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1. 全体スケジュール 

  

Day 日付 場所 時間 概要 詳細場所 担当
マニラ空港 13:30 飛行機着 -

14:30 マニラ空港出発 -
15:30-17:30 BGC観光
17:30-18:30 夕食@BGC

20:00 ホテルチェックイン Quezon City
8:00 ホテル出発 ホテル

9:00 パヤタス到着＆オリエンテーション

10:30 家庭訪問＆コミュニティ散策

12:00 昼食

13:00 Livelihoodプログラム見学

14:30 フィードバック

16:00 スタディツアー終了
18:00 マーケット散策
18:30 夕食@Hungry Boss

GK 20:00 GK到着&宿舎案内 -

7:30-8:00 朝食 Berjaya -
8:00-9:10 Solidarity Meeting ヒュンダイ GK

英語マンツーマンクラス×２
グループクラス×１

12:30-13:30 昼食 Berjaya -
13:30-14:00 GKオリエンテーション ヒュンダイ GK
14:00-14:45 GKツアー ファーム全体 小役丸
15:00-16:00 授業実践 for SEED GK 山下・ハナ
16:30-17:20 社会企業デモ（Eri Silk） 社会企業オフィス 山下
18:30-19:30 夕食 Berjaya -

7:30-8:20 朝食 Berjaya -

10:30-11:20 PALETTEセッション ヒュンダイ 倉辻

11:30-12:20 グループクラス×１ 各教室 PALETTE
12:30-13:30 昼食 Berjaya -
13:30-14:00 移動 - -
14:00-15:00 授業実践 for 地元高校 Sulucan 山下
15:00-15:30 移動 - -
15:30-16:20 社会企業デモ（Vermicomposting） 社会企業オフィス GK
16:30-17:30 成果発表 ヒュンダイ 山下
18:30-19:30 夕食 Berjaya -
20:00-21:30 （飲み会@サリサリ） サリサリストア -

7:30-8:00 朝食 Berjaya
8:10 GK出発 -
12:25 マニラ空港着 -
14:25 飛行機発 -

5
2/14
(水)

GK

マニラ空港

4
2/13
(火)

GK

PALETTE8:30-10:20 各教室英語マンツーマンクラス×２

2/12
(月)

GK

9:30-12:20 各教室

3

PALETTE

山下

大阪教育大学様GKプログラム2/10(土)〜2/14(水)

1
2/10
(土)

山下
マニラ BGC

2
2/11
(日)

マニラ

山下
パヤタス

アンガット アンガット
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2. 訪問先 

国/都市 施設名称 所在地 

Philippines/ Quezoncity NPO  HALOHALO Payatas ,Quezoncity 

Philippines/Bulacan 
NGO 

GK Eeenchanted Farm 

California St., Brgy 

Encanto, 

Angat, Bulacan 

 

3. 会計報告 

 

費目 場所 詳細 支出 

保険  海外旅行保険 4,240 円 

交通  航空券 54,000 円 

  空港諸税 1,220 円 

  燃油特別付加税 2600 円 

  関西空港施設使用料 3,040 円 

  旅行会社取り扱い手数料 4,320 円 

研修費 フィリピン 滞在費，研修費，食事費用込み 50,357 円 

合計  119,777 円 

補助金 50,000 円 負担額 69,777 円 
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4. 教員海外研修レポート 

 

グローバル社会で子どもたちに幸せに生きてほしい 

―ヴィジョンとめあてー 

連合教職大学院 

 田中滿公子 

 

１．ヴィジョン 

 子どものころから地図帳を開いて異国のことを想像するのが大好きだった。大学は「将

来世界のどこで暮らすことになるかも知れないから，大学時代に底力をつけたい」という

理由でコスモポリタン都市東京の大学を選んだ。最終的に日本で仕事をすることに決めて

英語の高校教師となった。一番なりたかった職業だったが，一方で 1970 年代に女子がつ

ける職業の選択肢は限られていたのも事実だった。その後，どの学校に勤務しても「グロ

ーバル社会で子どもたちに幸せに生きてほしい」という想いは変わらず，いつしか「グロ

ーバル教師を育てたい」という想いに変容

していった。 

 その想いが 60 代になり形になってきた。

まさに「やればできる！」だ。もちろん参

加した 4 名の院生が力を十二分に発揮した

からだ。個性的で前向きで実行力に富んだ

4 名だったが，私が投げたどんな変化球も

チーム一丸となってストライクゾーンに打

ち返してきた。フィンランドやイタリアでの

CLIL メソッドによる授業実践をはじめ豊富な海

外研修の経験をもつ柏木賀津子教授のお陰でもある。道を求める者には誰でもやわらかく

あたたかく受け止め，丁寧に道を示して下さる。何度も何度も助けていただいた。和田良

彦副学⾧も同行いただいた。大変心強かった。また平成 28 年度と平成 29 年度大阪教育大

学や連合教職大学院の教育活性化のための事業として指定され予算的な支援をいただいた

が，この支援がなくては着手することはできなかった。 

このようにして「グローバル教師育成カリキュラム」の開発とフィリピン研修はスター

トし，今年度は開発したカリキュラムを教職大学院に提案する機会を得た。「グローバル

社会で子どもたちが幸せに生きる」ことはわれわれ教師のヴィジョンであり，ヴィジョン

を実現することは教師の義務である。そこからこの研修は育っていった。 

 

 

授業実践後に SEED の学生と共に 
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２．めあて 

 研修先であるマニラ市郊外にある国際 NGO GKFarm は「2024 年までに，フィリピンの

500 万世帯の貧困を終わらせる」というミッションを掲げている。ミッションを実現する

ためには，人材を育成することが必要不可欠である。そこで Farm 内に学校を開設したの

だ。それが SEED である。3 日間にわたる選考で選ばれた若者が，寝食をともにし暮らし

学んでいる。われわれが着目したのは，自らのコミュニティが，貧困から脱出するために

必要なマインドセットとスキルとキラキラを輝く瞳をもった若者を，学校がどのように育

成しているのかという点である。そこで時間をかけて話し合い，ヴィジョンを実現するた

めの今回の研修のめあてを，次の 2 点にしぼった。 

１）教職大学院でマインドセットに着目したグローバル教師育成カリキュラムを実践する。 

２）Ambitious Target Tree を用いた授業実践でのワークシートを分析し，貧困問題を克服し

ようとするマインドセットについて考察する。 

 この二つのめあてが，どのようなプロセスをへて，どのような結果になったかはこの後

報告をする。が，２つのめあてに共通していることはマインドセットという言葉だ。子ど

もたちを育成するには，めざす方向に相応しいマインドセットを形成し，それを常に書き

換えていくことが深くかかわているのではないかという仮説のもとに研修を進めることに

なったのだ。 

 

３．チームの体制 

 平成 29 年度のチームは，院生 4 名と教員は柏木教授，和田副学⾧と田中の３名だ。

和田副学⾧は事前研修から可能な限り参加し，⾧年の研究テーマである貧困問題に関する

講義もしていただくなど研修全体を通して院生に多大なる影響を与えてくださった。もう

お一人大阪の公立中学校の教員川島先生が参加した。海外での経験もある川島先生は，教

員と院生の架け橋のような役割を自然と担っていただくこととなった。お二人の参加は，

視点を多様にし，考える観点を増やし，研修の質を深めてくださった。 

さて，今回のチームは少数精鋭となった。事前研修でケンタッキ

ー・フライド・チキン前ＣＦＯ⾧井氏に講演いただいたが，その時

に教えていただいた新たなチーム体制を導入した。クロスファンク

ショナルチームだ。課題解決のために部署や役職にとらわれずに必

要な人材を集めてチームを結成する体制だ。これを見習い各ファン

クションの責任者を決めて助け合う体制をとり，功を奏した。 

最後になるが，来年も引き続きフィリピンを訪れてグローバル教

師育成に関する実践的な研究をすすめるのことが，今からとても愉

しみである。 

川島先生と現地のおばさん 
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フィリピンを歩いてグローバルマインドを考える 

 

連合教職大学院 

 柏木賀津子 

 

１． フィリピン研修の目的を絞る 

 最初にフィリピン研修の目的について，メンバーで話し合い，次のポイントに絞ってい

った。何度も話し合い，ブレーンストーミングを行った。以下のような内容を，所謂，

「字ずら」では理解しても，どのように実現できるのか，本当に出来るのか，どのメンバ

ーも半信半疑であっただろう。わたしにとっても，以下，３）のスモーキーマウンテンで

の家庭訪問インタビューは未知の取組であり，４）のグローバルマインド育成プログラム

は，完成したとしても，他者に理解してもらうには大きな努力が必要であった。 

 

１）教職大学院におけるグローバルマインド育成プログラムの計画と実践を行う。 

２）１）の理論的枠組みとして，21 世紀型スキルポートフォリオを作成し，TSs（教職大学

院の院生）の省察を行い，変容を明らかにする。 

３）貧困問題に取り組むフィリピン NGO 研修における，パヤタス地区での家庭訪問のイン

タビュー，フィリピンの高校生（NGO と私立高校）への Ambitious Target Tree（ATT）

を活用した「夢に向かう自分」の授業での，高校生の「自分」と「コミュニティにおけ

る自分意識」から，貧困問題を克服していくビリーフについて考察する。 

４）１）～４）のプログラム全体をとおして，TSs が将来の自校へ活用をするためのグロー

バルマインド育成プログラムを作成し推進する。 

 

