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＜要約＞ 

学校教育においては、異文化理解の学習などすでに多くの国際理解教育が実践され

てきているが、「世界のこと」に焦点を置き、かつボーダレスな課題を扱うことに終始

し、学習者との接点がないままに学習が進められてきた。しかし、グローバル化の波

は、身近な地域にまで浸透し、私たちは日々国際的なことに出会っている。このこと

は、自分の足元をしっかり見つめることの重要性を強調し、地域に根ざした国際理解

教育が推進される要因になった。そのため、必要な教材を身近な地域に求め、地域教

材として活用していくことが肝要であると筆者は考えた。そこで本論文では、国際理

解教育において地域教材を活用することの有用性を考察した。 



 日本の国際理解教育は、戦後から現在に至るまで「ユネスコ型」、「臨時教育審議会(以

下臨教審)型」、「新しい日本型」の 3 つのモデルを構築してきた。「ユネスコ型」の時

代は、ユネスコの他文化理解に重きを置く国際理解教育を推進してきた。その後、日

本の経済発展や国際化、地球規模の問題の顕在化などに伴い、国際社会に対応した日

本人の育成を目指した「臨教審型」国際理解教育が展開された。現在は「新しい日本

型」国際理解教育の段階にあり、共生・持続可能な社会の形成のため、「地域」に根ざ

した課題解決型国際理解教育の取り組みが重要であるとしている。 

 その取り組みは、「世界のこと」に焦点を置きがちな国際理解教育に「足元の地域」

に着目する必要性を提起した。グローバル化によって地域と世界が直接結びつき、身

近な地域にも、貧困、共生・共存の方策の課題などの国際社会の問題が顕在化してい

る。同時に、地域は日々変化を遂げながらほかの地域と結びついており、そのような

「地域」には、国際理解教育の素材が多く存在し、教材として活用することが大いに

可能である。地域教材を用いることで、自分の生活や住む地域がすでに世界と関わっ

ているという発見や自覚を促し、地域に根ざした国際理解教育が目指す「地域に生き

る市民」の育成に貢献する。 

では、学校現場ではどのような国際理解教育が実践されているのだろうか。筆者は

その実態を探るため、教員 99 名と学生 43 名へ質問票調査を実施した。両質問票から

は、学校教育で多様な国際理解の学習や活動が実践され、特に文化理解の学習や国際

交流活動が非常に多く行われていることがわかった。学習者の外国に対する興味・関

心や外国語(英語)学習の意欲につながり、海外へ目を向けさせることに重きを置いて

いることがうかがえた。 

その一方、世界と直接結びついている身近な地域に着目した授業は少なかった。つ

まり、児童生徒の生活の場である「地域」を活かした国際理解の学習や活動を実践し

ている教員は少数であった。しかしながら「地域素材を活かしてどんな国際理解教育

ができるか」の可能性を質問したところ、教員から多彩な回答を得られた。各地域に

多くの国際理解教育の素材が存在していることに筆者自身気づかされると同時に、地

域教材を活用した国際理解教育実践の可能性の高さと今後の広がりを期待することが

できた。 

文献調査や質問票調査の結果から地域教材の活用に関し、学習者が自分たちの生活

や住む地域と世界とのつながりへの自覚を高めたり、また身近で親しみやすく、自分

に関係することとして受け止めるなど、7 つの利点をまとめることができた。地域教

材の活用は、学習者の興味関心や疑問、共感、批判などを生み、主体的な姿勢を引き

出すことを可能にする。このような学習効果がある一方、地域教材の開発やその活用

には課題もあり、教員の周到な準備と柔軟な授業展開が極めて重要である。しかし地

域教材を活用した国際理解教育を実践することで、教員は主体的に実感を持って学習

する児童生徒の姿を見ることができ、地域教材を活用する効果を感得できると考える。

よって、国際理解教育の推進に地域教材の活用は有用である。これが本論文の結論で

ある。 

＜キーワード＞  国際理解教育、地域教材、地域に根ざす、授業実践 
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第 1 章 序論 

 

1-1 本論文の目的 

1980 年代以降の急速なグローバル化の進展により、国際社会は、貧困や飢餓、

環境破壊、人権侵害など、グローバル化の負の課題のほか、異なる文化を持つ人々

とどう共生していくのかという課題に直面した。教育現場においては、そのよう

なグローバル化の現実に対応した国際理解教育が強調され、国際社会を生きてい

くために必要な資質や技能の育成が求められた(米田ほか 2006)。 

しかし、環境問題や貧困問題など、ボーダレスな問題を扱うことに終始し、学

習者との接点がないままに学習が進められてきた。そのため、子どもたちは学習

で取り上げられた問題を「対岸の火事」程度にしか捉えていないことが指摘され

ている(太田 2003)。さらに私たちは、日本を援助してあげている「豊かな国」と

捉え、援助される「貧しい国」に対し「かわいそう」や「助けてあげている」と

いうような「他人事」で「上から目線」でいることもないとはいえないと筆者は

感じる。 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災での世界各地からの支援は、世界に

支えられて成り立つ日本の存在を改めて認識することができたと感じる。日本政

府は同年 9 月 15 日までに、163 の国と地域、および 43 の国際機関から緊急援助

隊などによる支援、物資支援、資金支援など、多岐にわたる支援の申し入れを受

けた(外務省 2011)。世界に約 200 の国々がある中、非常に多くの国や地域、人々

から温かい支援を受けてきたことがわかる。  

これに学び、私たちは豊かな者から貧しい者への施しや憐れむ気持ちから抜け

出して、どの国、地域、個人とも「お互いさま」の関係にあることを再認識する

必要がある。同時に私たちには、共に生きる立場から世界との国際協力を実現し

ていくことが求められている(多田 2000)。その第一歩は、一人ひとりがまず自分

の生活や住む地域が世界と結びついていることに気づくことであると考える。さ

らにその結びつきを実感することで、これまで「他人事」であったことが「私事」

へと変容する。(開発教育・国際理解教育アクションプラン研究会  2006) 

これらのことから、生活の場である身近な地域にまで浸透したグローバル化の

現実にしっかりと目を向け、「地域」に根ざした国際理解教育の推進が一層求めら

れている。そのため、必要な教材を身近な地域に求め、地域教材として活用する

ことが、地に足のついた国際理解教育の推進になると考えられる。本論文では、

地域教材を活用した国際理解教育の可能性を検証し、その有用性や課題を考察す

ることを目的とする。 

 

1-2 リサーチ・クエスチョン  

筆者は、国際理解教育において地域教材を活用していくことが、重要であると

考える。教育における地域への着目は、児童生徒の学習効果、また地域社会や国
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際社会の発展にも寄与するとされており、国際理解教育においても、その効果は

高いと考えられる。しかし、地域教材を活用した国際理解教育は、十分に実践さ

れているわけではない。そこで、国際理解教育の推進に地域教材の活用は有用で

あるか。これを、本論文のリサーチ・クエスチョンとする。  

  

1-3 調査方法 

 本論文では、まずユネスコと日本における国際理解教育の変遷および ESD(持続

発展教育)について先行研究や web サイトを用いて調べた。さらに詳しく知るため

に、小学校・中学校・高校の教員や大学生へ国際理解教育に関する質問票調査を

実施した。 

 

(1) 文献調査 

 文献調査では、国際理解教育の定義をはじめ、その変遷について調べた。変遷

の背景を知るため、ユネスコや文部科学省が発行している報告書および先行研究

をもとにまとめていった。また、現在の国際理解教育の動向や地域教材の活用の

意義を知るために、国際理解教育を推進する団体の web サイト、および国際理解

教育の研究者の文献を利用した。ここでは、国際理解教育、国際理解、ESD(持続

発展教育)、地域、世界、地域教材などをキーワードとした。 

地域教材を活用した国際理解教育の実践例では、千葉県の高校の現代社会で実

践された「『かにた婦人の村』と従軍慰安婦」を取り上げた。これについては、授

業の実践記録をもとにまとめた。 

 

(2) 質問票調査 

 質問票調査では、学校現場での国際理解教育の取り組みの実態を知ることを主

な目的とした。グローバル化の波は、児童生徒が過ごす学校や身近な地域に浸透

している。グローバル社会の中で生きる児童生徒を育てる教育者として、教員の

国際理解教育の取り組み姿勢や考えが児童生徒に与える影響は少なくないと考え

た。 

1 つ目の質問票調査は、歴史教育者協議会第 64 回全国大会・千葉で 2012 年 8

月 4 日・5 日の 2 日間で行った。参加者のうち小中高の教員(退職者含む)を対象に、

国際理解教育の取り組みの実態を知ることを目的に実施した。この大会では、社

会科の授業づくりに取り組む教員や歴史教育・歴史の研究に関心を持つ市民が多

く集まる。そのため、実際の学校現場で国際理解に関する内容を意識して取り上

げたり、盛り込むなどして国際理解教育を実践する教員が多いことが予想された。 

 2 つ目の質問票調査では、小中高時代に経験した国際理解教育の内容やそれによ

って受けた影響を知ることを目的とした。調査は、国内外の地域づくりや国際協

力などに関心を持つ学生が多いと想定できる東洋大学国際地域学部国際地域学科

の 1 年生を対象に実施した。大学入学以前の国際理解に関する授業や活動の影響
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と本学部学科入学のきっかけの関連を知るため、入学して間もない 1 年生を対象

とした。 

 なお、両質問票は、全国の学校教員の国際理解教育の取り組みの実態やその取

り組みが児童生徒に与えた影響など、一般的な傾向を知る上では不十分である。

しかし、質問票調査の主な目的は、学校現場の国際理解教育に関する事例を調査

することであり、その結果から、国際理解教育における地域教材の活用の有用性

や実践の課題について考えをまとめていきたい。  

 

1-4 本論文の構成  

 本論文では、次の第 2 章で国際理解教育の定義を挙げた上で、ユネスコと日本

におけるその変遷を検証し、現在の国際理解教育の動向をまとめていく。第 3 章

では、国際理解教育において地域教材を活用する有用性について説明する。第 4

章では、学校現場における国際理解教育の実態について知るために実施した 2 つ

の質問票調査の結果を分析し、第 5 章では、地域教材を活用した国際理解教育の

実践例として、高校の現代社会の授業で行われた「『かにた婦人の村』と従軍慰安

婦」を取り上げる。第 6 章では、文献調査や質問票調査を踏まえ、地域教材活用

の有用性や課題について考察する。そして第 7 章では結論と提案をまとめること

とする。 
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第 2 章 国際理解教育の変遷と現在の動向  

 

 本章では、国際理解教育の定義を示し、社会情勢を反映しながら展開されるユ

ネスコおよび日本における国際理解教育の変遷をまとめる。また、現在の国際理

解教育の動向について述べていく。 

 

2-1 国際理解教育とは 

 1946 年に発足したユネスコ(国際連合教育科学文化機関)は、その憲章の前文で

「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築

かなければならない」という崇高な理念を掲げている (日本国内ユネスコ委員会  

2012)。二度と悲惨な戦争を繰り返してはならないという反省の下、「人の心の中

に平和のとりでを築く」ために取り組まれたのが国際理解教育である。国際理解

教育は「国際友好・互恵の見地で国際間の理解を深め、世界平和の課題に貢献す

ることを目指す教育活動(TBS ブリタニカ 1997)」として、半世紀以上も前から世

界的に取り組まれてきた。  

 

2-2 ユネスコにおける国際理解教育の変遷 

 ユネスコは第二次世界大戦後の国際理解教育の推進を主導してきた。他国の理

解を主軸としていたこの教育は、1950 年代の一時期には「世界市民のための教育」

「世界共同社会に生活するための教育」と呼ばれていた。しかし、朝鮮戦争を機

に、国民の国家的忠誠心の高揚を必要としたアメリカなどは、それらの世界市民

主義的な教育を批判した。1955 年以降、南北問題の顕在化、中近東やベトナムで

の戦争など、世界情勢が国際理解教育の内容に反映されるようになった。そのた

め、「国際理解と国際協力のための教育」(略称として「国際理解のための教育」、

日本ではこれを簡単に「国際理解教育」)の名称が定着した。(中山 2008) 

 1953 年からは「国際理解と国際協力のための教育ユネスコ協同学校計画」と呼

ばれるプロジェクトが発足した。ユネスコ協同学校(以下、ユネスコスクール)では、

人権の研究、他国の研究、国際連合と専門機関の研究を中心とした教育活動が推

進された。しかし、学校現場では、その内容と方法論が乖離していた状況にあり、

1960 年代後半にユネスコスクール事業は、参加していない一般の学校に広がるこ

となく衰退を迎えた。(伊藤 2011) 

 その後、1974 年にユネスコ総会で「国際理解、国際協力及び国際平和のための

教育並びに人権及び基本的自由についての教育に関する勧告」(以下、「国際勧告」)

が採択され、国際理解教育の方向性が明確となった。「国際勧告」では、異文化理

解と人権の尊重の重要性を指摘した。さらに、相互依存への認識を深め、人権、

平和など地球的課題について学んでいくことを目指した。(中村 2011) 

1994 年には「国際勧告」の見直しとして、「平和・人権・民主主義のための教

育」宣言が採択された。同宣言は、「国際教育」を軸に平和や寛容、非暴力などの
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価値観や態度、技能を重視し、平和、人権、民主主義とともに、開発、環境をも

含めて内容に取り上げた。ユネスコは地球的課題を包括的に捉え、平和の実現に

向けて個人の態度や価値観の変容のため、地球的課題の理解と解決への参加を目

指した国際理解教育を進めた。(中村 2011) 

 

