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１．実施概要 

 

 

1-1-1 調査・研究名称 

 ニュージーランドの多文化共生教育に学ぶプログラム 

 

1-1-2 事業期間 

 2020年 8月 31日から 2021年 3月 31日まで 

 

1-1-3 教員交流参加者の情報 

 

（1）学校段階 

幼稚園，小学校，中学校及び高等学校 

 

（2）派遣対象 

 以下の属性を有する，18名が本事業に参画した。 

・大阪府下の学校現場の現職教員等（勤務経験 3 年以上，大阪教育大学大学院連合教職実践研

究科＜以下，連合教職大学院＞の大学院生）11名 

・大学教員 4名 

・教育委員会指導主事 3名 

 

1-1-4 教員交流対象国・機関名及び機関毎の交流期間及び日数 

 

（1）交流対象国 

ニュージーランド 

 

（2）教育機関等 

Somerville intermediate school 

 

（3）交流期間  

2020年 3月 13日〜11月 3日（先方の学校長等との電子メールでのやりとりも入れて） 

 

1-1-5 連携機関名 

 

 本事業では，大阪教育大学と包括協定を結んでいる，大阪府教育委員会・大阪市教育委員会・

堺市教育委員会の 3機関と連携した。 
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図表 2-2 役割分担詳細 

名前 所属･職名 役割 

栗林 澄夫 大阪教育大学学長 事業実施責任者 

 

片桐 昌直 大阪教育大学理事 

（研究・国際・附属学校担当） 

総括 

森田 英嗣 

 

大阪教育大学高度教職開発系主任 企画運営責任者 

田村 知子 大阪教育大学連合教職大学院教授 コーディネート 

企画運営 

木原 俊行 大阪教育大学連合教職大学院教授 コーディネート 

企画運営 

岡田 和子 大阪教育大学連合教職大学院特任教授 事前調査担当 

田中 滿公子 大阪教育大学連合教職大学院特任教授 事後報告会担当 

臼井 智美 大阪教育大学連合教職大学院准教授 事業評価委員 

酒井 智 大阪府教育庁教育振興室高等学校課 

参事 

連携機関事業責任者 

事業評価委員 

比嘉 直子 大阪市教育委員会総務部教育政策課 

大学連携企画担当課長 

連携機関事業責任者 

事業評価委員 

渡邉 耕太 堺市教育委員会教育センター 

能力開発課 課長 

連携機関事業責任者 

事業評価委員 

Yolande Franke Somerville intermediate school校長 海外連携機関責任者 

コーディネート 

 

2-1-2 関連事業に関する実績 

 

（1）インクルーシブ教育に関する実績 

 大阪教育大学では，社会的包摂を目指しインクルーシブ教育に対応できる教員養成推進プロジ

ェクトとして，2010年度より，附属学校園と共同し研究を推進している。学校現場における様々

なニーズのある児童・生徒に対し，障がい理解教育及びユニバーサルな授業が展開できる基礎的

な教師力の修得を目指している。 

 また，2015年度～2017年度の文部科学省研究費助成事業（学術研究助成基金【基盤研究（c）】）

として，「貧困の連鎖を防止し学習支援に寄与する学校と地域共同による開発的福祉教育実践研究」

を進めている。ここでは，大阪府内協力市町村の小中学校への福祉教育アンケートを実施した。 

 さらに，貧困を契機とする学力格差の解消を目指す，「学校力 UP 支援事業」（2017 年度～2019

年度：大阪市教育委員会）へは，教員と院生の相互派遣を視野に入れ，連合教職大学院として組

織的な支援を重ねてきた。そのために，連合教職大学院の教育課程に，「社会的包摂のための教育

の実践的探究」「特別ニーズ教育の理論と実践」といった科目を設定している。 
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（2）多文化共生教育に関する実績 

 2019 年 4 月に拡大改組した，本学の連合教職大学院では，外国人児童・生徒の対応について，

スクールリーダーシップコースの「グローバルスクールプログラム」の 3科目の中で扱っている。

特に，そのうちの 1つの科目である「グローバルリテラシーの育成」においては，「異文化理解プ

ログラムやグローバル教育を牽引する教師としての資質やスキルやアセスメント・発信の方法を

身に付ける」という目標を達成するために，いわゆるアクティブ・ラーニングによる学びが導入

されている。 

 また，本学の連合教職大学院では，2020年度から，新たな授業科目として「海外他地域教育実

践演習Ⅰ・Ⅱ」（海外学校実習）を実施する。海外他地域での教育について学び，多様な文化背景

を持つ子どもへの理解を深めた上で，院生自らが海外他地域での授業を構想することによって，

「教える」という行為に対し新たな意味づけを与える機会を提供する。 

さらに，本学の学部段階のものではあるが，外国にルーツのある子どもの教育プログラムとし

て，2018度より日本学術振興会科研費（基盤研究（B）「日本語指導が必要な児童生徒の指導を担

う体系的な教師教育モデルプログラムの開発」（研究代表者：向井 康比己）の助成を受けてプロ

グラムの開発を進めてきた。2020年度からの本格実施を前に，2019年度は試行的に実施している。

定員を 20名で募集したところ，30名以上の応募があり，学生の関心も高い。 

 

（3）国際協働プログラムに関する実績 

 大阪教育大学は，過去に本国際協働プログラムに採択された経験を持ち，プログラムを展開さ

せるノウハウを保持している。すなわち，2017年度に，社会的な包摂の実現に対して，「安心して

教育を受けられるコミュニティ」の実現をめざし，学校現場等で実践できる方法について，本事

業からの支援を得て，本学連合教職大学院の院生を派遣して，交流協定校のあるドイツ，イギリ

ス，カナダにて，比較研究・調査分析を行った。 

また，大阪教育大学は，このノウハウを生かし，プログラムを発展させるべく，2018年度，大

阪市教育委員会と共同で，国際的な教員研修プログラムを企画・運営した。それは，大阪市立学

校の教員 10名を本学の教員 3名が引率し，移民の子どもが増えている，ドイツの大学・学校・施

設を訪問する活動を核とするものであった。 

さらに，2019年度は，上述したプログラムの構造化を図るために，独立行政法人教職員支援機

構の支援を得て，やはり大阪市教育委員会と共同して，教員研修プログラムを企画・運営した。

これは，ロンドンの社会・経済的に厳しい状況にある，移民の子どもたちが通う学校を複数校訪

問する活動を主柱とするプログラムである。2020年 1月にロンドン市内の 4校を 5日間訪問した

が，例えばある小学校では，移民の子どもたちが多く在籍（そのナショナリティは 40 を超える）

し，それに応ずるための指導法や学習環境を開発していた。実際の視察に加えて，この研修プロ

グラムでは，イギリスの教育制度や教育統計に関する講義や文献購読，学校ホームページを対象

とする Web 調査，インタビュー項目の設定等の事前研修の精緻化を図った。また，視察を通じて

得た情報やアイディアを研修参加者たる，大阪市立学校の現職教員等が所属校の学校改革にどの

ように活かすかを構想し，それに基づく提案を行う報告会を催した（それに活用するフォーマッ

トを本学連合教職大学院が提供した）。これは，大阪教育大学を会場にして大阪市教育センターの

行政研修として実施され，60名を超える参加者を得た。さらに，このプログラムの実施にあたっ
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「管理下の学校等に対する事業や支援等として取り組んでみたいと考えたこと」も記すよう，求

めている。例えば，指導主事 Bは，次のように述べている。 

○○地域においても，日本語指導が必要な生徒に対して様々な取組みを進めているところで

あるが，次年度については，母語指導や日本語指導の実績がある学校を拠点として，他校に散

在する支援が必要な生徒に対し，ICT を活用した遠隔授業を行う予定である。本取組みについ

ては今年度試行実施をし，生徒から肯定的な意見や学習意欲の向上等の成果を得ることができ

ている。また，日本語指導ができる教員等を中心とし，体系的な日本語指導メソッドを確立す

るとともに，日本語指導のノウハウや教材を府立高校に提供・共有化するためのプロジェクト

チームを立ち上げる予定である。引き続き，府立高校に在籍する全ての日本語指導が必要な生

徒に対する支援の充実を図っていきたい。 

 ニュージーランドの学校教育からの学びの中で，とりわけ関心を持った取組みのひとつが学

校理事会（BOT）による地域と連携した学校運営である。日本でも学校運営協議会・コミュニテ

ィースクールといった取組みがあるが，さらに一歩踏み込んだ取組みだと感じた。地域や保護

者の要求に応じて，カリキュラムや学校運営，人事など反映するとのことであったが。日本で

馴染むかどうかは置いておいて，開かれた学校づくりが求められる現在，一定参考となる取組

みであった。今後，新たな施策を考える場面において，本事業で学んだ事を活かしていきたい。 

 このような叙述から，本事業への参加は，指導主事にとって，多文化共生教育を含む学校支援

のための施策立案の契機ともなっていることが分かる。 

 連携する教育委員会のもう 1 つの協力は，事業全体の評価である。2021 年 3 月 5 日の 15:00～

16:40に，大阪教育大学天王寺キャンパスで催した。その時程は，図表 2-4のとおりである。 

図表 2-4 事業評価委員会の時程 

時刻 内容 

14:30 関係者集合 

14:50 外部評価委員集合 

15:00 開会 

・挨拶（森田，2分） 

・進行確認（木原） 

・事業の目標や組織の説明（木原） 

15:10 事業の中核となる講義「海外の学校改革に学ぶ」の

内容・活動の説明（田村，15分） 

15:25 報告会の概要 

15:40 院生の学校改革プランの紹介（岡田） 

15:50 外部評価委員のコメント（各 5分程度） 

・大阪府教育委員会 

・大阪市教育委員会 

・堺市教育委員会 

・臼井先生（大阪教育大学） 

16:10 意見交換（進行：木原） 

16:29 閉会の辞 

6







の学校との連絡も難しくなった。また，連絡がとれても，そのスタッフに大きな負担をかけるリ

クエストをかけることははばかられた。そのため，「３．事業内容」で述べるが，申請時の計画か

らすると，連携・交流は限定的となった。けれども，2度のビデオ会議システムを用いた，同期の

交流を実施できる体制は維持できた。 

 

註 
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３．事業内容 

 

 

3-1 事業実施の背景 

 

3-1-1 事業テーマ設定の背景（国内外の状況及び問題点） 

 

（1）国際的な状況 

 世界各国で，社会・経済的な格差が大きくなり，それが教育にも影を落としている。また，先

進国では，グローバル化によって，移民の子どもを受け入れざるを得ない状況が普遍的になりつ

つある。そうした状況では，学校において，教師たちが，異なる言語や習慣を有する子どもを指

導しなければならない。さらに，多くの国と地域において，子どもたちに発達障がい等があるケ

ースが増えてきている。そして，これらの困難は，複合的であることも少なくない。 

しかしながら，こうした状況にあっても，それを克服し，子どもの学力の向上や成長保障を実

現している学校の存在が確認されている。それは，これまでにもいわゆる「効果のある学校」論

で述べられてきたことではあるが，今日のいっそう深刻な社会情勢においても，そうしたケース

は確認されている１）。そして，経済協力開発機構（以下，OECD）が進めてきた PISA調査の結果分

析によっても，例えば国や地域によっては，移民の子弟でもある程度高い学力を有するケースが

あることが明らかになっている。そして，そうした成功する学校システムに関して，国や地域を

越えて，教育政策者や教員は学び合えると言われている２）。 

 

（2）我が国の先進的，特徴的な取り組み 

 我が国でも，これまで，いくつかの角度で，成功する学校システムについての研究等が推進さ

れてきた。例えば，志水らは，「効果のある学校」の事例を我が国の取り組みに求め，その特徴を

抽出・整理している３）。また，文部科学省の全国・学力・学習状況調査の追加分析の結果，社会・

経済的に恵まれた状況にあるとはいえない学校であるにもかかわらず，学力調査の結果がすぐれ

ている学校に共通する要素が抽出されている４）。 
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効果的な指導方法に関する調査研究」の報告書を参照されたい。 
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『日本教育経営学会紀要』第 61号，pp.132-141 