 

２． 目的へと動き出したメンバーたち 

 2017 年度のフィリピン研修のメンバーは行動的で思考を深め合う資質に富んでいた。実

践の柱から，三つのポイントを紹介する。 

 

１）「自分意識」 

自分の学校実習で出会う生徒を脳裏に思い浮かべながら，将来自分が教員になったとき

自分はどうやって，生徒たちの学力の差や，勉強への無気力感などに，組みしていくのかと
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いうことについて，考え続けた 4 か月であったと思う。『MINDSET―やればできる！』(キ

ャロル・S・ドゥエック)の輪読や，2016 年度に先輩の M2 が苦労して作成した「ファデル

の 21 世紀型スキル 55 項目」に自問自答しながら答え，自分は今，グローバルについてど

の辺りにいるのだろうかと考えた。そして，グローバル問題を捉えるにあたって，日本で教

師になったら絶対必要なこととして，（１）学力や，貧困の連鎖をたちきっていく，生徒の

目的と誇りが自尊感情を育て活かしながら学校（将来の自校）の中でプログラムを作ってい

く必要，（２）自分自身がまずフィリピン研修で積極的にグローバル経験をし，それを将来

は，転移できる自分を想定する，等があげられた。教師として，コミュニティや社会に果た

す自分の役割はなんであるのか，この研修を終えた時に答えは見えるだろうか。 

 

２）「スモーキーマウンテン」での訪問インタビュー 

 インタビュー手法としては『半構造化インタビュー』を研修し，練習課題として『先生

の働き方改革』について実地インタビューに取り組んだ。実際に年末年始に，先輩教員や

教員である家族にインタビューをした者もいた。インタビューを行う前に，目的に迫るた

めの基本となる質問項目をマインドマップで洗い出し，会話を続けながらある程度構造化

した内容で深める方法，また，話題から変化のある質問をし，中心質問の言い替えをしな

がらも逸脱しすぎない方法を学んだ。この取り組みで興味深かったのは，社会では「先生

の働きすぎ」は良くない事と決まっているように見えたが，実際のインタビューを通す

と，むしろ「働きすぎというより，それ（子供と対話する等）をやりたいから先生になっ

たので苦にならない」という回答や，「書類やテスト採点などに追われるというよりも共

に働く仲間との相互理解や，新しいことをする時の『だんどり』に大量の時間が要る」と

いう回答であった。それは，時間がなくても「必要だからするんだ」と。普段何気なく会

話している相手へ，インタビュー手法を使って話すことで，新しい発見があることを実感

した。インタビュアーは，インタビュイーのビリーフ（信条）に触れ，むしろ感銘を受け

たようでもあった。やはりアンケートで分からないことは沢山ある。結果のまとめ方につ

いても質的研究の資料を共有した。実践をしながら研究法に触れることは本研修の必須ポ

イントでもある。 

 しかしながら，今回訪問するのは，フィリピンのパヤタス地区にある「Dump Site」と

呼ばれる場所での，貧困の問題に直面する子どもたちや親との出会いである。ゴミ山でガ

ベッジコレクターやスカベンジャーをし，その日の収入（１日１５０円）を得て生活をし

ているという。メンバーは和田先生（副学⾧）の用意くださった，フィリピンの経済や進

学状況を立体的に捉えたパワーポイントと統計値から現状に迫れるように読み解き，パヤ

タス地区のビデオを視聴した。毎日の日本の生活からの想像をはるかにこえる現実がそこ

にあるであろうと感じた。そこではインタビューどころではないかもしれない。ただ，せ
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っかく出会うことが出来るフィリピンの人との時間を大切に

したいという思いであった。 

 インタビューは英語で行うかもしれないし，タガログ語で

行うかもしれない。大学のチャットルームにいる James 

Divine 先生に，インタビューのコツやプレゼンテーションを学

ぶため，合計 4 回のプログラムを組んだ。目的に迫るため

に，どの院生もおそらく生まれてから一番真剣に英語を使ったのではないだろうか。 

 実際に，パヤタス地区で家庭訪問でのフィリピンのお母さんや子供との対話は，私の予

想とはかなり違っていた。NPO（Halo Halo）のコーディネーションで訪問することができ

た。スラム街と言われる場所で木の小屋のようにはなっているが，中に入る仕切りがあ

り，そこで靴を脱ぎ，布をカーテンにした仕切りをあけて入った。外にはたくさんの洗濯

物がかけられ，大家族が多い。とても小さいがソファのような椅子に腰かけ挨拶をした。

壁を見ると，子供たちの Certificate（学業修了証書や，テスト合格書）が貼ってある。日

本で行う家庭訪問と何ら変わらない家族がそこにいて，子供の将来を応援し，お金がない

けれど学校を頑張って出てほしいと話された。院生たちは，予定していた対話のいくつか

は果たし，いくつかは，迷いながら会話を続けた。ガイドに

入った NPO の青年がタガログ語と英語を巧みに使い分け，

会話が弾んでいくほど，お母さんと小学生の子供と話をする

ことができた。わたしが聞き取ったのは次のようなことであ

った。             パヤタスでのインタビュー 

 

（例）訪問インタビューのストーリーライン 

母親はシングルマザーで，収入は年金だけで足りない。洗濯の仕事を手伝っているが，僅

かな収入である。9 歳の娘はカレッジに行きたいが学費がなくて難しい。中学校に行くの

も奨学金がもらえると行ける。「Paaralang Pantao」（School for Humanity）という学校は夢

を本当にするための場所として，毎日の生活に基づいた学ぶ経験を提供しており，その援

助をしてくれる。娘は数学が得意なので合格証をもらっている。娘には勉強を続けてもら

いたいので彼女を助けてやってほしいとのことだった。 

9 歳の女の子は，数学を勉強して会計士や銀行員になりたい。でも毎日家の手伝いをして

から行くので時間はもっとほしい。理科も好きか？と聞くと，学校の理科は速度とか高度

とか習うだけで実験はしたことがないという。英語は覚えないといけないから嫌いだそう

だ。学校に教材がないようだ。先生の話を聞いているだけよりも友達とディスカッション

する方が好きだ。今自分に一番大切なことは，勉強のキャリアを終えることだと言う。母

親は，娘が学校を終えて銀行に就職したら嬉しいけれどそうするともうここには戻れな

い。遠いからだ。この近くには仕事がないが，娘はそばにいて助けてほしいと思ってい

る。 
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このインタビューの家庭では，貧しいながらも親が子供の達成を褒めて，学校を終えるこ

とを第 1 目標にしており，それが現状より一つ良くなるための唯一の方法であるようだ。

娘が学校を終えることに期待している様子が伺える。このような自己肯定がある空間では

子供は伸びが期待できるそうである。しかし，学費が壁で，進学を断念するものも多く，

「どうせやってもできない」というメンタリティに陥りやすい。また政府は，この地域に

他の雇用を生み出せず，子供が学校に行くという支援が行き届いていないことが分かる。

政策が公平に行き渡りにくいと言う。もう一つの家庭にも訪問したが，そこでは祖母が孫

の面倒を見ていて，自分は体力が弱り病気がちであるけど，薬代が

すごく高く，治療のために薬を買うと働いたお金が全部なくなる。

娘はゴミ山でスカベンジャーとして働くから子供の面倒は私が見な

いといけないので現状を変えられない，出口が見えないということ

であった。 

                                

マニラ都市部 

次に述べる SEED という起業家を育てる学校の生徒と似ているのだが，切羽詰まっている

毎日の生活からどうやって前進するか，明日はもう少しましな生活がしたい。だから将来

の目的をはっきり持つ（持たせる）という意識は日本よりもかなり強いと感じた。貧困問

題を克服するに，仮に努力した若者がいて，お金を稼ぐ家族が一人でると，親戚も皆そこ

に頼るという難しさがあるようであった。 

 

３）フィリピン Joseph Kalinangan Integrated School 

 GK のパレットスクールのコーディネーションで，フィリピンの高校生（NGO と私立高

校）への Ambitious Tree を活用した「夢に向かう自分」の授業を行った。「高校生の「自分」

と「コミュニティにおける自分意識」から，貧困問題を克服していくビリーフについて考察

する」という目的は，当初本当に果たせるのだろうかと思ったが，違っていた。やはり「や

ればできた」のである。この高校は私立であるので裕福とは言えないが，学校に来るという

ことが出来る生徒が多い。パヤタスや SEED（貧困の現状から努力して前進したい生徒を，

3 日間の合宿で意欲を見抜き学校に通える奨学金制度を持つ）に比べると，日本の生徒に少

し似ていて，将来の夢は考えているが，そのための具体的方法や，目標を達成した時に，自

分や社会の何に役立てるのかという概念はあまり持っていない。パヤタスや SEED の生徒

は，社会貢献の意識を学んでいるようである。写真は，メンバーの日本の四季の写真を使っ

たプレゼンに興味づけられ，また，ATT（アンビシャス・ターゲット・ツリー）を使って，

自分の将来のモデルづくりとそこへのプロセスについて書いてもらった。授業の中では出

来るだけ生徒の思いや考えを引き出したく，現職中学校教諭として参加くださった川島先

生が，生徒の目線にすっぽり入り込み対話をされる姿に院生たちも学んだ。生徒は自分の夢
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とそのプロセスを真剣に考え，友だちのプレゼンに聞き入っていた。右下の生徒は「竹製の

