登校を禁じている。感染者数が増加しているため
登校の見通しは立っておらず、引き続きオンライン授業を実施予定。今後オン
ライン授業が長期化すれば、実施教科を増加変更する可能性もある。

ハノイ日本人学校 ベトナム

中学部：全員登校で学校での授業　一時帰国の生徒のためにオンライン授業
を行っている。
小学部：半数登校で半数は学校での授業、半数はオンライン授業、一時帰国
児童へのオンライン授業を行っている
６月８日より小中とも全員登校となった。一時帰国者のためのオンライン授業
は続けている。

小学部、中学部とも通常登校、通常授業を進めている。日本から派遣教員等
が来越できないため。臨時クラスで進めている。

在外教育施設（日本人学校）の開校状況について＜参考＞
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在外教育施設（日本人学校）の開校状況について＜参考＞

ホーチミン日本人学校 ベトナム

通常授業を行っているが、教科によっては、授業時間の一部を授業動画と
ZOOMで行っている。
・中学部；数学、社会、理科、美術、家庭科
・小学部；国語、算数、社会、理科、音楽、図工、道徳

全学年、通常登校を行い一部の教科ではオンラインも取り入れながら、通常
の授業を行っている。
全学年、全教科、一日６時間授業。

クアラルンプール
日本人学校

マレーシア

全学年ZOOMによるオンライン朝会、Classroomによる双方向授業を実施。
小１・２年 毎日３課題　小３年 週２日４課題（水・金曜日）小４年 週３日４課題
（月・水・金曜日）　。
小５・６年 毎日、１日４課題　中１・２年 週１日５課題（月曜日のみ）　中３年生
週３日５課題（月・水・金曜日）。

RMCO条件付き活動制限令　～8/31のため休業中

コタ・キナバル日本人学校 マレーシア
小１（国・算、平日午前中３時間）
小３(５科、平日午前中４時間)、小５・６(５科、平日午前中４時間)、中１(５科、
平日午前中４時間)

学校再開日未定のため、オンライン授業対応のみ

ジョホール日本人学校 マレーシア

※１日につき小学部1、2年は２時間（火、金曜日は３時間）、3年は３時間、4年
から中学部は４時間
科目は小学部が国・算・理・社・生・体・音・道徳・学活　中学部が国・数・理・
社・英・体・音・道徳・学活。

全面的な登校の再開は現地政府の許可が下りてからとなり、スケールのメド
は立っていない。

ペナン日本人学校 マレーシア
小学部１年から中学部３年までの全学年で国語、社会、算数、理科、英語を
中心に全教科。
１日に３時限程度で行っている。

学校閉鎖中。　マレーシア教育省から再開の予定についてまだ通知されてい
ない。

ヤンゴン日本人学校 ミャンマー
全学年全学科でZoomによるWeb授業を実施している。（小学部四時間、中学
部五時間）

６月以降、日本との二重在籍者が増加した。

シカゴ日本人学校 アメリカ
Google Hangouts Meet、Google Classroomを使用。
家庭の端末を使用。　　小学部：１日４時間授業、中学部：１日５時間授業　全
ての教科を実施。

登校無。
登校再開予定日８月２４日。

グアム日本人学校 アメリカ

・全学年で派遣教員からの授業を一方向ではあるが、日本から授業してもら
い、学級にてテレビ画面に写して授業を実施。
・各教員の個人PCからグーグルクラスルームを活用して、課題の提示と回
収。

6月8日(月)全校午前授業を開始、22日（月）からは全校通常授業を開始。

ニュージャージー
日本人学校

アメリカ

午前中4時間遠隔通信を利用して初等部1年生から中等部9年生まで（初等部
1，2年生は午前中3限）全教科（道徳、学活、ESL授業を含む）45分のオンライ
ン授業（zoom、ロイロノートを活用）を行っている。また、午後からは、課題を学
習提示し、グーグルクラスルームで課題のやり取りを行っている。その他、課
題学習としてeラーニングも取り入れ自主課題としている。

ブエノスアイレス
日本人学校

アルゼンチン

4月20日より全学年において、毎日8時間授業体制を組み、児童生徒は5～7
時間参加するオンライン授業を行っている。小中学部とも5教科と体育は時間
数を十分確保し、他の教科も少なめだが多くの教科で実施している。現地派
遣教員、現地採用教員、日本待機派遣教員、教員配偶者ボランティアが自宅
PCを使っている。学校でも派遣教員PCは私物であるため、今回の急きょのオ
ンラインでも学校整備PCはできなかった。

