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　日本人ボランティアがイギリスの小・中学校を訪れ、簡単

な日本語の挨拶を教えたり、実際に漢字を書いたり、折紙を

折ったりして日本文化を紹介するユニークなプログラムがあ

る。このプログラムには日本クラブ会員のご婦人たちもボラ

ンティアとして参加しており、当クラブの日英交流促進委員

会を通して毎年補助金が支給されている。

　このプログラムは“Japan in Your Classroom”(JIYC)と

呼ばれ、1991年に全英規模で開催されたジャパン・フェスティ

バルの記念事業として始まり、以降24年間続けられており、

来年は25周年を迎える。現在このプログラムを主催している

のはジャパン・ソサエティーで、91年以来すでに1,000校以

上の学校を訪問し、10万人に上る子供が日本体験をしている。

◆子供たちが興奮

　実際にJIYCに同行取材をしてみた。訪問校はロンドン東部

ロムフォードにあるマークス・ゲート・ジュニア・スクールで、

地下鉄セントラルラインのニューブリー・パーク駅に12時30

分に集合、そこからボランティアの人の車で学校へ。当日の

ボランティアは日本人女性4人、いずれも学校訪問を何回か経

験している人たちだった。リーダー格の古野ユリ子さんは着

物姿で参加、子供たちに着物の説明をする際に分かりやすく

するためだ。

　その日は8～9歳児のクラスで1時間授業を2回繰り返した。

この学校では外国に関する特別授業があり、すでに日本文化

に関してある程度の勉強をしていたため、「コンニチワ！」と

か「オハヨー！」という挨拶はすでに覚えていた。「日本の食

べ物を知っていますか｣ とか「日本の首都はどこですか」と

いう質問になると、子供たちが一斉に手を挙げ、教室は興奮

気味となる。担任の先生が ｢静かに話を聞きなさい！｣ とた

しなめることも多くなる。

　続いて教室では漢字の練習になった。山、川といった簡単

な漢字を筆ペンで練習するものだ。サンプルにならって子供

たちが真剣に漢字を書く。多分家に帰って ｢今日は学校で日

本語を書いた｣ と親に自慢するに違いない。

　次は日本の数字の数え方の勉強だ。ボランティアが(イチ)

はitching、 2(ニ)はknee、3(サン)はsunの様な発音をすると

説明、それと同時に1では腕を掻き、2では膝に手を当て、3

では両手で丸を作って高く掲げるといった動作をつけるこ

とにより、子供たちは立ちあがって1から10までの動作を繰

り返す。

　時間がどんどん過ぎて行く。最後は折紙だ。今日はサッカー

のユニホームを折ることになった。子供たちにきれいな千代

紙が配られ、ボランティアの指示に従って一つ一つ丁寧に折っ

ていく。この頃になると子どもたちはもう夢中だ。出来上がっ

たシャツに自分のひいきのサッカーチームのユニホームの模

様を描き、出来上がりだ。

◆日英交流の原点

　ボランティアのなれた手腕でアッという間に1時間が過ぎ

た。子供たちは日本に興味を持ち、大人になってもこの経験
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は忘れないであろう。現在、日本のことはイギリス人の子

どもの間でもかなり浸透している。スシ、カラテ、自動車

だけでなく、質問にもゲームのキャラクターに関するもの

があった。

　学校訪問は学校側から主催者に依頼が来て、主催者がボラ

ンティアを揃えて訪問することになる。このJIYCは好評で依

頼が殺到しているそうだ。毎年学校訪問を依頼しているマー

クス・ゲート校のジェイミソン先生によると、日本人の学校

訪問は子供たちにも人気があるという。実際に日本人が来て

話やデモンストレーションをしてくれるので、イギリス人の

先生が教えるよりも数倍の効果があると言う。

　現在、ボランティアはほとんどが女性だが、男性や若い人

のボランティアがもっと欲しいという。ボランティアになる

ためには教師の資格も要らないし、習字や折り紙に長けてい

る必要もない。グループのリーダーがプログラムの進行につ

いて細かく教えてくれる。

　前述の古野ユリ子さんによると、日本文化を教えると言う

喜びだけでなく、いろいろな学校を訪問することができ、普

段接触することも無いイギリスの学校の内部のことが分かる

ので、双方にとってメリットがあると強調する。

●ボランティアにご興味のある方は次へ：

The Japan Society

TEL：020-3075-1993(担当：紀村浩子)

http://www.japansociety.org.uk/volunteers/jiyc/

 (文・写真：加藤節雄)