家具作りの会社を立ち上げたい」と述べている。そしてもしそれが成功したら，“I will start 

to replicate resilient to the other community to help them, too.”と書いた。コミュニティへの自

分の貢献や他者を助けたいと書く若者が多く，社会の問題が自分と関係あることと捉える

姿勢が多く見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

  高校での授業実践(SEED)               生徒の書いた ATT の一つ 

  （夢を語る側とコメンテーター側） 

 

 

３． 経験を転移へ（Transfer） 

 普通の海外研修やスタディツアーは，ここで終わるであろう。しかし，フィリピン研修は

そこが違う。プロジェクトリーダーの田中先生は，次のような課題を出していた。数々の高

校管理職を経て，高校生を夢へと向かわせてきた元 SGH 校⾧ならではの最終ゴールの設定

であると感じた。 

その第①課題とは，「このフィリピン研修を通して，もし君が自校のグローバル教育を推

進するプログラムを作ってほしいと言われたら，どのような企画書を作成するか。また企画

には，事前研修やフィールドワークをとおして学んだことをつなぐこと。枠組みは企画の内

容によって教科をカリキュラムマネジメントも可能であるし，小学校なら総合的な学習の

時間を使うこともあるだろう。授業で教師と生徒の両方が楽しい，一体となる楽しい感覚を

体験したと思うので，教師と子供がお互いに達成できる，楽しさを感じる企画になるとよ

い。」であった。 

第②課題とは，「作成したプログラムを現場へのマネージメントへ（生徒がそのケースを

どう受け止めているか：ここが足りない等），本プログラムをそこに近づける。いいプログ

ラムを出来たとしても，プログラムを現場でどのように先生に理解をどう落とし込めてい

けるかということを，最終に位置付けなければならない。現場の教員のエンパワメントとな

るように，また，学校経営としての視点 マネージメントについての文献の理論知からも入

れる必要がある。現場で教諭が共感していけるように，実践知や経験知で説明を加えながら

プログラムが円熟していくように。」であった。 
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この課題について，GK Farm での最後の晩に，英語でプレゼ

ンテーションを行うという取り組みをした。紙面の都合でこの

成果については，他メンバーの報告に委ねるが，一つのプログ

ラムを創り出すプロセスを，院生以上に学んだのは私のほうで

ある。その後，GK Farm やパレット NGO スタッフの方と「サ

リサリストア」に行き，ちょっと温かいビールを飲みながら楽

しい夜が更けた。                     パレットー英語クラス 

                     

本研修を経て，私たちがグローバルマインド育成プログラムのキーワードとしてまとめた

ものは以下の 5 点である。人に分かりやすい言葉であるかどうかは分からないが，それは

どのようなものかと問われれば，本プログラムメンバーは，「新しい価値を共に作り実行し

た経験」をとおして，自分の言葉で応え，そして将来の自校で実行に移す時が来るであろう

と思う。 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成まとめ（田中・柏木） 
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初めてのフィリピン ー見えてきたことー 

教職教育研究センター 

教授 和田 良彦 

 

 

 教育界では，今「グローバル教育」が叫ばれています。社会の発達する中で，今や一つ

の国が単独で運営していくことは不可能であり，他の国々と結びついていかなければなら

ない時代に入っています。確かに重要な教育課題ですが，語っている人により，その意味

が違っていることによく気づかされます。他の国と言った場合でも，ある人はアメリカ，

ある人は欧州，ある人はアジアを頭に浮かべ語っています。私の場合はアジアで，アジア

諸国と結びつきを深めることが，日本の発展につながると考えています。そして，その懸

け橋を担う人材の育成が「グローバル教育」だと考えています。フィリピンを訪れて，フ

ィリピンを肌で感じ，学生の教育に活かしたいというのが，今回研修に参加した動機（目

的）でした。 

当初の動機は，旅行でも経験できるものでしたが，研修に向け準備学習等に携わる中

で，二つの目標が加わっていきました。一つは，英語研修の場としてマニラ近郊の可能性

を探ること，もう一つは，大学院生が現地で行う授業で使う教材の有効性を確認すること

でした。 

前者の目標は，事前学習で GK ファームやそこで日本とフィリピンをつなぐ活動をして

いる NPO 団体 PALLETE のことを知り，私がこれまで大阪府教育委員会内で仕事をしてき

た関係から，府立高校と GK ファームを繋ぐ（例：高校生の英語研修の実施）ことができ

ないかという発想からで出てきました。 

後者の目標は，大学院生がフィリピンで行う授業で悩んでいるとき，私の知っている教

材を紹介したことから生まれてきました。この教材は，企業経営で目標を立てるために使

っているワークシートですが，これを一部改めたものを授業で使用しました。日本ではあ

まり学校現場で使われていないワークシートなので，その有効性を確認することが目標に

加わりました。 

 さて，フィリピンに到着して，第一目標の「フィリピンを肌で感じる」が始まりまし

た。空港を出た第一印象は，「アジアのにおいがするな」でした。感覚的なものですが，

じめっとした空気の重さが，これまで訪れたことのあるアジア各国と同じでした。 

 その後，「Bonifacio High Street」という高層住宅が立ち並ぶマニラ市内ショッピング街

でした。そして，宿泊はここから移動してマニラ市内の Quezon City という庶民的な街で

した。 
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 ２日目は，パタヤスという街で，ごみ収集やごみの仕分け，車の運転手を生業とする人

たちが多く住む町で，バラックやトタン屋根の家が多く並んでいました。この町で活動す

る NPO「ハロハロ」の案内で，町内を見学し，住民からの聞き取りもさせていただきまし

た。舗装されたメイン道路沿いと，そこから入る路地（細い道）沿いに家が立ち並んでお

り，路地は舗装されておらず，水道管などがむき出しで，雨になれば，そこが水路になる

というような状況の場所もありました。住民の方々（大人）は，私たちを拒否する様子も

なく，子どもたちは興味をもって接してくれました。子どもたちは道路が遊び場で，中学

生位の男子はバスケットをし，小学生ぐらいは幼い子の面倒を見ながらボール投げをした

りして遊んでいました。マニラから移住してきた方は，「ここの方が住みやすい。同じよ

うな人が住んでいるから。」と聞き取りの中で語っておられましたが，この町を表す一つ

の象徴的な言葉だと感じました。 

「５０年前の自分の地域と同じだなあ」というのが，パタヤスを歩いた私の感想です。

約５０年前（小学校低学年時代）の私が住んでいた地域は，大阪市に隣接する農業地帯で

田や畑もあり，町の中では農家や勤め人，自営業者など様々な人が住んでいましたが，住

居の差はかなりあり，ある地域はパタヤスに似ていました。そうした光景や近所の子ども

たちと年齢を超えて遊んだ経験から，このような感想を抱きました。日本はその後高度成

⾧期を迎え，５０年間で道路や住居等の改善も進んでいきましたが，パタヤスはもっと早

くで改善していってほしいという思いを強くしました。 

 また，この二日間で，地域による貧富の差の激しさを実感しました。車から見る光景

も，地区により住宅の状況は大きく異なっていましたし，物価の面でも，パタヤスでは聞

き取り内容によると５人の生活費が１日約２５０ペソ（約 500 円）ということでしたが，

1 日目に宿泊した庶民の町では，屋台で飲食して 200 ペソ（約 400 円），最初に行ったシ

ョッピング街では，１回の食事は日本とあまり変わらない 400 ペソ前後（約 800 円）とい

う状況でした。 

二つ目の目標に関わっては，今後継続して話すことができる関係を作ることができ，三

つ目の目標については，GK ファーム内にある専門学校である SEED と現地の高校の両方

で授業を行いましたが，双方とも生徒の反応は良く充実した授業となり，教材の有効性を

確認することができました。今回の授業テーマは「将来−自分の夢−」でしたが，今後さ

らにこの教材が活用できるテーマを研究したいと考えています。 

 以上，学術的色彩のない文章になりましたが，フィリピンとはここからが出発だとの思

いを持って，今後も関り続けていきたいと思います。 
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大阪市立鶴見橋中学校 教諭 川島彰允 

 