9）国立教育政策研究所（2013）『教育課程の編成に関する基礎的研究 報告書 6 諸外国の教育課

程と資質・能力－重視する資質・能力に焦点を当てて－』 

10）Yoshiko Oba（2017）The Relationship Between Student Achievement and Self-esteem 

through Cultivating Cultural Identity: From the Point of View of the Policy of 

Cultural Education in New Zealand. Journal of Yasuda Women's University, 45: pp.127-

134 

 

 これらの文献の読解を通じて，プログラム受講者がニュージーランドの多文化共生教育を学び，

その知見を所属校における実践化に活かすために，以下のような点に留意すべきであることが明

らかになった。 

 第 1は，多民族国家の浸透状況である。上記の 1）や 2）などで示されているデータや叙述で確

認すると，国レベルでは，日本は，ニュージーランドに比して，多民族による社会という性格は

強くない。ただし，上記 3）山脇・服部（2019）で紹介されている横浜市のケースでは，ニューカ

マーを多く抱える地域や学校があり，それに応ずるための教育改革が進められている。さらに，

プログラム受講者が勤務する学校が立地する大阪は，一方では横浜市と同様にニューカマーも増

えてはいるが，もともと韓国・朝鮮にルーツを有する人々が多い。また，部落問題を核とする人

権教育に長く取り組んできた。したがって，プログラム受講者は，そうした複雑な状況に，ニュ

ージーランドの多文化共生教育の適用可能な要素を見出すという営為に取り組むことになる。 

第 2 は，教育制度とそれに基づく学校経営の仕組みである。例えば，今日，ニュージーランド

には，教育省の機能が縮小され，地方教育委員会制度が廃止されている＜前記 1）の第 2部第 1章

「社会と学校教育」（福本みちよ）＞。そして，公立学校には，学校理事会（BOT）が必置となって

おり，教育行政に関する大きな権限を有している。学校理事会は，学校予算，教職員の任免，教

育課程の編成等を司っている。いわゆる自律的学校経営が機能している＜上記，4）～7）＞。ま

た，それを持続的に発展させるための学校間連携の仕組みも制度化されている＜上記 8）＞。いう

までもなく，これらも，日本の教育制度や学校経営の仕組みとは異なる。プログラム受講者は，

それにも留意して，ニュージーランドの多文化共生教育の良さを吸収し消化しなければならない。 

 第 3は，国レベルの教育課程の編成原理である。我が国の平成 29・30年版学習指導要領も，そ

の特徴の 1 つは，資質・能力の育成である。それが，ニュージーランドのナショナル・カリキュ

ラムでは，徹底されている＜上記 9）＞。すなわち，キー・コンピテンシー（考察，言語・記号・

テキストの活用，自己管理，他者との関係，参加と貢献）が教育課程編成の主軸となっている＜

前記 1）の第 2部第 2章「カリキュラムと学力」（高橋望）＞。各学校は，このキー・コンピテン

シーを意識しながら，教育課程を編成することになる。換言すれば，これを満たすのであれば，
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その教育内容や教育活動を自律的に編成してよい。彼の地の学校は，日本の学校に比して，教育

課程編成の裁量が大きいと言える。したがって，プログラム受講者たちは，ニュージーランドの

場合とは異なり，内容や方法がある程度規定されている，日本の学習指導要領の下でも実現可能

な，多文化共生教育に関わる教育課程を構想せざるを得ない。 

 第 4 に，アイデンティティ等が教育実践の鍵になっていることを両者の共通項として確認しう

る。ニュージーランドにおいては，PISA結果を踏まえて学力向上が各学校のミッションに掲げら

れているけれども，教育者たちは，子どもたちのアイデンティティや自尊感情の醸成を重視して

いる＜上記 10）＞。既述のように，ニュージーランドに比べると，多民族性が強くはない大阪に

おいても，これまで，人権教育においては，これらの概念に基づく教育実践が尊重され，継承さ

れてきている。したがって，この見地からニュージーランドにおける多文化共生教育の自校化を

図ることは，多くのプログラム受講者が可能であると考えられる。 

 

（2）聞き取り調査 

本事業の企画・運営において，「２．実施組織」において述べたように，3人の他大学の有識者

から，様々な情報を提供していただいた。 

まず，現地におけるフィールドワークの経験が豊富である，東京学芸大学の福本教授から，ニ

ュージーランドの教育全般に加えて，現地の人材とのコネクションを利用して，コロナ禍のニュ

ージーランドの学校の様子を本事業の企画運営者に伝えていただいた。 

また，福本教授と群馬大学の高橋准教授からは，プログラム準備段階から継続して，電子メー

ルやビデオ会議システムを通じて，ニュージーランドの多文化共生教育に関わるカリキュラムや

指導法，学習環境，学校経営等の特徴を本事業の企画運営者にご教授いただいた。なお，後述す

るように，それらを，プログラム受講者が学ぶ機会にも，ご協力を賜った。 

さらに，大阪国際大学の中村教授には，ニュージーランドの多文化共生教育が抱える課題，例

えば二文化主義と多文化主義の相克等についても示唆していただいた。 

これらを通じて，プログラムの企画・運営者は，受講者がニュージーランドの多文化共生教育

を学ぶ際に，「（1）資料調査及び Web調査」で述べた，ニュージーランドと日本の状況や制度の違

いを踏まえることの重要性を再確認した。同時に，多文化国家としてその成功がよく語られるニ

ュージーランドでさえも，その教育には影もあり，それにも留意しなければならないこと，すな

わち，多文化共生教育の複雑さや繊細さを把握できた。 

 

3-2-2 教員交流のために行った協議会・研修等  

 

 本プログラムは，本学連合教職大学院の研究科共通選択科目「海外の学校改革に学ぶ」として

実施したため，オリエンテーション，面接，及び全 15回の講義・演習により構成された。教員交

流は第 4回・第 5回の講義・演習として行った。 

 

(1) 参加募集オリエンテーション 

日時：2020年 6月 9 日（月）19:40〜21:10 

場所：オンライン 
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内容：目的・内容，COVID-19感染状況への対応，申し込み方法等の説明。 

 

(2) 参加申込書作成 

期間：2020年 6月 9 日（火）〜7月 22日（水） 

内容：各自で「受講にあたって学びたいこと，解決したい課題，研修成果の具体的な活用」に

ついての文書を作成し，指導教員に提出。 

 

(3) 参加応募者面接 

期間：2020年 7月 25 日（土）〜7月 31日（金） 

場所：オンライン 

内容：参加申込書をベースに，受講希望者 1名につき指導教員 2名が面接。 

 

(4) 受講決定者オリエンテーション 

日時：2020年 8月 21 日（金）19:40〜21:10 

場所：オンライン 

内容：目的，内容，日程等の確認。課題図書を提示し第 1 回講義までに精読するよう指示し

た。 

課題図書：青木麻衣子・佐藤博志（編）（2020）『第 3版 オーストラリア・ニュージーランド

の教育』東信堂 

 

(5) 第 1回・第 2回講義・演習 

日時：2020年 10月 3日（土）13:15〜16:30 

場所：大阪教育大学天王寺キャンパス講義室 

内容：東京学芸大学 福本教授を講師にお迎えして講義していただき質疑応答を行った。 

＜講義内容＞ 

① ニュージーランドの風土，歴史，社会的特徴 

② ニュージーランドにおける多文化共生 

③ ニュージーランドの学校教育制度 

④ ニュージーランド版「多文化共生社会における学校の在り方の模索」 

 

(6) 第 3回講義・演習 

日時：2020年 10月 23日（金）19:40〜21:10 

場所：オンライン 

内容：事前に交流相手校の Webサイトをプログラム受講者が各自で読み込み，教員交流の際に

質問したい点について考えた。この時間に，全員で質問事項を整理した。群馬大学の高橋准教

授を講師にお迎えし，ニュージーランドの一般的な教育制度に関わることについては解説い

だくことにより，交流相手校に尋ねるべき質問事項を精査した。質問事項は英語訳し，企画・

運営者が交流相手校に事前に Emailで連絡した。 
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内容：大阪国際大学 中村教授を講師にお迎えして講義していただき質疑応答を行った。 

 ＜講義内容＞ 

① 人種／民族間の格差 

② 「二文化教育」の失敗 

③ 民族学校創設運動 

④ 共生に向けた実践例 

⑤ モスク銃乱射テロ事件 

 

（10）第 9回・10回講義・演習 

日時：2020年 12月 12日（土）10:00〜12:00 

場所：オンライン  

内容：東京学芸大学教職大学院現職院生（福本教授指導）との合同セッションを行った。New 

Zealand School Trustees Association（NZSTA） の 元 Services Manager である Colin Davies

氏とオンラインにてつながり，講義していただいた。その後，東京学芸大学と本学のプログラ

ム受講者の混成グループで話し合った上で，Davies氏との質疑応答を行なった。 

＜講義内容＞ 

① 学校理事会（メンバーの選挙，メンバーの民族構成） 

② PTA 

③ 学校ガバナンス（仕組み，目的，責任，校長の役割） 

④ 学校理事会の役割や職責，運営の詳細 

⑤ 全国組織（NZSTA）が供給するサービスやカバーする領域 

⑥ 2020年の教育と研修 

 

（11）第 11回・12回講義・演習 

日時：2021年 2月 11 日（祝）13:15〜16:30 

場所：大阪教育大学天王寺キャンパス講義室 

内容：これまでの交流と講義から学んだことの振り返り，勤務校の多文化共生教育に関わる組

織的課題を明らかにし，その解決に向けての取り組みの方針と具体的な行動計画の概要を考

えた。プログラム受講者の相互交流や教員からのコメントにより考えを深めた。群馬大学高橋

准教授をお迎えし，ニュージーランドの教育の観点からコメントをいただいた。 

 ＜最終レポートの内容＞ 

① これまでの学修で学んだこと 

② 学修結果に照らし合わせて考えた，所属校の「多文化共生教育」に関わる組織的課題，そ

の充実に対するアプローチ（取り組みの方針，基本的な考え方） 

③ 行動計画（学修結果をアイディアとして活かしながら） 

 

（12）第 13回講義・演習 

日時：2021年 2月 15 日（月）19:40〜21:10 

場所：オンライン  
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内容：各自が最終レポートに基づいてプレゼンテーションを作成し，発表し，質疑応答を行っ

た。そこにおけるコメントをもとに，最終レポートとプレゼンテーションを改善し，勤務校の

同僚からコメントをもらって最終報告会に備えることとした。 

 

（13）第 14回・15回講義・演習 

日時：2021年 2月 20 日（土）13:30〜16:30 

場所：大阪国際交流センター 

内容：最終報告会として，公開（オンライン）により，第 13回以降に修正したプレゼンテー

ションを用いた発表を行った。オンラインによる参加者からの質疑にも応答した。最後に，教

育委員会からの参加者よりコメントをもらい，総括的な意見交換を行なった。 

 

3-2-3 教員交流プログラムの行程（スケジュール）  

 

  日時：11月 3日（祝）9:00〜12:15 

場所：大阪教育大学天王寺キャンパス講義室に集合し，オンラインで相手校と交流。 

  交流相手校：Sommerville Intermediate School （ニュージーランド，オークランド） 

 

3-2-4 海外教育機関等における調査研究活動 

 

学校理事会を支援する全国組織である New Zealand School Trustees Association（NZSTA） 

の 元 Services Manager である Colin Davies氏との交流を行った。 

 事前調整：11月 17 日（火）オンライン（Davies氏，福本教授，田村知子） 

 当 日 ：12月 12 日（土）オンライン（詳細は 3-3-2（10）を参照） 

 

3-2-5 海外教育機関等における教育実践活動 

 

（教員交流参加者と海外教育関係者との交流活動） 

 オークランドの Sommerville Intermediate Schoolについて事前に学校の Webサイトを熟読し，

質問事項を整理して Emailにて連絡の上，11月 3日にオンラインにて質疑応答を行った。以下に

記録（質問と回答等）を示す。 

 

場所：大阪教育大学天王寺キャンパス 西館 2階 講義室 D 

 