2-3 日本における国際理解教育の変遷 

伊藤(2011)によると、日本の国際理解教育を考えるに当たり、戦後から現在に至

るまで、順に(1)「ユネスコ型」、(2)「臨教審型」、(3)「新しい日本型」の 3 つのモ

デルを構築してきたとしている。本項では、この流れをもとに日本の国際理解教

育の変遷について述べる。3 つのモデルは表 2-1 に整理した通りである。 

「ユネスコ型」は世界的な潮流とされるユネスコの考え方に基づく国際理解教

育(ユネスコ加盟～1974 年中央教育審議会答申前まで)、「臨教審型」は中央教育審

議会や臨時教育審議会の答申を受けて進められた日本独自の国際理解教育 (1974

年中央教育審議会答申～1989 年学習指導要領の内容)を指すこととする。「新しい

日本型」は、ユネスコに再び歩み寄りを見せる国際理解教育 (1996 年第 15 期中央

教育審議会第 1 次答申～現在)とする。(伊藤 2011)  

 

表 2-1 日本の国際理解教育の変遷  

  (1)ユネスコ型 (2)臨教審型 (3)新しい日本型 

基本理念 世界平和と協調 国際化への対応 国際社会での共生 

背景 戦後 国際社会 国際社会 

対文化観 他文化 異文化 多文化 

観点 相互理解・協調 
自文化理解・   

異文化理解 

多文化理解・   

受容・共生 

実践 ユネスコスクール 全学校 全学校 

[出典：伊藤(2011)を基に筆者作成] 

 

(1)「ユネスコ型」国際理解教育の受容 

1951年のユネスコ加盟は、日本における国際理解教育の契機となった。その後、

1953 年にユネスコの提起した他文化理解に重きを置く国際理解教育、つまりユネ

スコ型国際理解教育を公的に導入し、1970 年代中頃まで堅実に進めていくことと

なった。ユネスコが 1953 年に立ち上げたユネスコスクール事業への参加がその一

例である。文部科学省内に設置された日本ユネスコ国内委員会の主導により活動

は開始され、1966 年には、ユネスコスクール参加校が過去最大の 29 校(小・中・

高・大学)となった。(米田 2008a) 

 

(2)「臨教審型」国際理解教育への転換 

ユネスコスクール事業は広がりを見せずに停滞を迎え、急速に進む日本の経済
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発展を支え、推進させていく人材育成を第一の目標と捉えた日本独自の国際理解

教育へと路線変更していくこととなった。いわゆるユネスコ離れである。そのき

っかけは、中央教育審議会(以下、中教審)が 1974 年に答申した「教育・学術・文

化における国際交流について」である。ここでは、日本の国際社会におかれた現

実に対応していく人材の資質として、国際的資質に国民的資質を付加し、「国際社

会に生きる日本人」と位置づけた。(米田 2008b) 

1970 年代後半当時の日本では、情報化社会、国際化、グローバル化、さらには

地球規模の問題が顕著に叫ばれていた。これに伴い、開発や環境、平和、人権な

どをキーワードとする内容が追加され、教育内容が多様化していた。(植木 2008) 

このような中、第 4 次に及んだ臨時教育審議会答申(1985-87)では、「国際社会

において新に信頼される日本人を育成すること」「『世界の中の日本人』の育成を

図ること」が強調された。同答申では、「国際理解教育」ではなく、「国際化に対

応した教育」と記され、教育目標として「自文化・異文化の理解」「愛国心」「地

球的・人類的視野」の 3 つの中心概念が示された。よって、日本が自国認識を重

視し、自国中心の観点から国際化に対応する方向性を位置づけたことがわかる。

「国際性」よりも「国民性」を重視した。(伊藤 2011) 

さらに、「多様な異文化を深く理解し、十分に意思の疎通ができる国際的コミュ

ニケーション能力の育成が不可欠である」と指摘した。日常生活で異文化との接

触や摩擦は避けられなくなり、コミュニケーション能力の育成に関して「手段と

しての外国語」、特に英語教育の重要性を強調した。(伊藤 2011) 

 

(3)「新しい日本型」国際理解教育への移行 

日本の国際理解教育が新たな段階を迎えたのは、1996 年の第 15 期中教審第 1

次答申からである。この答申は、「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方につい

て」と題し、新しい世界の国際化に対応する教育の推進として、国際理解教育の

充実を筆頭に位置づけた。さらに「異文化理解」「自文化理解・自己確立」「コミ

ュニケーション能力」が 3 つの軸として掲げられ、これまでの異文化理解の強調

から、異文化を受容し、共生していく方向に概念が変化した(伊藤 2011)。また同

答申では、総合的な学習の時間に国際理解教育を行うことが提案され、学校教育

において、国際理解に関する学習時間が確実に増加した。(植木 2008)  

 2005 年の初等中等教育における国際教育推進検討報告では、地球規模の諸問題

について挙げ、「……ユネスコを中心に『持続可能な開発のための教育 (以下、ESD1)

の 10 年』が推進されているが、我が国もまた……これらの問題の解決に積極的に

参画し貢献することがいっそう重要になっている」とされた。また、すべての子

どもたちが①異文化や異なる文化をもつ人々を受容し、共生することのできる態

                                                 
1 ESD(Education for Sustainable Development)は、「持続可能な開発のための教育」

と訳されていたが、よりその趣旨を適切に表現、また教育現場への普及のため、日本

ユネスコ国内委員会の提言により「持続可能な発展のための教育」と訳し、「持続発展

教育」と略称している。(日本ユネスコ国内委員会 2010) 
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度・能力、②自らの国の伝統・文化に根ざした自己の確立、③自らの考えや意見

を発信し、具体的に行動することのできる態度・能力を身につけることができる

ようにすべきである、とした。ユネスコが推進する ESDに言及するこの報告書は、

ユネスコに再び歩み寄りながら新しい日本型の国際理解教育を構築していく時代

を迎えたことを示しているといえる。(伊藤 2011) 

 

2-4 「新しい日本型」国際理解教育の展開 

(1) ESD の推進 

ESD は、2002 年のヨハネスブルグサミットで、日本政府と日本の NGO が「持

続可能な開発のための教育の 10 年(2005-2014)」を共同提案したのが始まりであ

る(日本ユネスコ国内委員会  2011)。「持続可能な開発」は、「環境と開発に関する

世界委員会(プラハントラント委員会)」の報告書で「現代の世代の要求を満たしつ

つ、将来の世代の要求をも満たす開発」と定義されている。(外務省 2005)  

ユネスコは「ESD の 10 年」の推進機関に任命され、日本でも日本ユネスコ国

内委員会を中心に ESD の取り組みを開始した。改正教育基本法(2006 年改正)を基

に策定された教育振興基本計画では、ESD を日本の教育の重要な理念の 1 つとし、

今後 5 年間に取り組むべき施策に ESD の推進を明記した。さらに、新学習指導要

領(小・中学校は 2008 年、高校は 2009 年公示)には、持続可能な社会の構築の観

点が盛り込まれている。(日本ユネスコ国内委員会 2010) 

 

(2) ESD が提起する「新しい日本型」国際理解教育の展望 

日本国際理解教育学会(2012, p.223)は、ESD を「一人ひとりが、世界の人々や

将来世代、また環境との関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革する

ための教育」と定義している。中村(2011, p.6)は、現代の国際理解教育を具体的に

「…(中略)…新しい価値をつくり、より公正で持続可能な社会のあり方を考え、そ

の実現に積極的に参加していく力を育てていく教育」と述べており、「未来のため」

の教育であるという点で共通している。21 世紀に入り、「新しい日本型」国際理解

教育は、人間と人間の共生だけでなく、自然界との共生を視野に入れた持続可能

な社会を構築する担い手育成の教育へと概念が拡大している。(日本国際理解教育

学会 2012)  

ESD では、持続可能な発展に関わる諸

問題に対応するため、環境、福祉、平和、

開発、人権、国際理解など、様々な分野

の教育を多様な方法でつなげ、学際的・

総合的に取り組むこととしている (図

2-1)。また、ESD は知識として学ぶだけ

でなく、「参画する力」「共に生きる力」

「つなぐ力」の 3 つの力を育むことを重

図 2-1 ESD の概念図[出典：日本ユネス

コ国内委員会(2010)を基に筆者作成] 
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要としている(池田 2005)。特に「参画する力」「共に生きる力」は、学習者がよ

りよい未来を創っていく担い手であると認識できる点、さらに「つなぐ力」は、

地域と世界の間に壁を設けず、むしろつながりあるもの・関わりあるものと捉え

ることができる点で極めて注目できる。 

 それは、国際理解教育と ESD が重なりあう部分がある一方、双方の教育モデル

に相違があるからである(表 2-2)。そもそも国際理解教育は、国と国の関係が前面

に出るほか、「生徒の一部が…(中略)…国際交流や支援の担い手になるというイメ

ージ」があり、将来外国と「架け橋」となる人材が育てばよいと考えるものであ

った。それに対し、ESD は「すべての生徒が環境破壊や地域社会の衰退、貧困と

いった目前の課題を解決するために、地域を出発点として他者と繋がる、さらに、

お互いに知恵をしぼり、情報を共有しながら未来をつくっていく」教育である。

そして、課題に応じてどんな個人や外国ともつながっていこうとする (市瀬 2009, 

p.274)。 

表 2-2 国際理解教育と ESD のモデル 

国際理解教育 

・海外、外国、多文化(異文化)が柱となる 

・緊急性、未来への持続というところに焦点はない 

・地域が世界につながることは意図されていない 

・二国間関係が想起されやすい 

・多文化を体験した個人に依拠した枠組み 

ESD 

・諸領域の統合 

・緊急に解決すべき地球的課題と未来についての取組み 

・すべての個人が地域から直接世界につながる 

・課題に応じて、どんな個人どんな文化圏とも交流する 

・地域に根ざした枠組み 

[出典：市瀬(2009)を基に筆者作成] 

 

上記のような相違はあるものの、ESD は「新しい日本型」国際理解教育の展開

において重要な位置を占めていることは間違いない。ESD は、従来の国際理解教

育モデルに捉われず、共生・持続可能な社会の担い手の育成のため、持続可能な

発展に関わる様々な分野の教育を繋げた実践の必要性を示している。その上、ESD

は今後の「新しい日本型」国際理解教育の展開に、地域に根ざした課題解決型国

際理解教育の取り組みの重要性を提起しているように筆者は考える。 
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第 3 章 国際理解教育における地域教材の活用  

 

 本章では、国際理解教育の推進において、地域に着目する重要性や地域教材を

開発する上で重要な視点について述べる。その上で、地域教材を活用した国際理

解教育の利点についてまとめたい。 

 

3-1 地域から世界へ：なぜ地域なのか 

第 2 章で述べたように、国際理解教育は「海外、外国、多文化(異文化)」を柱と

し、国外ばかりに視点が向いてしまう傾向があった。また、仮に国際理解の学習

に貧困や環境破壊などの開発問題を取り上げた場合も、世界、とりわけ途上国の

問題として「世界」を見る視点が強かった。多くの場合、開発問題の理解と解決

には「世界から地域へ」というアプローチが重視される。そしてグローバルな問

題を構造的に認識し、問題解決に参加するための教育を「地域」で展開すること

が想定されているが、世界に見られる問題の深刻さゆえ、どうしても「世界」へ

の視点ばかりが強くなる(山西 2009)。そのため、「世界」から「日本」、さらに日

本の「地域」に視点を落とすことが難しく、学習者である児童生徒との接点がな

いままに学習が行われている。(太田 2003) 

しかし、新しい日本型国際理解教育の下で重要な位置を占める ESD は、地域に

根ざした枠組みで展開する課題解決型国際理解教育の推進を提起している。その

ため、世界を見る地球的な視野はもちろんのこと、自分たちの足元を見る地域的

な視野を持つことも必要とされる。それは、グローバル化の影響は世界だけでな

く、日本の地域社会、つまり私たちの足元にも顕著に表れているからである。共

生・共存の方策の課題、多民族・多文化の理解の課題、環境破壊、貧困、雇用問

題、伝統文化の消失など、日本の地域の問題は同時に世界各地で起き、多くの人々

に影響を与えている(中村 2011)。そして守友(2000, p.28)は、「地域というものは、

…(中略)…生きた日本の社会の現実、実態、そして世界の動向と関わっており、そ

れ故、世界と日本と地域の現実を串刺しにして見ること(が重要である)」と訴えて

いる。さらに佐藤(2007, p.219)も「グローバル化は、世界、国家、地域という 3

つの空間の複合的な関係を成立させ、世界と地域が直接結びつくようになり、地

域に立脚した国際理解教育の必要性(を生じさせていること)」を指摘している。地

球規模で起きている問題を「地域」の視点から捉えるアプローチが求められてい

るのである。 

 こうした指摘がなされる背景には、例えば開発問題を国際理解の学習とすると

き、日本の地域の開発問題を掘り下げ、その問題と他の問題、世界の問題を関連

づけて捉え、その解決策と新しい社会の在り方を日本の地域から発想するアプロ

ーチが不十分であったことが挙げられる。つまり、「地域から世界へ」のアプロー

チは、主に以下の 3 点を欠いていた。(山西 2009) 

① これまで途上国の開発問題の様相とその構造的理解を重視してきたが、
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一方で学習者にとっての足元である地域の過疎、経済格差、環境破壊