今回，このレポートを書くまでに数多くのご縁と学びをいただくことができた。その中

でも一番の収穫は，熱心に学び続けるフィリピンの生徒と日本の学生たち，彼らを力強く

支え導く先生方にお会いすることが出来たことである。初めて訪れる国の人や文化に触れ

ることに勝る経験はないだろうと考えていた私の予想は，現地での研修前半どころか，国

内での研修準備の時点で早くも覆されていた。それらを可能にした①今回の研修プログラ

ムの素晴らしさと②出会った多くの方々から教わったことの２点を中心に紹介したい。 

 

青年海外協力隊として２年間の海外生活を経験して教員になった私が，今まで抱いてい

たスタディツアーに対するイメージは「受け身」「物足りない」というものだった。プロ

グラムに沿ってツアーのように行程をこなし，所々で感じたことを胸に留めて持ち帰るの

が精一杯であろうと考えていた私が最初に受けた大きな衝撃は，事前準備で熱心に授業内

容を検討し，それを伝えるためのツールとして生きた英語を学ぶ学生たちの姿であった。

また，彼らを厳しくもあたたかく支える先生方の事前講義の全てが具体的かつ実用的で，

いただいたスライド資料を読んで自身の日々の実践にも活かすことができた。この段階で

受け身の研修とは遠くかけ離れた主体的な学びがスタートしており，結果として学生たち

が試みた授業は現地の生徒たちの主体性を大きく引き出すことに成功した。英語が得意で

あることがグローバルの基本条件ではなく，「やればできる！」の精神で苦手な英語も含

めた異文化，異専門に果敢に挑戦し，最大限の努力を尽くしたという学生たちの自信あふ

れる姿は，様々な困難を打開するために学びながら行動する現地の生徒たちにとっても魅

力的なモデル像になったことを肌で感じることができた。 

 

SEED の生徒たちは毎週月曜日の朝に校⾧の Mark 氏から全校集会のような場で，道徳

のような１時間の講話を聞く「Solidarity Meeting」という時間がある。その時間を共有

した後にグループで輪を作りビジョンを語り合う SEED の生徒たちの話を聞いて回る中

で，それぞれが夢を語る時の情熱あふれる目の輝きを忘れることができず，帰国後の日本

に一体どれだけの青年（自分も含めて）が彼らと同じ目，同じ情熱で夢や目標を語ること

ができるだろうかと考えた。そんな中で思い出したのは，４日目の夜遅くまで実践のまと

めを行い，学んだことを日本の子どもたちにどのように伝えるかを議論していた４人の学

生の姿，そして朝食後に今後の展開や発展に向けて熱心に議論されていた先生方の姿であ

った。準備の時間や移動の飛行機や車，時にはトライシクルの道中で，先生と学生という

垣根を超えた交流と触発を繰り返し，それぞれが主体的に行動する大阪教育大学連合教職

大学院チームの取組と SEED で学んだ理想的なサイクルが同じものであると気づいた時，
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なぜ今回の研修で自身の「物足りなさ」のイメージが払拭されたのか納得することができ

た。そして今回のプログラムや学生の姿をモデルケースとして，後に続く学生はもちろ

ん，高校生や，中学生にも素晴らしい学びのチャンスを広げていきたいと強く思った。 

 

当初はフィールドワークや海外研修に良いイメージを持っていなかった自分が，いつの

間にか「多くの人にこの研修プログラムに参加してほしい」と推薦をしたくなるほど大き

な気持ちの転換を感じた経験が，本プログラムの素晴らしさを証明する何よりの説得力に

なるとともに，数多くの学びをいただいた今回の機会と出会いに心から感謝しています。 

 

 今後の決意として，パヤタスの NPO「HALOHALO」の教育プログラムを紹介してくれ

た奨学生レイオ君が語ってくれた「Education is key to success（教育は成功へのカギ）」

「Opportunity is everywhere（チャンスはどこにでもある）」という言葉を心に刻み，彼

らに負けない情熱を持って，これからも目の前の生徒一人ひとりと向き合っていきたい。 
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5. 訪問先についての紹介 

●GK（Gawad Kalinga） 

【概要】 

貧困地域に家や農場，学校などをつくり，自立を支援しながらコミュニティーを形成する

ための活動をフィリピン国内広域で行っている NGO である。GKEF はフィリピン最大の

NGO で，フランスやカナダなどにも支部があり，欧米諸国など国際的にも有名である。GK

とは，Gawad Kalinga の略で，英語で Give care を意味する。 

 

【ミッション】 

“Ending poverty for 5 million families by 2024.” 

（2024 年までに 500 万家庭の貧困を終わらせる） 

 

【事業モデル】 

以下 3 つの事業柱にてミッションを果たそうとしている。 

１．Building Communities 

２．Building the Movement 

３．Building Social Businesses 

 

 

●GK Enchanted Farm（以下 GKEF） 

【概要】 

社会起業家を育成し，地元の農家を援助し，田舎の富を創出する Gawad Kalinga のプラ

ットフォームである。 

貧困の連鎖を断ち切るために，家を提供するなど物質的な支援に留まらず，既存のリソー

ス（土地や農業技術）を活かしながら活動している社会企業を支援している。 

 

【ミッション】 

１．社会起業家を育成すること 

２．農家を助けること 

３．農村地域を豊かにすること 

 

【コンセプト】 

１．A Farm Village University 

２．A Silicon Valley for Social Entrepreneurship 

３．A Disneyland for Social Tourism 

※詳細はこちら 
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http://gk1world.com/gk-enchanted-farm 

 

 

●PALETTE 

【概要】 

 PALETTE は，すべての若者が自分の可能性を発揮出来るようサポートする NPO である。

現在，以下の 3 つの事業を行っている。 

・フィリピン貧困層若者向け就労支援 「ロールモデル育成 PROJECT」 

・フィリピン貧困層若者向け就労支援 「官民協働事業開発」 

・日本人若者向け語学学校 「PALETTE SCHOOL」 

 

【ミッション】 

・「誰もが生きる理由を心に抱き，その実現に挑戦し続けられる社会」を実現すること。 

・「経済的貧困下にある若者の”どうせできない”をなくす」こと。 

 

※詳細はこちら 

http://www.pa1ette.org/ 

 

 

●SEED 

農業や革新的な事業を通して貧困に立ち向かう学生の育成を目指し，起業家としてフィ

リピンブランドの創設や，理論と実践を融合した教育課程の授業を行っている。 

 

 

●Social Enterprise 

GKEF 内での事業展開活動である。本研修では，Eri Silk（絹製品）と VERMI Composting

（有機肥料）の２つを訪問した。 

 

 

●NPO HALOHALO 

世界中のだれもが魅力的に働き生きることのできる社会の実現に向けて，マニラやセブ

を中心に活動を行っている。 

「教育」「啓発」「生活支援」の三つを活動の柱としている。 

マニラ事業所では，トレーニングの運営補助，マーケット拡大支援，組織化支援を中心に

行っている。 
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6. 本研修の背景 

近年，情報化やグローバル化といった社会的変化が，加速度的に進展するようになってき

ている。次期学習指導要領について，文部科学省(2016)は，「小学校では，東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会が開催される２０２０年から，その１０年後の２０３０年頃ま

での間，子供たちの学びを支える重要な役割を担うことになる。この２０３０年頃の社会の

在り方を見据えながら，これから子供たちが活躍することとなる将来について見通した姿

を考えていくことが重要となる。」としている。以上のことから，教員は，グローバルな視

点を持って児童・生徒を育てていくことが，今後更に求められてくるであろう。2030 年を

生きる子どもたちは何を学ぶべきで，教師は何を教えるべきなのかを探る必要性がある。 

また，文部科学省(2016)は，子供たちの現状と未来を見据えた視野から，学校教育の中核

となる教育課程の改善を目指す改革の方向性は，国際的な注目も集めているところであり，

我が国の子供たちの学びを支えるとともに，世界の子供たちの学びを後押しするものとす

ることが期待されている，としている。従って，子供たちの現状と未来を見据えた教育課程

を作成・実施することが早急に求められている。また，今まで以上に，未来を見据えた指導

ができる教員を養成する必要がある。 

しかしながら，未来を見据えた教員養成カリキュラムについての研究が，現状ではあまり

実施されていないことが課題として挙げられる。従って，本研修では，2030 年を生きる子

どもたちへ，教師は何を教えるべきなのかを探るために，フィリピンでのフィールドワーク

を行い，グローバル教師に必要な資質・能力の検討や，グローバル教師育成カリキュラム案

を作成することを目的とする。 
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7. 本研修の目的 

本研修では，フィリピンにおいて，インタビューや授業実践等を行い，現地での気づきや，

インタビュー・授業実践の分析から考察を行い，グローバル教師に必要な資質・能力の検討

や，グローバル教師育成カリキュラム案を作成することを検討する。 

本研修を行うにあたり，グローバル教師育成を目指した研究仮説を立て，授業実践を行っ

た。研究仮説は以下に示す。 

 

Fadel（2015）は，「教育の 4 つの次元」として，「知識」「スキル」「人間性」「メタ認知」

を提唱している。これを踏まえ，田中は「グローバル教師に求められる５つの力」として，

「理論知（知識）」，「実践知（スキル）」「人間性」「メタ認知」に加え，「一歩踏み出す力」

と仮定した。（括弧内は，参考とした Fadel の「教育の 4 つの次元」中の表現） 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

