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幼稚部アンケート合計６人、 
Ｎａｋａｊｉｍａ保育園＆Ｆｕｊｉｓａｋｉ保育園アンケート合計 16 人でした。 

※各ページで使用しているアンケート結果は、2022 年 8 月に各園の保護者の方に 

ご協力を頂きました。※ 



失敗は成功をもたらす。海外編 
 

黒部 美子 

 

 ジャーナリストをしていた数年間は、失敗と偶然がもたらす成功の年月だった。特に無

勉強、無知、無検索がもたらしてくれる偶然、これが NYではエンジェルのように現れて

は収穫をもたらしてくれた。 

 ある時、日本のマガジンハウスがソーホーにあるアートギャラリーの特集を組んだ。通

訳を兼ねたライターということで雇われた。こういう取材に限って日本からうるさ型の編

集長が同行する。これが NYではなくてインドだったら絶対に来ない人だろう。仕事はか

なりハードで、取材先へのコンタクトから取材当日のセッティングまで私の仕事になる。

当時は Email こそあったが、携帯電話にはまだその機能が付いていないので、電話やフ

ァックスでの交信がほとんどだった。先方からの連絡を 1週間ぐらい待つなんてことは日

常茶飯事で、取材当日まで訪問時間がわからないことも度々だった。 

そんな中ソーホーでも有名なギャラリーの取材となった。このギャラリーのオーナーは

イタリア人で、アンディーウオーホールと並ぶポップアートの先駆者、ロイリキテンスタイン

を世に送り出したことで世界に名を広めたギャラリーである。そんな有名人にこの編集長

は言った。「黒部さん、ゲリラインタービューを申し込んでくれる？」この「くれる？」という

のは口だけで「やらないと殺すぞ」ぐらいの内容を含んでいる。つまり絶対的な命令だ。

そもそもゲリラ取材とは、単独で出向き、交渉し取材をさせてもらうというのが本筋。編

集長、日本からの不必要なコーディネーター、カメラマン、私と、日本人４人が雁首そろ

えてゲリラ訪問はあり得ないと思った。日本人はゲリラ訪問も団体で来るのか？と思わ

れても仕方がないような有様だった。 

 さて、ギャラリーに着いた。ところがまさかの休館。編集長は言った。「黒部さん、これど

うにかならないの？」なんと！そもそもゲリラ訪問とはリスクがつきものなので、訪問した

かったらアポを取るのが当たり前なのに、しないからこういうことになるのだ、と心の中で

思っていたがぐっと堪えた。「編集長、とにかく今日は諦めましょう。取材日程はあと２日

あるので出直しましょう。」というと、編集長はエレベータの前のソファーに腰掛けたまま

で動こうとしない。「ねえ、黒部さん、っていうかさ、どうにかならないの？明日は５件回る

んだからさあ。オーナーとインタービューできればいいんだよ。」オーナーとのインタビュ

ーと軽くいうが、このオーナーはすでにセレブ。ギャラリーのスタッフに話は聞けても、オ

ーナーと話をしたいならアポは必至である。 

全く、なんて常識知らずの編集長なんだと、ムカつく気持ちをどこに飛ばそうかと思っ

ていた時、エレベーターのドアーが開いて、中から汚らしい格好の爺さんが出てきた。す

かさず私はムカつく気持ちの発散場所を見つけた。大声で爺さんに怒鳴った。“Sorry 

they closed already. If you need to talk someone, you better to have an 

appointment anyway no one can help you today” するとこの爺さん、ふふふと笑うよ

うな仕草で私を見ると”I know, who do you want to talk with?”と言いながらギャラリ

ーの中に入って言ったではないか。なんと！！一体誰なんだこの爺さんは！編集長は

ぽかんとした顔をして「黒部さん、誰なの？」と聞くが、こちらが聞きたいぐらいだ。 



 

 

 

そうこうしているうちに中から人が出てきて“Who did talk with our owner? He said 

that she has quite big voice” という。多分私だろうと思って” I am”と答えると”Please 

come to the office”という。私はあの老人に何か失礼なことでもしたか、と考える暇もな

く中に通された。さっきの爺さんがいた。本人の２倍はあるような大きな椅子に座ってい

た。“Hi my name Castelli、Welcome to Castelli gallery” 