などの開発問題をしっかりと掘り下げ、その問題と世界の他の地域の

問題と関連づけて捉え、その解決に地域から関わるという視点 

② 地域の開発問題を考え、公正・共生が可能な地域社会を想定する際、

その地域が持つ文化(地域性・伝統など)をどのように捉え、さらにその

文化を公正・共生につながる文化へとどのように発展させていくかと

いう視点 

③ 国際協力活動において、「顔の見える関係」「パートナーとしての協力」

といった立場からの参加が促されているが、自らの足元の開発問題を

掘り下げる視点が弱いためか、一方向性の「援助」型に流れ、双方が

当事者として共通した課題に向き合う「協力」の視点、また地域と地

域をつなぐ「地域間協力」という視点  

これらの視点から、世界に顕在化し、深刻化する環境破壊、共生・共存の方策

の課題、貧困などの問題は私たちの足元である地域にも数多くあることを十分認

識する必要がある。望ましい社会のあり方を描き、その実現に参加することをま

ず身近な地域から行わずに、世界において実現することは難しい (山西 2008, 

2010)。国際理解教育の実践は、外国の文物の紹介や理解、世界の開発問題など、

単に外国のことを扱うだけであってはならず、自分が生活をしている地域に足を

つけた、地道な実践が求められている。つまり、まず自分の足元にある地域に着

目することが、地域に根ざした課題解決型国際理解教育の推進には必要である。(全

国海外子女教育・国際理解教育研究協議会  1993) 

 

3-2  国際理解教育における地域教材開発の視点  

(1) 地域とは 

そもそも「地域」は多義的であり、またそれが指す範囲も曖昧であるが、一定

の固定化された空間として捉えず、問題や課題に対応して可変的に捉えることが

できる(山西  2005)。つまり、「地域を『特定の問題解決や課題研究に向けて住民

の共同性に基づき形成される生活空間』として捉えるならば、課題の種類とその

課題を担う住民に即して、地域の範囲は伸縮自在となり、また地域そのものを重

層的に捉える(山西 2005, pp.15-16)」ことができるのである。また、教育実践の

立場から、多田(2000, p.138)は、地域を児童生徒の「生活の場、交流の場、学び

の場」、いわゆる人と人が交わりあう「身近な地域」と捉えている。これらの地域

の捉え方は、課題解決型国際理解教育にとって重要とされている。以上を踏まえ、

地域は問題解決・課題研究の場であり、かつ、児童生徒の学びや解決への行動を

具現化するための場であるといえる。  

地域には、それぞれの地域の歴史がある。また、日々変化を遂げながらほかの

地域と結びつき、かかわり合っていく生き生きとした現在と未来がある。児童生

徒の生活圏であることを念頭に、その地域の時間的な流れと空間的な広がりを見
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る必要がある(全国海外子女教育・国際理解教育研究協議会編 1993)。そのような

地域に着目した国際理解教育の実践は、児童生徒が他人事ではなく、自分の問題

として考え、感じ、国際性の素地を高めていくに違いないと筆者は考える。  

 

(2) 地域教材開発の視点 

地域に根ざした課題解決型国際理解教育の実践において、3 つの方法が必要とな

る(チャドウィック/ 吉田訳 1987, p.11)。それは、1 つ目に「もっと多くの人びと

を国際的なことにかかわらせる」というのではなく、「だれもが国際的なことにか

かわっている。人びとがそれに気づくように手助けをする」ことである。2 つ目に

「人びとが国際意識や国際理解を獲得するように助力する」のではなく、「人びと

が、気づかないうちにかかわりつづけているという状態から脱して、責任を持ち、

責任を果たす参加者になるように努力しなければならない」という点である。そ

して 3 つ目に「視野の狭さを克服するために、有名な国際人を地域に呼んでこな

ければならない」というのではなく、「すでにたくさんの国際的な人材が地域に存

在している。こうした人びとの専門的な力を見出して活用する」ことが重要なの

である。 

 つまり、「国際社会とすでにかかわって生活している自己の発見や自覚を促し、

責任ある参加者であるための学習を助長する」国際理解教育を実践していくこと

が大切であり、そのために「人材や教材を身近な日常世界としての地域に求め、

活用していくこと(魚住 2004, pp.106-107)」が肝要である。地域に浸透する国際

化・グローバル化の影響下にある地域社会に生きる児童生徒は、日常で国際的な

ことに出会っているからである。(魚住 2004) 

 そこで、地域に根ざした国際

理解教育の推進には、まず教師

自身が児童生徒の視点で地域を

眺める姿勢を持ち、「地域」に含

まれる要素を抜き出すことが必

要である。「地域」に含まれる要

素は、国際理解教育の教材を提

供してくれる(図 3-1 参照)。これ

らを基に、地域について詳しく

調べ、具体的に「地域の文化に

着目した学習」「地域の産業に着

目した学習」「地域の自然に着目

した学習」などの国際理解教育の実践を考えることができる。  

 そして、そのような国際理解教育において地域教材を開発するにあたり、上記

のとおり、①地域教材の導入により国際的なことがさらに学びやすくなるか、②

国際的なことを単に知る・理解するだけでなく、参加・参画の方法が明らかにで

図 3-1 地域に含まれる要素の例  

[出典：全国海外子女教育・国際理解教育研究

協議会編(1993)を基に筆者作成] 
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きるか、③国際的なことを日常生活に関わらせて実践的行動を促しうるかを考慮

すべきである。このような視点を基本に据えた地域教材のもと、児童生徒は地域

と個人が世界、すなわち国際社会といかに関係を持ち、結びついているかを学ぶ

ことができる。(魚住 2004) 

 

3-3  地域教材を活用した国際理解教育の利点  

 国際理解教育において、地域に着目することついての多田 (2000, pp.139-140)

と太田(2003, p.208)の論考をもとに、地域教材を活用した国際理解教育の実践の

利点として、主に次の 4 点を期待することができる。1 点目に、「世界と自分たち

の生活の密接なつながりへの自覚を高める」点である。洋食器の製作を主産業と

する新潟県燕市の小学校で、この洋食器の輸出を素材に国際理解教育の実践が行

われた。子どもたちは、最近の世界的不況が地場産業である洋食器の輸出に大き

な影響を与え、父母の勤務や収入に直接的に関わっていることを学んだ。地域に

着目した実践は、子どもたちに自分たちの生活と直接かかわりがないと思ってい

た世界の動向が、実は密接な関連があることを自覚させる。  

2 点目に、「子どもたちが実感をもち、意欲的に学習に取り組む(地域は生活の場

であるので、直接観察、調査ができる)」点である。千葉県市川市の小学校では、

地域の谷津干潟に渡来する鳥の観察を素材に国際理解教育の実践が行われた。谷

津干潟にはさまざまな渡り鳥がやってくる。子どもたちはそれらの鳥の渡来先を

調べた。自分たちが日常見ることができる鳥だけに、子どもたちは意欲的に調査

に取り組み、自分たちの住む地域と世界との結びつきを実感していった。地域に

根ざした実践は、子どもの学習への意欲を高めることができる。  

3 点目に、「多様な資料や素材が容易に発見できる」点である。高知県高知市に

は、国際人の先駆けであるジョン万次郎の書いたアルファベットの掛け軸や坂本

竜馬の銅像・遺品がある。子どもたちは、自分たちが住む地域から世界に目を向

けた偉人が数多く輩出したことに改めて気づくことができた。地域に根ざした実

践には、その土地ならではの資料や素材を発見できる。  

4 点目に、「地域との信頼・協力関係が深まる」点である。新潟県栄町の小学校

では「人材バンク－地域に開かれた学校－」をテーマに、学区域内の人々を学校

に招き特別授業を進めている。農業や酪農に携わる人々や戦争他県者などを講師

とし、仕事内容やこれまでの歩みなどについての話を聞く。講師たちからは実体

験をもとに、悲しみ、苦労、喜びの意味などが語られ、子どもたちは強い印象を

受けるとともに、子どもたちなりに生きていくことの意味について考えを深めた。

地域の人々と語り合って積極的な関わりを持ち、地域の文化や歴史、人びとの生

活を知ることは、地域への理解と愛情を高めることになる。また、地域の人々の

学校教育への理解を深め、地域との信頼・協力関係が深まることにつながる。  

これらのことから、地域教材を活用した国際理解教育は、世界的な問題と地域

との問題を結びつけながら、地域を舞台に展開する学習になりうる。さらに、地
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域の国際化・グローバル化に目を向け、新しい地域文化の創造に主体的に関わっ

ていく学習にもなる。(太田 2003) 

一方で、地域教材を活用した国際理解教育の実践には、最も教師自身が地域の

状況を調査することが重要である。教師自身が、国際理解教育の実践への教材化

の可能性を求め、地域を素直に見つめ、地域の中の情報を丁寧に読み取ろうとす

る意欲を持ち続けていなくてはいけない。そして、実践に有効な教材を収集・選

択・吟味できる目を磨く努力を継続する必要がある。これは地域教材を活用した

国際理解教育の効果的な学習展開の基盤となっていく。(多田 2000) 

 

3-4  国際理解教育が目指す人間像  

 地域教材は、地域や自分と世界とのつながりを実感させ、地域に根ざした国際

理解教育に大きく貢献すると考えられる。世界に開かれた地域を土台にして、世

界と関わり合っている自己の生活や身近な地域を確かめることができる。そして、

「地域の国際的なつながりを認識した人々は、無意識的なかかわりから意識的な

かかわりへと変わってゆく(チャドウィック/ 吉田訳 1987, p.10)」ことができる。 

これらのことから、地域に根ざした国際理解教育の推進には、以下の米田ら

(2006)が指摘する「地域に生きる市民」の育成が非常に重要であると筆者は感じ

る。 

 

 地域社会のあり方を変えていくことが、とりもなおさず世界を変えていくことに

つながるという視点から、…(中略)…漠然とした「地球市民」より、現実感、日

常の生き方と深く関わった「地域に生きる市民」の方が国際理解教育の育む人間

像として、今後、一層、クローズアップされてくる。(米田ほか 2006, p.19) 

 

この「地域に生きる市民」という人間像は、「足もとを含めたグローバルな視野

を持ちながら、自分の足元をしっかりと見つめ、地域社会の形成に参加する市民」

と解釈できる。これは、どうグローバル化の負の課題に対応するか、あるいはど

う他者と共生していくか、という国際社会の課題が、日本の地域社会においても

例外ではなくなっていることを強調している(米田ほか 2006)。地域に根ざした国

際理解教育を推進していくことが求められる中、その担い手である教員は、米田

らが指摘する「地域に生きる市民」の育成が重要になっていることを深く認識す

る必要があると筆者は考える。 



14 

 

図 4-2 勤務する学校の種類(2012 年 8

月現在、ただし退職者は退職時の学校) 

(出典：質問票調査を基に筆者作成) 

図 4-1 教員経験年数(2012年 8月現在) 

(出典：質問票調査を基に筆者作成) 

第 4 章 国際理解教育に関する質問票調査  

 

 本章は、小中高の教員(退職者含む)を対象とした質問票(付属資料 1)、また東洋

大学国際地域学部国際地域学科 1 年生を対象とした質問票(付属資料 2)をまとめる。

これらを基に、学校現場における国際理解教育の実態について分析する。 

両質問票では「国際理解教育」の定義をあえて明確に示さなかった。日本の国

際理解教育は多様に展開されてきたため、佐藤(2007, p.220)が指摘するように、

学校現場では、「国際理解教育の焦点が定めにくい」と筆者自身も考えたからであ

る。複数の回答者からは、「何をもって国際理解教育というのか定義されていると

良かった」という指摘をいただいたが、短い時間の中で幅広く回答してもらうた

めには、定義をしていないことが妥当であったと考える。 

 

4-1  教員を対象にした質問票調査の結果 

(1) 回答者の属性 

 小中高教員の国際理解教育の取り組み

の実態を知ることを目的とした質問票は、

歴史教育協議会(2012 年 8 月 4 日・5 日)

の受付場所で配布、および各分科会で世

話人の方に配布のご協力をいただいた。

102 枚の質問票を回収することができた

が、うち有効回答は 99 枚であった。99

名の回答者は、男性 78 名、女性 21 名で

ある。回答者の教員経験年数は図 4-1、

勤務する学校の種類は図 4-2 に示した。 

 質問票は、歴史教育協議会で実施した

こともあり、小学校で社会科を専門とす

る教員、中高の地歴公民の教員が多かっ

た。また、授業の資料集めや専門分野の

調査・研究を目的に渡航経験がある教員

も多く、回答から熱心な取り組みや志の

高さをうかがうことができた。 

 

(2) 海外への渡航経験  

教員個人の異文化への関心を知る事項として、海外への渡航経験について尋ね

た。渡航経験の有無については、「有り」と回答した人は 80 名、「無し」と回答し

た人は 14 名、無記入は 5 名であった(次頁図 4-3)。渡航経験があっても、これま

でに 50 カ国以上の渡航経験があり書ききれない人や、国名が書かれていない人も

おり、ここで挙げる数字は、すべての渡航先を含んだ数値ではない。  



15 

 

                                  

渡航地域の分類では、外務省の各国・地域情勢(外務  表 4-1  渡航先の国 

省 2012)を基に、アジア、北米、中南米、欧州(旧ソ連新 (10 名以上の国のみ掲載) 

独立国家諸国を含む)、大洋州、中東、アフリカの 7 地

域に分けた。ここでは、1 人の回答者が韓国や中国の 2

カ国に行ったとしても、アジアへの渡航経験は 1 回と見

なした。最も多かったのがアジア(67 名)、続いて欧州(46

名)、北米(23 名)であった。図 4-4 に 7 地域すべての結果

をまとめた。国別では、韓国(43 名)が最も多く、次いで

中国(42 名)、フランス(20 名)であった。表 4-1 に 10 名

以上渡航した国をまとめた。 

これらの結果から、渡航経験がある教員 80 人のうち、

約 8 割が、これまでに 1 度はアジアへ渡航していること

がわかる。また、渡航先の国として、上位 2 か国がアジ

アの韓国、中国で、3 番目に多かったフランスとは約 2

倍の差がある。アジアの国々への渡航目的は、観光のほ

か、アジア太平洋戦争に関連する調査・研究、研修とい

う回答が多かった。具体的な回答として、旧日本軍の行

為に関する調査、戦跡の調査、戦中の被害者が現在どう生きているかの調査、朝

鮮人殉難者(戦前)のお墓参りと遺族との交流、元従軍慰安婦との面会、歴史につい

ての教員同士の交流などがあった。一方、欧米への渡航目的では、観光 (世界遺産、

文化・美術を見るなど)という回答が最も多く、ほかに世界史教材の収集、教育制

度の視察があった。 

 