リバプール・ストリート駅北部ショー

ディッチ・ハイストリートとグレート・

イースタン・ストリートが交差する辺り

から街の風景ががらりと変わる。シティー

の近代的なガラス張りのビルに代わり、

古びたレンガ造りの建物が並び、街も雑

然としてくる。この地区はショーディッ

チと呼ばれ、今ロンドンの若者に人気の

最もクールな場所になっている。10年ぐ

らい前から安い家賃で広い場所に住める

ことから若いアーティストが住みだし、

その自由な雰囲気が徐々に評判になり、

それにつれて若者向けのバーやクラブ、

レストラン、ショップが軒を並べる一大

繁華街となった。また、この地区には建

物の外壁一面に描かれたユニークな壁画

や落書きがたくさんあり、わざわざそれ

を見に来る人もいる。

　(ショーディッチで　撮影：加藤節雄)

ロンドン日本クラブ会報

写真探訪　Around London  【ショーディッチ (Shoreditch)】
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【テロ事件と安全対策】

　本年はシリアで邦人人質殺害事件が発生し2名が、チュ

ニジアの博物館襲撃事件で3名が犠牲になり、更にジャー

マンウィングス社（ルフトハンザ系列）の航空機が墜落

し乗客に2名の日本人が搭乗しておりましたが、生存者

はいない状況です。立て続けに邦人が巻き込まれる事件・

事故が発生し、犠牲者が出たあるいは犠牲になった可能

性が高いということに驚いています。犠牲になった方々

のご冥福をお祈りします。

　このような状況の中で、皆様におかれても日々不安を

感じておられることと思います。頭ではわかっていても、

ついついおろそかにしてしまいがちな点について、以下

のとおり記述しましたので、この機会に改めて再確認し

て下さい。

●常にアンテナを張って 

　日頃からテレビ、新聞・雑誌やインターネットを通じ

た情報収集に努める。事前の情報に乏しいと、いざとい

うときに不安を増幅させ、冷静な対応が出来ず（噂やデ

マに惑わされる）、かえって危険。

●連絡手段の再確認 

　携帯電話の充電は毎日の習慣に。何かあった時の連絡

は早めに。何か起きると電話やネットが繋がりにくくな

る。また、連絡が取れないと家族や同僚は巻き込まれた

のでは？　と心配する。

●その日の行動予定の共有 

　上記連絡手段を補うものとして、その日の行動予定に

ついて家族や所属先と共有に努める。 

●目立たない 

　当地は様々な人種の人たちが住んでいるので、日本語

であってもレストランなどでの言動に注意。政治的な話

や特定の国や民族、宗教、習慣、文化などについて大声

で話さない。 

●周囲に注意を向ける 

　人が多く集まる場所を訪れる際には周囲にも注意を払

うようにする。また、一つの場所に不必要に長居しない。

待ち合わせ場所の選定等にも注意。 

　大使館ではHPに「安全情報」、「安全の手引き」など

を掲載しておりますので、是非ご利用下さい。

　なお、万一事件・事故に巻き込まれた場合は、速やか

に大使館にご連絡下さい。直ちに必要な支援活動を行い

ます。また、大きな事件が発生した場合には、皆様への「安

否確認」を行い、心配されているご親族からのお問い合

わせにお答えするとともに、必要な支援活動を行います。

これらの安否確認、支援活動は、皆様から提出される「在

留届」を基に行われます。まだ提出されていない方々は、

至急提出するようにして下さい。同時に、各企業、職場、

学校などでは、同僚・友人間においても連絡網を整備し

て、不測の事態に備えるようにお願い致します。

【英国在留邦人数統計】

　「びっぐべん」今月号（P6参照）で平成26年10月1日

現在の英国在留邦人数統計を発表しました。67,258人

です。対前年110人増で、増減率は+0.16％でした。過

去3年の増減率は+1.2%、+3.5%、+3.2%でしたが、

平成26年は微増でした。昨年の１月号で、在留邦人数の

精度を上げるため、滞在予定期間を大幅に過ぎて在外公

館で在留が確認できない方については、統計に含めない

とお知らせしました。在留邦人数の大幅な減少につなが

るのではないかと心配しておりましたが、安心しました。

　民間企業関係者は、17,699（平成23年）→18,219（24

年）→19,522（25年）と増加しておりましたが、26年

は17,977人に、報道関係者も、287（23年）→302（24

年）→371（25年）と増加傾向から一転、26年は317

人に、それぞれ▲8.06%、▲14.6%とマイナスの増減

率になりました。その他の長期滞在者、永住者は増加し

ております。英国在留邦人数のページをご覧下さい。

※帰国の際には、帰国届のご提出をお忘れなく!!

