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パースにおける教育事情 - 連載その１ 

≪ご挨拶≫ 

 

 この度パースの教育事情を連載させていただく事

となりました。私は夫の転勤により、子供が０歳の

時に家族でパースに移って参りました。母親として

も０歳、そしてパース生活者としても０歳の身での

スタートでしたが、プレイグループで出会った友人

家族に支えられながらなんとか過ごして参りまし

た。プレイグループを卒業した今、西オーストラリ

ア州の教育制度（幼稚園や小学校）について調べ、

子供の学校について考えることとなりましたが、西

オーストラリア州出身でない私にとって、自分が受

けた教育とこちらの教育との制度の違いに驚くこと

が多く、また私のような者の立場で書かれた情報が

見つけられず、時間がかかることもありました。ま

た、パースに新しく移って来られるご家族から、こ

ちらの教育制度について質問を受けることが増えて

きましたが、パースで子育てをしているといえど

も、自分の子供を通して経験した狭い知見のもとで

しかお伝えすることが出来ません。そこで今回、

パースで子育てされた虹の会会員の方々、また各教

育機関の方々にご指導頂きながら、この教育事情を

まとめることとした次第です。この情報は虹の会の

ホームページにも掲載し、適宜更新できればと考え

ておりますので、読んで下さる皆様からお気づきの

点、追記すべき情報などございましたら是非ご助言

を賜れれば幸いです。 

 

≪４歳児および３歳児の選択肢について≫ 

 

●４歳児 

 

１、現地幼稚園（公立校、こちらでは略してkindy

とよびます） 

２、現地幼稚園（私立校、呼び名は同じくkindyです） 

３、現地保育所（こちらではchildcareまたは

daycareとよびます） 

４、ファミリーデイケア 

５、プレイグループ（母子ともに参加する育児サークル） 

 

■４歳児未満は義務教育ではない 

 パースの幼稚園は、２月に新年度が始まり１２月

に終わるスケジュールですが、６月末までに誕生日

を迎えるか（６月末までに４歳になるか）どうかに

よって学年がわけられることになります。つまり、

６月３０日までに４歳になるお子さんは、その年の

12月まで幼稚園（kindy）に通うことになります。

ただ、パースの幼稚園は義務教育ではないため、定

員数の関係やお子さんの語学力を理由に入園を断ら

れることがあります。特にパース市内に近い幼稚園

は前年の入園申込み期限をもって定員一杯となる所

が多い様で、年度途中でパースに転居した場合には

入園が難しいこともあるようです。 

 

 ７月以降に４歳になるお子さんは、その年の12月

まではプレ幼稚園に通える年齢ですが、プレ幼稚園

は地元で人気が高く年度途中からの入園は難しい状

田中 佐紀子  
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況です（プレ幼稚園の人気が高い理由は、公立校

にプレ幼稚園がないために、志願者が私立校に集

中するからです。詳細はプレ幼稚園の欄をご参照

ください）。 

 

■入園手続きなど 

 公立幼稚園は前年６月末までに入園申込書を提

出して申し込みます。申込書その他幼稚園情報

は、基本的には小学校と同じウエブサイトに掲載

されています（但しホームページが開設されてい

ない公立校もあります）。幼稚園情報については

Kindergarten、あるいはearly childhoodと記載さ

れていることがあります。 

 

■就学時間 

 公立幼稚園の就学時間は週あたり１５時間で

す。週２日登校する週と、週３日登校する週が交

互であるケースや、また、週２日半（３日目は半

日）登校するケースなどがあります。それぞれ午

前９時頃から午後３時頃の就学です。私立幼稚園

の就学時間は学校により様々で、午前中のみの学

校もあれば終日の学校もあります。 

 

■教育内容・教育スタイル 

 授業内容もクラスの雰囲気も先生や学校の方針

によって大きく異なりますので事前によく見学さ

れることをお勧めします。例えば、３歳から５歳

まで同じクラスで勉強をする私立校もあります。

また、教室に生徒全員分の椅子がなく、大半を床

に座って授業を受けるスタイルの学校もありま

す。 

 