(3) 国際理解教育の取り組み 

国際理解のための授業や活動の実践の経験の有無については、99 名中 84 名が

「有り」、7 名が「無し」、8 名が無記入であった(次頁図 4-5)。84 名には、各実践

に対し、「どの科目や行事の時間などを用いて実践したのか」、「対象の児童生徒」、

「具体的な内容」を回答いただいた。149 の実践事例を分析し、次に挙げる 7 つ

渡航先の国 人数 

韓国 43 

中国 42 

フランス 20 

アメリカ 18 

オーストラリア 17 

イタリア 17 

ドイツ 14 

イギリス 11 

台湾 11 

シンガポール 11 

カナダ 10 

(出典：質問票調査 

を基に筆者作成) 

 

(出典：質問票調査よ

り、筆者作成) 

図 4-3  海外への渡航経験の有無 

(出典：質問票調査を基に筆者作成) 

図 4-4 教員の渡航地域 

(出典：質問票調査を基に筆者作成) 

 

渡航国 人数 

韓国 43 

中国 42 

フランス 20 

アメリカ 18 

オーストラリア、イタリア 17 

ドイツ 14 

イギリス、台湾、シンガポール 11 

カナダ 10 

 (出典：質問票調査より、筆者作成) 
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図 4-5 実践経験の有無 

(出典：質問票調査を基に筆者作成) 

 

図 - 国際理解教育の実践経験の

有無 

(出典：質問票調査より、筆者

作成) 

の学習に分類した。それらは、① (模擬)体験・

交流を通した学習、②教科書の内容を掘り下げ

た学習、③文化理解の学習、④世界の現実理解

の学習、⑤地域の歴史を通した学習、⑥外国語

(英語)の学習、⑦児童生徒の生活に結びついた

学習である。全ての授業や活動の実践事例を取

り上げることは難しいが、各学習につき複数の

代表的な事例を表 4-2 に示す。①から⑦は事例

数の多い順となっている。 

 

表 4-2 国際理解教育の実践事例  

内容 (【】内は回答した教員の勤務地) 
科目/行事(対

象児童・生徒) 

①(模擬)体験・交流を通した学習 (回答数：56) 

中国の姉妹校との交流【東京】 交流(小 3) 

韓国の小学 6 年生と手紙、写真の交流。相互の生活を伝える【千葉】 総合(小 6) 

留学生を招待(イスラム教についての学習など)【愛知】 
総合、国際交流

行事(中・全校) 

グアムで現地の高校との交流【東京】 修学旅行(高 2) 

②教科書の内容を掘り下げた学習 (回答数：35) 

「三年とうげ」(韓国の民話) 国語の教科書にあり、話を劇化し、学

芸会で上演【東京】 

国語、学芸会

(小 3) 

憲法学習「平和」で歴史を振り返る【神奈川】 社会(中 3) 

アイヌの歴史(国民国家の成立 明治、大日本帝国以前は琉球王国があ

り、アイヌの「国」があった)【北海道】 

現代社会 

(高 1,3) 

③文化理解の学習 (回答数：28) 

絵本「ソリちゃんのチュソク」で日中韓の月見行事を学ぶ【千葉】 総合(小 4) 

コリア day、スロバキア day など、姉妹校の国の方を招いて 1 日食

事、遊びなどに触れる【東京】 
総合(全校) 

日本の伝統的衣食住文化と世界各国の比較、関連を考える。日本の

伝統文化(茶道・華道)とその形成史、中国の茶文化史との比較【兵庫】 

日本文化史 

(高 3 選択者) 

④世界の現実理解の学習 (回答数：16) 

今世界で起きている問題を挙げさせ、その問題解決を目指し活動す

る団体(企業、NPO/NGO)を訪問・インタビューさせ、結果をグルー

プごとに発表。(グローバルフェスタで団体を探させる)【東京】 

社会(中 3) 

異文化理解、飢餓、貧困などについての調査・発表【京都】 
平和開発論 

(高 3 選択) 

⑤地域の歴史を通した学習 (回答数：6) 

(n=99) 
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平岡ダムにおける外国人強制連行の歴史【長野】 社会(小・全校) 

倉敷市の在日コリアンとの交流、戦争遺跡・亀島山地下工場の強制

労働によるトンネル掘削体験者から聞き取り【岡山】 

自主活動、部活

動(高 1-3、他校

生徒と合同) 

⑥外国語(英語)の学習 (回答数：6) 

主に英語【奈良】 
外国語活動 

(小 6) 

アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イギリス、オーストラリア

などでの語学研修【京都】 

海外語学研修

(高 3) 

⑦児童生徒の生活に結びついた学習 (回答数：2) 

「ネコ缶」を教材に、アジア(タイ)の人々の生活と私の生活のかかわ

りを考える【沖縄】 
社会(中 3) 

パレスチナの 18 歳女性(アクラス)が高校卒業の年の 3 月末に結婚式

も投げ捨てて、エルサレムのマーケットで自爆死。“幸せ”とは? 現

代の課題に向き合って考える【北海道】 

日本史(高 2) 

(出典：質問票調査を基に筆者作成) 

 

 上記の表 4-2 から、多様な教材や方法による国際理解教育が可能であり、教育

現場で様々な実践が行われていることがわかる。ただし、国際理解につながるよ

う「授業内容で常に考慮」しているとの回答もあり、特別に国際理解のための学

習や活動の時間を設けなくても、②教科書を掘り下げた学習のように、教科の中

で国際理解の学習が可能であることが理解できた。   

 また、表 4-2 より主に 3 つの点について指摘できる。1 点目に、学校によっては

「日本文化史」や「平和開発論」のような国際理解に関係する学校設置科目や国

際交流の行事が設けられており、国際理解の学習や活動に積極的であることがう

かがえる。その中で、多文化(または異文化)を理解するための学習が多く実践され、

さらに、地球規模の課題を考える学習も行われている。「世界」を見る「ソト」へ

の視点が強いことが考えられる。 

 2 点目に、身近な地域や自己の生活と世界の結びつきに関する国際理解の学習に

よって、学習者と教材の間に接点やかかわりを持たせる授業が実践されているこ

とである。⑤地域の歴史を通した学習から、地域(史)教材を用いて地域の歴史的事

実を学び、そこから国際理解につながる学習が行われていることがわかった。し

かし、地域教材を活用した国際理解教育に取り組む教員は、少ないようである。 

 3 点目に、国際理解のための活動として、コミュニケーションのツールである外

国語(英語)の学習が行われていることである。現行の学習指導要領では、「外国語

教育の充実」が掲げられており、例えば小学校では外国語活動が導入されている。

そのため、外国語(英語)学習も国際理解の一部と捉える傾向がより濃くなっている

のではないかと考えられる。 
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(4) 地域の特色や素材を活かした国際理解教育の可能性 

 続いて、地域の特色や自然、歴史、文化、産業、人材などの素材を教材に、ど

のような国際理解教育の実践ができるかを尋ねた。ここでは、「地域」の範囲を明

確にした方が良いと考えていたため、「地域」を「勤務する学校がある市町村」と

設定して調査を行った。しかし、回答者から「特に市町村にこだわる必要性を感

じない」「狭く固定的な『地域』の設定に疑問がある。地域はもっとのびやかに『伸

び縮みする』概念」とご指摘をいただいた。また、すでに第 3 章でも述べたよう

に、地域は一定の固定化された空間ではなく、伸縮自在と捉えることが国際理解

教育にとって重要であり、調査で「地域」を狭く設定したことは適切でなかった。 

 回答では、合わせて 77 の事例が挙げられ、それらを分析し、次の 7 つの学習に

分類した。㋐地域の人材に着目した学習、㋑地域史に着目した学習、㋒身近な地

域と世界とのかかわりに着目した学習、㋓地域の施設に着目した学習、㋔地域と

外国の歴史的交流に着目した学習、㋕地域の文化や生活に着目した学習、㋖地域

の産業に着目した学習である。各学習につき、複数の代表的な回答事例を表 4-3

にまとめた。㋐から㋖は事例数の多い順となっている。 

  

表 4-3 地域の特色や素材を活かした国際理解教育の回答事例 

回答者勤務地 地域がもつ要素を活かした国際理解教育の内容 

㋐地域の人材に着目した学習  (回答数：33) 

千葉県千葉市 朝鮮人学校や大学の留学生寮が近くにある 

東京都昭島市 
帰国子女教育から始まった学校(私立)であり、現在も帰国生が小

～高校の 4 分の 1 ほどを占めているため、毎日が国際理解教育 

東京都練馬区 
在日の保護者(インド人、中国人、フィリピン人など)に協力して

もらう。地域に共に生きる人たちを知り、暮らしや文化を知る 

愛知県名古屋市 
外国人労働者の問題を教材に取り上げることができる。以前取り

組んだのは、イスラム問題で、モスクにも出かけた。 

兵庫県神戸市 

在日生徒(韓国人、朝鮮人、中国人、ベトナム人、欧米人などのク

ウォーターなど)もいるが、彼らや家族の民族性上の立場を第一に

考えて、具体的内容を考えるべき。 

㋑地域史に着目した学習 (回答数：10) 

埼玉県熊谷市 
関東大震災の時、熊谷市内でも 60 人以上の朝鮮人が殺害された。

報告集は出ているが、教材化はなかなかできていない 

東京都世田谷区 
松陰神社 吉田松陰のアジア観と明治政府要人の意識、行動から

日本近代・現代を考える 松陰をどう語ってきたか 

京都府京都市 

農業・林業地帯で昔はマンガンやタングステンを採掘する鉱山が

あり、朝鮮人強制連行の歴史があるので、そういう歴史を掘り起

こし、国際理解教育の一つとしたい。 

鹿児島県龍郷町 サトウキビプランテーション(強制栽培)と薩摩藩の支配 
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㋒身近な地域と世界とのつながりに着目した学習 (回答数：9) 

北海道室蘭市 室蘭港から入ってくるもの、人(アメリカ兵、オーストラリア兵) 

宮城県気仙沼市 
水産業の町なので、海で世界とつながっている。ユネスコの ESD

の研究モデル地域 

福岡県志免町 
空港国際路線を活かし、そこを行き来する人・ものを通して流通

を調べる 

㋓地域の施設に着目した学習 (回答数：8) 

東京都世田谷区 大使館、韓国・中国料理店 

東京都渋谷区 
学校の近くにモスクがあり、イスラム文化を理解するワークショ

ップなどが考えられる 

㋔地域と世界の歴史的交流に着目した学習 (回答数：5) 

和歌山県 

和歌山県は移民県であり、明治期のエルトールル号遭難以来、ト

ルコとの友好関係が続いており、県内南部では特にそれらを教材

とした実践が広がりを見せている 

沖縄県南風原町 
県内でも海外移民(ハワイ、南米など)が多い町で、現在はその子

孫が来県し、交流が見られるので、それを活用したい 

静岡県静岡市 静岡市は山田長政との関係でタイとの交流 

㋕地域の文化や生活に着目した学習 (回答数：5) 

北海道室蘭市 
アイヌを通じて世界の先住民を理解し合う。(例にアボリジニのウ

ラン鉱山と米国でのウラン鉱山、アイヌ津波まじない) 

神奈川県川崎市 
コリアンタウンがあり、日本と朝鮮半島の歴史学習を含めて学習

する。また非核を宣言しており、国際平和を学ぶきっかけにする 

奈良県生駒市・

大和郡山市 
世界遺産教育 奈良の文化遺産 

㋖地域の産業に着目した学習 (回答数：3) 

東京都大田区 町工場の集積地なので、産業を通じて世界との結びつきを知る                                                                         

(出典：質問票調査を基に筆者作成) 

 

 上記の表 4-3 から、地域の特色や素材を地域教材として活かし、国際理解につ

なげる授業や活動の実践は大いに可能であることがわかる。つまり、国際理解教

育の実践に必要な教材が地域には多くあるということである。また、地域を舞台

に児童生徒が直接調査や活動を行うことができ、世界とのつながりを認識できる

と考えられる。 

 また、表 4-3 より、主に 2 つの点について指摘できる。1 点目に、留学生、外国

籍の児童生徒、その保護者、在日外国人、国際経験を持つ地域の人など、異文化

を持つ地域・学校の身近な人材を有効に活用していることである。さらに、地域

の文化や生活などの特色を活用しており、地域レベルで国際化・グローバル化が

浸透していることを実感させることができる。  
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 2 点目に、地域の歴史的交流や産業など、歴史的営みの中で身近な地域が世界と

かかわりながら地域を形成してきたことを理解できる点である。地域が持つ歴史

などに着目することで、地域の歴史的視点から現在の課題を捉え直すこともでき

ると考えられる。 

  

4-2 東洋大学国際地域学部国際地域学科 1 年生を対象にした質問票調査の結果 

(1) 回答者の属性 

 小中高時代に受けた国際理解教育やそれによる影響を知ることを目的に、国際

関係に関心があると想定でき、かつ、まだ大学に入って比較的間もない 1 年生を

調査対象とした。質問票は、東洋大学国際地域学部国際地域学科の必修科目であ

る国際地域学入門Ⅱを受講する国際地域学科 1 年生のうち、3 クラスの学生にご協

力をいただき、男性 16 名、女性 30 名の計 46 名(うち 3 名は中国人女子留学生)