テロ事件と安全対策、英国在留邦⼈数統計

在英国日本国大使館領事　田邊邦彦

領事便り
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Community Plaza

第8回目を迎える日本大使館主催のオ

リジナル漫画コンテスト「漫画自慢」

の2014年度の最優秀賞には ｢歯車｣

(Cogs)というタイトルで漫画を描いた

ロンドン在住のロレンツォ・フルッツァ

さんの作品が選ばれ、3月6日（金）

には大使館で表彰式が行われた。ロレ

ンツォさんは現在グラフィック・デザ

イナーとして活躍しているが、12歳

の時にテレビで ｢ドラゴン・ボールＺ｣

を観てから漫画・アニメのファンになっ

た。2011年の同コンテストでは2位

になっている。将来はマンガ・コミック・

カフェをオープンするのが夢だそうだ。

（写真①日本大使館提供）

福島県人会（ロンドンしゃくなげ会）

会長の満山喜郎氏が在外公館長表彰を

セント・ルーク・コミュニティセンター

で開催された。これはロンドン・ベー

スで日本の文化を活用してウエルビー

イング（心身の健康管理）に貢献する

という活動をしているチャリティー組

織、アズキ・ファウンデーションが企

画したもので、英国留学中の栄養士、

佐倉知里さんを講師に招き、味噌汁、

そぼろ丼等を作った。参加したのは近

隣に住むイギリス人で、「日本食は健康

に良いと思われているが、実際に作っ

てみて、油の量が少ないとか、新鮮な

食材が決め手ということがよく分かっ

た」と感想を述べていた。

（写真③）

久しぶりに蜷川幸雄演出によるシェー

クスピアの「ハムレット」がバービカ

ンで公演される。蜷川が最初のシェー

クスピア劇を演出したのは今から40

受け、東日本大震災4周年の3月11

日（水）に日本大使館で表彰式があっ

た。満山氏は英国国会議事堂で「起き

上がりこぼし展」を開催し、大震災と

福島第1原発事故から復旧・復興に取

り組む福島県の姿を英国人に発信した

り、ホーランドパーク内に福島庭園を

開園、また、毎年ジャパン祭りにおい

て福島県のブースを出展し、福島県産

の食品の販売や安全性をアピール、そ

の他各種イベントを通じて義援金を募

り、福島県へ寄付するなど、福島県の

復興に寄与し、また日英友好に尽くし

た功績が認められたもの。（写真②満山

夫妻（左）と林大使夫妻）（日本大使館

提供）

現地の食材を使って、簡単な日本食を

作る講習会が3月12日（木）と20

日（金）にロンドン・イスリントンの

漫画自慢今年の優勝者

満山喜郎氏に在外公館長表彰
日本食の料理講習会

① ② ③

蜷川演出「ハムレット」公演

ユーロスターでロンドンから 2時間

16分という近さのパリだが、ロンド

ン滞在中に是非一度は（或いは何回

でも）訪れてみたいところだ。日本ク

ラブでは会員のための特別企画とし

て、パリの裏町散歩とか、お勧めビス

トロ、蚤の市での買物アドバイス等、

JTB勤務で通算10年パリに駐在した

経験のある講師による「パリ小旅行」

セミナーを開催します。

日時：5月7日（木）10:00～ 12:00

会場：日本クラブ会議室（参加無料）

講師：清水克己氏（日本クラブ会員

サービス委員長）

申し込み：020-7921- 9490（半田）

m.handa@nipponclub.co.uk

  会員セミナー ｢とっておきの『パリ小旅行』ガイド｣
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年前で、今までハムレットは7回ほど

