
まだまだコロナ感染の終息の兆しが見えてきませんが、go to トラベルなどの

キャンペーンの効果もあり、人々の行動範囲も少しづつ拡大していっていますが、

皆様はどのような新日常を送られていらっしゃるでしょうか。

今回のエコチルかながわ通信では、お子様の誕生後に海外赴任となり、海外

からエコチル調査にご協力いただいている２家族から、近況のご報告をいただき

ました。ご協力いただきました箕浦様、轟様ありがとうございました。

まだまだ、コロナの影響は続きますが、４月から中止していた小学２年生の

学童期検査も10月より再開し、エコチル調査スタッフ一同も新日常で新たに

頑張っています。
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エコチルかながわ通信

2013年に横浜で生まれた次男がエコチル調査の

対象となり、７年が経過しました。そのうち２年

ほどの海外生活の中でも調査を続けていました。

その経験などを中心に、海外での子育てについて

触れたいと思います。

私は、仕事の都合で家族とともに2018年10月

10日、ちょうどエコチルの対象となっている次男の

誕生日にオーストリアのウィーンに向けて出発し

ました。直前に、５歳調査の依頼があり、まもなく

海外に転居するので今後調査に応じられないかも…

日本からヨーロッパ、
　　　　　そして日本へ
日本からヨーロッパ、
　　　　　そして日本へ

第二子の妊婦検診時にエコチルの説明を受け、即

参加したいと思いました。その後、他市に移りまし

たが、幼稚園で息子がエコチルからの記念品の靴下

を履いているのを見て、「もしかしてエコチルの？！」

と話しかけてくれたお母さんがいました。その方も

エコチル対象の市から越してきたそうです。こんな

偶然もあるものですね。

さて。娘が小学２年、息子が年中組を終えた

2018年春から、都合によりアメリカに住むことに

なりました。質問票は実家に送って頂いています。

返送がだいぶ遅れてしまって申し訳ないのですが、

続けています。

渡米してもうすぐ２年という頃、何やら新型コロナ

ウイルスという感染症が日本に入ってきたという

ニュースが。やがてトイレットペーパーが、消毒液が、

パスタが、スーパーの棚から消える。日本のニュース

で起こっていることが、２週間遅れでこちらでも

起こるようになりました。マスクは元々、売って

いるのを見たことがなく、それは日本との大きな

違いでした。アメリカでは「マスク＝重病人・不

審者」という認識らしいです。

子どもの通う学校は３月中旬から登校禁止、５日

後からリモート授業に切り替わりました。すると

とお伝えしたところ、ご担当の方からなんとか海外

でも調査への協力を続けてほしいという熱い気持ち

のこもったお電話があり、その際はとりあえず

メールアドレスと実家の住所をお伝えし、調査票を

実家に送付してもらうよう依頼しました。しかし、

実際にウィーンでの生活を始めると、実家を経由

して郵送でやりとりすることはかなり煩雑でした。

なんとかもう少し簡便な方法にできないかとご相談

した結果、その次の調査からは調査票を電子データ

で送付してもらえるようになりました。

調査項目については、特に海外で生活している

からといって支障があるようなものはなかったよう

に思います。面白いところでは、６歳調査票の中で

住環境なども質問項目に挙げられていますが、

ウィーンで住んでいた建物は階の数え方が日本と

違って、日本の１階がＧ階、２階がＭ階、３階が

１階、・・・そして、私たちが住んでいた最上階が

Ｄ階だったこと。また、その内部に階段があり下の

フロアが寝室やバス・トイレ、上のフロアがキッチン

やリビングという構造になっていたので、調査票が

求めている「○○階建ての○○階」の部分にどう