なんと！この爺さんがあの有名なオーナー、私はそのオーナーに「あなたはこのギャ

ラリーがお休みなのをご存知なかったのですか？(そして心の中では、だいたいそんな汚

い格好をしていたら中には入れませんよ)」というような声のトーンで怒鳴ってしまったの

だ。彼はニヤニヤと笑いながら“Give you 15min interview”と言った。外で待っていた

カメラマン達も同席して良いということになった。部屋に入ってきた彼らは狐にでもつまま

れたような顔をしていたが、このオーナー狐ではない、大狸であった。帰り際に” I never 

met Japanese lady who has such a big voice. Good luck!”と一言。編集長達は未だ

に何が起こったのかわからないようだったが、とにかく取材は無事に終わった。「黒部さ

ん、あの爺さんと知り合いだったの？だったら最初から言ってくれればいいのに」編集長

は最後までおめでたかった。 

 



 
 

みなさんはどんな海外経験をお持ちですか？ 

ランゲージハウス幼稚部の保護者の方に素敵な海外経験を語ってもらいました‼ 

今回はランゲージママとグランパにお話を伺いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992年の秋から 1年間、イタリアの現地校 5年生ク

ラスに通った。日々知らない言葉との出合いだった。そ

の言葉を何度も繰り返して自分のものにしていった。話そ

うとする前向きさと意欲を受け入れてくれた周りの人々

は、同時に辛抱強く温かく見守ってくれた。それが後押し

して私のイタリア語力は飛躍的に伸びた。  

 日々多くの言葉を習得している 4歳の息子も、知らな

い言葉との出合いにワクワクしている。息子は都度、その

言葉を噛み締めながら繰り返し、時に私が修正する。知

らない言葉に出合ったときの４歳児の顔には驚きがいっ

ぱいで、それを眺めるのも最近の楽しみだ。 

 息子は指をさして「これなに？」と質問攻めだが、出来

る限り丁寧に答える。辛抱強さが求められる。意識的に

言葉を発し、丁寧な日本語を話す。時に言葉を噛み砕

いたりするなど、伝わる言葉を選ぶ行為はまるで日本語

を外国語のように意識して話すようだ。 

 私の海外経験がどこまで子供に還元できているかどう

かは定かではないが、語学習得の鍵は「言葉に敏感に

なること」に尽きると思う。          (幼稚部・ママ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知らない言葉と

の出会い 

 

イタリア 



私は数か国、文化の違う国で育児を経験しましたが、日本との違いを強く感じたのが

インドネシア（ジャカルタ）です。 

このジャカルタ、世界一交通渋滞の酷い地域のため、18km先(高速有）の日本人学

校に通うには１時間位を考えなければなりません。子供たちは毎朝６時にスクールバス

に乗り込み、１６時ごろ帰宅。給食がないので、必然的に朝４、5時に起きて弁当を作る

生活でした。 

メイド文化が残っていたので、子供が３人いる我が家では、掃除洗濯+ベビーシッター

メインでメイドさんを依頼していました。朝ごはんやお弁当を作ってもらう奥さんもいまし

た。帰国後、「お母さんがキッチンにいる！何するの？」と言われると嘆く友人も（笑）他

人が常に家にいるのは嫌だなと思う方もいると思いますが、いい人に出会えたら最高で

す。子育てを愚痴ると、「子供だから当たり前！大丈夫！この子たちは天才！」とメイド

さんから励まされることもしばしば。子供に手のかかる時期、メイドさんがいた生活は、私

にとっては有難く、貴重な経験でした。                    (幼稚部・ママ)  

 

 

 

絶景ウユニ塩湖をめざす道中、ボリビアの首都ラパスに前泊しました。取り敢えず観

光をと空港からマーケットに移動、想像以上にさらされる好奇の目、終始持ち続けてい

た警戒心、言語の壁にどっと疲れを感じ、早々にホテルへ移動する事に。 

さくっとタクシーを捕まえて移動をと言う甘い考えは無惨に裏切られ…いざ捕まっても

ホテルの名前を告げると去ってしまうと言う始末。そして、やっと捕まったタクシーもまさ

かの相乗り。本当にホテルに辿り着く？ぼったくられない？と終始不安な車中でしたが、

何とか無事に到着。安堵感と想像以上に素敵なホテルにテンションが少し回復し、ホテ

ル周辺も観光してみよう。と繰り出した所でとどめの一発！車に乗った若者達に水風船

を投げつけられたのです。びっくりとショックとで半泣き状態になりましたが、どうやら年末

のお祭り騒ぎで、若者にとっては寧ろ歓迎の水掛けだった事を後から知りました。相乗り

タクシーも水掛け文化も、しっかりリサーチしていればもっとラパスの街をエンジョイ出来

たのでは…と。 

経由地とは言えせっかく足を踏み入れる地、事前のリサーチは必須と言う教訓を得

ました。                                       (幼稚部・ママ) 