■幼稚園に持参するもの 

 水筒、昼食用お弁当、着替え、モーニングテ

イー（朝のおやつ）の果物。 

 

 パースの学校では、朝学校に登校してからお昼

ご飯までの間にモーニングテイーという軽食の時

間があります。生徒それぞれが果物を１つずつ持

参し、その持参した果物を先生またはボランテイ

アでお手伝いに入っている親が全員分カットして

午前10時30分頃に皆でそろって頂きます。チー

ズ・ポップコーン・クラッカー・ドライレーズン

などをモーニングテイー（朝のおやつ）として持

参する子供もいますが、一方で果物以外の食べ物

の持参をモーニングテイーとして禁止している学

校もあります。素手で食べる幼稚園が多く、また

椅子ではなく床に座って食べる幼稚園もありま

す。お昼ごはんは各自が持参するお弁当（現地の子

供のほとんどはサンドイッチ）を食べます。 

 

■学費 

 公立校では、永住者およびオーストラリア国籍保

有者は無料です。その他のビザ保有者はビザの種類

別に異なる学費を請求されます。詳細は、

Government of Western Australia内の機関である

ETI（Education and Training International）が

運営するウエブサイトにてご確認ください。 

http://www.eti.wa.edu.au/ 

  

 私立校の学費は学校により様々ですので、各学校

にお問い合わせ下さい。尚、学費は年々上がりま

す。また、日本人学校およびインターナショナルス

クールに４歳児対象クラスはありません。 

 

■保育所・ファミリーデイケア 

 パースの幼稚園での就学時間が短いため、就学を

補うために保育所やファミリーデイケア（日本の保

育ママ制度に類似する制度で保育者の自宅で子供を

複数人預かるシステム）を利用する家庭もありま

す。パースの保育所やファミリーデイケアは、日本

と異なり、いわゆる「保育に欠ける」児童に限定さ

れた施設ではありません。したがって、保護者が就

労している、保護者が介護をしているなどの理由が

なくても、空きがあれば利用することができます。 

 

 

 

http://www.eti.wa.edu.au/
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■保育料 

 子供の月齢によって変わりますが、１日あたりの

保育料は約80ドルから140ドルほどです。週１日か

ら利用可能な保育園もありますが、一方で週２日以

上預けることが条件の保育園もあります。保育料は

年々上がります。一般的には保育園で昼食もおやつ

も用意されますので、保育料に食事代が含まれてい

ます。（幼稚園にはお弁当を持参しますので、給食

はありません。） 

 

 永住者およびオーストラリア国籍保有者には、保

育料の一部がCentrelinkから返金されます。詳細は

以下の通りです。 

 

「Centrelink Childcare Rebate」 

http://www.humanservices.gov.au/customer/

services/centrelink/child-care-rebate 

 

■保育時間 

 保護者が就労する家庭も利用できるように、午前

７時頃から午後６時頃までの預かり保育が一般的で

すが、営業時間の一部の時間帯だけ預けることが可

能です。 

 

■ウエイテイング 

 パースの幼稚園・保育所・ファミリーデイケアは

通常定員一杯ですのでウエイテイングリストに名前

を連ねることになります。ウエイテイングリストに

名前をのせる時点で申込費（50～100ドル）を請求

するところもあります。 

 

 

■プレイグループ 

 オーストラリアには未就学児を集めて遊ぶ育児

サークルのようなグループが地域ごとに形成されて

います。未就学児（プレ小学校にあがるまでの子

供）とその保護者が週１回２時間ほど集まり、この

ようなグループを通じて交友関係を広げています。

どの地域にどのようなプレイグループが存在してい

るか、何曜日の何時から集まっているか等の情報が

データベース化され、ウエブサイトで検索すること

ができます。 

 

 西豪州内の多くのプレイグループ情報が蓄積され

ているPlaygroup WAのウエブサイト 

http://playgroupwa.com.au/ 

 

 パース近郊の日本人プレイグループ一覧（当会

ホームページ内） 

http://nijinokai.com.au/katsudo/playgrou/pg3/ 

  