記載すべきか悩んだことなどもありました。

さて、子育てについてですが、ウィーンは緑や

公園も多く、治安も良かったので家族で住むには

最高でした。また、子供向けのアクティビティー

が充実しており、例えば夏休み期間中は、ウィーン

中の大学が子供向けのプログラム（kinderuni）を

無料で開催し、最後には、参加した子供たちが

クリムトの天井画で有名なウィーン大学の講堂で

卒業証書をもらうセレモニーまであったりしました。

もっとも、それらのプログラムはドイツ語でしたが、

子供たちは全く意に介さず、覚え立てのドイツ語

や英語で積極的に参加していました。

しかし、そのような生活にも新型コロナウイルス

が容赦なく襲いかかります。2020年２月までは、

旅行やオペラなどを楽しむこともできたのですが、

３月に入ると各地でロックダウンが始まり、外出や

買い物が制限され、学校もオンライン授業に切り

替えられました。ただ、オーストリアではイタリア

などに比べ早期にウイルスを押さえ込んでいたこと

もあり、公園等での運動など短時間の外出は認め

られていました。プラーター公園やシェーンブルン

アメリカでも感染者が急増、やっとマスクをする人

が目立ち始めました。州知事からマスク着用令が

出されると「個人の自由を奪うな」と抗議デモが

起こる。自分や家族の生死がかかるこの期に及んで

「自由」とは？？

５月下旬に夏休みに入りましたが、楽しみにして

いた２か月間の一時帰国はキャンセルに。年末から

日本に出張中の夫もこちらに戻れず、旅行にも行け

ない、友達とも遊べない、母子３人の長すぎる夏

休みです。

加えて新学期、学校は10月中旬まで全児童リ

モート授業になると決定し、気が遠くなりそうで

した。３月に休校になってから、７か月も登校し

ないことになるのです。授業は平日９時から３時

半まで、リモート授業はそのうち週４日、30分×

３回です。それ以外の時間はアプリでの学習やワー

クシートをやり、iPadで写真を撮って送信する。

本来なら教室で授業中に終わらせているはずです

が、家だと特に低学年では集中力が続かないので

終わるはずがなく。寝る時間まで子供はダラダラ、

親はカリカリ。息子は友達と遊べない期間も長引

いているのにリモート授業で、だいぶストレスが

溜まっているように見えます。
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オーストリア
（現在日本）在住

箕浦様

宮殿など広い場所で子供たちを遊ばせたりしながら、

運動不足やストレスを解消するというような生活が

５月末頃まで続きました。６月に入ると学校も再開

されましたが、修学旅行などの行事がすべて中止

となり、寂しい学校生活となってしまいました。

そのような生活を経て、後ろ髪を引かれる思いで、

今夏、日本に帰国しました。帰国の際は羽田空港で

PCR検査（結果は家族全員「陰性」！）を受け、

その後14日間の自宅待機を経て、ようやく新しい

生活を始めることができました。当初は東京の人の

多さに圧倒されましたが、そのような中でも人口

当たりの感染者数がヨーロッパより低く押さえられ

ていることには驚きました。

そのような状況ですが、次男は初めての日本の

小学校に兄とともに元気に通っています。

先日、２週間の分散登校の後に11月から対面授業

が始まるとお知らせが来ました。やっっっとです。

環境、食生活はもちろんですが、友達同士のかか

わり合いの多少も子供たちの健やかな育ちに大きく

影響するとエコチルキッズの母親として思うの

でした。
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箕浦様、転勤直前のお忙しいときに、突然のお願いにもかかわらず、気持ちよくご継続を承諾していただきました