 9:00 授業開始 ・・・オリエンテーション 

・群馬大学 高橋准教授紹介  

・教育委員会からの参加者の紹介 

○大阪府教育庁教育振興室高等学校課生徒指導グループ 指導主事  

○大阪市教育センター専門研修企画 総括指導主事 

○堺市教育委員会事務局 教育センター 指導主事 

18



 9:30 交流開始  

・田村教授 歓迎のあいさつ 

・Yolande Franke校長紹介 

・プログラム受講者代表 歓迎の言葉 

 

 9:40 交流（事前質問に対する解説を中心に） 

（1）学校や子どもの状況 

① マイノリティ（Māori，Pacific heritage，アジア等の民族）の子どもの学力や自尊感情を高

めるために，どのように工夫しているか。 

ニュージーランドは公式には二つの文化を持つ国である。しかし，実際には民族の多様性がも

っと存在する国である。学校には 25以上の民族や国籍にルーツを持つ生徒が在籍している。ニ

ュージーランド・カリキュラムには 8つの原則（柱）があるが，そのうちの 1つは文化的多様性

である。カリキュラムを提供する際，生徒の背景，言語，文化的多様性，生徒の多様なアイデン

ティティを認め，学校内の文化的多様性を反映させる。多様性を敏感に反映した学習や教育にお

いて，彼らが存在感を示すことを確認する必要がある。生徒たちが異なる視点，異なる価値観，

習慣そして言語を理解し尊重するように促すことが非常に重要である。本校では民族多様性は称

賛される。行事を通して多様性を祝福する。多様性は，BOTでも年次計画でも教室内でも根付い

ており存在感がある。 

ニュージーランドでは，マオリ族の伝統を確実に重視する責任がある。すべての文化や多様性

を受け入れる一方で，マオリ族の伝統は非常に特別な場所を持ち，学校カリキュラムの重要な部

分であるということを確実にするように要求されている。 

マオリやパシフィカの学力を確実に把握・理解することが非常に重要である。学習の状況を常

にデータで管理し，特に，ターゲットグループの情報は常に共有し，報告し，関心をもってい

る。学力が期待レベルに達していない場合は，様々なプログラム，ファナウや家族との懇談な度

により介入する。データへの対応が非常に重要だ。BOTや教育省へ報告する。 

国全体でみると，マオリとパシフィカの学力が低いため，マオリとパシフィカの生徒が本校に

入学したならば，学業的，文化的，社会的，そして精神的に花開くことができることを目標にし

ている。 

我々にはニュージーランド・カリキュラムがある一方，生徒のニーズを満たす学習方法をデザ

インするチャンスもある。学習は，生徒個別のものである。さまざまな背景，文化，ニーズ，能

力をもつ生徒たちのニーズを満たすことを目的に，学習のデザインに取り組んでいる。学級ごと

にかなり異なる学習方法を行なっている。知識だけでなく，想像的で革新的，批判的思考ができ

るようにする学習方法を非常に強調している。 

 

（2）学校の組織体制・運営 

② 学校のモットー（バリュー）例えば，”The best you can be”や，生徒の行動規範（The 

Somerville Student Code of Ethic）は誰が決めているか，どのように決まっているのか。そ

れは教職員，生徒，保護者，地域などに浸透しているのか。 

学校のモットーを誰がどのように決めているのかについては，学校のシステムの特徴が関係し
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ている。つまり，学校が自分で自己管理をしているのである。Bord of Trustees（BOT）が，学

校の運営と管理，学校のアイデンティティの構築についてコミュニティと共に取り組み，生徒の

ニーズに応えることに責任を負っている。ここが日本と大きく違う点であるかもしれない。目的

やビジョンを達成するためには，まずはコミュニティと相談することを大事にしている。目的に

ついて，何を達成しようとしているのかについて，コミュニティとスタッフが一生懸命考え，非

常に深い会話を行う。 

そして，学校の将来について話し合い，”The best you can be”を掲げている。しかし，コミ

ュニティが生徒たちにどうなってほしいかは，変化するので，数年おきに変更するようにしてい

る。常に現状に合致するように先生たちも考えている。だから，地域コミュニティとのつながり

は強い。また，コミュニティとの協議は法的な要求でもある。 

具体的には 2年に一回，BOTの会議があり，学校のミッションを決める話し合いをしている。

生徒たちは地域の皆さんに愛される存在でもあるし，責任ある行動をとる存在でもあるので，生

徒たちにも定着するように教職員が働きかけている。私たちは，子どもたちに単なる学校の生徒

でいてほしいのではなく，コミュニティや世界に参加しもらいたい。生徒は活動的かつグローバ

ルな市民である。 

 

③ Community of Learningは 6校で構成されているが，どのようにしてこのチームが決まった

のか。6校のつながりを，どのように維持・発展させているか。 

6校ではなく 8校である。教育省は学校同士が一緒に取り組み，協力する資源を提供し，小学

校から中学，高校までが協力しあえるようにすることにより，子ども達が次の学校へ進学するに

従い，学習とは何かについて明確に理解することができるようにしている。学校同士が同じ目標

をもって協力・協働し，学習や教育についての考え方を共有することが生徒を支援することにな

る。色々なレベルの学校が生徒に有益な情報を共有している。コミュニティの 8つの学校は，ど

のような学習を進めているかについての情報を共有しており，幼稚園から高校までの筋道につい

て協働している。 

 

④ BOTのメンバーはどのようにして選出されるのか。マオリの方もメンバーに選ばれているの

か。メンバーのうち，学校教員は誰が選出されているのか。 

 メンバーは保護者たちによって選出される。3年ごとに選挙があり，メンバーのうち 5名は保

護者である。メンバーのうち 1人が議長となる。教職員から選出された 1名の教職員もメンバー

である。ニュージーランドでは，役員には教育や学習だけでなく，財務，貧困，雇用に対しても

責任がある。そのため BOT は教師を雇用することができる。 

 

⑤ 寄付金はどのようにして集められるのか。誰が寄付しているのか。学校の施設の整備以外で

は，何に利用しているのか。 

親は学校を任意でサポートする。学校は毎年教育省から資金を受けるが，地元の資金を集める

ことにより生徒たちに対してより多くのことができると感じている。保護者からの任意の寄付が

行われる。資金の運用については BOTが責任を持っている。寄付金の主な使い道は，支援の必要

な子どもたちやデジタルテクノロジー，施設の整備など，教師が生徒の学習状況を改善させるも
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⑧ 多文化共生を学習するカリキュラムや指導法の工夫はあるか？（マイノリティの生徒のため

の特別な指導があるか？） 

公式にはニュージーランドは二つの文化を持つとなっているが，それだけではなく民族の多様

性を持っている（現在，サマーヴィルには 25以上の異なった国籍にルールを持つ生徒がいる）。 

ニュージーランドのカリキュラムには 8つの理念があり，その中の一つが cultural diversity

（文化的多様性）である。この文化的多様性には，言語，文化の多様性，生徒の文化的な自己同

一性，文化を学校の教育，学びに取り入れること，同じ民族の中での多様性，生徒に物の見方や

価値観，習慣，言語があることを理解させることの 5 つのポイントがあり，この文化的多様性は

年間の指導計画やカリキュラムの中にも取り入れられている。 

また，学びの状況を把握するために，違った民族グループごとにデータを取っている。このデ

ータに基づいて生徒をサポートしており，BOTや学校長はこのデータに非常に関心を持っている。

国全体でマオリとパシフィカは他の生徒に比べて学力が低い傾向があり，マオリとパシフィカの

生徒がサマーヴィルに入学したときにうまく学校に適応することを目標としている。 

Data tracking については，スペシャルなスタッフがいるわけではなく，教員全員がスペシャ

リストである。一年間の初めにアセスメントを行い，途中，最後でどれだけ伸びたかを tracking

をする。毎日のテストではなく，毎日様子を見る形成的評価（formative）で見ながら，最後に総

括的評価（summative）をしている。 

 

⑨ 芸術やスポーツなどの内容が充実している。その運用に，地域住民や保護者がどう関与して

いるか。 

体育の授業はかなり大きな位置を占めている。スポーツの専門家がいる。専門家は授業を担当

するだけでなく，教師に対して体育の教え方を教える。スポーツ以外に 8 人の専門家がいる。教

科横断的な統合学習においては全教科の学びを統合する。ファナウリッチタスクタイムという探

究学習があり，そこでは教科等で学ぶスキルが発揮され上達する。学んだことを適用し，探究す

る。その際，コミュニティから専門家を招聘し，その協力のもとでプログラムを運営している。

コミュニティの企業とも連携し，彼らのデータを活用したり，専門家を招聘したりする。 

 

⑩ 子どもたちは，どのような教材を利用して学習しているのか。 

教科書，参考書，読本，多数のクラスで使われるデジタルテクノロジー機器など，全学生のた

めに何度も使うものは学校によって資金供給，購入される。文房具，ペン，鉛筆，紙の書籍，フ

ォルダ，ノートパソコンやクロームブック等の機器，オンライン数学の資材などは生徒の親が購

入する。機器が壊れた場合などは，学習機会を逃さないよう，学校が貸し出す。 

 

⑪ この学校の教員採用や職能成長の具体的な仕組みはどうなっているか。 

 教員に“空き”が出た時は，専用サイトを通じて募集する。連絡が来れば応募用紙を送る。応

募者全員に面接をするわけではない。例えば 20人の内 5人程度などに絞って細かく質問する。採

用は校長と 3人の副校長で決定する。 

今いる教員が支援教師になる。経験のある新転任教師であっても新採用教師であっても，彼ら

のために支援教師を準備し，採用者が学校に慣れるように支援する。教育大学で学生は 3 年間教
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めに活動している。 

・年に 2 回懇談があるが，そのとき以外にも協力していただける保護者の方には 1 年を通じて

関わっていただいている。 

・オンライン学習では，実際に保護者も子どもがどんな学習をしているのかが見られるのでわ

かりやすい。 

 ・本校の“ファナウ”はユニークな制度で，3つの共同作業（生徒間・生徒と教員・教員間）の

ためにファナウのグループがある（例えば兄弟は同じグループに入る）。 

縦割りの生徒のかかわりを作るグループであり，本校ではより近い関係を奨励するようなもので

ある。担当の教師がいる。 

 

 ニュージーランドへのお礼 （プログラム受講者代表お礼の言葉） 

 

 11:40 Somervilleとの交流終了  

 

 本日のまとめ  

 プログラム受講者，高橋准教授，本学教員とのディスカッション。高橋准教授による補足説明。

プログラム受講者による振り返りと本学教員によるまとめ。 

 

（教員交流参加者による自主的・主体的な活動） 

 

次のような形で，参加者たるプログラム受講者による自主的・主体的な活動が確認された。 

・全 15回の学修の機会において学修内容をグループで記録し，その際グループ内での意見交流を

もとにまとめていた。また，毎回の学修における理解の確認を学修後にもディスカッションの機

会を持ち認識を正しく持てるように努めていた。 

・所属学校での教育実践活動に向けての悩みや進め方の手法等の相談を受講者間の自主的な交流

として実施し，学校への取組に活かしていた。 

・各自がインターネットを活用してニュージーランドの学校の様子（HP）の調査，本による学び

によって，学修後の発展として関連した教育の事柄，興味を持った事柄，疑問点の解明に努めた

りしていた。 

・受講者同士でメールや Zoom等を用いて事前学修の準備等，情報交換・情報交流を行った。 

 

（我が国の知見・先進事例等の共有のための活動） 

 

 既述のように，本プログラムでは，直接ニュージーランドに赴き，現地の学校の教員とコミュ

ニケーションすることができなかった。また，オンライン交流には時間の制約があり，多文化共

生教育に関する聞き取りが大半の時間を占めることとなった。 

 そのため，我が国の知見・先進事例等の共有のための活動を繰り広げることはできなかった。

ただし，前記交流活動の中で，例えば BOT に保護者が積極的に参加しているような姿は日本では

確認しづらいといった，日本の教育事情は先方に伝えることはできた。 

25



 

 

４．事業成果 

 

 

4-1 成果のまとめ 

 

4-1-1 学術的視点からの成果 

 