 

子育てとメイド文化 

 

インドネシア 

旅の教訓 

 

ボリビア 



 

 

 

 

 

 

 

初めての外国は、米国でした。今から半世紀ほど前の、未だ、為替も固定相場制で、

＄１＝￥360 だった、1971 年の事でした。今では、考えられませんが、先ず、日銀に

行き、通称「ライセンス」と呼ばれていた、外貨交換許可状（いくら迄交換可能かが記入

されている）を取得し、それと、現金、パスポート（最終ページには、外為銀行が、いくらド

ルに交換したかの記入欄が）を持って、銀行に行き、交換して貰う状況でした。その職

業、地位や、目的などにより、金額が決定されます。 
案の定、至るところで、カルチャーショックの連続の日々でした。 
大学院のミッド・ターム 試験の翌週、教授が、試験の答案を 30名程の院生に返して

くれました。その時、答案以外に、もう一枚、プリントを配布しました。それを見てみたら、

どこかで見た感じのもので、何と自分の答案でした。教授は、「ある学生が、この様な解

き方をしたけど….」と。それを教材に使って、授業をしたのです。こちらは、ビックリ。実は、

これには理由がありました。自分の全くのミスで、そうせざるを得なかったのです。 
試験前の最後の授業の時、板書を移すのに忙しいかったせいもあり、教授の一言を、

聞き逃していたのです。試験当日、自分以外の学生たちは、全員が、紙２枚（裏表）に、

びっしりと書き込んだものを持参していました。訊いてみたら、何と、教授が、レターサイ

ズの紙２枚の持ち込みを許可していたのです。その為、当然ながら、私以外は、全員が

同じ解き方をして居たのです。その時、私は、米国の大学での授業のやり方に、「やられ

た！」と思いました。即ち、通り一遍のやり方ではなく、様々な角度から、異なるやり方を

材料に、学生たちに色々と、意見を述べさせて、授業を進めるのです。今はどうやって

いるのか知りませんが、教授の執筆した教科書を用いて、決まりきった形での授業（そし

て試験も！）とは、一線を画す、本来の大学での、学問の進め方だと感じました。半世

紀前の事でした。                               （幼稚部・グランパ） 

 

 

学問の進め方 

 

アメリカ 

1972年 歯医者さんにて 

 奥歯に痛みが出て、近くの歯科に行きました。学生だと知る

と、「治療費を支払うだけのお金を持っているか？」と最初に

訊かれました。聞いてはいましたが、医療費が高く、日本のよ

うに国民皆保険ではないので、自分で保険を“買わなけれ

ば”なりません。彼らは保険を「買う“buy”」という表現をしま

す。「自分が努力しないから、保険を買えない！」という言い

方をするのです。実際、今でもあまり変わっていないように思

います。拳銃を買う方がはるかに安いのです。 

グランパの 

アメリカ小話 

[ここに出

典を記載し

ます。



 

 

☆旅行やプチ留学等で海外に行った経験がありますか?☆ 

                       

 