手がけているが、今回の公演は全く新

しく演出したもので、蜷川幸雄80歳

の記念公演となる。主演は藤原竜也、

その他満島ひかり、満島真之介、鳳蘭、

平幹二朗等の豪華キャスト。（写真④）

● Hamlet

5月21日（木）～24日（日）

Barbican Theatre

Silk Street, London EC2Y 8DS

Ticket: £16 - £50

www.barbican.org.uk

村上春樹と蜷川幸雄のコラボとして話

題になった作品のロンドン公演で、蜷

川にとってはバービカン劇場での80

歳記念公演ダブルビルとなる。舞台に

するのは難しいと言われている村上作

品を蜷川独特の見事な演出によりカラ

古代ギリシャの彫刻は身体の美を強調

したものが多い。特に大理石やブロン

ズを使った2000年前の人体像は男性

の力強さを、そして女性の柔軟さを表

現している。アレクサンダー大王の時

代には人体美は特別の意味をもってい

たことも知られている。現在、大英博

物館でギリシャの人体像の美を追求し

た歴史や、その後ギリシャ彫刻が後世

の彫刻に与えた影響などを150の彫刻

を展示して分かりやすく説明する展覧

会が開かれている。（写真⑦）

● Defi ning Beauty - the body in 

ancient Greek art

British Museum, Great Russell 

Street, London WC1B 3DG

7月5日（日）まで。入場料 £16.50

www.britishmuseum.org

フルで壮大なドラマに作り上げている。

出演は宮沢りえ、藤木直人、古畑新之、

他（写真⑤）

● Kafka on the Shore

5月28日（木）～30日（土）

Barbican Theatre

Ticket: £16 - £50

今年のハイパー・ジャパンは7月10

日（金）～12日（日）の3日間、グリニッ

チのThe O2, London（ドーム）で開

催される。

今年第7回目を迎える恒例のジャパン

祭りは9月19日（土）に前年と同じく

トラファルガー広場で開催されること

が決まった。

（写真⑥は昨年のジャパン祭り）

⑦

古代ギリシャ彫刻の人体美

④

ジャパン祭り9月 19日 ( 土 )

⑤

　日本クラブ女性合唱団グリー

ンコーラスが27回目の定期演奏

会を開催する。今回は日本の四

季と伝統わらべ歌の他、ボサノ

バやホルストの Songs from the 

Princess（4曲）にも挑戦する。

日時：6月27日（土）4:00pm

会場：St. John's Wood Church, 

Lord's Roundabout, NW8 7NE

地下鉄：St. John's Wood

入場無料

sachiko@teranaka.net（寺中）

グリーンコーラス定期演奏会

Hyper Japan 7 月 10日～ 12日

　今年第 53 回を迎える日本ク

ラブ年次ゴルフ大会は 6月 6日

（土）、メイドンヘッドＧＣで開

催される。ダブルペリエ方式で順

位が決まるので、誰でも優勝の可

能性があり、メンバー同士の友好

が楽しめる。豪華賞品が用意され

ている。参加申し込み用紙は以下

のURLからダウンロードできま

す。www.nipponclub.co.uk/pdf/

annualgolfevent2015.pdf

申し込み締め切り5月26日(火)