（1）多文化共生教育に関わる学校改革へのインパクト 

 「3-1事業実施の背景」で述べたように，本プログラムの特色の 1つは，多文化共生教育に関し

て，受講者が海外の事例に学び，それを適切に自校化するというプロセスを展開していることで

ある。プログラム受講者は，最終的な成果として，自らが所属する学校等における多文化共生教

育の改革を構想し，プラン化した。その妥当性や特徴と課題については，後述する（次項「4-1-2 

教育実践的視点からの成果」）。ここでは，別の 2 つの評価材料に基づいて，本プログラムが有す

る，多文化共生教育に関わる学校改革へのインパクトを確認する。 

1つは，本プログラムにおけるプログラム受講者に対して実施した，事後アンケートの回答結果

である。これには，主に，次のような問いを設けた。 

①本プログラムを終えた今，ニュージーランドの学校について，どのような印象（イメージ）

を抱いていますか。 

②プログラムを通じて，「多文化共生教育」に関わる，あなたの学校等の組織的課題とその解決

について，新しい見方やアイディア等を得られましたか。あてはまるものを選んでください。

（複数回答可） 

1）新たな組織課題が見つかった。 

2）視察前に意識していた組織課題の重要性や問題点を実感した。 

3）視察前に意識していた組織課題の見方等に変化が生じた。 

4）視察前に意識していた組織課題の解決に関するアイディアを得た。 

5）自身の教育実践の発展に資する見方やアイディアを得た。 

③上の質問のいずれか 1 つでも○を付けた方に補足をお願いします。その具体例を示してくだ

さい。 

④プログラムについて（よかった点） 

⑤プログラムについて（改善点） 

まず①であるが，プログラム実施前にも同様の問いを含むアンケートを受講者に回答してもら

っている。回答を前後で比較すると，当然，記述量が増している。例えば，ある受講者の記述の

変化は次のとおりである。 

事前アンケート 事後アンケート 

先住民であるマオリやヨーロッパ民族，アジア

系の移民といった多民族が共に学んでいる。 

多文化共生教育を推進していくにあたって，学

校が生徒の文化的多様性に対応したカリキュ
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ラムを設けており，生徒が安心して学ぶことが

できる環境を整備している。そのような環境の

中で学校生活を過ごすことで，生徒は自然と自

他尊重の態度をもつことができていると感じ

る。 

記述量が増えているだけでなく，その内容に，「カリキュラム」や「自他尊重の態度」といった，

多文化共生教育に関わる学校改革の留意点，「ニュージーランド内の地域による違い」「二分化主

義と多文化主義」の葛藤等の難しさが記されるようになっている。ニュージーランドの多文化共

生教育，そのための学校のあり方についての言及が，11名のプログラム受講者のうち，10名の回

答に確認された。 

次に，②の回答であるが，すべてのプログラム受講者が，1）～5）の 1 つ以上にマークをして

いた。すなわち，いずれの受講者にも，多文化共生教育のための実践の改善に本プログラムが資

すると考えている。過半数のプログラム受講者が選んだのは，1） 新たな組織課題が見つかった

と 4） 視察前に意識していた組織課題の解決に関するアイディアを得た，であった。これらにつ

いてさらに検討してみる。例えば，あるプログラム受講者は，③の問いに関する回答において，

次のように述べている。当該受講者が多文化共生教育の自校化を戦略的に図っていることをこの

叙述は示している。 

多文化共生教育に関する取り組みを教育活動の中で特に実践していない勤務校にとって，突破

口は何かを考えることができた。人権教育主担当の管理職や同僚とこれからの多文化共生の教

育について話し始めるきっかけになった。学校には「資源」が限られているので，教育委員会・

市役所・地域・保護者・組織・機関に協力を依頼していくことをしていき，校内での協力者を

得て，多文化共生社会を支える人材を育成していこうと考えるようになった。 

 もう 1つの評価材料は，「２．実施組織」で示した事業評価委員会における，委員のコメントで

ある。例えば，ある委員は，次のように，本プログラムの多文化共生教育に関わる学校改革への

インパクトを認めてくれている。 

 そういう中で，今日いろいろな実践発表もありましたけど，こういう意識を高く持ってくだ

さっている先生がいるというのは非常に心強いなと思いました。多文化共生とか，そういうこ

とに意識を持ってやってくれた，取り組んでくれている，そういう意識の高い先生もたくさん

いますけども，その辺のノウハウの継承というのはやっぱり今すごく課題になっています。こ

れまでそういうノウハウを持っていたベテランの先生方がやはり退職を迎える時期に迫ってい

まして，いかにそういうノウハウを次の若い先生方に継承するのかというのが課題になってい

ますので，ぜひこういう受講している皆さんが，また学校に戻って，その取組を校内で広げて

いただくというのは非常にありがたいなと思います。 

 

（2）教育委員会との連携の可能性 

 

 本プログラムの特徴の 1つは，「２．実施組織」でも述べたように，連携する教育委員会の協力

を得て，企画・運営したことである。それは，すでに，「2-2-1 国内教育機関等との連携・交流実

27



績」でも一部言及したように，プログラムの全般にわたる。前項で，事業評価委員による，事業

全体の評価結果について紹介した。ここでは，プログラムに参加した指導主事によるプログラム

の内容や活動について言及する。指導主事に，参加した会のプログラム受講者の活動の様子，そ

れに課題がある場合の改善点について言及してもらった。図表 4-1 は，ある指導主事によるもの

である。 

図表 4-1 ある指導主事による各回の活動の評価結果 

  事項 

時期 

プログラム受講者の様子 

（○＝肯定的な状況，△＝課題） 

△の場合のプログラムの改善 

11 月 3 日 

第 4，5 回 

○事前に質問事項を整理して発表者を決めていたた

め，効率的・効果的にやり取りを行うことができた。 

〇想定質問のみでなく，追加質問についても主体的

に取り組み，限られた時間を有効に活用しており，連

携を上手に図ることができた。 

△ニュージーランドのカリキュラムの組み方は日本

とは異なるため，良さをどのように自校に取り入れ

るかがポイントになると感じた。 

・まず，自校の状況を分析し自

校の課題を共有するとともに，

教員や児童・生徒に「自分ごと」

として捉えてもらうためのアプ

ローチの仕方を考える。 

2 月 11 日 

第 11，12

回 

○外国にルーツのある子どもの少ない学校では「多

文化」を特別支援，人権，性別などの視点から考えよ

うとしていた。 

〇ニュージーランドの市民科教育を日本の社会科や

外国語科で教科横断的に取り入れ，社会で起きてい

る出来事について子どもたちが主体的に考えること

ができる機会にしようと考えた。 

△発表者の学校の総合的な学習の時間などの時間を

活用して「多文化共生教育」について取り組もうと考

えた。 

・「多文化共生教育」を教えるの

ではなく，教科や行事等の様々

な学習活動を通して（教科の「見

方・考え方」を働かせて）多様

性や多文化について考えたり，

教科横断的な機会を設定したり

することで，子どもたちが「多

文化共生とは何か」を日常的に

考えることができるようにす

る。 

2 月 20 日 

第 15 回 

○所属校の課題から，教員・児童・地域や保護者のそ

れぞれに対するアプローチの仕方を考えることがで

きており，実行性が高いと感じた。 

〇多文化共生教育を教員が「教える」のではなく，実

態把握から見えてきたそれぞれの学校の課題に対し

て解決する過程をプログラム受講者が考える中で，

多様性→多文化に繋げようとしていた。 

△子ども，教員，地域に「当事者意識」をどの程度持

ってもらうことができるか。 

・学校全体で取り組むことがで

きるように，管理職やそれぞれ

の学年，分掌のリーダーに働き

かけ，学校の中心的な役割を担

う人から「当事者意識」をもっ

てもらえるようにする。 

その他 

（12 月 12

日） 

〇ニュージーランドの BOT について，積極的に情報

を得ようと質問していた。 

〇東京学芸大学院の大学院生と意見を交わすこと

で，学んだことを深めたり，どのように自校の学校改

革に生かすとよいかについて考えたりしていた。 

△ニュージーランドへの質問が，グループ間で同じ

質問になってしまった。 

・話し合いの段階で質問をいく

つか考えておき，複数の項目を

質問できるよう準備しておく。 

 これらのコメントに象徴されるが，指導主事の参加がかなうと，プログラムの評価が進む。ま

た，すでに「２．実施組織」で述べたように，プログラムは，ある意味で，指導主事の学びにもな

るので，プログラムを施策に展開する可能性も高まる。すなわち，プログラムの成果が教育委員

会や学校に還元される回路が拓かれる。 
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（3）オンライン交流の可能性 

 

 教師の成長において省察が重要であり 1），それに必要とされる自身の実践の相対化に，短期で

あっても海外の学校を訪問する等の体験は資する。その可能性は，教員養成段階ではあるが，確

認されている 2）。「２．実施組織」で述べたように，それゆえ，本学も，教員の海外における活動

を主柱とする研修プログラムを創発してきた。 

ところが，本プログラムは，コロナ禍でニュージーランドとの往来が不可能な状況で実施する

こととなった。さらに，オンラインによる交流に関しても，ニュージーランドでも日本でも，学

校の教員は，感染症対策に追われており，両国の教員が本プログラムにかける時間とエネルギー

は限定された。このような状態で国際交流が実現するか，それがプログラム受講者の多文化共生

教育に関する理解やその実践化が進むのかが，危惧された。 

「３．事業内容」で詳述したが，両国の学校に休校期間があったにもかかわらず，学校教員同

士の交流が実現した。加えて，ニュージーランドの教育専門家との交流も成立した。現地訪問の

場合に比していずれも短い時間の交流ではあったが，事前の準備をていねいに行っていたこと，

現地訪問経験が豊かな他大学の有識者の協力を得られたおかげで，（1）で述べたように，プログ

ラム受講者の多文化共生教育に関わる理解と実践化は進展した。それは，前出のプログラム受講

者の事後アンケートの④の回答に代表される。 

・コロナ禍で少し先のことですら予測が立たない中での変更に次ぐ変更で，田村知子先生を中

心に本授業を担当されている先生方は大変なご苦労をされていたはずである。現地・ニュージ

ーランドに研修では行くことはかなわなかったが，大阪教育大学の先生方の講義での熱意，群

馬大学・高橋望先生，東京学芸大学・福本みちよ先生，大阪国際大学・中村浩子先生のご講義

が私たちに大きな学びを与えてくださいました。今までの自分の中にはなかった「多文化共生

に対するまなざし」を持つことができたように思う。（高等学校教員） 

・現地とのオンラインによる交流を設けていただいたことで，現地の方々の考えを知ることが

できた。また，国内の大学教員から講義を受けたことで，日本から見たニュージーランドの学

校改革についての知見を深めることができた。（指導主事） 

・実際に現地にいくことは叶いませんでしたが，さまざまなニュージーランドの教育に関わる

第一線の方々からの講義を受けることができたことや，現地の学校のリーダーと対話できたこ

とは非常に価値があったと思います。（中学校教員） 

・学習した事例は，外国につながりのある児童が多い学校のものでしたが，取り組みの中で，

外国につながりのある児童の少ない所属校においても取り組めることにあることに気づくこと

ができた。具体的には，ニュージーランドの中学校の実施されている異年齢集団での活動や，

横浜市の多文化共生委員会での活動がヒントになった。そのことは，所属校において，委員会

活動やたてわり活動を通して多文化共生教育ができるのではないかと感じた。また，阪南市が

関西国際空港に近いということから，地域資源をどのように活用していくかも考えていくきっ

かけとなった。（小学校教員） 

 また，これも「２．実施組織」で述べた事業評価委員会においては，次のようなコメントが委

員から呈されており，本プログラムが現地訪問による交流ができる場合に比しても遜色のない成
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果を導き出したことが確認された。 