から回答を得られた。なお、この分析では、日本における国際理解教育の取り組

みの実態を知ることを目的としたため、留学生の回答は含めず、43 名の回答を分

析した。しかし、「異文化理解の授業で、外国人の方を招いて、その方の出身の国

について英語で話をしてもらい理解を深めた」など、興味深い回答が多々あった。 

 

(2) 大学入学以前の海外への渡航経験  

 大学入学以前の海外への渡航経験の有無

については、27 名が渡航経験「有り」、16

名が「無し」と回答した(図 4-6)。このこと

から、約 3 分の 2 の学生は、大学入学前に

すでに海外への渡航経験があることがわか

った。 

 教員への質問票調査の分析と同様、渡航

先を 7 地域に分けたところ、北米、アジア、

欧州、大洋州の 4 地域への渡航のみであっ

た。最も多かったのが北米(23 名)、続いて

アジア(14 名)、欧州(5 名)、大洋州(5 名)であった。3 名以上の渡航先の国は、アメ

リカ(21 名) が最も多く、続いてオーストラリア(4 名)、韓国(3 名)、シンガポール

(3 名)であった。英語圏の国が多く、その渡航目的は観光・旅行、また語学研修や

修学旅行が主であった。 

 

(3) 経験した国際理解教育 

1) 国際理解教育の授業 

 小中高で経験した国際理解の授業や国際交流の活動について尋ねた。特に経験

してこなかったと回答した 3 名を除き、40 名から 57 の事例を得られた。それら

を教員への質問票の分析と同様に 7 つの学習に分類し、各学習につき複数の代表

図 4-6 大学入学以前の 

渡航経験の有無 

(出典：質問票調査を基に筆者作成) 
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的な事例を表 4-4 にまとめた。 

 

表 4-4 経験した国際理解の授業や国際交流の活動  

経験した国際理解の授業や国際交流の活動の内容 科目/時間(学校) 

①(模擬)体験・交流を通した学習 (回答数：25) 

外国(英語圏)の人と文通をした【神奈川】 総合・選択授業(小) 

全校生徒で近くに修学旅行で滞在していた中国人中学生と体育館

で簡単な交流会をした。歌を披露し合ったり、ゲームをした【千葉】 

中国人留学生との交

流(中) 

通っていた高校とオーストラリアの高校で交換留学制度が行われ

ていて、約 2 週間日本で一緒に学校生活を過ごした【千葉】 
(高) 

国連本部訪問、現地にてホームステイ、観光【神奈川】 N.Y.修学旅行(高) 

②教科書を掘り下げた学習 (回答数：3) 

宗教 例：インドでは牛を食べてはいけないなど【千葉】 国語(高) 

③文化理解の学習 (回答数：11) 

世界の国々の文化のビデオを視聴して感想を発表し合った【栃木】 現代社会(高) 

世界各国の歌を現地の言語で歌った【埼玉】 音楽(高) 

④世界の現実理解の学習 (回答数：5) 

講演会。外国の途上国で活動を行っている写真家の方が、その写真

を見せながら、いろいろな話をした【東京】 
総合(中) 

貧困、飢餓、ジェンダー、地球温暖化など【埼玉】 異文化理解(高) 

⑤地域の歴史を通した学習 (回答数：0) 

⑥外国語(英語)の学習 (回答数：12) 

外国籍の講師と基本的な英語スキルの学習 (月に 2 回程度)【山梨】 英語・国際交流(小) 

夜の時間以外は皆英語で話して活動する【東京】 サマーキャンプ(中) 

フランス人の人が来て、フランス語を教えるだけでなく、フランス

と日本の文化の違いを教えてくれた【埼玉】 
フランス語(高) 

⑦児童生徒の生活に結びついた学習 (回答数：0) 

(出典：質問票調査を基に筆者作成) 

 

表 4-4 から、小中高で様々な国際理解に関する授業を受けたり、活動を行って

きたことがわかる。このことから、主に 3 つの点について指摘できる。1 点目に、

①(模擬)体験・交流を通した学習に関する回答が圧倒的に多く、加えて③文化理解

の学習や④世界の現実理解の学習の回答など、「ソト」への視点が強い国際理解の

学習を経験してきたことである。外国を知る、多文化(または異文化)を知ることが

国際理解教育の柱になっていたことが考えられる。  

 2 点目に、⑥外国語(英語)の学習に関する回答が 2 番目に多く、外国語を学ぶこ

とが国際理解の一部と捉えていることである。外国語(英語)を勉強することこそが、

国際理解であると認識していると考えられる。  
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 3 点目に、分析の結果、⑤地域の歴史を通した学習、⑦児童生徒の生活に結びつ

いた学習に分類できる回答が見られなかったことである。身近な地域や自己の生

活を軸に世界と結びついていることを理解するよりも、世界を知ることが柱にな

り、国際理解教育は外国を知ることであると捉えていると考えられる。  

 

2) 国際理解教育による影響  

続いて小中高で受けた国

際理解の授業や活動から

どのような影響を受けた

かについて尋ねた。ここ

では 12 の項目を設け、複

数回答可とした。結果は

回答の多い順に表 4-5 に

示した。 

 多文化 (または異文化 )

理解の学習を多く受けて

きたためか、表 4-5 からわ

かるように、「海外のこと

を知りたい」「外国に行き

たい」という回答が上位

にある。また、「外国語の

勉強」も 2 番目に多く、

大学入学以前に受けてき

た国際理解教育が「ソト」

への視点を一層強くするものであったと考えられる。一方、「日本や出身地域のこ

とを知りたい」「日本を紹介する仕事をしたい」という回答に結びつくような、自

国・自文化への視点の授業は少なかったのではないかと考えられる。  

 さらに、国際地域学科の国内外の持続可能な地域づくりなど、国際的な事柄を

学びたいと思うようになったきっかけを自由回答で答えてもらった。結果は表 4-6

の通りである。 

表 4-6 国際的な事柄を学びたいと思うようになったきっかけ  

きっかけ 人数 きっかけ 人数 

外国(文化、音楽など)や自分とは

異なる人への興味・関心 
9 NGO 難民を助ける会のイベント 1 

本やテレビ 

(マザー・テレサの本、途上国の

貧困に関する番組、外国のきれ

いな景色など)  

8 

東日本大震災で多くの国から支援

された。一方、途上国には死と隣り

合わせで生きている人がいるのに

支援が不十分で嫌気がさしたから 

1 

国際理解教育が与えた影響 人 % 

1.海外のことをもっと知りたいと思った 30 16% 

2.外国語の勉強をしたいと思った 27 15% 

3.外国に行きたいと思った 23 13% 

4.外国人の友達を作りたいと思った 20 11% 

5.留学したいと思った 17 9% 

6.国際関係の大学に入ろうと思った 17 9% 

7.外国で働きたい・住みたいと思った 17 9% 

8.国際関係の仕事に就きたいと思った 15 8% 

9.ボランティアに参加しようと思った 9 5% 

10.日本や出身地域のことをもっと知りた

いと思った 
6 3% 

11.日本を紹介する仕事をしたいと思った 2 1% 

12.その他 1 1% 

合  計 184 100% 

(出典：質問票調査を基に筆者作成) 

表 4-5 国際理解教育による影響(複数回答可) 
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英会話、英語の授業(小中高、塾) 8 海外での長期滞在 1 

海外旅行、ホームステイ 4 中田英寿の生き方・活動が理想 1 

国際関係についての授業(高校) 3 就職に対する留学の必要性 1 

大学に入ってから海外に興味 2 自分の可能性を広げたい 1 

  無記入 3 

合          計 43 

 (出典：質問票調査を基に筆者作成) 

 

表 4-6 より、最も多かったのが「外国や自分とは異なる人への興味・関心」と

いう回答、続いて「英会話、英語の授業」、「テレビ・本」によって貧困などの世

界についての情報を得たという回答である。他にも海外旅行やホームステイなど

の自分のこれまでの経験や体験などから、国際的な事柄に関心を持ったと回答し

ている人もいた。また、学校教育における国際理解の授業や活動が、国際的な事

柄を学びたいという強いきっかけにはあまりなっておらず、英語の授業が海外へ

関心を高めるきっかけとなっていると考えられる。  

 

(4) 地域学習と国際理解 

回答者の出身地域や学校が所在する地域についての学習から、その地域と世界

とのつながり、あるいは共通課題に気づくことができたかを尋ねた。これは、地

域学習により自分たちの地域に対する理解を深め、そこから国際理解につながっ

たかどうか知るための質問であった。 

回答では、身近な地域についての学習をしたことがある学生は 25 名、ない学生

は 18 名であった。地域についての学習について、代表的な事例を表 4-7 にまとめ

た。表 4-7 に示した回答は、いずれも地域学習において地域理解に留まり、地域

と世界とのつながりや共通課題について認識するまで至らなかった事例である。 

 

表 4-7  身近な地域についての理解に留まった事例 

出身地 身近な地域についての学習内容 

埼玉県川越市 
小学校の社会科で自分の住んでいるところの産業や歴史、観光を学

んだ 

埼玉県鴻巣市 地域の人に話を聞いた。天然記念物の食べ物を観察に行った 

千葉県柏市 地元の伝統芸能の紹介、農家で特産物の収穫の手伝った 

千葉県市川市 
自分が住んでいる地域を調べて地図を作った。また、歴史について

も学び、伝統残業である、のりすきを学んだ 

東京都江戸川区 地域の伝統産業である海苔づくりを見たり、地域の方言を学んだ 

神奈川県横浜市 ゴミ工場などの施設見学 

静岡県浜松市 ホンダやヤマハができた所で、それらの創始者について教わった 

(出典：質問票調査を基に筆者作成) 
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表 4-7 から、身近な地域の特色や産業、歴史などについての理解を深めたり、

地域の人から学ぶなど、自分が住む地域への関心を高める学習をしてきたことが

わかる。地域学習は、直接調査や観察することができるとともに、地域の魅力を

肌で感じることもできる。さらに、身近な地域についての学習から国際理解、つ

まり地域と世界とのつながりや共通課題に気づくことができたとする 4 名の回答

を表 4-8 に示した。 

 

表 4-8 地域学習から世界とのつながりを認識した事例 

出身地 身近な地域の学習内容 地域と世界のつながりや共通課題 

栃木県 

宇都宮市 

栃木の文化財を調べてまとめる授

業(小学校)で、日光東照宮を調べた 
外国人観光客が訪れるということ 

千葉県 

我孫子市 
沼の環境汚染について学んだ                          環境問題について 

千葉県 

野田市 

地元が醤油の町として有名で、キッ

コーマン工場に見学に行った 

世界でもキッコーマンが有名なこと

を知った 

神奈川県

横浜市 
横浜見学(社会見学) 

横浜には港や歴史資料館、新聞博物館

などがあり、昔の横浜と世界の関係を

知ることができた 

(出典：質問票調査を基に筆者作成) 

 

 表 4-8 より、身近な地域から世界とのつながりを認識できる教材が、各地域に

存在していることがわかる。身近な地域が直接世界とかかわっていたり、地域の

問題は地球規模の問題でもあるというような、世界との距離を近くに感じる学習

を受けたことがあることがわかった。ただし、教員が身近な地域についての学習

から世界へと学習者の視点を広げる意図があったのかは、回答結果からは不明で

ある。しかし、挙げられた事例は、地域の素材を教材として国際理解の学習に内

容をより膨らませ、発展させていくことは可能だと考える。 

 

4-3  2 つの質問票調査の結果分析 

 小中高の教員を対象とした質問票調査、および学生を対象とした質問票調査か

ら、学校教育において、多様な教材を活用し、様々な国際理解教育の学習が行わ

れていることがわかった。また、教員に対する質問票調査の結果から、歴史に関

する調査・研究や観光などを目的に、渡航経験の豊富な教員が多いことを理解し

た。しかし、渡航経験と実践したことのある国際理解教育の相関関係を読み取る

ことはできなかった。 

 両質問票から学校教育で実践されている国際理解教育は、文化理解の学習や国

際交流が非常に多い。そのため、そのような国際理解教育は、学習者の海外への

興味・関心や外国語(英語)学習への意欲を高めることに貢献している。さらには外
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国語(英語)学習の延長として、海外へ目を向けさせることに一段と拍車をかけてい

る。一方、自国や身近な地域に顕在化する国際社会の問題や地域と世界との結び

つきに着目する視点は希薄であった。自国や身近な地域を含めたグローバルな視

点を持ち、まず自分が住む地域を掘り下げることも重要である。外国の文物の紹

介や世界の環境破壊や格差の問題など、「世界のこと」を扱うことだけが国際理解

教育であってはならない。 

 そのため、身近な地域や自己の生活と学習内容との関連を重視することは極め

て重要と考えられる。つまり、身近な地域にあり、かつ自己の生活に関連した地

域素材を教材として用いることで、地域を基点に世界を知る・世界を関わる姿勢

を育てることができる。質問票調査より、国際理解教育における地域教材の活用

は大いに可能であることがわかった。各地域の特色や素材が生かされ、興味深い

ものばかりであった。一方、学習者の視点を持つ学生は、質問票調査で、身近な

地域についての学習からその地域と世界のつながりや共通課題に気づくことがで

きたと 4 人が回答した。身近な地域にあるものを教材とすることで、身近な地域

や自己の生活と世界との間に接点を持つことができるということも理解できた。

少数ではあるが、すでに地域教材を活用した国際理解教育を実践していることは

質問票調査の結果から明らかであるが、世界の動向とかかわる地域からの視点を

基に地域教材を活用した国際理解教育がより一層展開されるべきであると考える。

国際理解教育における地域教材の有用性や課題について第 6 章考察で詳しく述べ

たい。 
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第 5 章 地域教材を活用した国際理解教育の実践例  