日本クラブ年次ゴルフ大会 6月 6日

⑥

蜷川演出｢海辺のカフカ｣公演

昨年の優勝者源幸美栄さん (右 ) グリーンコーラスのメンバー
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　日本クラブでは会員の皆様の英国生活を豊かにするた

め語学教室やゴルフ教室を開催しています。会員であれ

ばどなたでも参加できます。イギリス滞在中に是非英語、

フランス語、ゴルフを勉強し、イギリス生活をより一層

楽しんではいかがでしょうか。

<英語教室>

　ネイティブ・スピーカー教師による少人数制のクラス

で、初級、中級、上級コースの他にビジネス英語クラス

があります。ビジネスマンのために夜間クラスも開講し

ています。日本で長年英語の勉強をしたものの、現地に

来てみると全く通じないという話は良く聞きます。本場

の英語になれるレッスンです。

<フランス語教室>

　フランス人教師による実践的なコースで、実生活に役

立つフレーズを勉強する初級コースから、一歩踏み込ん

だ会話を勉強する初中級コースがあります。イギリス滞

在中に隣国フランスを訪ねる人は多いと思いますが、そ

んな時に役立つフランス語を勉強してみてはいかがです

か。

<ゴルフアカデミー>

　ハロウにある最新の設備を備えた Play Golf North-

wick Park を会場に、英国のゴルフ教師資格を持つ日本

人インストラクターにより基礎から上級まで、個々の

ニーズに対応した指導を受けられます。コースは週1回

(2時間 )のレッスンで、ドライビングレンジが5回、ハー

フラウンドが 1回。

※各コースの詳細、コースの開始日時、受講料、受講申

し込み方法等につきましては、日本クラブ事務局まで。

TEL: 020-7921-9490　Email: jimukyoku@nipponclub.co.uk

日本クラブが主催する
各種教室の御案内
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在英邦人数67,258人 前年より110人増
〔表1〕在留邦人数及び増減状況（在留届出ベース） 
（平成 26年 10月 1日現在　在エディンバラ総領事館管轄2,085人を含む）

① 民間企業関係者及び家族

② 報道関係者及び家族

③ 自由業関係者及び家族

④ 留学生・研究者・教師及び家族

⑤ 政府関係職員及び家族

⑥ その他

小計（①～⑥）

永住者

総数（1+2）

合　　計 構成比

男 女

9,234 8,734

165

13,719

601

4,488

29,195

967

152

1,488

7,316

707

2,103

20,488

4,988 12,587

25,476 41,782

計

317

2,455

21,035

1,308

6,591

49,683

17,977

17,575

67,258 100.00%

0.47%

3.65%

31.28%

1.94%

9.80%

73.87%

26.73%

26.13%

〔表2〕邦人の地理的分布

イ ン グ ラ ン ド

大 ロ ン ド ン 市
（グレーター・ロンドン）

ス コ ッ ト ラ ン ド

ウ ェ ー ル ズ

北 ア イ ル ラ ン ド

そ の 他 の 諸 島

合 計

地　域　別 平成26年 平成 25年

 64,353 64,334）

 
38,400 39,098）
）

 1,431 1,375）

 1,153 1,143）

 222 205）

 99 91）

 67,258 67,148）

注： 地域・都市別では大ロンドン市(グレーター・ロンドン)に  
住む邦人が全体の約58%を占めている。また、構成比では
永住者が全邦人の26%を占めている。

　　(資料提供：在英国日本国大使館)