本市から指導主事 C が（プログラムに）参加させていただきまして，実は，（同指導主事は），

昨年度，イギリスのほうに（大阪教育大学のスタッフ等と）一緒に行かせていただいて，今年

度，ニュージーランドに行けなかったので，彼女に，「どうだったの」と，「どっちがよかった」

と，ちょっと聞いてみました――。彼女から帰ってきた答えが，オンラインが多かったんです

けども，オンラインでも今年すごくよかったと言っていまして，「何で」と聞いたら，先ほど田

村先生がおっしゃっていたように，自分たちでホームページを読み込んでという話もあったと

思うんですけど，受講生が自分から情報を取りにいくであったり，自分から学ぶという，そう

いう学びの姿勢がよかったのではないかということがあって，視察に行けなかったのはすごく

残念だったということは言っていたんですけれども，学びとしてすごくよかったのではないか

というふうに言っていました。（後略） 

これらの叙述等から，現地訪問がかなわない状況であっても，オンラインでの交流，海外の教

育に精通した専門家の協力，いわゆるアクティブ・ラーニングを組み合わせられるならば，多文

化共生教育に関わる現職教員の学びはある程度成立すると言えよう。 

 

註 

1）木原俊行（2004）『授業研究と教師の成長』日本文教出版 

2）岩田康之（2018）「日本の教員養成系大学における短期海外研修プログラムの企画・実践・効

果に関する考察－教職志望者の視野を外に開くカリキュラムづくり－」『日本教師教育学会年

報』第 27号，pp.134-144 

 

4-1-2 教育実践的視点からの成果 

 

（1）受講者の学修及び教育実践におけるテーマ 

 プログラム受講者は，プログラムを通じて，以下のようなテーマに基づく学校改革を構想した。 

①多文化共生社会を担う人材育成（高等学校） 

②JSLカリキュラムに基づいた授業づくり研修の実施（小学校） 

③ニュージーランドの多文化共生教育を活かして（小学校） 

④Celebration of Diversity〜自分と向き合う場作りを目指して〜（中学校） 

⑤他国を知り，自国を大切にする多文化共生教育（小学校） 

⑥多文化共生教育の推進―よりよい学校をめざして―（小学校） 

⑦あなたは日本の文化を語れますか（義務教育学校） 

⑧K小学校の多民族・多文化共生教育の今日化について（小学校） 

⑨Hakaを通じて KIWI のアイデンティティから多文化共生を学ぶ（中学校） 

⑩“ブック”クラブで広がる友達の輪！― “ブック”クラブで広がる多文化共生―（高等学校） 

⑪みんなが輝く学校づくり（義務教育学校） 

 構想の詳細については，資料 3～13 に掲載した各プログラム受講者の学校改革レポートを参照

なさっていただきたい。 
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（2）教育実践的視点からの個別の成果 

プログラム受講者の勤務校ごとに校種及び課題が異なる中，多文化共生教育の視点から課題意

識を持ち勤務校の学校改革に活かしてもらうことを念頭に置き，本プログラムを進めた。そこで

まず受講者ごとに，上記テーマに即してどのような教育実践を構想しているかを成果として確認

する。 

 

まず初めに，小学校の教員による【成果】に言及する。 

 

テーマ②：JSLカリキュラムに基づいた授業づくり研修の実施 

テーマ②の受講者は，算数科での量の大小比較といった 1 つの事象でも，「〇は△より小さい」

「△は〇より大きい」といったように異なる表現ができることに注目している。そういった算数

科特有の表現力を高めていくことは，外国につながる子どもだけでなく，すべての子のリーディ

ングスキルの向上に繋がると考えている。また，当該受講者は，今後，学級担任による指導の工

夫だけでなく，少人数習熟度別指導の担当者と連携した授業など，多様なバリエーションの授業

を提案することを構想している。多文化共生教育を意識した授業実践の展開を指導主事として学

校へ指導助言し，それを広く地域社会へ広めていく役割を担うこととなり，実践の継続が期待で

きる。 

 

テーマ③：ニュージーランドの多文化共生教育を活かして 

このプランは，取り組みや行動計画の論旨がはっきりしていて実施内容がわかりやすく，教職

員に理解されやすい内容である。特に，多文化共生教育の充実に対するアプローチとしてフェー

ズ 1 からフェーズ 3 の 3 段階で表すことにより，同僚や管理職も理解しやすく，取り組みが確実

に進められると考える。 

多文化共生の視点を入れた授業を実施できるようにするには，自文化，他文化を「知る」こと

と，共に課題を解決しようとする姿勢を養うことが必要である。そのためには，高学年の今ある

取り組みの切口を改善し，課題をみんなで解決するという活動の場の設定が今後必要である。そ

うした点に言及していることから，テーマ③の受講者は，更なる研究により教育効果が望まれる

計画を策定できている。 

代表委員会やたてわり班活動などの児童会活動の継続については，どのような資質・能力を育

成したいのかを明確にしていけば，実践をより深めていけると期待する。 

 

テーマ⑤：他国を知り，自国を大切にする多文化共生教育 

テーマ⑤の受講者は，委員会活動やたてわり活動など，授業以外でも活動を進めていく取り組

みを構想している。また，勤務校の地域性を踏まえ，関西国際空港や関西国際センターなどの関

係機関との連携もでき，外国につながりのある子どもが少ない状況でも有効な教育活動を考えら

れている。つながりが少ない中でどのように子どもたちに多文化共生について学ばせるかを考え

た場合，勤務校が一つのモデルとなり他校へ広げることが可能である。つまり，推進役の学校と

して期待できる。 

当該受講者が勤務する学校は多文化共生教育について取り組みを始めたばかりであり，スター

31



トプログラムとして，授業実践や教材や資料の収集から提供へと進めている。そうした意味では，

多文化共生教育に初めて取り組む学校が，参考にしていける実践でもある。今後，重要な実践記

録となると考えられる。 

 

テーマ⑥：多文化共生教育の推進―よりよい学校をめざして― 

テーマ⑥の受講者のプランは，教員の意識を高めていくための取り組みで，若手教員を意識し，

若手教員の研修が重視されている。地域を巻き込みながら，学校全体で取り組んでいく計画にな

っており，さらにインクルーシブ教育を含めた実践ができる。また，大規模校ならではの課題に

対して他校でのモデルとなる取り組みでもあると考える。 

子どもたちが「自分事」として捉えることができるよう，PDCAサイクルをまわして評価を行っ

ていくことが大切である，きちんと文化を継承できるように行動計画を進めてほしいことが同僚

より期待されており，その後押しも期待できる。一人一人のニーズに応じた教育は簡単なようで

とても難しいことであるため，個々の実態を的確に把握するためにデータをとり，課題を視覚化

していく必要がある。多文化共生教育と教科指導との関連を図っている多文化共生カリキュラム

（案）は，誰でも実践可能であり，多文化共生を柔軟にとらえていけるようにプログラムされて

おり，多文化共生教育を広める実践としても高く評価したい。 

 

テーマ⑦：あなたは日本の文化を語れますか 

テーマ⑦の受講者は，子どもの変容の記録として，テストやアンケート以外の評価ができるよ

うになると，子どもも教職員も自己肯定感が上がるのではないだろうかと考えた。そして，社会

科と総合のカリキュラム作成，社会科と外国語のカリキュラム作成にとりくんでいた。カリキュ

ラムの作成に向けた計画立案に関わり，教員への研修会の開催も計画し着々と取り組みを進めて

いる。そのような中，継続した取り組みの中で子どもの変容を地道に看取っていくことは難しい

が必要であり，またそれが子どもの安心にもつながるので，子どもの変容の記録はとても価値の

ある取り組みであると，同僚より後押しのコメントが示されている。それに象徴されるように，

実現可能なプランとなっており期待できる。 

 

テーマ⑧：K小学校の多民族・多文化共生教育の今日化について 

テーマ⑧の受講者による，母国語学級を囲む○○っ子ワールドでの取り組みを構想している。

特に，朋友フレンドクラスの取組みが，母国語学級の子どもたちの民族的な自覚を促し，アイデ

ンティティの確立に一役買い，良い刺激を与えているといえる。相乗効果が予想される実践であ

る。限られた資源の中で自分たちの強みを発揮した，一緒にあたらしいものをつくっていきたい

という思いを関係者に与える取り組みである。 

ニュージーランドの BOT についての内容が教職員に大いに興味を抱かせた報告であったという

同僚からのコメントもあり，H 市において研究が進められているコミュニティスクールの実現に

向けても貢献できるものである。 

韓国・朝鮮にルーツのある子どもたちの母国語指導だけでよいのかという問題提起やその問題

意識に対して具体的な行動として朋友フレンドクラスを立ち上げたことが素晴らしい。勤務校の

多文化共生教育への方向性と一致した取り組みになっており，隣接学校から意識改革にもつなが

32



るという意見をもらえたことは，この取り組みが地域へと波及できる実践でもあるという証であ

ろう。 

さらに，当該受講者が，教育の成果を体感や手ごたえだけではなく，データとして示し，見え

る化していることも教員へ意識化や課題認識にはとても大事だと考える。成果の見える化によっ

て教職員が実践のめあてを持ちやすく，やりがいやモチベーションを高く持てる一因になること

を示した価値深いものである。 

 

テーマ⑪：みんなが輝く学校づくり 

テーマ⑪の受講者は，勤務校の課題について端的にまとめているため，教職員にも学校の実態

や課題を意識させることができている。特に「総合的な学習の時間」の系統性については，「学び

と研究」の代表教員からも，「必要性を感じていたので，良い方向性を出している」と評価されて

いる。今後プランを進めていくうえで重要な役割を果たす教員から支援があると考えられるので，

プランの実行可能性が高いと言える。 

多文化共生教育に関する組織的課題について，当該受講者の勤務校には夜間学級もある。6歳か

ら 80歳代までの児童・生徒の幅広い年齢層，多様な国籍などのリソースがあり，さらにコミュニ

ティ・スクールとして，地域との連携も図られている。それが子どもの学びに直結できるよう，

子どもがより良く成長できるよう，情報共有や学びの記録を残すことなど，プランを推進するう

えで多くの示唆を呈して，教職員にとって学校の課題解決への意識付けをおこなっている。この

点は今後の学校改善を進めるうえで価値の高い取り組みだと言える。次年度からの多文化共生教

育に関わる「生活科」，「総合的な学習の時間」の取り組みの方向性を管理職に提案し承認された

ことは，プランの実現可能性を高めている。 

 

次に，中学校の教員による【成果】を報告する。 

 

テーマ④：Celebration of Diversity〜自分と向き合う場作りを目指して〜 

 テーマ④の受講者は，組織目標刷新へ校内研修の実施を企画し，そのデザインを校長や研究主

任等と行い，そのファシリテーションを行っている。それは，受講者の勤務校における多文化共

生への学びを深めるきっかけとなっている。次の段階では，日々の学級活動等で多文化共生への

小さな種まき（グループエンカウンターや多様性ファシリテーション講座）を始め，さらに校内

研修の内容を踏まえた組織目標を決定していくことで学校の方向性が定まっていく実践となって

いる。このことは，中学校の実態として多文化共生教育以外の取り組みが多岐に及び，手が回っ

ていない現状からみても大きな前進であると評価できる。 

今回の計画で現状の課題に対する明確な方向性を示すことができ，多文化共生の視点は今後の

教育活動において外すことの出来ない課題であることを教職員へ知らしめ，それへの注力を促し

ていく推進役を果たしていると考えると，価値のある実践である。  

 

テーマ⑨：Hakaを通じて KIWIのアイデンティティから多文化共生を学ぶ 

テーマ⑨の受講者の勤務校は，人権教育の実施が不十分で，再構築される必要がある。そのた

め，その学校改革プランは，校内組織をどう変えるのかを中心に人権教育主担と 2021年度の人権
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教育について意見交換をすることからスタートしている。「多文化共生担当，特別支援担当，課題