いまだ、外出制限があり、開校の見込みはたっていない。

サン・ホセ日本人学校 コスタリカ

4月15日から現在（6月23日）までオンライン授業を全校で実施中。主要４（５）
教科に加え，技能教科も行っている。（行っていないのは「総合」「学活」）小学
部低学年は３時間，小学部中学年～中学部は４時間授業で毎日実施してい
る。主要教科については，年間指導計画通りの進度を実現できている。

登校はなし。自宅におけるオンライン授業実施中。コスタリカ政府の学校再開
の方針も延期になり，現在登校の予定は未定。

ボゴタ日本人学校 コロンビア
全学年にて実施。教科は小学部は国語、算数、理科、社会、英語、体育、美
術、情報教育、生活、スペイン語　中学部は国語、数学、理科、社会、英語、
体育、美術、情報教育、スペイン語

政府の指示により（現在は7月まで）、オンライン指導を実施

サンチャゴ日本人学校 チリ
小学部、中学部とも平日はすべてオンライン授業を行っている。国語、社会、
算数・数学、理科、英語を中心に行っているが、他教科も課題を出して、それ
を確認する授業を行っている。

４月から休校措置がとられ、現時点でも登校再開の見通しは立たない。

パナマ日本人学校 パナマ

全学年実施（小学部・中学部）、主要5教科、外国語活動、外国語、図工・美
術、スペイン語、集会活動
毎日6時間を時間割に設定（オンラインは1日2時間、課題提示で自主学習等
指示）

4月13日から休校が継続中
全面的な登校の再開は現地政府の許可が下りてからとなり、スケールのメド
は立っていない。

アスンシオン日本人学校 パラグアイ

※小学部、中学部：月～金まで毎日オンライン授業を実施中（１日１学年あた
り４～５時間）。
科目は小学部、中学部ともに、国・算(数学）・理・社・生、図工(美術)、音楽、保
健体育、家庭・技術、英語、外国語、英会話。

国の政策（大統領令）に順じ、登校は行っていない。全面的な登校の再開は
現地政府の許可が下りてからとなり、再開の時期については分からない状
況。

サンパウロ日本人学校 ブラジル
※小学部1年生：月火水木金（3時間）全教科実施
※小学部2年～6年：月火水木金土（4時間）全教科実施
※中学部1年・2年：月火水木金（4時間）除技術家庭、美術

※登校不可
※登校の再開は現地政府の許可が下りてからとなり、再開スケジュールの見
通しは立っていない。

リマ日本人学校 ペルー
小学部１年～中学部３年
主要５教科、音楽、体育、図工（美術）、道徳、学活、スペイン語
標準時間数を目標に実施中

現在、登校はできていません。３月１５日から現在まで非常事態令が継続して
発令されている。
新型コロナウィルス感染者が増え続けており、登校できるのはかなり先になる
と予想されている。
年内はオンライン授業になる可能性がある。

アグアスカリエンテス
日本人学校

メキシコ
全学年で５～６時間授業を展開。教科は総合的な学習の時間を除くすべての
教科を実施。

臨時休業中。２学期再開に向け準備中。

ロンドン日本人学校 イギリス

「授業」ではなく家庭学習の支援と位置付け、４月より「オンライン学習支援」を
実施してきた。”Google Classroom”を活用し、課題の配信、各学年・教科担当
教師とのテキストチャット、オンラインミーティングを当初より実施したほか、動
画配信や"Fripgrid"を活用した児童生徒同士のグループワーク等にも取り組
んだ。

６月８日（月）より一部学年再開、６月１５日（月）より、全学年分割再開となっ
ている。小１～中３までの全ての学年が半分に分かれ、午前または午後に３
時間づつの授業を実施している。

ミラノ日本人学校 イタリア

オンライン学習は、リアルタイム授業で4月14日からスタート。4月24日までは
一日3時間週15時間授業、国語・数学・英語を中心に全学年実施。4月27日始
業式を実施して、一日4時間週20時間授業で、全教科・全学年で実施して、7
月22日まで継続実施する予定です。

イタリア政府発令は、7月14日まで学校閉鎖となっており、本校も7月22日まで
休校措置でオンライン学習を継続します。学校施設利用の許可が出れば、図
書室の開放を予定しています。

ローマ日本人学校 イタリア
全学年毎日やってます。
科目は小学部が国・算・理・社・生・音・図・英、中学部が国・数・理・社・英・音・
美・保体

全面的な登校の再開は現地政府の許可が下りてから。９月を目途としてい
る。
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【以下を必ずお読みください】 