☆海外経験のある方に質問です。どの地域に行かれましたか?☆ 

アジア（韓国、中国、台湾、インドネシア、タイ、ベトナムなど）     11名 

    ヨーロッパ（フランス、ドイツ、イギリス、イタリアなど）        9名 

    アフリカ（モロッコ、ケニア、南アフリカなど）             0名 

    北、中央アメリカ（カナダ、アメリカ、メキシコなど）          7名 

    南米（ブラジル、ペルー、バハマなど）                 1名 

オセアニア（オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、タヒチなど） 5名 

☆ 海外経験のある方に質問です。 

海外での経験が、人生の役に立ったり良い思い出になっていますか?☆ 

はい            12名 

どちらともいえない.,,,,,,,,  ３名 

☆はい」と答えた方へ。差支えなかったら、どんな経験か教えて頂けないでしょうか☆ 

❖ 文化の違いを体験したり、現地の方の優しさに触れ、良い思い出になっています。 

❖ 日本では見れない景色、食べ物、文化に触れて価値観や考え方が良い意味で変わった。帰国した後に英語を

本格的に勉強を始めたるきっかけになった。 

❖ 英語圏ではなかったが、英語が話せたら便利だと痛感したこと。日本が思っていた以上に素晴らしい国であること

を改めて認識したこと。 

❖ ①外国語の勉強が興味深く②世界の広さを知る､多様性を得る。 

❖ 今までの常識が通用しない驚きとワクワク感が得られ、知見が広がった。 

❖ 役に立っているかはわかりませんが、いい経験したなといい思い出に残ってます。 

                                     人生を豊かにしている気がします。 

ランゲージ・ハウス Nakajima保育園 Fujisaki保育園の保護者の方に聞いた 

私の海外経験アンケート結果 

YES❕ 15名 NO 1名 



☆海外経験のない方に質問です。ぜひ行ってみたいと思う地域はありますか?☆ 

アジア（韓国、中国、台湾、インドネシア、タイ、ベトナムなど）   1名 

世界一周！！！        1名 

☆チャンスがあれば、お子さんにも海外に行って色々な経験してもらいたいですか?☆ 

YES!!!!  

 

 

 

 

       

          

           

アンケートへの 

ご協力ありがとうござい

ました！ 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
『先生の海外経験』 

ランゲージ・ハウス Nakajima保育園＆ 

Fujisaki保育園の先生に聞きました 

カラフルケーキとアメリカ公立小学校 

Nakajima 保育園 蘇山先生 

大学 3 年生のある日、大学内の生協の前に貼ってある 1 枚のポスターにくぎ付けになった。

そこには「アメリカロサンゼルス短期留学 アシスタントティーチャープログラム」との見出し。当

時高校教諭になりたかった私は、先生の手伝いをしながらアメリカの教育を学べるなんて！と

意気揚々に申し込み、お金を貯めて 2 週間の短期留学に出発した。 

私の配属されたアメリカの公立小学校では、午前中にスナックタイムがあり、家から持ってきた

カラフルなグミや長いチューイングキャンディーを食べる。その他にも、良いことをするとスティッ

クがもらえてたくさん集めると豪華賞品と交換できるなど日本の公立小学校との違いを感じる

日々だったが、中でも私が一番驚いたのは、担任の先生が「今日は○○の Birthday！」と声を

掛けると両手いっぱいにプレゼントやケーキを持った保護者が学校でわが子の Birthday Party

を開催するのだった。先生はコーヒー片手にケーキを食べながら、私にも「どうぞ」と笑顔で勧め

てくれたが、日本の教育機関しか知らない私は本当に食べていいのか分からないまま困惑して

しまい結局勇気もなく食べることができなかった。あの時のカラフルなケーキの味がいまだに気

になっている。 



 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外での経験、印象に残ったこと 

Fujisaki 保育園 久田先生 

私は専門学校を卒業後 4 年間保育園に勤務し、社会人 3 年目の始まりに“世界一周に行く”

と心に決め貯金を始めて 2019.04～に日本を旅立ちました。初めの国はベトナムでその後 

40 ヶ国近く旅をしました。なぜ旅に出ようと思ったか聞かれることが多くあるが正直自分でもよく

わかりません。英語が喋れるわけでも、海外に憧れがあったわけでもなくただただ“日本以外の

国”“日本語が通じない環境“に興味があった、自分が生まれ育った国の当たり前が当たり前で

はないその瞬間を感じるのが楽しかったのです。 

その当たり前でない瞬間の中で一番印象に残っている事は、ミャンマーでの出来事です。ミャン

マーへの入国はタイからバスを乗って国境の橋を歩いて渡る必要がありました。入国には何の

問題もなく国境の町ミャワディに着きました。ここには何もないので首都のヤンゴンに向かうため

夜行バスのチケットを手配しました。この時も英語すら通じず…こちらは拙い英語とジェスチャー 

向こうも拙い英語とミャンマー語(全く理解できない言語)でのやり取りであったがこの様に多言

語同士でもなぜか通じ合って相手の言っていることが分かることはよくあったので何の不安も 

なく朝には首都に着くらしい、乗務員が理解している英語は hello のみの夜行バスに乗りました。

朝目を覚ますと出発地点から１０km 程度しか進んでいませんでした（ミャワディ～ヤンゴン 416

㎞）。この時点でだいぶ衝撃的だったのですが、停車した場所に 6時間以上待たされようやく発

車したかと思えば 30 分に一度はエンジントラブルで修理のため停車、出発当初は席の半分は

埋まっている状態だったのにそんなことを繰り返しているうちに乗客は私たちのみ(日本人女 3

人)になってしまいました。きっと現地の乗客たちはあまりに進まないこのバスに嫌気がさして他

のバスに乗り変えたのだと思います。 

ミャンマー語の分からない私たちは、何を言っているかわからないけど“ヤンゴンには必ず連れ

ていく”という乗務員の言葉を信じるしかありませんでした。そしてその結果が…“ミャワディ発 

2019.5.13 21:00 ～ ヤンゴン着 2019.5.15 9:00” 