別学習担当の会議の中で教員間の生徒に関する会話を増やすことで，不登校生徒をうみ出さない

教員組織につなげたい」という提案を校長のリーダーシップの下で行ったことで，教職員はスビ

ート感のある取り組みを始めている。人権教育主担を中心に，学校全体で新しいカリキュラムが

動き出すと同時に，生徒理解のための意見交流の活性化をめざし，人権教育を来年度の重点課題

とすることを合意できたことは価値深い。 

生徒指導主事（体育科教員）が体育のダンスの単元で「ハカ」に取り組みたいと考え，実施し

ている。「ハカ」を通して，「マオリのアイデンティティ」を感じることに価値があることを理解

してもらえている。また，それは生徒にも伝わり，実践後の 2 年生の自己有用感を示すアンケー

ト項目は 72％に向上している。校長という立場を最大限に活かした学校経営の一つの実践として

効果のある取り組みであったと考える。 

事務職員からも，「この『行動計画』は楽しみであり，教科横断的な学習もなかなか取組めてい

なかったので，この機会に多方面に広がり，より充実した学校教育が実現すると期待できる」と

いうコメントをもらっている。この点からも，実現可能な取り組みであると言える。 

 

最後に高等学校での【成果】を報告する。 

 

テーマ①：多文化共生社会を担う人材育成 

テーマ①の受講者は，ニュージーランドの教育，多文化教育，多文化共生に関する学修を通し

て，様々な知見に触れ，今までの自分の中にはなかった「多文化共生に対するまなざし」を持ち，

生徒指導主事・英語科教諭の立場から，勤務校の課題に即して，多文化共生社会を担う人材の育

成につながる実践プランを企画し教員へ示した。さらに管理職に，学校組織として，外国人と共

に社会を支える意識を持った市民，多文化市民を育成するよう，多文化共生教育を学校運営計画

に位置づけるよう進言している。加えて，管理職が全職員に向けて，多文化共生教育・シティズ

ンシップ教育に関するプレゼンテーションを行うのをサポートしたことは，当該受講者が本プロ

グラムの内容を自らの考えとして熟成してきている表れと評価できる。 

勤務校での課題解決や組織経営に多文化共生教育からつなぐ実践は，教職員へも影響力が高い。

今後，大阪の教育に還元したいという受講者の考えを同僚が後押ししているコメントもあり，大

いに期待するところである。 

 

テーマ⑩：“ブック”クラブで広がる友達の輪！― “ブック”クラブで広がる多文化共生― 

テーマ⑩の受講者の今回の実践は，本離れ，読書離れが顕著になった生徒へ読書指導をどう進

めていくかに悩んでいる図書館側の要望とも合致したものであった。読書への働きかけは学校の

現状とマッチした価値深いものとなっている。日本における「多文化共生」であると，宗教や，

人種，国といった，まったく違う背景を持つ人との「共存」という意味合いで使用されることが

多い。そういった観点では，国際コースの生徒にはなじみがあっても，その他一般の生徒にとっ

ては遠い存在のように感じられる。そうした生徒に，「多様性」という切り口で考えさせ，同じ学

校に通っていても家庭環境や地域性といった「自分」とは違う文化を持つ「他人」と，本を通し

て「共感」「共有」する時間を持つことで，自分とは異なる価値観を理解し，幅広い人間性を養う
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ことにつながることを感じさせる，価値の高い取り組みになっていると考える。 

「ブッククラブ」の試みは，日本では得てして「読解」に偏りがちであるが，今回は「読解」で

はなく「感性」を磨く，読書の可能性を広げてくれる実践になるのではないかと期待できる。さ

らに，同校の司書教諭からも取り組みに賛同された意見もあり，よりプランの実行可能性が高い

と考える。 

 

（3）教育実践的視点からの成果のまとめ 

小学校での取り組みからみると，勤務校の課題に外国につながる児童が少数ということから，

他国の文化に対して触れる機会が少なく，国際理解についても自分のこととして考えることので

きない児童が多いことや，多文化共生教育についてもこれまで取り組んだことがなく，どのよう

に取り組んでいくべきかわからない教職員の存在があり，多文化共生教育の必要性を感じていな

いという課題が挙げられている。一方，外国につながりのある児童が多く在籍し，日本以外の国

籍の子どもたちの民族的な自覚を促すためにアイデンティティの確立を目的とした民族クラブ等

の設置の実践も登場しており，保護者の多国籍化も進むさなかでの教育実践を余儀なくされてい

る学校もある。 

中学校では，外国につながりのある生徒が多く在籍し，国際クラブや文化研究会等が設置され

ているにも関わらず，多文化共生へと展開できる教員が少ないことが，生徒に多文化共生教育が

波及しない，子どもたちの学びへも繋がっていない現状が訴えられている。校内研修で多文化共

生に関する研修があまり実施できていない点が指摘されているが，実態として多文化共生教育以

外の取り組みが多岐に及び，手が回っていない現状があり，校内での身近な研修の必要性が説か

れている。 

高等学校では，卒業後，社会人として生きていく生徒に対して「職場や地域社会で多様な人々

と仕事をしていくために必要な力」として多文化市民の育成の必要性を課題に挙げ，勤務校の実

態から多文化共生社会を担う人材の育成につながる実践が考えられている。また一方では，入学

時より大学進学を意識したコース別のカリキュラム編成のため，内部生と外部生，およびコース

間の人間関係の構築が難しく，コース間の垣根が課題として挙げられている。 

 

本プログラムにおける 11 名の受講生はニュージーランドの教育より学んだことを参照しつつ，，

勤務校に応じて，多文化共生教育の取り組みを計画的に実践してきた。また，それを発展させる

計画を策定している。今まで大切にしてきた勤務校の教育を継続しながらも，より実態に合わせ

た多文化共生教育の考え方を教職員へ伝え，その意識化を促している。学校組織として，教科や

総合的な学習の授業，特別活動（委員会活動・代表委員会活動・学校行事等）などの様々な機会

をとらえて，国際理解教育・人権教育・多文化共生教育を推進している。また，発展させようと

している。その推進リーダーとしての役割を受講者全員が担っているところは，一つの学校の課

題解決に向かう意思統一に貢献できたと言える。管理職に対する取り組みの説明から教職員の研

修・多文化共生教育推進の企画・運営等，今後 3年間を見通した行動計画を作成することにより，

先の見える計画となり，「進め方がわかりやすい」「更なる修正案の意見をもらう」などのコメン

トを同僚から得ている。ともに教育を進めていこうとする仲間を増やしていったことは多文化共

生教育の実効性を高めている。それも，大きな成果と言えるだろう。 
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4-1-3 学術的視点と教育実践的視点の融合的視点からの成果 

 

 4-1-1で述べたように，「ニュージーランドの多文化共生教育に学ぶ」プログラムは，直接（対

面による）交流がなくても，いくつかのアプローチを重ねることで成立した。また，4-1-2で示し

たように，受講者の学び，とりわけ所属校の改革に貢献できるものとなった。 

 本プログラムの成果及び課題を踏まえて，本学や他大学がイニシアチブを発揮するメソッドと

して，図表 4-2 のフレームワークを提案したい。これは，プログラムを「A. 学校改革の RPDCA」

「B. 国内有識者の協力」「C. 海外の学校との交流」「D. 教育委員会の協力」「E. その他の活動」

という 5つの柱で構成し，その年間計画を示したものである。 

メソッドの特徴は，主として 3 点ある。第 1 は，受講者が，学校改革プランを常に意識し，プ

ログラム実施中にそれを練り上げる RPDCA サイクルを前提とすることである。そのため，今回の

プログラムで受講者がプランを策定したのは最終段階であったが，そのプロトタイプを海外の学

校訪問よりも前に策定し，かつ修正するスケジュールを組んだ。 

 第 2 は，海外の学校との交流回数を増やすことである。今年度のプログラムでは 2 回であった

が，それをプログラムの後半にも位置づける。具体的には，学校改革プランの報告会でプログラ

ム受講者が報告したプランを翻訳し，交流した海外の学校の教員に批評してもらう場面を設ける

こととする。 

 第 3 は，プログラムの年度をまたいだ持続的な発展を計画に組み入れることである。具体的に

は，E②先行プログラムの成果物の確認や先行プログラム OB・OGとの面談，A⑦多文化共生教育に

関わる学校改革プランの実行状況レポートの作成，同報告，D⑤プラン実行のための助言が，該当

する。 

図表 4-2 多文化共生教育に関わる学校改革を進めるためのメソッド 

時期 A. 学校改革の

RPDCA 

B. 国内有識者

の協力 

C. 海外の学校

との交流 

D. 教育委員会

の協力 

E. その他の活

動 
開始前 ①プログラム参加

者による所属校の

多文化共生教育に

関する自己点検 

    ①プログラム参

加者の募集 

①プログラムの

ねらいと進行の

確認 

4 月         ②先行プログラ

ムの成果物の確

認や先行プログ

ラム OB・OG との

面談 

5 月         ③多文化共生教

育に関する基本

文献の購読 

6 月   ①訪問国の教育

に詳しい有識者

による講義 

      

7 月     ①訪問する学校

のホームページ

の分析や対象校

のリーダーとの

ビデオ会議シス

テムを通じた交
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流 

8 月 ②多文化共生教育

に関わる学校改革

プランの策定 

    ②プランの批評   

9 月         ④国内の好事例

への接近（フィー

ルワーク，文献研

究等） 

10 月 ③多文化共生教育

に関わる学校改革

プランの修正 

②訪問国の教育

に詳しい有識者

による講義 

      

11 月   ③右記調査や交

流の支援 

②海外の学校の

訪問によるフィ

ールド調査や交

流（もしくはビデ

オ会議システム

による交流） 

③調査や交流に

同行 

  

12 月     ③上記活動によ

って得られた知

見の整理 

    

1 月 ④多文化共生教育

に関わる学校改革

プランの精錬 

        

2 月 ⑤多文化共生教育

に関わる学校改革

プランの報告（学

校内，一般報告会） 

④左記プランの

批評 

④左記プランの

翻訳，交流相手か

らのフィードバ

ック（ビデオ会議

システムや電子

メールを通じて） 

④報告会への参

加，プランの批評 

  

3 月 ⑥多文化共生教育

に関わる学校改革

プランの再構築 

        

終了後 ⑦多文化共生教育

に関わる学校改革

プランの実行状況

レポートの作成，

同報告 

    ⑤プラン実行の

ための助言 

  

 

4-2 成果普及 

 

4-2-1 学会等研究者のネットワークにおける成果の共有・普及実績（オンライン含む） 

 

 ここまで述べてきた成果を学術的に公開する機会に，2021年秋に催される日本教育大学協会の

研究集会を位置づける。この学術集会には，全国の教員養成大学・学部のスタッフ，附属学校園

の教員等が集う。この場において，連合教職大学院のメンバーは，教育委員会との連携等に関し

て，これまでにも数多くのケースを報告してきた。その発展として，「4-1-1 学術的視点からの成

果」で述べた内容を，この研究集会における「教育委員会との連携」に関する分科会において，

アピールしたいと考える。 
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4-2-2 初等中等教育機関の教育現場への成果の共有・普及実績（オンライン含む） 

 