田中は，「グローバル教師に求められる５つの力」の１つ，「一歩踏み出す力」に着目し，

Dweck（2016）が提唱する「マインドセット」を基盤とした授業を行うことで，21 世紀を

生きるために必要な資質を備えた子どもを育成できる教員を養成できるのではないか，と

仮説を立てた。なお，「マインドセット」についての説明は，以下の「７．事前学習につい

て」の「マインドセット読書会」で述べるため，ここでは説明を割愛する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 教育の４つの次元（CCR，2015）  図 2  グローバル教師に求められる 5 つの力 

(「21 世紀の教育の 4 つの次元」(ファデルら 2015)を 

もとに田中が改編) 
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8. 事前学習について 

上記の目的を踏まえ，事前学習として，毎週金曜日にミーティングを行った。内容につい

ては，マインドセットに関する本の読書会をはじめ，フィリピンの抱える大きな問題である

貧困に関する知識理解，授業内容検討のためのブレインストーミング・マインドマップの方

法の学習と実践，半構造化インタビューの方法や，集めた質的データの分析についての学習

と実践，英語力の向上を目指した英語強化レッスン，等である。以下に主要な活動の概要を

記載する。 

  

  

ミーティング日程表 

日程 内容 担当者 

11 月 16 日 プロローグ（マインドセットとは） 田中先生 

12 月 8 日 マインドセット読書会 前半 成瀬・田中先生・井上 

12 月 14 日 ケンタッキー・フライド・チキン CFO ⾧井氏を 

招いたディスカッション 

⾧井哲朗氏 

12 月 15 日 マインドセット読書会 後半 指崎・龍田・成瀬 

12 月 22 日 半構造化インタビュー・質的データとその分析 柏木先生 

1月  5日 ブレインストーミング・マインドマップ 田中先生 

  自己紹介をしよう  Devine 先生 

1 月 12 日 データから読むフィリピンの貧困・日本の貧困 和田先生・龍田 

1 月 19 日 授業内容検討① 井上  

  英文にイントネーションをつけよう/ Classroom 

English に慣れよう１ 

Devine 先生・指崎 

1 月 26 日 インタビュー内容検討 龍田   

  インタビューで，より相手から聞き出せる質問を

考えよう/ Classroom English に慣れよう２ 

Devine 先生・指崎 

2 月 2 日 授業内容検討② 井上  

  授業の中で，生徒の考えを引き出す言葉掛けを 

考えよう 

Devine 先生・指崎 

2 月 9 日 模擬授業 井上・指崎・龍田・成瀬 

2 月 21 日 事後学習 川島先生 
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●プロローグ（マインドセットとは） 

マインドセットを学ぶにあたり，プロローグとして，自分自身が持つマインドセットを明

らかにした。 

マインドセットについて，田中は「自分が持つ『～すべきである』『～なければならない』

といった傾向のことである。」とまとめている。 

自分自身の持つマインドセットを明らかにするための具体的な例として，田中は，マイン

ドセットを以下のように説明した。 

 

マインドセットは，人生の中で積み重ねてきた経験から生まれるものであり，人それぞれ

異なるものである。マインドセットの形成の過程の例としては，以下のような事例がある。

砂場で遊ぶ子どもが，サングラスをかけた人に押しのけられたとき，この子どもは「サング

ラスをかけた人は怖い」といったマインドセットを持つ。このようにして，マインドセット

は形成されていく。 

 自らのマインドセットを掘り起こすための手掛かりとして以下に例を示す。恋人とは「い

つも私のことを第一に考えてくれるべきである。」と考えている場合，第一に考えてくれな

い事象が起こってしまうと，非常に腹が立つ。したがって，腹が立ったり，落ち込んだりす

る例を考えることによって，マインドセットは明らかになっていくといえる。 

 

院生は，マインドセットについての読書会を始める前に，自分自身のマインドセットにつ

いて言語化したことで，メタ認知することができた。 
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●マインドセット読書会 

ミーティングでは，手始めに本研修の軸となるマインドセットについて，２回に分け学習

した。方法としては，Dweck（2016）の「マインドセットー『やればできる』の研究―」を

使用し，章毎に担当を決め，担当者が中心となり，Dweck の述べる『やればできる』とい

った考え方について説明をしていく，といった形で読書会を行った。 

読書会を通して，Dweck の述べる『やればできる』研究の考え方について，井上は，「心

の在り方が能力の向上に大きく関わることを，根拠を持った活動報告から学んだ。自分を向

上させることに関心を向け，基本的な能力は努力によって伸びることを信じる。つまり自分

自身の可能性を信じることであると感じました。」とまとめている。 

以上のように，読書会を通じた学びを受け，院生自身も「硬直マインドセット」から「し

なやかマインドセット」に変わろうとするマインドに変化していった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 マインドセット「やればできる! 」の研究 図 4 マインドセットについての説明資料 
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●データから読むフィリピンの貧困・日本の貧困 

 フィリピンでのフィールドワークを行うにあたり，より具体的にフィリピンを捉えるた

めに，フィリピンの貧困事情がわかる資料からフィリピンを捉えていった。院生は，経済指

標，保健指標，教育指標などのデータを読み取りながら，フィリピンの貧困について具体的

に捉えることができた。 

また，貧困そのものの理解を深めるために，フィリピンと比較した日本の貧困についても，

資料をもとに読み解いていった。 

 貧困を国際比較する際には，「絶対的貧困」「相対的貧困」「多次元貧困」という３つの指

標を用いる。「絶対的貧困」とは，所得がある基準に達するかどうかの指標であり，「相対的

貧困」とは，国全体の所得平均と比較した指標であり，「多次元貧困（MPI）」とは，保健，

教育，所得の３つの要素において低位な状況がどの程度重なっているかを表す指標である。      

また，「食料貧困ライン」「貧困ライン」という，金額を指標としたものもある。「食料貧

困ライン」とは，生きるための食料を得るのに必要な額，「貧困ライン」とは，最低限の生

活（衣食住）をするのに必要な額のことを指している。 

資料の読み取りから，貧困問題は，フィリピンと日本に共通する課題ではあるが，課題と

している内容が異なることが明らかになってきた。日本で問題となっている貧困は，「貧困

ライン」を超えることができない「相対的貧困」に該当するのではないか，と分析した。 

 院生は，貧困に関する指標を学び，資料を分析しながら，貧困に関する知識や理解を深め

ていった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 フィリピンの貧困状況についての資料 
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●ブレインストーミング・マインドマップ 

 フィリピンでの授業実践の構想をするにあたり，今までにない創造的・革新的な内容を取

り扱うことが，グローバル教師育成カリキュラムを実践的に研究開発するために必要と考

えた。そのために，まずは，研修参加者である院生が創造的・革新的に考える方法を身につ

けることが求められる。 

 本研修では，事前学習として，ブレインストーミングやマインドマップを体験的に学習

した。ブレインストーミングについては，「10 分で 100 種類のアイスクリームを考える」と

いった例を行い，味，形状などの種類についてや，地域限定といった発想等，様々な意見が

出た。また，マインドマップについては，「授業づくりのために，自らの強みを出し合う」

という例で行い，各々の強みの類似点を結びつけていった。 

また，そこから発展して，半構造化インタビューの６つの柱となるインタビュー項目を考

える際に，マインドマップを使用した。事前学習を受けて，院生は，創造的・革新的に考え

る方法について理解し，状況に合わせて使用できるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ インタビュー項目を考えるために，マインドマップを使用した資料 
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●質的データ・半構造化インタビューとその分析 

フィリピン研修でのフィールドワークで得た情報は，研究目的に従い，質的な分析を要す

るものである。そのため，質的なデータ分析方法について，担当に分かれ，データ分析方法

の説明レポートを執筆し，共有した。 

また，フィリピン研修で行うフィールドワークの１つに，パヤタス地区におけるインタビ

ューがある。本研修では，半構造化インタビューを行い，「パヤタスの人々はどういった生

活を送っているのか」という問いに迫っていく。半構造化インタビューとは，対象者の話を

引き出すことを目的とし，大まかに構成された質問項目からなるインタビュー方法である。

参加者の応答によって，質問項目を順次入れ替えることができ，またインタビュイー（イン

タビューをされる人）の話を，より広げ深めることができる質問項目を，即興的に付け足す

ことができるインタビュー方法である。対象者に自分の話をしてもらうことが一番望まし

く，構造化された質問項目により，話の筋を折らないことがメリットである。 

半構造化インタビューを体験するために，「教員にも働き方改革と言われるが，働きすぎ

る原因は何か」というテーマを基に，予想されることをマインドマップに示した。その結果

から，教員が働きすぎる原因について仮説を立て，質問項目を３つ考えた。そして，実際に

教職経験者である教員に向けてインタビューを行い，体験してみて得た気づきを全体で共

有した。事後課題として，現職教員に同じテーマでインタビューを行った。院生は，ミーテ

ィングで立てた仮説の３つの質問項目に加え，それを深める質問項目をそれぞれ加えて，６

つの柱からなる半構造化インタビューを実施した。龍田は，教師が働きすぎる原因について，

「事務処理の多さを仮説として予想していたが，インタビューを終えて人間関係作りに多

くの時間を割いているのではないか」といった仮説に変化した。このように，院生は，半構

造化インタビューの方法について，体験的に学習することができた。 
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●英語強化レッスン 