 

 本章では、地域教材を活用した国際理解教育の実践例として、千葉県安房地域

にある公立高校(女子高)で実践された「『かにた婦人の村』と従軍慰安婦」の授業

についてまとめる。授業実践者である愛沢(1992, 1994, 1998, 2005)の実践記録を

基に、地域教材の在り方や教材の研究など、授業実践のための事前準備も含めて

述べていく。この授業は、地域に埋もれていた歴史に目を向け、「足もとの地域か

ら世界を見る」授業であり、「地域から世界へ」のアプローチに通じるものである。  

 

5-1 授業実践「かにた婦人の村」と従軍慰安婦  

(1) 地域に教材を求める 

温暖な気候に恵まれた房総半島南部の安房地域は、海や山に囲まれた自然豊か

な地域である。太平洋に突き出た房総半島南部は、海路の拠点として海洋民が交

流・共生してきた地域であり、世界とつながってきた歴史がある。同時に、江戸 (東

京)湾の入り口に位置する地域として、中央の支配権力にとって戦略的な重要拠点

であった。その象徴が安房地域に残る中世の城跡や近代の戦争遺跡である。戦争

の傷跡を残している旧海軍施設の跡地には、世界の人々からの支援があって建設

された長期婦人保護施設「かにた婦人の村」(以下「かにた村」)が館山市にある。

施設の一員である「城田すず子」さんの「従軍慰安婦」であったという告白を聞

いた故深津文雄牧師は、施設内の丘の上に「噫従軍慰安婦」と刻まれた石碑を建

てた。 

このような地域の中にある公立高校の現代社会・日本国憲法平和主義学習で、

終戦から半世紀以上が経ち今日的問題となっている「従軍慰安婦問題」を切り口

に授業実践がなされた。この授業では、平和主義の意義を理解させるために、戦

争の事実を認識し、平和や人権の問題として自己に迫ることができるもので、か

つ生徒たちの実態に即した地域教材が活用された。「戦争の傷跡を国家レベルの視

点からだけではなく、歴史の波に揺れ動かされながらも、さまざまな思いで生き

てきた地域の人々の視点から問い直し教材化することも生徒たちに必要」とした

からである。地域教材に学ぶことが、学習者である生徒に迫った授業展開につな

がると期待できる。生徒の関心を高める地域素材として公立高校の近くに位置す

る「かにた村」を地域教材化し、「平和主義」を考える導入とした。  

 

(2) 授業のねらい：国際理解教育の視点   

 従軍慰安婦問題は、生々しい事実であり、性に関する問題を含んでいるため、

自己と他者の関係を鋭く問うものである。「かわいそう」「悲惨だ」というような

他人事の感想ではなく、戦争の事実の重さとその真実をどう心に受け止めるかを

課題にした。また、「城田さんは大変だったが、今はそんなことがなくて、平和で

よかった」というような過去と現在を切り離した考え方を変えるため、今日の日
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本の切実な問題に気づかせつつ、現在を単純に「平和」だとみている生徒の認識

をどう変容させていくかも課題とした。 

これらのために、従軍慰安婦問題のもつ意味を伝え、アジアや世界の人々がこ

れをどう見ているかを生徒に知らせるとともに、一人の日本人として捉えていく

べき問題であることを認識させ、憲法の「平和主義」の重みを実感させることを

ねらいとした。加えて、「従軍慰安婦問題」が今日的問題となった背景や世界の人々

が願う平和、人権問題の解決についても考えて

いくことを目的とし、国際的な視点を提起する

ものであった。 

 

(3) 教材研究 

1) 「噫従軍慰安婦」の碑 

 「もし生まれ変われるなら、普通のお嬢さん、

普通のお嫁さん、普通のおばあちゃんになって、

孫に囲まれて生きてみたい」と語った「城田す

ず子」さんは、1993 年 3 月 3 日に亡くなった。

女性は深津文雄牧師がつくった「かにた村」の

一員で、戦後 40 年のとき、従軍慰安婦であっ

た体験を一通の手紙で打ち明けていた。 

 

「深津先生へ ……戦争が終わって 40

年にもなるというのに、戦死した兵隊さんや民間の人たちは各地で弔われ

るけれど、戦争で引っ張られていった慰安婦に対する声はひとつも聞こえ

てきません。中国、東南アジア、南洋群島、アリューシャン列島で、性的

欲望のため体を提供させられた娘たちは、死ねばジャングルの穴に捨てら

れ、親元に知らせるすべもない有様です。途中で足手まといになった女は

ほっぽり出され、荒野をさまよい凍てつく山野で食もなく、野犬かオオカ

ミのエサになり骨はさらされ土になり、粉々に砕けた手足は人知の表示板

になりました。それを私は見たのです。この目で、女の地獄を……。  

戦後 40 年が過ぎても健康を回復できない私ですが、いまは幸せです。

……1 年ほど前から、祈っていると、かつての同僚の姿がまざまざと浮か

ぶのです。どうか鎮魂の塔を建ててください。生きていても、そんな恥ず

かしい過去を話す人は誰もいないでしょうから……」  

 

 毎晩、戦時中の嫌な夢を見るので夜が来るのが恐ろしいという城田さんに、1985

年 8 月 15 日、深津牧師は「かにた村」内の丘の上に「鎮魂之碑」と墨書した一本

の檜の柱を立てた。柱の基礎には「贖罪」と刻んだ大理石を埋めた。この出来事

は新聞やラジオ番組で報道され、城田さんの告白は「従軍慰安婦」証言として取

図 5-1 「噫従軍慰安婦」の碑 

(出典：筆者撮影) 
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り上げられた。翌年、深津牧師は消すことのできない歴史的事実を「噫従軍慰安

婦」と石碑に刻字することで表した。元「従軍慰安婦」としての証言者「城田す

ず子」さんとこの石碑は、歴史認識と人権意識を問う存在となった。 

 

2) 深津牧師と城田すず子さんの出会い 

 城田さんは 1921年に、東京深川のパン屋の 5 人きょうだいの長女として生まれ、

不自由ない少女時代を過ごした。14 歳の時母親を亡くし、その後父親が親戚の借

金の保証人になったことでパン屋は破産し、一家は離散した。17 歳の時借金のか

たに芸者屋に売られ、以後次々に売り飛ばされて太平洋の島々で軍人相手の遊郭

や海軍の慰安所に関わり、「従軍慰安婦」の体験をした。その時に朝鮮の女性たち

が「従軍慰安婦」として悲惨な状況に置かれていたことをつぶさに見てきた。 

 戦後東京に戻った城田さんは、食べていくことができず、結局夜の生活に舞い

戻ったが、看護婦を目指して勉強していた妹が、姉が売春婦をしていると知り、

前途を悲観し自殺したことを聞いた。「今のままではいけない。この世界から足を

洗いたい」と「ベデスダ奉仕女母の家」に向かった。そこに性病におかされてい

た 36 歳の城田さんと深津文雄牧師との出会いがあった。 

 1965 年売春防止法が成立し、国家として売春を否定したが、売春婦の更生や救

済には至らず、売買春は解決が難しい問題になっていた。中には社会復帰の難し

い女性もおり、社会から見捨てられた女性たちを救おうと行動したのが、平和と

人権のために闘っていた深津牧師であった。深津牧師のもとに集まった城田さん

をはじめ、身体や心を病む女性たちは、ベデスダ奉仕女の家「かにた婦人の村」

で、自主的自発的な更生を目指した。自給自足の生活をする中で、役に立たない

と思われた人が役に立ち、新しい人間観が生み出されていった。調理、陶芸、畜

産などの仕事が生まれ、その中で本当の働く喜びと生きる意味をつかんでいった。

こうした生活の中で、城田さんは心の内をさらけ出すようになり、「従軍慰安婦」

の体験という衝撃的な告白につながったのである。 

 

3) 「かにた婦人の村」からアジア・世界へ 

 現在においても「かにた村」の女性たちは、地域社会から十分に理解されてい

るとは言えない。また「かにた村」のことを知るのは、その近くに住む生徒ぐら

いで、ほとんどの生徒は知らずに過ごしている。しかし、その村の女性たちは地

域の中で平和運動や社会福祉運動に関わりつつ、地域とのつながりを建設的に築

いてきた。その取り組みの中に元「従軍慰安婦」の城田さんもいた。 

 そして、韓国朝鮮の人々が「噫従軍慰安婦」の石碑を訪れるようになった。韓

国で慰安婦問題に取り組むユン・ジュンオク教授は、この石碑を定点に、日本全

国やアジア各地従軍慰安婦問題の掘り起こしを進めた。この成果が発表された新

聞記事は、韓国内で反響を呼び、のちにドキュメンタリー番組「太平洋戦争の魂 従

軍慰安婦」の制作につながった。番組は城田さんの衝撃的告白に始まり、慰安婦
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の歴史的事実に触れ、さらに深津牧師が「噫従軍慰安婦」の碑の前で、石碑建立

の経緯と謝罪の言葉を述べ、慰安婦であった人が名乗り出てくることを願ったも

のであった。こうして、深津牧師や城田さん、「かにた村」の人々から、アジアや

世界の人々に平和と連帯のメッセージが発信され、良心的な人々の共感を生みだ

した。 

 

(4) 実践記録 

  愛沢教諭は、勤務していた公立高校(女子高)の 1 年生を対象に、9 時間の特設授

業「『かにた婦人の村』と従軍慰安婦」は、を行った。その各授業の流れと、時間

の経過に沿った生徒の感想や反応の一部を表 6-1 にまとめた。 

 

 

【1 時間目】私たちの身近にこんな大事な問題があった 

－いまなぜ「従軍慰安婦」問題か－ 

展

開 

「かにた村」設立の経緯や「噫従軍慰安婦」の石碑設置について、深津牧師と

城田さんの関わりから説明する。 

 

反

応  

・全く知らなかった。戦争の影でこんなことがあったことに驚いた。 

・戦争といえば男性が戦場で国のために戦っていたというイメージを持ってい

たが、女性もいつどこで死ぬかわからない。男性のため、国のためなんて信じ

られない。 

【2 時間目】「城田すず子」さんの心の叫びをきこう 

展

開 

テープ視聴 TBS ラジオ『石の叫び』 

(城田すず子さんの証言や従軍慰安婦問題について) 

 

反

応 

・10 代の娘が「兵を慰める」ということとで売春させられ、戦場で殺されたの

に、なぜ兵になって人を殺した人が日本では尊敬され、ほめられるのか。 

・私だったら絶対に言えないし耐えられない。戦争は誰もかれもが傷ついてい

く。そして傷つくのはいつも民衆なのではないか。 

【3 時間目】なぜ従軍慰安婦が誕生したのか 

展

開 

慰安所設置、慰安婦募集に軍隊が関わっていたことを示す資料を提示。従軍慰

安婦誕生の背景や朝鮮女性の「慰安婦狩り」の被害実態を確認する。 

【4 時間目】「かにた婦人の村」から世界へ訴える 

展

開 

韓国ドキュメンタリー番組『太平洋の魂  従軍慰安婦』視聴。(韓国ユン・ジュ

ンオク教授による朝鮮人慰安婦の取材、「かにた村」深津牧師訪問) 

 

反

応 

・戦争で勝った負けただけでなく、慰安婦問題など誰もが隠そうとしているこ

とを次世代に伝えることが「歴史」だ。 

・日本にとって戦争が過去のことでも、韓国の人々にとっては今でも続いてい

る。 

【5 時間目】いま韓国ではどんな動きがあるか 

表 5-1 各授業の流れと生徒の感想・反応(全 9 時間) 
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 [出典：愛沢(1992,1994)を基に筆者作成] 

 

(5) 考察：生徒たちは「平和主義」の学習をどう捉えたか 

 学習のまとめとして、従軍慰安婦問題を通して「この平和学習からあなたはど

のようなことを学んだか」をテーマに、平和に対する様々な代表的意見が次に挙

げるものである。 

 ・一番強く感じたのは「戦争がなくても平和とはいえない」ということだ。 

・平和は戦争をしないだけじゃなくて、自分の思っていることを自由に言

えたり、人種差別で悲しい思いのする人たちもいない、心が安らかで生活

展

開 

テレビ朝日特集「従軍慰安婦問題」視聴。(韓国の元従軍慰安婦 3 名が日本政府

に対して訴訟を起こしたことなどについて) 

 

反 

応 

・「私をあのころに戻してください」と泣きながら言った女性。どう書いていい

かわからないくらい難しく書き表せないほどの苦しみ、目をそむけたくなるよ

うなことだが、これが事実。過去のことではなく「今」の問題。 

・私たちがこの問題についていろいろ考えていくことで、慰安婦たちへのせめ

ての償いになるのではないか。 

【6 時間目】なぜポンギさんは祖国に帰らなかったのか 

展

開 

川田文子さんの『遺志は引き継がれた」を読み、韓国の元従軍慰安婦ポンギさ

んの人生、なぜ沖縄から祖国に帰らなかったのかを知る。 

 

反

応 

・「騙されて連れてこられて、知らん国に捨てられてるさね」という言葉。その

過去の出来事を一言で述べているような気がする。 

・戦争終わっても帰れない。お金もないから売春婦として働いたポンギさんを

何一つ日本政府は助けることさえしなかったなんて。 

【7 時間目】いままで学習したことをまとめてみよう 

【8 時間目】従軍慰安婦問題をどう考えるか 

展

開 

韓国の人々の日本政府への要求「こうした過ちを再び繰り返さないために、歴

史教育の中でこの事実を語り続けること」についてどう思うか考える。 

【9 時間目】従軍慰安婦問題をどう償っていくか 

展

開 

「慰安婦問題をどう償っていくべきか」について自分の意見をまとめる。 

 