対前年比

+0.16%

-14.56%

+1.66%

+5.28%

+1.71%

+2.79%

-0.67%

-8.06%

+2.59%

-1575

-54

+40

+1055

+22

+179

-333

+443

+110

増減

1

長

期

滞

在

者

2

3
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ロンドン日本クラブ会報

英国流
コミュニケーション術	35

笹川真理子〈英国文化センター〉

　「春が来た、春が来た、どこに来た」

　小学低学年の国語の教科書に、フキノトウを題材にした

文章が載っていました。今は日本にいても都会ではめっ

たに見られない植物で、ましてイギリスとなると子供もイ

メージがわきにくいものです。春の代名詞の桜にしても、

イギリスではアーモンドチェリーが早くも2月ぐらいか

ら咲き出し、春も本番となると、色の濃い八重桜が数週間

も咲き続けます。そうなると、日本で今か今かと桜前線を

気にして過ごし、ほんの2、3日のはかない桜の命を惜し

む風情は感じられません。

　このように日本の風物を外国で理解するのは、なかなか

難しいものです。しかし、その教科書には発展学習として、

「あなたの身の回りの春を探してみましょう」という課題

がついていました。これは非常に大事なことです。以前に

日本人生徒と1年間のカレンダーを作り、絵を付けた時、

皆イギリスに住んでいるのですが、１月はお正月、2月は

節分という風に、日本の行事をベースにした絵を描いてい

ました。海外にいても日本の伝統を守ることは大切ですが、

一方で既成概念にとらわれず、現実の生活や自然をよく観

察する目を養ってほしいと思います。

　地上ではクリスマスローズや可憐なスノードロップがま

だ寒い中で姿を見せた後、黄色や紫のクロッカスがあちこ

ちから小さな顔を出し、黄色い水仙の大群が歓喜の表情で

踊り、パンジー、ビオラ、プリムラが色を添えます。木々

も芽吹いて、緑の濃淡が美しく映ります。

　リッチモンド・パークには、ワラビがにょきにょきと生

え、鹿と競争でとり放題。イザベラ・プランテーションでは、

つつじ、シャクナゲが見ごろとなります。キュー・ガーデ

ンの木陰には、ブルーベルの青いさざ波が広がっています。 

　蜂も忙しそうに飛び回り、鳥は朝早くから鳴き出して、

巣作りに勤しみます。郊外の野原では子羊がよちよち歩き、

水辺ではオタマジャクシが成長を続けます。

　我々人間といえば、暖かい日差しにガラスの汚れが気に

なってスプリング・クリーニングやDIY に精を出す人もい

れば、陽気に誘われてパブの外で立ち飲みする時間が長く

なってしまう人もいます。

　日本では労働者の祭典メイデーですが、イギリスではメ

イポールの周りでカラフルなリボンを持った子供たちがダ

ンスをし、大人もモリスダンスに興じたりします。日本人

男性の中にも、モリスダンス保存会に入って活躍し、この

時期は多忙という人もいます。

　こんな春の恵みの中で、GCSE，Aレベル、IB の受験生

だけが、誘惑に負けまいと最後の追い込みに励むのです。こ

れだけは酷ではないかと毎年同情せずにはいられません。

春が来た

　日本クラブ診療所の原洋一郎先

生の帰国に伴い、東京慈恵会医科

大学より宮川佳也（みやかわよし

や）先生が着任した。宮川先生は

消化器疾患が専門。英国で暮らす

という以前からの夢が実現したと

喜ぶ先生のロンドンの第1印象は

きれいに整理された街並みと、い

ろんな人種が入り混じって住ん

診療所：原先生の後任は宮川先生

ロンドン日本人学校  

　星野　　浩 教頭 埼 玉 県

　小野瀬悦子 教諭 茨 城 県

　下地　宏昌 教諭 東 京 都

　山畑　梨佳 教諭 大 阪 府

　舟尾　　功 教諭 和歌山県

　猪目　俊和 教諭 宮 崎 県

ロンドン補習授業校  

　青木　時和 校長 愛 媛 県

平成27年 4月着任の先生

でいること。根っ

からのスポーツ好

きなので、ロンド

ンでもテニスやス

キー、水泳等を是非続けたいと言

う。奥様に約束したイタリア旅行

も滞在中に実現したいと夫人への

いたわりを示す。家族 (夫人と長

女15歳、長男1歳)を伴って赴任。
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日本クラブ理事の交代