　※各校から寄せられた6/1時点での情報を基本として掲載しています。 

　※情報は日々変化いたします。本情報はあくまでも参考として、最新情報については必ず各学校ホームページや直接学校へ確認してください。

学校名 所在国・地域 オンライン授業の実施状況 登校の状況

在外教育施設（日本人学校）の開校状況について＜参考＞

ウィーン日本人学校 オーストリア

・今年度、渡航できず日本で待機中の派遣教員２名は、毎日２時間程度の遠
隔授業をスカイプを利用して行っている。時差の関係で、１、２時間目に実施。
・日本に一時帰国中で渡航できない児童のためには、スカイプでの授業配信
を毎日２時間、毎週末には各教科の学習進捗状況の連絡と宿題等の配信を
行っている。

5/18から学校は再開し、児童生徒は毎日登校している（少人数のため、分散
登校の必要なし）。

ロッテルダム日本人学校 オランダ

※小学部1、2、3年：火・水・木・金　　※小学部4・5・6年：月・水・木・金　　※中
学部：月・火・水・金
3グループとも午前中、4時間の授業
科目は小学部が国・算・理・社・生・音・図工・外国語、中学部が国・数・理・社・
英

※小学部1、2、3年：月　　※小学部4・5・6年：火　※中学部：木　　3グループと
も午前中、4時間の授業
オンライン授業と合わせて、体育・家庭科・道徳を除く教科を実施。イエナ・プ
ランをヒントに児童生徒が自主的に学ぶ、学び方の学習や自主学習の時間を
設けている。7月6日からは3グループとも、週2日の登校に切り替える予定。
文科省よりの新派遣教員が未だ本校に着任していないため、全面的な登校
の再開は新派遣教員が着任後のことになると思う。但し、着任日が未定のた
め、現時点では決められない。（文科省よりの派遣教員8名の内、5名が未着
任）

マドリッド日本人学校 スペイン
小学校1年から中学3年生まで、主要5教科　スペイン在住と日本への一時帰
国している児童生徒対象
一日各学年３～４時間

スペインマドリッド州の通達により現在閉鎖されている。

ハンブルグ日本人学校 ドイツ
日本の待機職員４名（小学部担任２，中学部１，校長１）による授業を通常開
校した現在も行っている。時差の関係で日本からの配信はドイツ時刻の午前
中を限度とし，１教員に対し最大３つの授業を担当。

通常授業を6月15日（月）より開始した。4月22日に始業式を行い授業を遠隔
にて開始。5月11日に小６と中３だけで，6月2日全学年の分散登校を開始。6
月15日より入学式を行い，通常授業を開始した。

フランクフルト日本人学校 ドイツ ・小学部５年生以下は、Zoomによるオンライン授業を実施。
・小学部６年生から中学３年生までは、登校し午前中４時間授業を実施。
※６月２２日（月）より全学年が、登校し午前中４時間授業を実施。

ベルリン日本人学校 ドイツ

6月1日時点では、本校は、通常通りの対面授業を行っています。ただし、未派
遣の教員が、日本からオンライン授業を行っています。その場合もこちらの教
員がTTで教室についています。音楽全学年週6時間、社会5・6年週6時間、2
年道徳週1時間、中1道徳週1時間

全校一斉の通常の登校、対面授業の実施。

ブダペスト日本人学校 ハンガリー

毎日小学部1，2，3年　5時間/1日　国、算、理、社、生活科、道徳、音、図、英
会話
毎日小4，5，6年及び中学1，2，3年　6時間/1日　国、数、理、社、英、道徳、
音、図、技、家庭科、美、英会話

1学期末までオンライン授業を継続する予定です。現地事情によりますが、2
学期以降もオンライン授業の継続となる可能性もあります。

パリ日本人学校 フランス
6月29日より一斉登校になりますので、一部、日本一時帰国の児童生徒に学
習状況について配信。

6月29日より一斉登校になります。

ブラッセル日本人学校 ベルギー

4月23日より小学校、中学校共に全学年においてオンライン授業を継続してい
る(コロナウィルスによりまだ渡航出来ていない派遣教員は日本の自宅から授
業を実施)。教科は主要教科を中心としている。各家庭の受け入れキャパにも
配慮し、ベルギー時間の午前のみの実施としている。

ベルギー当局が学校再開許可を出した5月18日より部分登校を開始し、継続
している。一日に多くて２学年が午前中のみ登校している。こちらも主要教科
を中心としているが、子供たちの精神面での安定を図るべく、時間が許す限り
音楽や体育も取り入れるようにしている。登校日でない学年にはオンライン授
業を行っている。