バスで 2泊 3日することになりました！文面にすると何だか大変そうに感じますが実際は時間を

重ねるたびに日本語とミャンマー語での会話で何故か通じ合うようになったりだだっ広い道路の

真ん中、大声で歌ったりと衝撃の連続で、日本ではありえない！と思い出に残っている出来事

でした。 

Fujisaki保育園の 

久田先生が、ミャンマーでの経験を教えてくれました！ 



 

 

 

 

Nakajima保育園＆Ｆｕｊｉｓａｋｉ保育園の外国人講師の先生に「日本で驚いたこと」

を聞いてみました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanda 先生の「驚いたこと」って… 

人々がフレンドリー、公共交通機関の便利

さ、日本ではまだ FAX がある、 

美味しい食べ物だって!! なんか嬉しいね♪ 

 
『日本で驚いたこと』 

Shanda teacher @ランゲージ・ハウス Nakajima 保育園 
 
Hey everyone! 
I’m Shanda from North Carolina, USA! Where BBQ is not only a verb, it’s a noun!  
  
When I first came to Japan, I was really surprised at how most people here were so 

friendly! If I needed help finding a location or even got lost, someone was able to help 
me!  

  
Second would be the convenience of public transportation! It’s amazing how you can 

get almost anywhere without owning a car! (Although I do miss driving ) 
  
Thirdly, I was shocked that most places still FAX today! Back in the states, fax 

machines are almost nonexistent and we send everything by email! 
  
Lastly, the food here is amazing! Even at the convenience store!! I would’ve never 

expected food to be so good at a 7/11! Back in the states, we usually avoid eating at 
the convenience store! 

  
Overall my experience here has been amazing! I’ve made so many memories and hope 

to continue to make more!  
  
Thanks for taking the time to read my first experience here in Japan!  
Remember that you’re amazing! 
  

With love, 

Shanda 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rakia teacher @ランゲージ・ハウス Fujisaki 保育園 
 
One of my biggest moments of culture shock in Japan was discovering that I am 

required to buy something to sit inside of shops like Starbucks and McDonalds. In 

America usually people could sit in these restaurants for free while they study or work 

without buying anything. So I was shocked when a Japanese friend told me about this 

rule. 

 

 

Rakia 先生は、アメリカだと飲み物なしで

も店内の利用が出来るけど、日本のスタバ

では必ず飲み物買わなきゃいけないところ

に驚いたのね。 

国によってルールが違うんだね！ 
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ILH History 

当時主人はMerrill Lynchという外資系金融会社に勤めていた。この会社はその昔一

世風靡した山一証券を買収し日本進出を試みたが結果的には失敗した。その結

果、チームを構成していた外国人は本国に帰国となり、日本人はパッケージをもらい

退職した。主人が家（現在ある幼稚部の建物）のローンを組んだのはメリルでの収入

を基本としていたので１ヶ月の返済額は大きい。パッケージをもらっても底をつくのは

早く、しかし再就職は困難を極めた。何故なら日本に戻ってから無計画に 2 人の娘と

長男をインターナショナルスクールに通わせていた。特に長女と長男を通わせていた

西町インターナショナルスクールの学費は尋常ではなかった。日本の公立校では日

本語の読み書きが十分に理解できないこともあり、親としてはノーチョイスだったが、

それも主人の収入をあてにしていたからだった。私も当時会社勤めをしていたが、私

1 人の収入で解決できる問題ではなかった。しかし子供達に転校しろというのは、 

ニューヨークの学校から転校して間もないだけにとても言えなかった。主人も仕事を

選ばなかったらすぐにでも再就職はできたのだが、家のローンと子供達の教育費を考

えると、それ相応の年収が必要となる。そうなると選択肢は限られてくる。結局１年以

上を再就職までに費やした。その間預金は底をつき、車も処分しなければならなかっ

た。長女の学費は私の母が肩代わりしてくれ、次女は教育ローンで繋いだ。しかし長

男と次男はこのお家の事情で放浪した。（つづく） 

 

アンケートや原稿依頼に 

ご協力頂いた幼稚部、 

Ｎａｋａｊｉｍａ保育園＆Ｆｕｊｉｓａｋｉ保育園

の保護者様方や先生方、 

どうもありがとうございました！ 

 

Ｗｅ ａｐｐｒｅｃｉａｔｅ ｙｏｕｒ 

cooperation on ILH Connection！！ 