 複数のプレイグループを掛け持ちし、週に何カ所

かのグループに参加する家庭もあります。１グルー

プあたりの参加費用は、年120～150ドル、会費（保

険）として別途30ドル程度です。会費（保険）は上

がる傾向にあります。 

 

■プレイグループの意義 

 日本人プレイグループはパースで子育てをするの

にあたり、同じ日本人のお子さんを持つ方々と交流

を深め、情報交換をするのにとても有益な場といえ

るでしょう。多くの方と子供たちの学校や、習い

事、子育てに関する様々な意見を交わすことが出来

ます。また、新しい土地へ引っ越し、人との繋がり

を失いがちな日本人の親御さんたち、更に子供たち

にとっても、お友達を増やすことの出来る貴重な環

境です。現地のプレイグループも、自らの居住地区

内の学校、幼稚園についてや、その他の様々な情報

を交換したり、子供の身近な遊び相手となる交友関

係を広げるのにとても良い場所です。 

 

 

●３歳児 

 

１、現地幼稚園（公立校にプレ幼稚園はなく、私立校

限定です、pre-kindyとよびます） 

２、現地保育所 

３、ファミリーデイケア 

４、プレイグループ（母子ともに参加する育児サークル） 

 

 

http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/child-care-rebate
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/child-care-rebate
http://playgroupwa.com.au/
http://nijinokai.com.au/katsudo/playgrou/pg3/
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■教育機関が少なく、また就学時間も短い 

 公立校には３歳児対象のプレ幼稚園（pre-

kindy）がなく、私立校の一部に限られます。 

義務教育にあがるまでの期間限定で私立校を利用

する家庭もあるため、３歳児対象クラスは人気が

高く、子供が0歳の頃に申し込んでおさえておく

という家庭もあります。 

 

■就学時間 

 週２日、それぞれ２時間半、合計して週５時間

程度が一般的です。たとえば、毎週火曜日午前９

時15分～午前11時45分、毎週木曜日12時15分～午

後２時45分までなど、週の１日は午前の時間帯で

もう１日は午後の時間帯で展開されることが多い

です。 

 

 ただ、稀に週１日または２日終日預かる（午前

９時頃から午後３時頃まで）プレ幼稚園もありま

すし、週５日毎日、午前中預かるプレ幼稚園もあ

ります。 

 

■教育内容 

 遊びが中心の学びです。アルファベットについ

ては、自分の名前のスペルや身近な単語のスペル

を通じて見せて触れる程度で、ＡからＺまでを座

学で書けるように繰り返し教えるということはあ

りません。 

 

■昼寝・トイレトレーニング 

 ３歳児対象に終日（約６時間程度）の授業をお

こなうプレ幼稚園でも、昼寝時間がない園もあり

ます。一般的にはトイレトレーニングを済ませて

から入園することが求められます。尚、保育所で

あれば、ランチの後に昼寝の時間が設定されてお

り、ブラインドなどを閉めて教室全体を暗くした

上で子供を寝かせるところが一般的です。 

 

■学費 

 私立校の学費は就学時間、日数によって差があ

ります。公立校、日本人学校、インターナショナ

ルスクールに３歳児対象のクラスはありません。 

 

■クラス人数と教師の割合 

 ２歳までのクラスは子供５名に対して保育者１

名、３歳児対象は子供10名に対して保育者１名以

上という規定です。私立校では、３歳児20名クラ

スに、規定よりも多く教師が３名～４名つく所も

あります。 

 

■ボランテイア 

 保護者に対して１～２学期に１～２度の頻度

で、学校にボランテイアとして出掛けるように求

める学校もあります。学校施設の簡単な整備のた

めやその他の雑務、また、授業中に生徒と一緒に

遊ぶことなどが求められます。 

 

■保護者会 

 ペアレンツナイト、ペアレンツミーテイングな

どの名で、１学期に１度程度の頻度で保護者会が

開催される学校もあり、これがクラスでの子供の

様子などを聞く機会となります。 

 

■保育所の選び方 

 見学の際に以下の点などを確認されることをお

勧めします。 

 