こと、昨日のことのように覚えています。そして、ウィーンは日本のように郵便事情がよくないからメールでのやり

取りでできないかとご連絡をいただいたときには、正直、そこまでしてお願いしてもいいのだろうか？と悩みました。

でも、せっかくのお申し出なので。出来る範囲でやってみようと思い、お願いしました。実際には2回ぐらいのやり

取りだったと記憶しています。今は横浜で普通によろしくお願いします。

轟様、いつもアメリカからありがとうございます。ご主人が日本からアメリカに戻れず、お子様と3人で生活して

いるなんて、不安でいっぱいだったと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

多くの皆様に継続していただいていることが、私たちのモチベーションとなっています。国内ならば、どこへでも

質問票はお送りできます。海外もご実家などを経由してお願いしています。

学童期検査を始めて、参加者のお子様たちともお会いする機会が増えていることもうれしい限りです。身体測定を

するときに、どうしてもマスクが外れたりすると、ご自分でマスクを元に戻す姿などをみると、自分なりにコロナ

に対応しているんだなと、いとおしく思えてきます（よそのお子様ですが･･･）。

コロナ禍でもエコチル調査にご協力いただきありがとうございます。だいぶん前になってしまう方もいらっしゃ

いますが、今回は４歳時での習い事について、集計結果をまとめてみました。当時の習い事は、他の参加者の皆さん

と比べてどうだったでしょうか？また、コロナの影響で、現在は習い事にも影響があるかもしれませんが、現在の

習い事の種類や回数とどのぐらい違っていますか。

この集計は、データクリーニング前に神奈川ユニットセンターが独自に集計したものです。

第二子の妊婦検診時にエコチルの説明を受け、即

参加したいと思いました。その後、他市に移りまし

たが、幼稚園で息子がエコチルからの記念品の靴下

を履いているのを見て、「もしかしてエコチルの？！」

と話しかけてくれたお母さんがいました。その方も

エコチル対象の市から越してきたそうです。こんな

偶然もあるものですね。

さて。娘が小学２年、息子が年中組を終えた

2018年春から、都合によりアメリカに住むことに

なりました。質問票は実家に送って頂いています。

返送がだいぶ遅れてしまって申し訳ないのですが、

続けています。

渡米してもうすぐ２年という頃、何やら新型コロナ

ウイルスという感染症が日本に入ってきたという

ニュースが。やがてトイレットペーパーが、消毒液が、

パスタが、スーパーの棚から消える。日本のニュース

で起こっていることが、２週間遅れでこちらでも

起こるようになりました。マスクは元々、売って

いるのを見たことがなく、それは日本との大きな

違いでした。アメリカでは「マスク＝重病人・不

審者」という認識らしいです。

子どもの通う学校は３月中旬から登校禁止、５日

後からリモート授業に切り替わりました。すると

アメリカでも感染者が急増、やっとマスクをする人

が目立ち始めました。州知事からマスク着用令が

出されると「個人の自由を奪うな」と抗議デモが

起こる。自分や家族の生死がかかるこの期に及んで

「自由」とは？？

５月下旬に夏休みに入りましたが、楽しみにして

いた２か月間の一時帰国はキャンセルに。年末から

日本に出張中の夫もこちらに戻れず、旅行にも行け

ない、友達とも遊べない、母子３人の長すぎる夏

休みです。

加えて新学期、学校は10月中旬まで全児童リ

モート授業になると決定し、気が遠くなりそうで

した。３月に休校になってから、７か月も登校し

ないことになるのです。授業は平日９時から３時

半まで、リモート授業はそのうち週４日、30分×

３回です。それ以外の時間はアプリでの学習やワー

クシートをやり、iPadで写真を撮って送信する。

本来なら教室で授業中に終わらせているはずです

が、家だと特に低学年では集中力が続かないので

終わるはずがなく。寝る時間まで子供はダラダラ、

親はカリカリ。息子は友達と遊べない期間も長引

いているのにリモート授業で、だいぶストレスが

溜まっているように見えます。

エコチルスタッフより

先日、２週間の分散登校の後に11月から対面授業

が始まるとお知らせが来ました。やっっっとです。

環境、食生活はもちろんですが、友達同士のかか

わり合いの多少も子供たちの健やかな育ちに大きく

影響するとエコチルキッズの母親として思うの

でした。

コロナ禍で
の

授業風景（
自宅にて）

１か月に１～３回
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スポーツ 音楽 幼児教室 舞踊 英語 そろばん 絵・工作

１週間に１回

１週間に２回

１週間に３回以上