フィリピンにおいて，英語の使用に慣れることや，現地での対話や授業実践におけるやり

取りを円滑にすることを目的として，本学のランゲージチャットルームの講師である

James Devine 先生に，院生の英語運用能力向上を図った。レッスンは，１コマ 90 分，全 4

回構成のグループ形式で行った。内容としては，英語を使うことに慣れるための「自己紹介」

「英文にイントネーションをつけよう」や，授業実践やインタビューにおいて，スムーズな

対話ができるようになることを想定した「Classroom English に慣れよう」「授業の中で，

生徒の考えを引き出す言葉掛けを考えよう」「インタビューで，より相手から聞き出せる質

問を考えよう」などである。 

 「授業の中で，生徒の考えを引き出す言葉掛けを考えよう」では，実際に Devine 先生に

授業者になってもらい，生徒役にどのような言葉かけをするのかを聞き取り，分析した。

Devine 先生による模擬授業から，生徒は，ワークシートの内容についてなかなか書きだせ

なかったり，文法上の間違いのある英文を書いたり，書き終わって暇をしていたりするとい

う場合があることを，想定することができた。以上を踏まえ，教師としてどのような言葉か

けをすれば，生徒の考えが活性化するのかを考えた。 

また，「インタビューで，より相手から聞き出せる質問を考えよう」では，半構造化イン

タビューとして定めた，６つの質問項目のより適切な英訳を教わった。それに加えて，構造

化インタビューのように，インタビュイーへの質問がそれぞれ独立したものにならないた

めに，英語で，相槌を打ったり，話が広がるよう具体例を言ったりするフレーズを学んだ。 
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図 9 蚕から糸を紡ぎ，布を織る様子 

図 7 お菓子の袋を利用し作られたポーチ 

図 8 リサイクルプロダクト作成体験の様子 

9.各活動の紹介 

●スタディツアー 

⑴NPO HALOHALO 

HALOHALO では，パヤタス，エラップに住むお母さん方の活動支援をとして，お菓子の袋な

どを再利用してリサイクルプロダクト作成をしている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵社会企業デモ 

GKEF 内には社会企業がいくつも存在している。社会企業は社会問題の解決を目的として収益

事象に取り組む事業体のことである。 

本研修では「Erisilk Ambenision」「Vermi Composting」の 2 つの社会企業にデモンストレー

ションを行って頂いた。各社会企業の概要について以下に記す。 

 

【蚕と絹織物（Erisilk Ambenision）】 

フィリピンはインフラ整備が遅れているため，いつ停電になっても，蚕のえさが交通網の遮断

で届かなくても生産ができるように，地元のみで持続可能な方法に徹底し，製法を手作業で行う

ようにしている。フィリピンでは，繭産業は汚い仕事と考えられているため減少しているが，シ

ルクの生産から織物の製造まで自国で完結する誇りのあるブランドを作ることで，フィリピン

の繭産業や織物官業に革命を起こすことをめざしている。 
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図 10 有機肥料を作る施設 

【肥料作り（Vermi Composting）】 

GKEF 内では多くの人が共存しているためごみが多い。作物も台風などの気候の影響により廃

棄物となることが多い。この社会企業は，生ごみを再利用し肥料にすることで，ごみを減らすこ

とができると考え設立された。このような生ごみを GKEF 内で処理することで，ごみの処理に

かかるコストも削減でき，それと同時に GKEF が持続可能な組織となることに貢献している。

さらに，肥料を買う予算の農家にこの肥料を安く売ることで，農家の現状を改善できると考え，

活動をしている。 
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●パヤタス地区におけるインタビュー 

⑴パヤタス地区の基本情報 

ケソン市北東に位置するバランガイ（バランガイ＝フィリピンの最小行政単位）。 人口 約

119,000 人（2010 年国家統計局）。パヤタス A と B 地区があり，パヤタス B 地区には，ゴミ処

分場がある。 

パヤタスＢ地区ルパン・パンガコは，もともと 1986 年の政府の再開発のために，マニラ首都

圏内の別の地区から立ち退きさせられたスラム住民のための再定住地であった。「約束の地」と

いう意味をもつこの地区には，その後もマニラで住む場所を失った人々はもちろん，地方農村か

ら仕事を求めてやってきた多くの貧しい人々が移住してきている。 

2000 年にごみ山の崩落事故が起き，世間の注目を浴びて以降，主要道路に沿って水道が引か

れ，市場・小学校・ヘルスセンターもある。多くの政府機関や国内外の NGO の支援が入るよう

になった現在でも，月収 3000 ペソ以下の最貧困世帯の割合は依然として 25％を超えている。 

人口の増加に伴い，スカベンジャーの割合は以前より減少し，POG（ゴミ処分場を管理統括する

ケソン市下部組織）からの発表に基づけば，専業・兼業合わせて 15％程度である。他の職種と

しては，建設作業員・ジープニー運転手・露天商等が一般的であるが，その多くが不安定な一時

雇用で，契約のない時にはスカベンジャーとして働いている人もいる。（2009 年ソルト調べ） 

☆スカベンジャー 

ゴミを拾い，再利用出来るものを売って生活している人々。回収するものは，プラスチック・

金属類・ビン・紙・木材・食べ物（人用・養豚用）など。 

パヤタスでは専業・兼業合わせて約 2,000 人がスカベンジャーであるといわれている。（ＰＯ

Ｇより） 

 

⑵インタビューの概要 

「パヤタスに住む人々は，どういった生活を送っているのか？」を探ることを目的として，パ

ヤタス地区の家庭にインタビューする。また，インタビューから得られた情報をもとに，パヤタ

スに住む人々の考え方や感じていることについて考察する。 

なお，事前に構成したインタビュー項目は以下の 6 点である。 

① １日の流れは？         

② 楽しいと思うことは？ 

③ 困っていることは？       

④ 大切なこと（人，物）は？ 

⑤ あなたの夢は？         

⑥ もし自由な日があるなら何したい？ 
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⑶インタビュー事例報告 

事例１ 

対象： 女性（シングルマザー，５人の子どもがいる） 

Q：あなたにとって大切なものは何ですか？（④） 

A：子どもたち。また，子どもたちを学校に通わせて卒業させること。 

Q：子どもたちにさせてあげたいことは何ですか？ 

A：大学まで通わせたいこと。 

Q：大学まで通わせるのに生まれる障害は何ですか？ 

A：お金の問題 

Q：子どもたちの一日の生活はどのように過ごしていますか？（①） 

A：午前に学校に通って，遊んだり，母親が勉強を教えている。 

Q：子育てをしていて，楽しいことと苦しいことはありますか？（②，③） 

A：学校に通わせることとご飯を作ることは大変だが，子どもが順調に育っていることがうれし

い。 

《考察》 

インタビューを実施して，母親は子どもを大学まで通わせたいと考えているが，金銭の問題が

ネックになっている。質問をする中で子どもを大切にしているということをインタビューから

感じた。 

 

事例２ 

対象： 女性（シングルマザー），少女（９歳） 

（母） 

Q：毎日，何をして過ごしていますか？(①) 

A：毎日早起きして家事をしている。ひとり親なので，家事をするので手一杯で，今は仕事をし

ていない。時々，洗濯屋の仕事を手伝って，収入を得ている。仕事を探しているが，パヤタ

スには仕事がない。娘はカレッジに行きたいが，奨学金は２年次までなのでまだ足りない。

学校を卒業したら銀行で働きたいと言っているので，その手伝いをしたい。 

Q：望みは何ですか？(⑤) 

A：娘に，勉強を続けて，仕事を見つけてほしい。 

（娘） 

Q：何歳？ 

A：１５歳 

Q：何がすき？スポーツとか，勉強とか。(②) 

A：バトミントン。 

Q：勉強は？(②) 

A：数学が好き。９歳のときに賞をもらっている。 
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Q：好きじゃないのは？(③) 

A：理科。覚えないといけないから。 

Q：理科の実験は？ 

A：そのような活動はしない。 

薬品を混ぜたりは資源が足りないためやっていないが，圧力を測ったりするのはやっている。 

コンピュータの話をするだけで，触れることは資源がないからしない。 

Q：好きじゃないのは，実験の経験がないからでは？ 

A：今までは先生中心で教えるだけ。今は，自分中心で考えたことリサーチしたり，グループデ

ィスカッションしたり。 

Q：教室でディスカッションするのは好きですか？ 

A：先生は，ファシリテーターとして話題を提供して，ディスカッションするのはよくある。 

良いコミュニケーションツールだと思う。 

Q：あなたの夢はなんですか。(⑤) 

A：銀行員になるのが夢。 

Q：あなたにとって大事なことは？(④) 