 2021 年 2 月 20 日に，大阪国際交流センターを主会場として，本プログラムの成果報告会を催

した。当初は，この会場に，聴衆を集める予定であったが，大阪地域にも，新型コロナ感染症に

関わる緊急事態宣言が発令されている状況であったため，予定を変更し，報告者と「2-2-1」で述

べた指導主事等だけが会場で集まることとした。そして，プログラム受講者の報告やそれに関す

る質疑や討論，指導主事による批評を，ビデオ会議システムを通じて全国に配信し，それに関す

る質問や意見を受け付けるスタイルで実施した。資料 14は，その案内のチラシである。 

 当日の進行は，以下の図表 4-3 のとおりである。時間の制約があるため，プログラム受講者の

報告は，並行して 2会場で実施した。そのため，13：35～15:50は，ビデオ会議システムによる配

信も 2系統でおこなった。 

図表 4-3 プログラム報告会時程 

時刻 A会場 B会場 備考 

12:30 発表準備 発表準備 
大学院係が会場に設置するコンピュータにデータを前

日 19 時までにインストール 

13:15 

開会の辞 

あいさつ（森田） 

オリエンテーション（田村） 

進行は田中 

＊田村先生の時間帯は本人だけのアップは少なめに 

13:30 B 会場チームは移動   

13:35 1 人目： 1 人目： ・発表 13 分質疑 10 分交代 2分 

・司会は，A 会場は木原，B 会場は田村 

・タイムキーパーは発表が終わったプログラム受講者

が担当 

・Zoom で質問も出してもらう 

14:00 2 人目： 2 人目： 

14:25 休憩   

14:35 3 人目： 3 人目： ・発表 13 分質疑 10 分交代 2分 

・司会は，A 会場は岡田，B 会場は田中 

・タイムキーパーは発表が終わったプログラム受講者

が担当 

・Zoom で質問も出してもらう 

15:00 4 人目： 4 人目： 

15:25 5 人目： 5 人目： 

15:50 
B 会場チームは全体会場へ移動，準

備 
  

15:55 指導主事からのコメント（4分×3） 進行は岡田 

16:07 
参加者の振り返りと総括的な意見交

換 

進行は木原 

・Zoom 参加者にもコメントをもらう 

16:29 閉会の辞   

 オリエンテーションでは，「3．事業内容」で述べた，プログラムの概要を企画運営者が紹介し

た。次いで，2 会場のそれぞれで，プログラム受講者が 13 分程度で，プログラムで学んだこと，

それを活かした，多文化共生教育に関わる学校改革プランをプレゼンテーションした。図表 4-4

は A 会場（左）及び B 会場（右）の様子である。各会場では，報告に関して，会場内（プログラ

ム受講者及び指導主事）で意見交換をしたり，ビデオ会議システムを通じて一般参加者とコミュ

ニケーションを繰り広げたりした。図表 4-5 の写真はコンピュータ画面のスクリーンショットで
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4-3 事業の継続性 

 

4-3-1 本事業の成果を踏まえた今後の活動実践計画 

 

本事業によるプログラムの成果を踏まえた今後の活動実践の舞台として，すでに，連合教職大

学院は，その教育課程に「海外の学校改革に学ぶ」を創設している。そのシラバスは，資料 15の

とおりである（ただし，2021年度については外国との往来の見通しが立たないため，やむなく不

開講とする）。また，大阪市教育委員会による学校教員の海外派遣に大阪教育大学連合教職大学院

のスタッフが協力する仕組みも「大阪市教員養成協働研究講座」を発足させシステム化している

ので，大阪市教育委員会による協力は安定して得られる。 

さらに，事業評価委員会においても，本プログラム受講者の多文化共生教育実践に対するフォ

ローの重要性が説かれたので，これを実現すべく，2021年 8月に，「ニュージーランドの多文化共

生教育に学ぶ」プログラムフォローアップ研修会（仮称）を催すことにする。プログラム受講者

が策定した，多文化共生教育に関わる学校改革プランの進捗状況を確認したり，生じている問題

を解決するためのアイディアを交流したりする。また，当日の研修会の模様については，連合教

職大学院のホームページにて発信し，同様の取り組みを志す国内の教育現場に貢献する。 
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【資料】

番号 資料名

1 各教育委員会への評価に係る依頼文

2 指導主事Ａによる評価レポート

3
プログラム受講者レポート①
多文化共生社会を担う人材育成（高等学校）

4
プログラム受講者レポート②
JSLカリキュラムに基づいた授業づくり研修の実施（小学校）

5
プログラム受講者レポート③
～ニュージーランドの多文化共生教育を 活かして～（小学校）

6
プログラム受講者レポート④
Celebration of Diversity
〜自分と向き合う場作りを目指して〜（中学校）

7
プログラム受講者レポート⑤
他国を知り，自国を大切にする多文化共生教育（小学校）

8
プログラム受講者レポート⑥
多文化共生教育の推進
―よりよい学校をめざして―（小学校）

9
プログラム受講者レポート⑦
あなたは日本の文化を語れますか（義務教育学校）

10
プログラム受講者レポート⑧
K小学校の多民族・多文化共生教育の今日化について（小学校）

11
プログラム受講者レポート⑨
Hakaを通じてKIWIのアイデンティティから多文化共生を学ぶ（中学校）

12
プログラム受講者レポート⑩
“ブック”クラブで広がる友達の輪！
―ブック”クラブで広がる多文化共生―（高等学校）

13
プログラム受講者レポート⑪
みんなが輝く学校づくり（義務教育学校）

14 プログラム報告会チラシ

15 シラバス「海外の学校改革に学ぶ」
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阪教大天発第○○号 

令和２年○○月○○日 

○○教育委員会 

教育長 ○○ ○○ 様 

 

国立大学法人大阪教育大学 

大学院連合教職実践研究科長 

栗 林 澄 夫（公印省略） 

 

令和２年度大阪教育大学連合教職大学院「ニュージーランドの多文化共生教育に学ぶ」 

プログラムへの協力者の派遣について（依頼） 

 

 平素より本研究科の教育研究につきまして，格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて，本研究科は地域の教育委員会と連携し，現職教員を対象とした研修等を実施し，現職教員の資

質能力の向上に寄与することが求められております。今年度，本研究科では，文部科学省の委託事業「新

時代の教育のための国際協働プログラム」の１つとして採択された「ニュージーランドの多文化共生教

育に学ぶ」プログラムを企画・運営します。このプログラムでは，海外の学校や他大学の専門研究者と

の交流を含む活動に現職教員が従事いたします（事業計画は別紙資料をご覧ください）。新型コロナウ

ィルス感染拡大状況は厳しいものがありますが，本研究科では，文部科学省事業である当プログラムの

価値を踏まえ，可能な範囲・形態で進めてまいりたいと存じます。そして，プログラムの成果と課題の

評価にあたり，連携関係にございます貴委員会のご協力を仰ぎたく存じます。 

 つきましては，公務何かとご多用の折とは存じますが，当プログラムに一部参加し，その評価等にご

協力いただける方（指導主事等）を派遣していただきたくお願いいたします。ご不明な点がございまし

たら，下記担当までお問い合わせください。なお，当プログラムは，本研究科の授業科目「海外の学校

改革に学ぶ」の一環であることを申し添えておきます。 

 

記 

 

１．人数    指導主事１名（別紙様式にてご回答ください。） 

２．回答期日  令和２年○○月○○日（○） 

３．提出先   下記担当まで電子メールでご提出ください。 

４．協力いただきたい内容 

別紙「海外の学校改革に学ぶ講義計画」の日程における網掛け部分（３日間）の活

動に参加し，それらの活動におけるプログラム参加者の様子を評価レポートにまと

めていただきます。加えて，○○における多文化共生教育のシステム，それに基づ

く学校改革に関する情報提供等をお願いいたします。 

 

 

 

 

【担当】 

国立大学法人大阪教育大学 学務部天王寺地区総務課 

〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 4-88 

Tel：06-6775-6634，6659 E-mail：kyoshoku@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 

資料 １

45



 

別紙様式 

 

令和２年  月  日 

 

国立大学法人大阪教育大学 

大学院連合教職実践研究科長 

栗林 澄夫 様 

  

○○教育委員会 

教育長 ○○ ○○ 

 

 

令和２年度大阪教育大学連合教職大学院「ニュージーランドの多文化共生教育に学ぶ」 

プログラムへの協力者の派遣について（回答） 

 

 

 令和２年○○月○○日付け，阪教大天発第○○号で依頼のあった標記について，下記のとおり回答

いたします。 

 

 

 

所  属  

職  名  

氏  名  

連絡先住所 

メールアドレス 
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12 月 12 日 

第 4，5 回 

○東京学芸大の福本先生の進行が（アイスブレイ

ク的な部分も含めて）大変よかったです。 

○事前に一定の日本語訳が付されているプレゼン

テーションの配付があったため、分かりやすい

zoom セッションとなりました。 

○Davies 氏がゆっくり話してくださったので理解

できる英単語がありました。 

○磯さんの通訳が「教育の言語」を「当たり前」

に使用されていたので、大変分かりやすかった

です。 

○ブレイクアウトセッションでは NZ の具体の内容

をもっと知りたいという意見が出ていました。

限られた情報の中で院生は日本と NZ を比較し、

個々の観点で意見交流をしていました。その中

で司会は BOT やリーダーシップに焦点をあてな

がら意見を求めるなど工夫されていました。 

○ブレイクアウトセッションの交流が活発になっ

たのは小学校在籍が多いグループであったこと

も要因ではないかと思われます。 

○ブレイクアウトセッションの時間がもっとほし

かったという意見が出ていました。司会も時間

があれば NZ の授業について意見交流をしたかっ

たと言っておられました。 

○ブレイクアウトセッションを通じてのグループ

の意見（特に BOT について）を通訳の磯さんが

的確にまとめ、伝え、翻訳してくださった。磯

さんの存在が非常に大きかったと思います。 

 

2 月 11 日 

第 11，12 回 

○冒頭のグループでの話し合いが有効であったと

思います。在籍校で在日の取り組みが盛んであ

る院生がおられ、歴史的な経緯も共有できまし

た。その上でニューカマーへの取り組みについ

てどうつなげるか、どうつながるかの具体案を

提案していくことになったと思います。 

△意図的なグループ分けが行われると上記話し合

いがテーマとして挙がってくるのではないかと

思います。 

○報告の草案に感想等を伝えるのは有効であった

と思います。 

○群馬大学髙橋先生のコメントが非常に的確であ

ると感じました。 

△在日韓国・朝鮮人の取組を切

り口に「多文化共生」につい

て討議しているグループが

あれば、別の切り口のグルー

プもあったかと思います。在

籍校の取組が豊富である、多

様性の当事者であるといっ

た院生がグループに１名お

られると、討議がより活発に

なると思います。 
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2 月 20 日 

第 15 回 

○zoom での参加者が、これまでに関わりのあった

大学の先生方、高等学校の校長先生、卒業され

た院生など多様であり、その方からの質問や感

想によってさらに学びが深まったと思います。 

○発表者が参加者の質問に答えた後に進行係の教

授が簡潔に入れるコメントが秀逸でした。 

△複線型による２会場の開催でしたが、Ａ会場の

方が zoom の参加者が多いように感じました。 

 

その他 特にありません。  

 

（2）全体を通して，教職大学院院生の学びについて肯定的な様子と課題（改善点等）をまと

めてください。 

 ○ビデオ会議システムを通じてニュージーランドの教育関係者とコミュニケーションをと

られた場面と、日本の大学研究者の講義等を通じて、多文化共生教育に関わるニュージ

ーランドの教育システムや学校における実践について学んでいた場面が、非常に主体的

で大変印象に残りました。 

 △学校以外で勤務されている院生は、学校改革プランの策定が難しかったかもしれません。

現在携わっておられる業務と改革プランをリンクさせにくい場合があるのが原因かと思

います。 

 

２．今回のプログラムへの協力を通して，貴殿が所属なさる教育委員会として，管理下の学

校等に対する事業や支援等として取り組んでみたいと考えたこと 

  大阪市は、大阪教育大学と、こどもの貧困対策を含め、総合的に大阪の子どもの未来を

応援するため、平成 30 年２月に「子どもの未来を拓く大阪市と大阪教育大学との包括連携

に関する協定書」を締結しました。大学の知見を活かした新たな教員研修の開発、大学教

員による大学院で学ぶ現職教員に対する管理職育成に向けた指導、大学院生に対する採用

後を見据えたより実践的な指導など、養成・採用・研修を通じた教員の資質向上に協力し

て取り組んでおります。 

これまで、大阪市と大阪教育大学連合教職大学院は、「海外の学校改革に学ぶ」研修プロ

グラムを共同開発し、過去２年間は、大学院のコーディネートのもと、ドイツと英国に大

阪市教員を派遣いたしました。同プログラムは、貧困などを背景とする学力格差や、生徒

指導上の課題に対応するため、中堅教員・管理職が海外の優れた学校改革を視察し、所属

校の教育課題の改革案を提案・実践できる資質・能力を育成することを目的としています。

今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、派遣することができませんでした。 

令和３年度も海外渡航については厳しい状況が続くと思います。そこで、国内の優れた

学校改革を視察する方法が、代替案として検討できるかと思っております。訪問先の教育

実践としては、PBIS が候補の一つになると思います。今後再び海外へ派遣できるようにな

ることを祈っております。 
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「海外の学校改革に学ぶ」レポート 
 