 

 

反

応 

・補償となれば今の若い世代が巻き込まれる。どうして関係ない人たちがこの

ような問題をかかえなければならないんだ。 

・日本が悪いかもしれないが、お金だけで解決するとなると日本は一要お金を

払い続けなければならなくなる。そうなると今度は日本がダメになる。 

・過去は今へ、今は未来へと歴史は受け継がれていくべき。戦時中日本が行っ

てきたことは、私たち今の世代の人々にも責任がある。 

・この問題をやってから、少しずつ考えが変わってきた。「償う」という言葉だ

けではなく、ほかに「何かわたしにできたらいい」 
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できることだ。 

 9 時間の授業実践を振り返り、授業実践者は「若者らしい豊かな平和感覚が健在

であったことがうれしかった」と締めくくっている。そして、生徒が心躍らせた

り、怒ったり、悲しみながら学び、主体的に授業に参加することが社会科の目指

す理念や学力とつながると提起している。 

 

5-2  学校・地域と世界をつなぐ；高校生によるウガンダ交流・支援活動  

 「従軍慰安婦」についての授業を受けた生徒たちは、「自分たちに何ができるだ

ろうか」と考えた。ちょうどそのとき「かにた村」では、施設の運営も苦労の多

い中、1989 年よりウガンダ支援を行っていた。深津牧師のもとにウガンダの一女

性から一通の手紙が届き、悲痛な叫びを聞いた牧師が、一つの小包を送ったこと

から交流が始まったのである。「学校で勉強がしたい」と願う、内戦や HIV/AIDS

で親を亡くしたウガンダの孤児たちに「かにた村」は手を差し伸べた。ウガンダ

国内でも、困難な状況下にいる子どもたちに夢を与えようと NGO が立ち上がった。

「かにた村」を通じ、この NGO と高校生が結び付いた。こうして、1994 年から

「ウガンダの子どもたちを救おう」「ウガンダの子どもたちに夢と希望を」を合言

葉にウガンダ交流・支援活動が始まった。 

 支援活動として、文化祭に向け支援物資の収集が行われた。文化祭では物資輸

送日のためのバザー、ウガンダのエイズの状況などの資料が展示された。活動は

引き継がれ、ウガンダの子どもたちと手紙やクリスマスカードを通した交流も行

われた。地道な活動は、ウガンダに洋裁学校の設立にまで至った。このような高

校生の活動は、安房地域の誇りとなっている。その後、統合先の高校でも地域の

人々や、市民グループ、企業の方々と協働し、交流・支援活動は継続された。多

くの高校生や市民が関わるこの活動は、現在約 20 年続いており、息の長い活動に

なっている。 

 

5-3  授業実践例に見る地域教材の活用  

 地域教材を活用した国際理解教育の実践例「『かにた婦人の村』と従軍慰安婦」

では、生徒の反応から、生徒がいかに自分の問題として深く考えたかを感じるこ

とができる。身近な地域の衝撃的な問題は、実感を持って、また向き合うべき問

題として、生徒の意欲的な学びを掻き立てたと考えられる。つまり、国際社会全

体の課題でもある「平和」の実現や「人権問題」の解決について考えることも授

業のねらいであったことから、地域教材を通して、自分たちの生活・身近な地域

の中に国際社会と共通の課題を認識できたと考える。自分とかかわりがあるとい

う実感を持たせることが、学習効果を高めている。  

地域教材を活用することは、教材開発に多大な時間がかかることが予想される

が、この実践例から、身近な地域を基底にした地球的視野、かつ「自分たちに何

ができるだろうか」と考え、行動を起こす力の形成にも有効であることがわかる。  
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第 6 章 考察 

 

  本章では、2 つの質問票調査の結果と地域教材を活用した具体的な実践例、文献

調査を基に、国際理解教育における地域教材活用の有用性や課題について具体的

に考察していく。 

 

6-1 地域教材活用の有用性  

 教員への質問票調査の結果をまとめた第 4 章の表 4-3 に整理した「地域の特色

や素材を活かした国際理解教育の回答事例」や第 5 章の実践例からわかるように、

身近な地域に教材を求め、国際理解教育を実践していくことが可能であることが

わかった。実に多彩な事例が挙げられ、地域に多くの国際理解教育の素材がある

ことに筆者自身気づかされた。  

現場教員に多くの事例を挙げていただいた中で、特に 3つの事例に注目したい。

まず 1つ目に、㋑地域史に着目した学習に分類した京都府京都市の事例である。「農

業・林業地帯では昔はマンガンやタングステンを採掘する鉱山があり、朝鮮人強

制連行の歴史があるので、そういう歴史を掘り起こし、国際理解教育の一つとし

たい」というものである。未来を創造する国際理解教育には、このような歴史的

事実をできる限り的確に捉える正しい歴史認識が必要である。それは、日本の侵

略行為や強制連行、また国際紛争など、歴史的経緯を踏まえなければ問題の本質

を見取ることはできないからである。現代の様々な事象は、人類の歴史の上に成

立しており、共生・共存の方策など、社会の在り方を歴史に学ぶ必要がある (多田 

2000)。よって、京都市の事例では、地域の歴史的事実に学ぶことで、地域史から

日本の歴史、東アジアの歴史を捉えることができる。それが歴史的事実と関係す

る人々や国々との相互理解、また同じような歴史を持つ人々と痛みを共有するこ

とができると考えられる。  

2 つ目に、㋔地域と世界の歴史的交流に着目した学習に分類した沖縄県南風原町

の事例は、「県内でも海外移民(ハワイ、南米など)が多い町で、現在はその子孫が

来県し、交流が見られるので、それを活用したい」というものである。世界に羽

ばたいた先人たちの足跡を振り返り、「道を切り開いた先人たち」に対する誇りに

つながると考えられる。また、地域を構成する人々の中には、世界を舞台に活躍

する人、地域に住む著名人、外国から来る人、などがいる。そのような人々の生

き方から、児童生徒は多くのことを学ぶことができる(全国海外子女教育・国際理

解教育研究協議会 1993)。 

3 つ目に、㋖地域の産業に着目した学習に分類した東京都大田区の事例で、具体

的に「町工場の集積地なので、産業を通じて世界との結びつきを知る」というも

のであった。大田区には約 4000 の工場があり、世界に誇る技術を持つ工場が集積

する「モノづくりのまち」として知られている(大田区 2012)。日々目にする町工

場で加工品が広く世界に輸出されているという事実、そして自分や友人の親が同
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じような工場で働いている可能性を発見することは、大きな喜びとなり、世界を

本当に身近に感じることができる(全国海外子女教育・国際理解教育研究協議会  

1993)。また、大田区から、日本、そして世界に通じる技術があるという事実の発

見も、児童生徒の身近な地域を見る目が変わって行くことが考えられる。  

 このように、国際理解教育において地域教材を活用していくことは、大いに可

能である。児童生徒は、自分たちの住む地域や生活の中に世界を感じ取ることが

できる。また、地域教材は、「地域から世界へ」という視点だけでなく、「過去か

ら現在・未来へ」という視点も提起していることがわかった。地域教材を活用し

た国際理解教育の利点については、すでに第 3 章で多田(2000)と太田(2003)を基に

以下の 4 点挙げた。 

① 世界と自分たちの生活の密接なつながりへの自覚を高める  

② 子どもたちが実感をもち、意欲的に学習に取り組む  

(地域は生活の場であるので、直接観察、調査ができる) 

③ 多様な資料や素材が容易に発見できる  

④ 地域との信頼・協力関係が深まる  

 これら 4 点のほか、教員への質問表調査の結果において、地域教材を活用する

国際理解教育の利点に関して積極的な意見が見られた。さらに第 5 章の実践例か

らも、地域教材活用の利点が見られ、それらを次の 3 点に集約する。 

    ⑤  子どもたちにとって身近で親しみやすく、自分の問題、自分に関係す

ることとして受け止めやすい  

⑥ 人と人との交流が増え、かつ社会の可能性を広め、豊かさにつながる  

⑦「自分たちに何ができるだろうか」と考え、行動を起こすことができる  

このように、現場教員は、国際理解教育において地域教材を活用することで上

記のような利点があると指摘した。それらの指摘は、身近な地域や自己の生活と

世界の結びつきを実感できるからこそ、興味関心や疑問、共感的理解、批判など

を生み、主体的な学習姿勢を引き出すことを可能にすることを示唆している。ま

た、社会で起きていることを自分にかかわることとしてとらえ、それが心からの

協力や共生を生み出している。このように、児童生徒の学習効果だけでなく、地

域社会の発展にまで貢献しうることを示している。地域にある素材を地域教材化

することによって、地域を出発点とし、地域に根ざした国際理解教育の実践を積

み重ねていくことができる。 

 

6-2 学習者の視点 

 学生への質問票調査結果をまとめた第 4 章の表 4-8 に整理した「地域学習から

世界とのつながりを認識した事例」からわかるように、地域についての学びから、

学習者が身近な地域の国際的なつながりや関わりを認識することは可能であるこ

とがわかった。ただし調査結果からは、教員が学習者の視野を地域から世界へ広

げる意図があったのかは明らかでない。しかし、地域学習は、学習者が自分の目
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で見て、触れ、聞くなど、興味関心を持って直接学ぶことを可能にする。そのた

め、見慣れた場所で日ごろ見落としているかもしれない地域の国際的なつながり

に気づいたとき、世界とかかわっている自分を発見する。(太田 2003) 

 地域で起こっている出来事は、グローバルな出来事に直結しており、教員の身

近な地域と世界をつなぐ意図がなくても、各学習者が国際的なつながりを認識す

ることは可能である。しかし、地域と世界の結びつきは、必ずしも直線的、単線

的ではない。それは、例えば、地域で外国人と交流することと、国家レベルでの

友好関係は別次元の問題だからである(国際理解教育研究会 1997)。つまり、調査

結果の事例を挙げると、学習者が身近な地域と世界が共通の「環境問題」を抱え

ていることを認識できても、地域の「沼の環境汚染」と世界の「環境問題」は、

規模や様相などが異なり、結局世界の「環境問題」は「他人事」と捉える可能性

もあるということである。  

 よって、それを別次元、別問題として「他人事」のように片付けず、自分にか

かわる「私事」の問題として捉えていけるよう、「地域の論理とグローバルな論理

とをどのように結びつけるか(国際理解教育研究会 1997, p.33)」は教員の課題と

なる。両者を結び付けるには、教員の力量が必要であり、さらに両者を結びつけ

るための学習展開の工夫が求められる(国際理解教育研究会 1997)。しかし、地域

の論理とグローバルな論理の両者が結びついた授業を受ける学習者は、地域と世

界のつながりを実感し、「他人事」から「私事」の問題として向き合っていくこと

を可能にさせる。これらのことから、学習者の視点からも、国際理解教育におい

て地域教材を活用していくことは有用であると考える。  

 

6-3 地域教材活用における課題  

 国際理解教育において地域教材を活用することは、多様な学習を生むと同時に、

上述したような効果も期待することができる。しかし、地域教材を活用した国際

理解教育を推進するにあたり、教員に対する質問票調査の回答の分析や文献調査

で、地域教材を活用した国際理解教育の実践に課題もあることがわかった。主に

以下の 3 点に集約できる。 

① 地域によっては特色や素材がない。素材があってもどう国際理解につ

なげるか。 

② 土地ならではの生活習慣や地域の人々の人権への配慮  

③ 「特別」で「一過性」の授業となる可能性  

 まず、「①地域によっては特色や素材がない。素材があってもどう国際理解につ

なげるか。」という点である。質問票調査で、複数の教員から地域教材を活用する

ことに対して「そもそも(地域に)特色・素材がない。それらを見出すことも難しい」

「特別に国際色のある地域ではない」「地域素材をどう国際理解につなげるか」な

どの回答が見られた。確かに山間部、沿海部、農村部、歴史の長い学校などと比

べ、住宅地、都市部、歴史の浅い学校ほど地域の素材を探すことが難しいといわ
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れている(市瀬 2009)。しかし、地域はそれぞれの歴史をもち、他の地域と結びつ

き、関わり合って形成されている。だから、まず教師が地域を歩いて、地域のも

つ要素を丁寧に読み取ることで、一見、国際化やグローバル化に縁が遠いような

地域でも、国際性の素地を培わせるような素材を発見できる。ただし、地域を歩

くとき、「○○県の…」「□□市の…」といった発想に陥りがちな大人の視点では

なく、子どもの生活の場であることを念頭に、子どもの視点で地域を見つめてい

くことが大切である。 (全国海外子女教育・国際理解教育研究協議会  1993)また、

地域と世界の結びつきがまっすぐでなくても、身近な地域から世界へと視野を広

げたり、世界と関わっている自分を発見させる国際理解教育の授業実践は可能で

ある。しかし、それには教材の扱い方や学習展開など、実践のための様々な工夫

が教員に求められる。 

 次に「②土地ならではの生活習慣や地域の人々の人権への配慮」という点であ

る。現地での資料の収集や聞き取りなど、その土地ならではの生活習慣や風習に

配慮することが重要である。また、地域の著名な人、特色ある活動をしている人、

外国人など、地域の人物の教材化は国際理解教育の有効な実践である (多田 2000)。

しかし、地域の人々の不快感や不信につながらないよう、同じ地域を構成する一

人として、対等に接し、人権への配慮を心がける必要がある。地域教材は、多様

な資料や素材が容易に発見できる分、より慎重に収集・活用することの必要性を

感じた。 

 最後に「③特別で、一過性の授業となる可能性」があるという点である。地域

に根ざすことや地域素材を教材化に取り入れることをあまりにも強調すると、地

域の素材に依拠した「特別」で「一過性」の授業というイメージを与えかねない(市

瀬 2009)。地域教材を活用する教育実践の効果が高いとしても、「特別」な授業と

ならないように「地域」の視点にとどまらず、空間的・時間的な広がりを意識し

て国際理解教育へと発展させる工夫が重要である。また、教員が転出するから国

際理解教育の活動が学校に根づかない、「一過性」のものになるなどの問題が発生

しないよう、地域に根ざした取り組みが求められている。学校教育における国際

理解教育の担い手である教員が転出しても、地域の中に学校がある限り、継続し

た取り組みや発展的な取り組みが可能である(市瀬 2009)。それぞれの地域にしっ

かり足をつけて、国際理解教育を進めていくことが極めて重要である。  

ただ、多忙化する教育現場にとって、地域教材の開発に時間を割くことが難し

い。実際に、質問票調査の結果からも、地域に根ざした国際理解教育を受けた学

生の割合は多くはなかった。しかし、身近な地域に多くの国際理解教育の素材が

あるのを知ることができると同時に、教員の周到な準備と柔軟な授業展開によっ

て、主体的に学習する児童生徒の姿を見ることができる。これにより、教員は地

域教材を活用した国際理解教育の効果を感得できると考える。  
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第 7 章 終わりに 

