
mmmmmsk many Americans what springs to mind when they hear September 
mmmmmand many will answer school. In America, September is the 
mmmmmbeginning of the new school year. So, this usually means students 
have to get their brains in gear after a long 3-month summer vacation spent on 
trips with family, at summer camp, playing with friends, or at part-time jobs 
for some older students.  
Yes, September is a time to dust off notebooks and book bags, and to hit the 
books again for another 180 days. So, let me take you through a typical 
American school day. School can vary widely so I’ll be using my experience 
as a guide. 
The school day starts around 8 o’clock at most schools. Students arrive to 
school walking, getting driven by parents, or by a big yellow school bus that 
picks them up. First, students head to homeroom. Here announcements are 
made about the day or about upcoming events. The homeroom teacher also 
takes attendance of students. Next it’s off to classes.
Unlike Japan, in America, teachers stay in one room throughout the day and 
students travel through the halls from class to class. Belongings are often 
stored in lockers around the school. Most schools have 7-8 subjects per day 
including things like math, science, social studies, English (for reading and 
essay writing), physical education, and foreign languages. The most 
frequently taught languages are probably Spanish, French, and German, but 
occasionally some schools will have other languages as well. Often there are 
also elective classes where students can choose a class. In these classes 
students can learn about computers, music, sewing, or how to make things 
from wood or metal. 

- cont. on  the right

-- cont. from the left
Classes are around 45-55 minutes. At mid-day students go to lunch. There is 
typically a cafeteria where students can buy lunch. There’s a choice of some 
main dishes like pizza, chicken, hamburger, or pasta with side dishes of fruits 
and vegetables. They also sell various snacks like chips and sweets. Students 
also have the choice of bringing lunch. Those who bring will often have 
sandwiches with fruits, vegetables, or some snacks. 
The day ends around 3-3:30 in the afternoon. Some students stay for after 
school sports or clubs, but many go home. There are a wide variety of sports 
students join. There are teams for basketball, baseball, volleyball, and the 
usual popular sports but in some schools there are golf, bowling, or ice hockey 
teams. Clubs are equally plentiful. Students can take part in chess, debate, 
compete on quiz game teams, do volunteer work, join the marching or jazz 
bands, or try their hands at acting on stage. 
School life is in some ways different in America and Japan, but I think at least 
one thing stays the same – most student don’t want to study!

GLOBAL TALK

アメリカ人の講師が自国での学校生活を紹介します。日本の学校とはどんなと
ころが違っているでしょう？少し長いですが、易しい英語で書いてあるので最
後まで頑張って読んでみてくださいね。
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読み解きのヒント

A

spring 生じる

in gear 準備ができて

dust off ほこりを払う

hit the books 熱心に勉強する

vary 様々である

upcoming きたる

hall 通路、廊下

elective 選択科目

mid-day 昼

take part in ～に参加する
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～ 古きよきアメリカ ～

The Wonder Years
（素晴らしき日々）

http://www.amazon.com

60～70年代に10代を過ごした少年の青春を描く１

話完結のシリーズドラマ。アメリカのごく普通の中
高生の生活を思春期に誰もが経験するエピソード
で綴っています。当時のアメリカンヒットチャートも
ドラマを盛り上げています。

アメリカの学生
～ What’s their school life like? ～

日本とアメリカでは学生生活にどのような違いがあるで
しょう？教育システムや授業風景はもちろん、アルバイト
のタイプまで違うみたいです。皆さんはどちらの学校生活
がいいですか？

アメリカの高校で行われる卒業
記念ダンスパーティー。カップル
参加がルールなので、彼氏彼女がいない子は当日までに相
手探しに必死になります。男子はスーツにネクタイ、女子は

ロングドレスのフォーマル姿。髪型はもちろん、メ
イクやネイルにもばっちり気合をいれます。

アメリカでは
州ごとに教育を管理
しています。ですから州に
よって教育のシステムに多少
違いがみられます。日本と同様、
小６年、中３年、高３年の６-３-３制
の所もあれば、６-６制、６-２-４制、
８-４制、４-４-４制など様々です。
また、大抵は高校卒業までの13年間が
義務教育とされ、公立校なら無試験、
教育も無償で受けられます。
学年の呼び方は、小学校の６年間
に続けて７年生、８年生・・・12年生
となります。成績優秀な子には、「飛び
級」 のシステムがあり、高校在学に大
学の単位を取ることも可能です。一方、
約４分の１が高校卒業前に drop out し
てしまうそうです。

アメリカの高校生の間で、
もっとも多いアルバイトは
「ベビーシッター」。近所の

幼稚園・小学生ぐらいの

子供を相手にすることが一般的で、
金曜の夜に両親が食事に出かけてい
る間にみるといったケースが多いです。
ちなみにアメリカでは「12歳以下の子

供を一人にしておくのは違法」で罰せ
られます。

アメリカでは学校は
9月に始まり、6月中旬に終了します。
祝日の他にクリスマス休暇、春休み等が各10
日前後あります。夏休みは約2ヶ月半で生徒が

学校で過ごす日はだいたい180日ぐらいです。

TEXT BOOK

日本では教師がクラスを訪れ授業を行うが、アメリカでは教師がそれ
ぞれに教室を持ち、生徒がそこに移動して授業を受けます。日本では
学生が静かに教師の話を聞き、自らの意見を発表する場面が少ない
のに対して、アメリカでは率先して自分の意見を述べる事が大切とさ
れています。

PROM
VACATION

日本のように要点を
まとめた教科書とは
違い、アメリカの教
科書は大きく、厚く、
重いものがほとんど。
その為に必要なも
の以外はロッカーに

置いておきます。
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≪ GLOBAL TALK 話題受付中！≫
Global Talk では皆様からの内容に関するご
要望を受け付けております。取り上げて欲し
い話題、ご意見、ご質問等ありましたら、下記
のメールアドレスまでお知らせください。

jesMsugawara@james.co.jp
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