A：勉強すること。 

Q：卒業したら，どうしたい？ 

A：中学校を出て高校を出て，銀行員になりたい。 

《考察》 

 親子共に教育に対して熱心であったことや，インタビューを行った家庭の周辺地域の保護者

が，子どもに望む職業として銀行員と答える場合が多いという情報から，「一生懸命勉強すれば，

稼ぐことのできる仕事につける」といったような考え方があるのではないか，と推測した。しか

し，それを阻む問題として金銭的なものがあり，貧困のループを断ち切ることができない現状が

うかがえた。 

 

 

●英語レッスン 

 PALETTE が行っている人材育成プロジェクトにおいてジョブトレーニングを受けたフィリピ

ン出身の英語教師が講師を務める。（ロールモデル育成の一環） 

一部の講師は SEED 内の語学科目の授業も担当している。 
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図 11 授業で用いたワークシート 

●授業実践（SEED/高校） 

⑴授業内容 

 授業実践では，Dweck（2016）が提唱する「マインドセット」の考え方を取り入れた授

業として，「Ambitious Target Tree」を扱った授業を行った。 

「Ambitious Target Tree」とは，目標を実現するための道筋を見つける道具である。手順

に従い，目標を書いていくことで，今の自分に必要なことや足りないことが何かを言語化し，

メタ認知することができる。詳しい手順については，以下のとおりである。 

 

「Ambitious Target Tree」 

＜手順 1＞目標を書く。 

＜手順 2＞目標の達成を阻む障害を考える。 

・・・本時ではここまで 

＜手順 3＞挙げられた障害の数々を使って，中間目標を考える。 

＜手順 4＞中間目標達成のための行動を考える。 

＜手順 5＞中間目標達成の順序を考える 

 

 

 

⑵考察 

授業終了後，回収したワークシートを参考に，生徒のコメントについて分析した。本研修

では，生徒のコメントの中から，頻出であったキーワードと内容を，KG 法を用いてそれぞ

れ分析した。 

 

①SEED の生徒の解答についての分析 

SEED の生徒の解答では，「起業したい」，「起業家になりたい」といった回答が多く見ら

れ，それを通じてフィリピンの貧困問題を解決したいという回答が見られた。 

 また，どの回でも自分の活動を通じて「他者」への影響を考えている。 

 これらのことから，「貧困」や「コミュニティ」に影響を与えるといった学びの成果が見

られたと考察する。 

 

②高校の生徒の解答についての分析 

高校の生徒の解答では，「レストラン」や「病院」，「スタジオ」などを建てたいという回

答が見られ，それらを通じてお金や生活を安定させたいという回答が多く見られた。 

 また，「旅」を通じて「知識を広げたい」といった回答も見られた。 

 これらのことから，高校の生徒の解答では夢が多岐にわたる傾向がみられ，地元志向の考

えが多いと考察する。 
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図 12 高校での授業の様子 図 11 SEED での授業の様子 

 

③ SEED と高校の生徒の共通点 

 SEED と高校の生徒の共通点として，「建てたい」といった回答が多く見られた。この

ことは，「活動モデル」として授業者が「学校を建てたい」と示したことも影響の 1 つでは

ないかと考察される。 

 また「夢」や「バリア」の両面で「お金」や「貧困」といったワードが多く見られ夢を叶

えていくための障害として考えられているのが明らかとなった。 

 

また，生徒の感想として，「自分の夢を，その実現過程で起こるバリアとともに考えることで，

より明確にとらえられた。」「他の人の夢を知ることができて嬉しかった。」等のコメントがみら

れた。「Ambitious Target Tree」を授業で扱ったことにより，自分の夢やそのために今でき

ることが明確化したのではないかと考えられる。また，生徒同士の意見交流を行ったことに

より，自分の夢について再度考えを深めるきっかけになったのではないかと考える。 
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図 13 成果発表の様子 

●グローバル教育プログラム発表 

様々な実践を終えて，「自校のグローバル教育を推進するプログラムを作ろう」というテ

ーマを基に，院生が学校種別に２班に分かれ，グローバル教育プログラムを作成した。院生

は，事前研修やフィールドワークをとおして学んだことから，今までの研修の成果として，

発表を行った。 

 

 

 

プログラム事例１ 

 小学校班では，「Think of your future!」というタイトルで，「私たちがフィリピンに来て学ん

だこと」と「私たちが教員になってできること」という 2 部構成でパワーポイントを使いな

がら発表を行った。 

 「私たちがフィリピンに来て学んだこと」では，様々なフィールドワークで，出会った人々

が，「どうしたら，未来を変えられるか」を真剣に考えて，取り組んでいたり，自分自身だ

けでなく，周りの人も巻き込んで変えようとしていたりしたことを取り上げた。 

 そこで，今回のフィリピンでの学びと，これからの子どもたちに必要なとなるグローバル

教育を結びつけ，「私たちが教員になってできること」では，「NGO・NPO と関わる活動を

しよう」というプログラムを作成した。プログラムは以下の通りである。 

  

「NGO・NPO と関わる活動をしよう」 

①日本にある NGO・NPO 団体の現場を訪ね，にインタビュー体験をする。  

②異国の地で未来を変えようと取り組んで働く NGO・NPO 団体の人（PALETTE など）

の話を聞く。 

③未来を変えようと取り組んでいる海外の学生（SEED など）とビデオチャットで授業体

験をする。 

 

 インタビュー体験から，今まで出会うことがなかった NGO・NPO 団体やその取り組みを

知り，子どもたちは興味・関心を持つだろう。そこで，世界の NGO・NPO で活躍する日本
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人として，ゲストティーチャーを呼び，仕事内容や普段考えていることについて話してもら

う。最後に，自分と年齢がさほど変わらない，違う地域に住む人とビデオチャットにより直

接関わることで，ものの考え方やこれからの生き方について考える機会にしたいと考え，計

画した。 

 

このように，院生は，短い時間の中ではあったが，それぞれの学びや思いを反映させたプログ

ラムを作成させることができた。本研修での経験した学びや作成したプログラムは，将来教員と

なった際の原案として活かされるに違いない。 
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10. 学生海外研修レポート 

 

教育実践力開発コース 1 年 井上聡一朗 

 海外研修を通じての学び 

今回のフィリピン研修における自身の目的は，「フィリピンの実態を知ること」と

「抱える問題を解決しようと努力する人々やそれを支援する人々の姿や取り組みについ

て学ぶこと」の二点でした。この二点の目的を基に，研修を通じて得た実感や学びにつ

いて振り返りを行う。 

 フィリピンの実態 

今回の研修の中では，実際に現地に訪れるだけでなく，「インタビュー」や「授業実践」

を通じて，より「現地の実態」について実感することが出来ました。その中で，強く印象

に残っていることは，「抱える問題」と「勉強に対する意識」です。 

現地でのインタビューはもちろん，NPO/NGO の方々の話より，現地の人々の生活の実

態について知ることが出来ました。そこには，事前に学習した知識や数値では示すことの

できない，「自分の治療費を確保することができない」，「お金が無くて学校を辞めなけれ

ばいけない」，「毎月借金をして生活をしなければいけない」といった実際の生活を基にし

た生活の問題がありました。こうした中で，彼らが特に強く言っていた言葉は，「子ども

の将来を守りたい」という言葉でした。また，そのために「勉強」は大きな存在であると

いうことでした。実際に現地での子どもへのインタビューでは，「好きなことは何か？」

という質問に対し，「勉強」と全ての子どもが答えている姿がとても印象的でした。こう

したことから彼らにとって「勉強」とは，子どもの未来を守るため，そして自分自身を守

るためにも重要であると意識がとても強い共通認識があると感じました。今後，教師とし

て，子どもの「勉強」を支援する立場である自分にとって「勉強」の重要性について再認

識した。また同時に，彼らの「自ら学習すること」への前向きな考えから，日本の子ども

が「勉強」に対する自分なりの「価値観」を持つ機会を設ける必要があると考察する。 

 NPO/NGO の取組み 

 NPO/NGO の方々の支援があって初めて，この素晴らしい体験をすることが出来ま

した。私は今回の研修を通じ，NPO/NGO の方々の「現状の『貧困』という問題に対し，

現地の人に働きかけ，支援を通じて解決に向かう姿」にとても感銘を受けました。 

 今ある問題に対し，自分なら何ができるか考え，行動し，周りを巻き込んでより良く

していこうとする活動する姿や思いは教師として子どもに特に伝えていきたいと感じ

たことでした。また，彼らの活動によって支えられ，努力をする人々や SEED 学生たち

の「自分たちが変えていける」「自分ならできる」といった前向きな姿勢からこうした

取り組みの与える影響の強さを実感することが出来ました。 

 自分にとって今回の研修は，実感の伴う理解や国を越えた関りについて多面的に見

ることの重要性を学ぶことのできた大変意義のある研修でした。 
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教育実践力開発コース 1 年 指﨑 璃子 

 