 

 本章では、国際理解教育における地域教材の活用について、考察を基に結論を

まとめる。また、今後の日本における国際理解教育の推進に関して、提案をした

い。 

 

7-1  結論 

 本論文では、国際理解教育の推進のために、地域教材の活用の有用性を検討し

てきた。その結果、地域教材の活用は有用であると判断する。遠い世界に教材を

求めがちにならずに、まず身近な地域に教材を求め活用していくことは、国際理

解教育の推進には不可欠である。学習者と学習内容に接点を持たせる地域教材は、

児童生徒に自分たちの生活と世界のつながりを実感させる。そして世界との距離

を近くに感じ、また自分の生活や身近な地域の中に国際社会と共通する課題を認

識することで、当事者意識や共感的理解の獲得も可能にさせる。そのことは、心

からの協力や共生の気持ちを生み、地域社会や国際社会の発展に寄与するという

効果も指摘されている。  

児童生徒の生活の場である地域に着目した実践は、国際理解教育が目指す「地

域に生きる市民」の育成に貢献している。よって、地域教材の活用は、国際理解

教育の推進に有用であると結論づける。 

 

7-2 提案   

 地域教材の活用は、国際理解教育の推進に有用であることがわかった。地域に

根ざした国際理解教育の一層の充実のために、地域教材を活用した国際理解教育

の授業を学校で実践するだけでなく、生活の場である地域の中で学習者の実践的

な行動力を育んでいくことを提案したい。それは現実に生活している地域におい

て、直接人と交わり、社会に向き合うことで、そのような実際の交流や体験が「地

域に生きる市民」としての自覚をより高めると期待できるからである。望ましい

地球社会の実現は、まず足元の地域社会において具現化されなければ難しい。社

会を形成する当事者としての自覚が養われるよう、地域に根ざした国際理解教育

が学校内外で広く展開されていってほしい。  
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質問票 

卒業論文執筆にあたり、学校現場での国際理解教育の取り組みの実態を知ることを

目的にアンケートを実施したいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。

対象者は、小中高の教員の方のみに限らせていただきます。得られた情報は、卒業論

文執筆のみに利用させていただきます。なお、本アンケートは、歴史教育者協議会と

は関係ありません。 

質問項目は 11 問です。該当するものに丸を付けてください。また、記述の部分で

は簡潔で結構ですので、お答えいただければ幸いです。 

 

質問 1、性別を教えてください。  ①男性 ②女性 

質問 2、教員経験年数を教えてください。  

①10 年未満 ②11-20 年 ③21-30 年 ④31 年以上 

質問 3、現在勤務する学校の校種を教えてください。 

 ①小学校 ②中学校 ③高等学校 

質問 4、現在勤務する学校の所在地を教えてください。 

    市区町村までお願いします。                            

質問 5、専門教科を教えてください。           

質問 6、国際理解のための授業や活動の実践の「経験がある」がある場合、 

A.どの教科や行事名(例：社会、総合、修学旅行)を用いて実践したのか 

B.対象の児童生徒(例：2 学年、全校)は誰か 

C.具体的な内容 

  についてお答えください。 

A. 科目/ 

行事名 

B. 対象の 

児童生徒 

C. 具体的な内容 
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質問 7、国際理解のための授業や活動を通して、児童生徒に特に身につけてほしいも

の(資質・態度・技能等)を 2 つ記入してください。 

 

 

 

 

 

質問 8、あなたが勤務する学校がある市町村の特色・地域素材(自然、歴史、文化、産

業、人材など)を活かしてどんな国際理解教育ができると思いますか?  

 

 

 

 

 

 

質問９、あなたが勤務する学校がある市町村の特色・地域素材を国際理解教育に活か

すことの利点や難しい点についてお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 10、国際理解教育を推進する上での課題として、主なものを 2 つ選んでください。  

 ①教材開発 ②人材の確保 ③指導方法 ④評価方法 ⑤研修の機会 

 ⑥設備予算 ⑦授業時数の確保 ⑧教育現場の多忙化  

⑨教員（指導者）の意識改革 ⑩その他(                 ) 

 

質問 11、渡航経験はありますか?「ある」場合、渡航先と渡航目的をお書きください。 

渡航先と渡航目的 

 

ご協力ありがとうございました。

 

利点： 

 

 

難しい点： 

 

 

・ 

・ 
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質問票 

 卒業論文の執筆にあたり、みなさんの小・中・高校時代の学校教育の中で経験した

国際理解に関する授業や活動についてのアンケートを実施したいと思いますので、ご

協力よろしくお願いいたします。アンケートで得られた情報は、卒業論文執筆のみに

利用させていただきます。 

 質問項目は 8 問です。該当するものに丸を付けてください。 

 

質問 1、性別：①男性 ②女性   出身の都道府県：              

質問 2、大学入学以前に、外国へ行ったことはありますか？ ①はい  ②いいえ 

  「①はい」と答えた人は、渡航先と渡航目的を教えてください。 

 

 

 

質問 3、経験した国際理解のための授業や国際交流の活動について、 

A.「小・中・高」のどの段階で行われたものか 

B. どの科目/行事で行われたものか(例: 社会、英語、総合、修学旅行など)  

C. 具体的な内容   の 3 点について教えてください。 

A.( 該当する

ものに○) 

B. 科目/ 

行事名 
C. 具体的な内容 

小・中・高  

  

 

 

小・中・高  

  

 

 

小・中・高  

  

 

 

質問 4、小中高で経験した国際理解に関する授業や活動を通して、特に身についたと

思うものを選んでください。(複数回答可) 

①意欲的に人に関わる/物事に挑戦する姿勢 ②文化的多様性の理解③相互依存の理解 

④安全保障/平和/共生の理解 ⑤コミュニケーション能力 ⑥問題解決能力  

⑦メディアリテラシー(情報を適切に収集・判断し、自分の考えを発信する力)  

⑧人権尊重の心 ⑨異文化を持つ人への寛容/共感の態度 ⑩社会への参加・協力の姿勢 

⑪自国の理解(文化など) ⑫アジア認識(日本の侵略行為/同じアジアに生きる国として) 

⑬歴史認識(国際理解には世界・自国の歴史を含めて捉える必要性があるという認識 ) 

⑭その他(                             ) 
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質問 5、小中高で経験した国際理解の授業や活動は、あなたにどのような影響を与え

ましたか? 当てはまるものを選んでください。(複数回答可) 

①外国人の友達を作りたいと思った ②海外のことをもっと知りたいと思った 

③日本や出身地域のことをもっと知りたいと思った ④外国語を勉強したいと思った 

⑤ボランティアに参加しようと思った ⑥外国に行きたいと思った  

⑦留学したいと思った  ⑧国際関係の大学に入ろうと思った   

⑨外国で働きたい・住みたいと思った ⑩国際関係の仕事に就きたいと思った  

⑪日本を紹介する仕事をしたいと思った ⑫その他(               ) 

 

質問 6、小・中・高時代に、あなたの出身地域の事柄 (ex.産業、文化、歴史、自然、

観光地、人…)について学ぶ授業を受けたことがありますか？ →①ある ②ない 

「ある」と答えた人は、以下の質問に答えてください。 

(1)その授業の内容を具体的に教えてください。 

 

 

 

 

(2)その授業を通して、あなたは出身地域と世界とのつながりや共通課題に気づくこ

とができましたか？  → ①はい ②いいえ 

(3) (2)で「はい」と答えた方はそのつながりや共通課題を具体的に教えてください。 

 

 

 

 

質問 7、あなたが本学部・学科のように国内外の持続可能な地域づくり等、国際的な

事柄を学びたいと思うようになったきっかけ (ex.国際理解に関する授業、テレビ、

イベント、…)は何ですか？具体的に教えてください。 

 

 

質問 8、あなたがこの学部・学科で学びたいこと・やりたいことは何ですか？ 

 

質問 8、あなたがこの学部・学科で学びたいこと・やりたいことは何ですか？ 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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(1) 国際理解教育を通して児童生徒に身につけてほしいもの 

小中高の教員を対象に、「国際理解教育を通して児童生徒に特に身につけてほし

いもの(資質・態度・技能など)」を 2 つ自由回答してもらった。教員から挙げられ

た多様な意見を整理するため、大津(2005)が指摘するグローバル社会の中で生き

ていくために必要な資質や能力を参考に分析をし、a～n の 14 の項目に分類した。

a～n は意見の多い順になっている。 

表 1 国際理解教育を通して児童生徒に身につけてほしいもの 

児童生徒に身につけてほしいもの(自由回答、教員の意見の例) 項目 

文化の多様性の受容 
a. 文化的多様性の理解 

異なる点を発見し認め、共通する点を理解、共有 

異なる文化に対する容認・寛容の態度 b. 異文化を持つ人へ 

の寛容・共感の態度 多元的価値観を認め合う 

自己を見つめ直すこと、自国の文化や価値観を再認識 
c. 自文化・自国の理解 

日本文化の理解を通し、自分の住む地域・日本を語る力 

進んで人と関わろうとする気持ち、つながる力 d. 意欲的に人に関わる・ 

物事に挑戦する姿勢 少し他のものに手を染めてみようとする好奇心、探究心 

コミュニケーション能力 e. コミュニケーション 

能力 語学力、外国語理解力 

世界史と日本史の統一的把握 
f. 歴史認識 

ヨーロッパ中心主義的認識の克服 

世界の現実理解、生活実態などありのままに受け入れる 
g. 安全保障・平和・ 

共生の理解 
世界には多様な人々が生活していて、自分たちもその中の一人

という認識 

同じ人間として心を通わせることができる、理解しあえる 
h. 人権尊重の心 

(言葉や身なり等は違っても)同じ人間であるという認識 

(東)アジア認識の中で、日本の役割(加害を含め)の認識を深め、

被害を受けた国々の人々の気持ちを考える、戦争責任 i. アジア認識 

日本近代史の全体像の学習と現代日本の課題 

世界で起きている問題と自国・自己とのかかわり 
j. 相互依存の理解 

身近な生活と外国とのつながり 

Think Globally, Act Locally k. 社会への参加・協力 

の態度 開発に主体的に取り組む力 

発表表現力 
l. メディアリテラシー 

物事を批判的に考える力 

論理的思考力 
m. 問題解決能力 

事実に基づいて考える力 
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国際社会での生き方 
n. その他 

世界共通の普遍的価値 

(出典：質問票調査を基に筆者作成) 

 

(2) 国際理解教育を通して身につけてほしいもの・身についたもの 

 以下の表 2 は、表 1の a~nの 14項目における教員の意見数と割合を分析したもので

ある。さらに、同じ 14項目を用いて、学生に国際理解教育を通して身についたと思う

ものを複数回答で答えてもらった。その時の各項目における学生の回答数と割合も表

2 にまとめた。ただし、質問票調査の対象である教員と学生は指導者・学習者の関係

にはない。 

 

表 2 国際理解教育で身につけてほしいもの・身についたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員の意見 項目 (教員側：身につけてほしいもの、 

学生側：身についたと思うもの) 

学生の回答 

数 割合 割合 数 

34 22% a. 文化的多様性の理解 22% 31 

24 16% b. 異文化を持つ人への寛容・共感の態度 14% 20 

14 9% c. 自文化・自国の理解 12% 17 

14 9% d. 意欲的に人に関わる・物事に挑戦する姿勢 10% 14 

14 9% e. コミュニケーション能力 12% 17 

10 6% f. 歴史認識 7% 10 

9 6% g. 安全保障・平和・共生の理解 4% 6 

8 5% h. 人権尊重の心 2% 3 

8 5% i. アジア認識 4% 5 

7 5% j. 相互依存の理解 6% 8 

4 3% k. 社会への参加・協力の態度 1% 2 

4 3% l. メディアリテラシー 2% 3 

2 1% m. 問題解決能力 1% 2 

2 1% n. その他 1% 1 

154 100 合      計 100 139 

(出典：教員や学生を対象にした質問票調査を基に筆者作成) 
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 (3) 国際理解教育を推進する上での課題 

 教員を対象にした質問票調査で、「国際理解教育を推進する上での課題」として主なもの

を 2つ選択回答してもらった。「その他」を回答した方 4 名は、自由記述欄に「教育の

自由、高校・大学入試の改善」「行政無理解」「やって何の効果があるのかという学校

の意識」「政府官僚の意識改革」を各々記述していた。 

図 1 国際理解教育推進上の課題(2つ選択回答) 

(出典：教員を対象にした質問票調査を基に筆者作成) 
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