◆ 決算予算委員会 (副 )：田中祐司氏より戸田真
介氏へ(ともにみずほ銀行）
◆ 診療所運営委員会 (正 )：西村昌彦氏より小笠
原貴文氏へ(ともに双日）
◆ 日英交流促進委員会 (正 )：常深伸太氏より
五百旗頭(いほきべ)義高氏へ(ともに日本航空）
◆ 日英交流促進委員会 (副 )：島田進司氏より黒
澤彰広氏へ(ともに三菱商事)

日本クラブ・ゴルフ同好会

◆月例会：開催中
◆会　場：Maidenhead Golf Club
◆問い合わせ：☎ 07810-545023（西川）
　charles.nishikawa@btinternet.com
　随時入会受付中（申し込みはHPから）

日本クラブ・ブリッジ会

◆例　会：毎週火曜日（11:00 ～ 15:00）
◆会　場：日本クラブサロン
◆問い合わせ：reikoe@btinternet.com（榎枝）
　　　　　　　見学者歓迎
　

日本クラブ・グリーンコーラス

◆練習日：毎週月曜日（10:15 ～ 12:30）
◆会　場：Trinity Church, Golders Green
◆問い合わせ：sachiko@teranaka.net（寺中）
◆問い合わせ

日本クラブ囲碁会

◆例　会：毎週土曜日 (12:00～ 23:00)
◆会　場：Melton Mowbray Pub
　　　　　地下鉄Chancery Lane 2 分
◆問い合わせ：☎ 07956-594040（田中）
　　　　　　　　tanaka@gokichi.org.uk

北診療所020-7266-1121　　南診療所020-8971-8008

ロンドンにある特性を生かしつつ、学習
指導要領に準じた教育を実践しています
●  運動会・文化祭などの行事 ●  整った学習環境
●  きめ細かな進路指導・進路講演会 ●  英会話や英語活動
●  英語検定や漢字検定の実施 ●  現地校との交流
●  放課後の楽しい部活動（5年生以上） ●  通学バス利用可

英国の現地校等に通学している
子ども達が、国語（日本語）の勉強を
する「サタデースクール」です
●  毎週土曜日午前中授業　　　　●  授業回数年間約40回
●  校舎はアクトン、ブレント、クロイドンの3校舎

●  小・中学部・高等部（学習指導要領に準じたカリキュラム）

●   日本語科（日本語を第2母国語とし、日本語の習得を

望む児童生徒対象に７クラス設置） 

ロンドン日本人学校 ロンドン補習授業校

入学・転入学随時受付 TEL: 020-8993-7145

日本クラブのクラブサロンはロ
ンドン中心部セント・ポール大
寺院のテムズ川対岸のサザック
にあります。ラウンジや会議室、
ソフトドリンク、JSTV等のサー
ビス施設があります。テムズ川
南岸のこの地区は再開発が進む
エリアで、テートモダン・ギャ
ラリーを始め、数々のショップ
やレストランが並んでいます。
地下鉄ジュビリー線のサザック
駅から徒歩 5分、ロンドン・ブ
リッジ駅からは10分の便利な距
離にあります。会員であれば誰
でもご利用になれます。

＊ 建物入口のレセプションで、日本クラブへ行くと告げてください。
　（会員証の提示を求められることもあります）
＊開館時間以外はシャッターが降りていて入場出来ません。

●Nippon Club 
Ground floor, Europoint Centre
5-11 Lavington Street
Southwark, London SE1 0NZ
TEL：020-7921-9490, Email：jimukyoku@nipponclub.co.uk
月曜～金曜：午前10～午後 9時（事務局は午後6時まで）
土曜：午前10時～午後4時（事務局は休日）
日曜・祭日は休館

クラブサロンのご利用を！

フィンチリー校舎からブレント校舎へ

ロンドン補習授業校フィンチリー校舎が3月
の最終授業日を以って閉校され、4月からは新
たにブレント校舎で授業を開始した。