ワルシャワ日本人学校 ポーランド
全学年において月～金まで5時間授業を実施
科目は学級活動・道徳の時間・総合的な学習の時間以外は完全実施

登校の再開は現地の学校の登校の状況を確認してからと考えている。現地
の学校の再開は9月にならないと不明なため，目途は立っていない。

ブカレスト日本人学校 ルーマニア
全学年で、４月２７日から毎日月～金曜日に実施。小学１・２年は一日３コマ。
それ以上は一日４コマ。

現地政府の方針により、９月１５日から学校再開の予定。

モスクワ日本人学校 ロシア
４月１４日～６月１９日
小学部午前中２時間、中学部午後３時間
科目は小学部が国・算　　　　中学部が国・数・理・社・英

６月２２日から学校再開。午前中授業。平常のカリキュラムを実施。

シドニー日本人学校 オーストラリア 未実施（５月１１日から通常登校開始のため） 通常登校中

パース日本人学校 オーストラリア 小学部５年　社会　週3日　中学2年　社会週３回　中学部　技術週1回 通常登校

メルボルン日本人学校 オーストラリア

小３から中３は実技教科以外朝の会を含めて週5日間月曜日から金曜日でオ
ンライン授業を実施。6月9日かから登校再開するが、小３・小５・中１の先生が
まだ日本にいるため登校再開後も児童生徒は学校の教室で引き続き日本か
らのオンライン授業を実施。

Prepから小学2年生までが5月26日から登校再開している。授業をしている教
科は通常通りの全教科を実施。時間数は月・水・金は4時間、火・木は5時間
授業。6月9日から全校登校再開となる。

アブダビ日本人学校 アラブ首長国連邦
すべての学年で、毎日オンラインのライブセッションによる授業を実施してい
る。

生徒の登校は、政府により許可されていない。

ドバイ日本人学校 アラブ首長国連邦

４月１２日より完全オンライン授業を実施。全学年，すべての教科において
Microsoft Teamsをプラットフォームとしたビデオ通話によるリアルタイム授業
を行っている。課題や宿題の提出，共同作業などもMicrosoft Teams上のアプ
リで共有しながら，通常日課に近い時間割（8：00～14：30，全校５時間授業）
で実施している。

現地政府の指示により，１学期中はオンライン授業の実施が定められてい
る。２学期以降，登校再開の可能性あり。

ジッダ日本人学校 サウジアラビア

外出制限がある場合には、該当する児童を対象に実施。小学校は国語、算
数、理科、社会、音楽、生活、書写、道徳、学活。中学校は該当者なし。また、
日本で待機している児童とも、学活を中心に週２時間程度の交流学習を行っ
ている。

学校への登校は許可されていないため、同一コンパウンド内に居住する９割
以上の児童生徒は、教員住宅の一室を借り受けて、分散・分室登校を行って
いる。体育と技術科を除いた全教科を対面式にて実施。ただし、住居の関係
および外出制限で登校できない児童は、オンラインにて授業を受けている。週
２５時間実施。

リヤド日本人学校 サウジアラビア

日曜日から木曜日まで、小学校全学年で国語、算数、理科、社会、英語をオ
ンライン授業でおこなっている。
日曜日から木曜日まで、中学校1.3年で国語、数学、理科、社会、英語をオン
ライン授業でおこなっている。

臨時休校中である。

イスタンブル日本人学校 トルコ

小1・２：国語・算数・図工(1日２時間）、小３・４：左記に加えて理科・社会・英語
(１日３時間）、小５・６：左記に加えて家庭(１日３時間）中学部：小学部に加え
て体育(算数は数学、図工は美術）１日４時間:月曜から金曜まで祝祭日を含
む。

休校中、オンラインによる授業のみ実施。

カイロ日本人学校 エジプト

＊小学部１年生から中学３年の全学年で実施
＊時差のため1日40分×3.5コマ行っている
＊国語、算数・数学、社会、理科、英語、図工、生活，体育、道徳を実施
＊指導は在カイロ派遣教員4名、現採教員2名、日本に待機する派遣教員4名
で対応している。

＊２学期開始（８月３０日）からの登校再開をめざしている

ナイロビ日本人学校 ケニア
国語・算数・理科・社会・生活の授業を行っています。
全学年１日約３時間授業を行っています。

登校の再開は現地政府の許可が下りてからとなり、メドは立っていない。

ヨハネスブルグ日本人学校 南アフリカ
4月22日より、在籍児童全員を対象に一日に5単位時間（週25単位時間）、国
数英社理、英会話を中心に実施している。指導教員は（南ア6人、日本3人〕で
す。

在籍児童生徒、全員オンライン授業に参加。8月27日に帰国児童生徒と派遣
教員3人が南アに入国できておれば、2学期を開始する予定。無理であれば、
一学期同様、オンライン授業の継続になる予定。
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