１、保育士の勤続年数（若い保育士が就職しては

すぐにやめるという事が繰り返されている保

育所も少なくありません） 

２、英語が母国語でない子供を保育した経験 

３、一時帰国で長期不在にする場合に「振替え」

保育が可能かどうか 

４、連絡帳があるか、何を記載してくれるのか 

５、昼食・軽食にはどのようなものを提供してく

れるのか 

６、おむつの交換頻度やトイレトレーニングをし

てくれるかどうか 
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 皆様、明けましておめでとうございます。 

虹の会では新年早々から、活発に活動しており、 

電話相談、メール相談も多くの方にご利用していた

だいております。 

 また、ケアチームでは、ご高齢の方やご病気の方

のお世話をし、プレイグループ支援チームは今年の

訪問予定を立てているところです。 

 

 先日１月２３日には毎年恒例の新年ピクニックを

し、多くの会員の方が参加され、スイカ割りやゲー

ムなど楽しく過ごしました。 

 会員の皆様の持ち寄るお料理はいつもながらすば

らしいものでした。 

 今年も、楽しく有意義な活動をしていきたいと

思っておりますので、会員の皆様よろしくお願いい

たします。 

 また、虹の会に入会ご希望の方も、お待ちしてお

ります。 

事務局だより 
キリヒレヒナー 裕子 

B Y O  
Corkage $3 per bottle 

Telephone Orders 

9332 - 0388 

We accept Eftpos, Visa & Master cards 
 

Shop 4 / 110 Parry Avenue Bull creek WA 6149 
Parry Place Shopping Centre 

 

Trading Hours 

Lunch   Tuesday - Friday  11 am - 2.30 pm  
Dinner   Tuesday - Sunday   5 pm - 9 pm 

Monday and Public Holidays Closed 

K A I  J A P A N E S E  

あなたと創りたい、地球の旅。エイチ・アイ・エスあなたと創りたい、地球の旅。エイチ・アイ・エス  

 

各種格安航空券をご用意して、 

皆様のご来店をお待ち申し上げております。 

「急な帰国が決定。大至急航空券が必要だ！」 

そんな時でもお任せ下さい！ 

 その他にもホテル、各種オプショナルツアーの手配も 

お気軽にご相談下さい。 

 
   電話：08 9221 5588     FAX：08 9221 3194 

   E-Mail：per@his-au.com.au 

   オフィシャルサイト：www.his-oceania.com 

   日本からのツアー情報サイト：www.his-j.com  

 

   

H.I.S. AUSTRALIA  PTY LTD  A.B.N. ABN 81 011 037 577 

PERTH OFFICE  : 2/26 St George’s Terrace, Perth  W.A.  6000 

Ph : (08) 9221-5588    Fax : (08) 9221-3194    Lic. No. : 9TA1497  
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  メンバーズコーナー 

浅香 充男 

 

 皆さんこんにちは。虹の会の会計監査をさせて頂いている浅香充男です。

毎年会計監査を通じていつも感じる事は、会員・賛同者の方々の積極的な寄

付が、直接ボランティアの方々の交通費・活動費用に繋がっているという点

です。私もパース在住２２年になりますが、海外生活で何か問題が起きた際

に身寄りや親しい友人がいない場合は本当に困ってしまいます。その場合、

虹の会があるというのは大変心強いと思いますので、今後とも私もお手伝い

させて頂きたいと思っています。 

メイ まり 

 

 結婚を機にパースに住み始めて19年が経ちました。

虹の会のことを設立当初に知り、日本で薬剤師をして

いた経験を生かして何か奉仕できれば、、と思っては

いたものの、子育てに忙しくなかなか動けませんでし

た。昨年、私の子育てもほぼ最終段階を迎え、若いお

母さん方に、子育てや学校のことなどで何かアドバイ

スができればと思い、ようやく重い腰を持ち上げ協力

会員になりました。今は、たまたま近所にお住まいの

年配のご夫婦のケアーサポートチームに携わっていま

す。これまであまり知識がなかった分野ですが、小さ

なことでも喜んでいただけると嬉しいです。趣味は数

独とガーデニングです。今はバラにはまっています。

では、どうぞ宜しくお願いします。 

  お知らせ 

Facebookを立ち上げましたので、虹の会やプレイ

グループの詳しい情報はそちらの方でご覧くださ

い。 

 

http://www.facebook.com/Nijinokai.Perth  

https://www.facebook.com/Nijinokai.Perth
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聖書の学び会 
 家庭集会 （火）10時から 