 忙しく充実した，予測がつかない，密度の濃い 5 日間だった。そしてたった 5 日間，されど

5 日間で，フィリピンという国を，以前にも増して好きになった。その理由のひとつとして，

本研修で現地で暮らすさまざまな「個人」の考えや思いに焦点を当て，その一部を少ないなが

らも知ることができたからである，と個人的に考えている。そして特にそれを感じられた体験

が，現地の家族へのインタビューと，学生への授業実践であった。 

 マニラ市近郊にあるケソン市のパヤタス地域は，かつて巨大なごみの山があり（現在は閉鎖

された），現在でもその名残が随所に見られる街である。そこの家庭のうちの 2 つにお邪魔さ

せていただき，“どのような生活を送っているのか”を知ることを目的に，お話を伺った。その

うちの 1 つで，若いお母さんにインタビューした。「1 日の流れは？」「楽しいと思うこと

は？」「夢は？」話の流れに合わせながら，彼女自身へたくさん質問をした。すると彼女は，

「子どもと夫を支えることが好き」「子どもたちがたくさん勉強して，立派な職業についてくれ

ることが夢」「パイロットや客室乗務員になってほしい」と，ほとんどすべてを子どものことで

結論付けた。親として，わが子の将来の可能性を信じ，幸せを真剣に願っている姿に，胸がい

っぱいになった。 

授業実践では，自分の夢について考えてもらった。彼らは異国から突然やってきた私たちの

ことを受け入れ，真剣に考えてくれた。それが何よりもうれしかった。ワークシートには，こ

れからの国の未来を背負う者の，それぞれの思いが綴られていた。”Dream Bigger for Myself.”

（「自分自身のために，大きな夢を持て。」）ある学生が書いていたことばだ。夢を持つのは，誰

でもない自分自身であること。今後の自分のモットーのひとつとして，心に深く刻まれた。 

出発までの限られた時間の中で，自分たちとは世界をまったく違うように捉えている（かも

しれない）人々へのアプローチの方法を考えるのは，決して楽なことではなかった。先の展開

を予測することが難しいなかでの作業は，正直非常に不安だった。だがその心配は，彼ら個人

個人が返してくれた想いやパワーによって，瞬く間に吹き飛ばされた。加えて，人が英語（に

限らないが）を学ぶ意味も，自分の中でまた少し明確になった。他人と思いを通じ合わせよう

とすることは，時に衝突を生むが，やはり楽しく，面白い。それが海を越えて，違う環境の中

で育った人となら，通じたときの喜びはひとしおだ。そして，自分で聞いたり，自分で話した

りした内容は，一生自分の中に残り続け，忘れない。それが自分の将来に大きく繋がってくる

ことだって，あるかもしれない。英語はその第一歩を踏み出すための，強力な道具になると確

信した。教員になった際は，生徒がその面白さをなんとなくでも感じられるように，背景の異

なる人と関わる体験をぜひさせてみたいと思う。 
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最後に，本研修に関わって下さった先生方や PALETTE の皆さま，一緒に研修をつくりあげ

てくれた院生のみんな，そして現地で会ったすべての人に感謝している。わたしにもう 1 度，

フィリピンに向き合う機会を与えて下さり，本当にありがとうございました。 
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教育実践力開発コース １年 龍田愛 

 今回，私は，本研修の目的とは別に，自分の目的として，元々関心のあった貧困問題に

着目したフィールドワークを行った。この研修に参加しようと考えた動機としては，「夢

を叶えている人がどのように夢を叶えていったのか」の事例をたくさん知りたいと考えた

ことが挙げられる。私は，教師になって，ひとり親家庭など，様々な背景を持つ子ども達

が夢を叶えるための方法を教えたいと考えている。そのために，貧困層でも自分の力で起

業し，夢を叶えようとしている SEED の学生と関わることができた経験は，私にとって大

きな励みとなった。また，パヤタス地区でのインタビューから，貧困格差について，深く

考える機会を得た。そこで，そこで心を大きく揺さぶられた２つの取り組みについて，フ

ィールドワークを行った感想や考えたことを述べていきたい。 

・パヤタス地区でのインタビューについて 

 インタビューを終えて，感じたことや考えたことを交流する場面で，NPO HALOHALO

のユウキさんが，「日本に住んでいる私たちにとっては，今回インタビューを行った人々

は，『途上国の人』でしかないかもしれません。けれど，生まれた場所が違っただけで，

同じ人間なのです。人間 対 人間の問題として，格差とは何か，考えてもらえたらと思い

ます。」と仰っていたことが印象的だった。 

 この研修に参加する前，私は世界の貧困状況について，「自分が何不自由なく幸せに生

きてきたのと同時並行で，どこかの国の誰かは貧困で苦しんでいるんだ。」というよう

に，少し悲観的に捉えている節があったように思う。けれど，私の目に映ったパヤタス

は，たくさんの家族とともに住み，地域の人々との強い繋がりがある，どこか温かいもの

であった。日本で貧困について学習し，考えているだけでは，絶対に分からないことだっ

たように思う。実際に足を踏み入れる中で，「人間と人間」として，彼らの今とこれから

について考えることができた。 

・SEED の学生への授業実践について 

SEED の学生の解答から，貧困を乗り越えるために叶えたい夢があって，それを阻む障

害に貧困がある，といった現状を捉えることができた。フィリピンに住む人々にとって，

貧困が全てに関わる大きなハードルであることを感じた。 

私が教師を目指す理由の１つに，貧困問題は大きく関わっている。教師は，貧困を抱え

る子どもへ，学習面や精神面で直接，手助けができると考えたからである。教師として，

子どもたちへ直接，大きな影響を与えることができると考える一方で，教師としてできる

ことには限界があるとも感じている。 

そんな中，SEED の学生の「努力すれば，自分の力で，自分の周りの世界は変えること

ができる」と信じている姿を目の当たりにして，強い信念があれば，簡単には乗り越えら

れない高いハードルも，乗り越えることができるのではないかと感じた。 

 SEED の学生が私に与えた影響のように，教師がぶれない強い信念を持って，子どもた

ちに向き合うことが，私が子どもたちへできる最大の取り組みではないかと考えた。 
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 今回のフィリピン研修では，２つの目的を持って実施した。１つ目は，「２１世紀をこ

れから生きる子どもたちが何を学ぶべきで，教師は何を教えるべきか」という問いに対す

る要素を探るため，２つ目は，教職大学院におけるグローバル教師育成のカリキュラム作

成のためである。この報告書では，それらの目的を踏まえ，①パヤタス地区のフィールド

ワーク，②SEED と私立高校での Ambitious target tree を活用した「夢に向かう自分」の

授業実践という２つの活動から学んだことをまとめたい。 

 はじめに，①パヤタス地区のフィールドワークである。パヤタスはマニラのケソン市に

ある。この街には，ケソン市のゴミが集められ，ダンプサイトとなっている。パヤタスの

男性の仕事は，ガレージコレクター，運転手，スカベンジャー（ゴミを集める人）であ

る。パヤタスの家庭状況としては，7 割の世帯にトイレがあり，5 割以下の世帯が水道を

持たない。生活環境としては良くない。NPO 法人 HALOHALO はこのパヤタス地区で支援

活動を実施している。活動内容としては，ゴミを再利用したプロダクトの販売や

Paaralang Pantao での子どもたちの教育の支援である。国内での販売だけでなく，国外で

も販売がされている。しかし，現状では小学校を卒業して進学する割合は決して高いとは

言えない。また，パヤタス地区の家庭でのインタビューでは子どもたちに学校に通わせた

いという強い想いはあるが，金銭的に学費を支払う余裕がないというのが現状である。

NPO 法人 HALOHALO は活動を通して，貧困層の家庭への援助を実施している。 

 次に②SEED と私立高校での授業実践である。Ambitious target tree を活用した授業を

実践した。授業内容としては，生徒自身が持っている「夢」について考えるものである。

例えば，教師になりたいという夢を持っているとする。その夢をかなえるためには学校に

通うなどの夢を達成するために必要なものがある。夢を達成するためには障害があり，

Ambitious target tree はその夢をかなえるために障害は何か可視化するために用いた。

SEED の生徒は自分自身の夢の中に「コミュニティにおける自分」の視点で書かれた。自

分自身のコミュニティのためにどうすればいいのかという夢が多かった。また，生徒は自

分自身が将来こうなりたいという夢をきちんと持っていた。 

 私立高校での授業実践では，授業冒頭では，3 分の 1 の生徒が書きだせない生徒も多々

いた。しかし，詳しくこういうことを書いたらと説明するとスラスラ書くことができてい

た。私立高校の生徒は自分自身がこうなりたいという夢が多かった。2 つの高校での実践

を比較すると SEED の生徒は将来の設計がしっかりできていると感じた。 

なぜ，そのような違いが生まれたのかというと，SEED の教育ではないだろうか。SEED

では職業に必要な知識をピンポイントで指導している。学校現場で子どもたちに学力を付

けさせることは必要ではあるが，複雑な社会を生き抜く子どもたちに必要な力は，学校で

学習した内容を活用する力ではないだろうか。この研修で学んだことを活かして，日本の

子どもたちにも学校での学びを活用できる授業やカリキュラムを作成していきたいと考え

ている。 
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