 ウエストリーダービル教会 （金）10時から 
 

無料英会話教室 
   月曜日～土曜日 2時間 と聖書30分 

 

                                日曜集会 
                           ウエストリーダービルの教会    1時から

  

                            カウンセリング 冠婚葬祭も 

                              いたしております。 

新刊本「宣教師が観た天皇制とキリスト教」 

 も取り扱っております。 

                

                                       連絡先（担当：ヤング） 

          0413 243 065 / (08)9448-8755  

                         www.freeenglishclasses.org 

                       101 Kimberley. St. 

                      West  Leederville 

メルボルン   1800-777-313 
ケアンズ     1800-688-909 
ブリスベン   1800-666-019 
ゴールドコースト1800-686-099 
シドニー    1800-355-855 

 
日本語医療センターネットワークで
同様のサービスが受けられます。 

海外旅行保険加入者は、医療費（専門医を含む）及び 通訳、 

薬品、レントゲン、血液検査等の費用が一切かかりません。 

●日本人通訳が常勤しており、言葉の心配は全くありません。 

●女性医師、日本人看護婦がおります。 

●その場で薬を受け取れます。（日本語の説明付き） 

●保険に入っていない方でも低料金で診察を受けられます。（通訳付きも可） 

●全科（歯科をのぞく）の診療が可能です。 

●混雑を避けるため予約制となっておりますが、緊急時は常時受付いたします。 

予約受付 ・ 診療時間 

（月～金） 午前 ８時～ 午後 ５時 （土） 午前 １０時～午後 ３時 

パース 日本語フリーダイヤル 

1800-777-313 
Level 1, 713 Hay Street Perth WA 6000  TEL: 9486 4733  FAX:9321 4778 

日本語で 

診察 
お寿司と言えば、やっぱり ジョーズ 

回転寿司＆テイクアウト 

Hay St Mall 店 
726 Hay St  

T- 9481 1445 

回転寿司＆テイクアウト 

East Perth 店 
323 Hay St  

(パース造幣局向かい） 

T- 9225 4573 

どこでも手軽に手巻き寿司 

Forrest Chase 店 
Shop16, Forrest Chase Myer 

T- 9218 8122 

テイクアウト用各種弁当 

London Court 店 
Shop48, London Court 

T- 9221 9241 

大好評！パーティ用寿司プラッター各種あり 

お好みに合わせた盛り合わせも可能 

お気軽にご相談下さい 
Tel.9481-8280  /  Email.jawsoffice@iinet.net.au 

  www.Jawssushi.com.au 

ホールセール&ケータリング 

Osborne Park店 

Unit 9, 2 Powell Street 

Ｔ-9444 5836 

お問い合わせは日本語でお気軽に 

info@jcmtabs.com.au 

0435-344-969 

日本人会計士による 

税金やビジネスに関するサービス 

www.jcmtabs.com.au/jp 

税金やビジネスに関す

るご相談を日本語で！ 

 

初回相談無料 

✓ 永住者・学生・WHなど個人のタックスリターン 

✓ ビジネス・会社のタックスリターン 

✓ ビジネス・会社の経理代行 

✓ 新規会社の設立 

✓ その他税金やビジネスに関する各種ご相談 

JCM Tax and Business Services Pty Ltd 
www.jcmtabs.com.au/jp 

タックスエージェント登録番号 24694713 
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編集だより 

２０１４年の最初のニュースレターはパースの教育事情の連載から

スタートしました。私も３人の子供を公立学校に通わせる母親とし

て、たくさんの疑問、不安があるにもかかわらず、どのように調べ

たらよいかわからないことが多いのが現状です。パースに暮らす日

本人の親御さんたちにたくさん読んでいただき、参考にしていただ

きたいと思います。     （編集担当；オタウェイ めぐみ） 

 ボランティア団体「サポートネット虹の会」は、西豪州政

府の認可を受けた非営利・非宗教の社会福祉法人です。ま

た、”Volunteering W.A.” （西豪州ボランティア協会）の

会員です。 

 「サポートネット虹の会」は「私たちにお役に立てること

はありませんか」の精神に則り、パース地域社会の日本人、

国際結婚をした日本人の家族、その他の人たちのより良い相

互サポートを目指して、私たちの出来るサポートの充実化に

日々努力を重ねています。 

 高齢で一人暮らしの人が病気や事故に遭遇して、即手助

けが必要な場合、障害を持つ人たち、一人暮らしで緊急時

に家族の助けが得られない人など、原則として自助努力の

出来ない人たちへの組織的なサポートをします。 

 電話相談など「虹の会」に寄せられる生活、教育、育

児、医療、その他、多様な相談事に応じて、解決方法をと

もに考え、サポートしていきます。 

 また、外国で暮らす日本人の子どもたちに、歌や遊びを

通して日本の文化を伝えるサポートをしています。 

ようこそ｢サポートネット虹の会｣へ 
（私たちはこういう団体です） 

【会員】 

「虹の会」には次のような会員の種類があります。日本語が話せれば、国籍に関係なく誰でも参加できます。入会希望者は「虹の会」事

務局に御連絡くだされば入会申込書を差し上げます。 

・正会員（＄30）パース近郊に在住し、1年以上ボランティア活動ができる方 

・準会員（＄20）パース近郊に在住し、1年未満ボランティア活動ができる方 

・学生会員（＄10）学生ビザと学生証を所有し1年以上ボランティア活動ができる方 

・賛助会員（個人＄20・法人＄30）会の趣旨に賛同し、資金面で援助をする個人および法人  

・協力会員（不要）資格、経験を生かして会の活動に協力する個人および法人 

・登録会員（不要）サポートを受けたい方、あるいは将来サポートを受けたい方 

 

【支払い方法】 

小切手の場合：宛て先 Support Net "NIJI NO KAI" Inc. / 送り先 P.O.Box650,Nedlands WA 6909 

銀行振り込みの場合：口座名 Support Net ”NIJI NO KAI" Inc. / BSB No.016363 / 口座No.3483 45499（ANZ Bank) 

なお、振込みが特定できない場合が有りますので、振込み時に明記するか、メールかお電話でご連絡ください。 

 【申し込み】 

虹の会ホームページの入会申し込みフォームから、もしくはメールかお電話でご連絡ください。 

●その他、お問い合わせ：事務局（キリヒレヒナー裕子）TEL: 0403 530 928 / Email: info@nijinokai.com.au  

（１）生活情報の提供        移住後間もない方、学生、ワーホリの方たちのために。 

（２）医療情報の提供        医療システムなどが分からない方たちのために。 

（３）介護支援            一人住まいの方が、病気になったときの見守りなどをケアチームがサポートします。 

（４）妊娠・出産サポート      妊娠直後～生後３ケ月のお子さんを持つ親へのサポートをします。 

（５）子育て相談           子育てに関しての悩み事などのご相談、何でも結構です。 

（６）病院、ナーシングホームなどへの見舞い、お手伝いなど 

  お近くに入院なさっている方がいて、訪問、お手伝いなどを希望される方。 

（７）プレイグループへの支援   日本人プレイグループへの支援を行なっています。 

（８）その他のサポート       （１）～（６）以外のサポートにも相談に応じます。 

（９）電話相談            上記（1）～（７）までの相談事を含む、さまざまな電話相談を行っています。外国暮らしの中で困っ    

                     たこと（例えば、ドメスティック・バイオレンスなどの緊急避難や子育てに関する）、悩み事をおもち 

                     で相談相手の欲しい方、生活上のヒントなどをお求めの方は、お気軽にご連絡ください。 

                     代表: 0403 530 928 / Mail: info@nijinokai.com.au 