【 多文化共生社会を担う人材育成】 
 

  氏名（      ）  

     

学校名（ H 高等学校 ）  

 

１．これまでの学修で学んだこと 

今年度の「海外の学校改革に学ぶ」の研修は現地・ニュージーランドでの視察は実

現しなかったが、ニュージーランドの教育に関する専門家の先生方のご講義や現地の

学校教育のリーダーの方々のお話から多くのことを学ばせていただいた。  

ニュージーランドの公立学校は、すべての教職員がリーダーシップを発揮でき、校務

はチーム単位で行われ、チーム内ではリーダーとフォロワーの入れ替わりが見られるよ

うに思われた。分散型リーダーシップの観点で学校を捉えているからこそ、リーダーシ

ップチームが機能しており、チームが生徒や地域の実態、保護者・地域の願いを考慮に

入れて、学校のビジョン（日本：学校教育目標）を策定・具体化しようとしていた。ス

クールリーダー（管理職）がビジョンや学校改善策を全教職員に示すことによって、学

校改善・改革のビジョンを共有し、教職員が校内での自分の役割を把握することにつな

がり、管理職と教職員、教職員相互の信頼関係の醸成にもつながっている。 

多文化共生教育においては、マジョリティの観点からの共生の考え方を見直し、マイ

ノリティの人々を仲間として迎え、ともに歩むためにはマジョリティがマイノリティの

抱える問題を理解し、マジョリティ自らが変わり、マイノリティの問題を共に解決して

いく姿勢に立つ必要があることを実感した。今回の学びと日本の在留外国人数の増加傾

向と外国人マイノリティについて労働者を受け入れることに舵を切った現状から、未来

を生きる中学校・高等学校の生徒にマイノリティについて学ぶ機会を今まで以上に提供

すべき時代が到来していると考えた。 

そして、ニュージーランドの教育を表す言葉のひとつとして、「応答性のある教育」と

いう言葉が印象に残っている。児童・生徒の背景にある文化に応じた教育、つまり「一

人ひとりの人間を見る」教育である。国籍や人種で生徒をひとくくりにすることをしな

い教職員の意識がそこには存在している。 

日本は少子高齢化が進み、人口減少社会に移行する中で、2019 年 4 月には改正入国

管理法が施行され、外国人労働者の受け入れ拡大がより現実的なものになってきている。

これらのことも考慮に入れ、今回のニュージーランドの多文化共生教育の学びから多文

化共生社会を担う人材育成を進めるためには、以下の３点の視座が必要とされていると

考えた。 

    

①多文化共生の学校づくりを目指した管理職のビジョンとリーダーシップ 

・多様な文化的背景を持った人々と協働する教育を学校運営計画へ位置づける 

   ②人権の観点に立った多文化共生の授業づくり 

    ・生徒に多様な文化的背景を持った人々がいることを理解させる 

    ・市民的アイデンティティの育成のための教育・シティズンシップ教育を実践する 

資料 ３
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   ③学校と地域・組織・資源との連携 

    ・多文化共生教育社会の実現に関わる組織・機関等（大阪市役所、大阪市教育委員

会、大阪商工会議所、他の学校の先生、保護者、財団法人国際交流協会、国際交流

センター、NPO 法人、大阪府の多文化共生マネージャー等）との連携を構築する  

 

２．学修結果に照らし合わせて考えた，所属校の「多文化共生教育」に関わる組織的課

題、その充実に対するアプローチ（取り組みの方針，基本的な考え方） 

   筆者は公立の工業高校に勤務して３年目になる。生徒指導主事として毎日、生徒と

関わっている。目の前の生徒に身につけてほしいと考えている「社会人基礎力」につ

いて触れておく。「社会人基礎力」とは「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チーム

で働く力」の３つの能力・１２の要素から構成されており、「職場や地域社会で多様

な人々と仕事をしていくために必要な力」として、経済産業省が 2006 年に提唱し始め

ましたものである。中でも、多様な人々とともに目標に向けて協力する力である「チ

ームで働く力」が大切になってくると生徒に伝えている。この力を育成するには、教

育の現場でどのような取り組みをすればよいのか悩んでいる毎日である。  

また、現在、大阪には多くの外国人労働者が働いている。大阪府の在留外国人数は約 

24 万人、外国人労働者数（令和 2 年 10 月現在）は 117,596 人であり、昨年から 12,217 

人・11.6％増加している現状がある。卒業生の多くが勤務校を卒業後に民間企業に就職 

し、同僚との協働が始まる。2019 年 4 月の改正入国管理法の施行により、海外の地域・ 

国をルーツに持つ外国人が現在よりも増加し、職場・地域での協働・共生が予想される。 

生徒たちには自分の職場や自分の住む地域の外国人と「ともに社会を支える」という意 

識を持ち、その背景に学び、その人たちの環境や気持ちに思いを馳せることができる市 

民、いわゆる多文化市民の育成が中等学校教育には急務であると思われる。今回の研修 

における学びと勤務校の実態から多文化共生社会を担う人材の育成につながる実践を

めざす。 

ちなみに、昨年度の大阪教育大学・大阪市教育委員会「英国の学校改革に学ぶ」プロ

グラムで訪れた公立の中学校では、カリキュラムに導入されているシティズンシップ教

育（Citizenship Education）の授業において、「システムに参加するスキル、考え方、

コミュニケーションについても学習する」とのお話があった。たとえば、社会の問題を

解決するために、どこから情報を仕入れて判断し、どのような手段を用いるのか、どの

ようにして他者と合意形成を行うのか、どのように相手を説得するのか、といったより

実際的な社会参加を学習するとのことであった。また、このシティズンシップ教育がカ

リキュラムに導入される際には、「公共生活に影響を与える意思、能力、素養を持った

能動的な市民として、人々が自身について考えられるようにすることです」と訪問校の

教頭先生が仰られていた。  

今回のニュージーランドの学びと前回の英国での学びを参考に勤務校でのシティズ

ンシップ教育の実践を行うこととした。  

次のシティズンシップ教育の実践（構想）１～５を通じて、以下に示す A～D の多文

化共生社会を担う力を生徒に体得させる。 

 

51



   実践（構想）１ 自分・他者を知る 

自己承認・他己承認・相互承認のワーク、自己肯定感の向上に 

つながるワークの実践 

   実践（構想）２ 在日外国人の背景を知る 

招聘講師による講演会、外国人との交流の練習、 

外部機関との連携 

      実践（構想）３ 在留外国人の現状を知る 

日本語・教育センター校（大阪市内）訪問、外国人との交流、 

発表、日本語でのインタビュー、アンケート調査の分析・検証・ 

提案 

   実践（構想）４ 定住外国人の人生プランを知る 

日本語でのインタビュー、分析・検証、意見交換・発表 

   実践（構想）５ 同世代の外国人の思いを知る 

オンラインで日本語を勉強している他の国の高校生との交流 

     

     A 自分自身の世界観・先入観・偏見に気づく 

     B 文化の違いに対する寛容的な姿勢・態度を身につける 

     C 異なる文化的な習慣や世界観についての知識を得る 

     D 異文化交流におけるコミュニケーション力をつける 

     

   勤務校において、シティズンシップ教育を実践することは、社会人基礎力の育成

にもつながると考えられる。たとえば、失敗を仕組むことで、生徒は他者の力に助

けられる経験をすることになる。そのことで、「チームで働く力」を感じる。ペア・

グループでの活動を通じて、自らのことをはじめ、周囲の様々なことに気づき、一

人では心が折れそうなことに対しても仲間の存在のおかげで、「考え抜く力」を身に

つける。自己承認、自己開示を経て、自信を多少なりともつけると、証拠がなくても

「前に一歩踏み出す力」・勇気を持てようになるとも思われる。 

   また、このシティズンシップ教育を実践する際に留意したい点として、教員の受

容的な交流感・自己開示、人生に対する肯定的な姿勢が生徒の心理的安全性の確保

につながり、そして、生徒の活動を振り返り、活動を価値づけることで生徒の行動

変容・成長があると考え、上記の実践を重ねていく。 
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３．行動計画（学修結果をアイディアとして活かしながら） 

時

期  

学校としての取組（活動） (リーダーとしての）自身のアクション，

その工夫 

令

和

２

年

度  

①管理職（スクールリーダー）・教務主

任・人権教育主担当・各教科主任・生

徒指導主事（筆者）で多文化共生社会

を担う人材育成のための学校づくり

に向けての行動計画をまとめる。  

⓪人権教育主担当の教員２人と教務主任

に行動計画を示し、理解・賛同を得て、

計画への協力を依頼する。  

①分散型リーダーシップの観点から、人権

教育主担当・教務主任・生徒指導主事（筆

者）で実践内容を検討し、管理職に多文

化共生の学校づくりを進言する。  

②管理職が学校組織として、外国人と共

に社会を支える意識を持った市民、多

文化市民を育成する、多文化共生教育

を学校運営計画に位置づける。  

管理職が全職員に向けて、多文化共生

教育・シティズンシップ教育に関する

プレゼンテーションを行う。  

②在留外国人や外国人労働者数の増加の

実態や勤務校の生徒が就職先で遭遇す

ると思われる共生・協働の状況をお伝え

するために、運営委員会と職員会議で教

職員に向けてプレゼンテーションを行

う。管理職のプレゼンテーション用の資

料を作成する。  

③校内で他国の高校生と交流することが

できるよう、ハード面の整備を運営委員

会で要請する。  
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令

和

３

年

度

１

学

期

～

夏

季

休

業  

シティズンシップ教育・実践（構想）１  

『自分・他者を知る』  

【対象生徒：全員】  

【時期：１学期・H.R.】  

 ①自分史の作成  

  自分の人生を振り返る機会を設定

する。  

②自己肯定感向上のワークを実施  

「24 の強みのリスト」（日本ポジティ  

ブ心理学会）を使用し、自分の性格的  

な強みを探すワークを行う。その強み  

を自他共にどのように社会で活かし  

ていくのかを考える実践を行う。意図  

観察や生徒の自由記述から変容を各  

担任の先生方が記録する。  

 

 

シティズンシップ教育・実践（構想）２  

『在留外国人の背景を知る』  

【対象生徒：全員、3 年外国語選択者】 

【時期：短縮期間中 夏季休業中】  

 

 ①外国人講師による講演会  

  月曜・６限・H.R.の時間に複数回実

施する。  

 ②外国人との交流の練習  

  生野区の「やさしい日本語」事業の

担当者・企画総務課の方々にワーク

ショップを開催していただく。  

 ③外部機関との連携  

JICA 

（高校生対象の研修会に参加）  

大阪国際交流センター  

（学習会に参加）  

大阪商工会議所  

（イベントに参加）  

自治体国際化協会  

（多文化共生マネージャーの方の

ワークショップを受講）  

 

 

 

 

 

①自分史作成に関する校内研修を担任の

先生方対象に実施する。  

②自己肯定感の向上に関するワークを作

成し、担任の先生方に実施方法も含めて

提供し、実践１を各学級の H.R.で行う。

生徒の変容の記録用紙を作成し、配付す

る。  

 

実践（構想）１の効果を検証するために、

実践後にアンケート等の振り返りを推奨

する。  

 

 

 

 

 

 

 

①大阪市教育センター・人権教育担当・大  

阪市役所・市民局など、多文化共生社会  

実現に協力していただくことが可能な  

外部組織・機関に協力を依頼し、講師の  

方を紹介していただく。  

②生野区企画総務課の方々に「やさしい日

本語」の事業を紹介していただき、生徒

に対して、内容に関するワークショップ

の開催を依頼する。  

③人権主担当の教員と筆者で左記の組織・ 

機関の研修会等に申し込み、生徒に付き

添う。  

 

実践（構想）２の効果を検証するために、

実践後にアンケート等の振り返りを推奨

する。  

令

和

３

年

度

２

学

期

～

３

学

期  

シティズンシップ教育・実践（構想）１  

『自分・他者を知る』  

【対象生徒：全員】  

【時期：2・3 学期・H.R.】  

 

シティズンシップ教育・実践（構想）３  

『在留外国人の置かれた現状を知る』  

【対象生徒：3 年外国語選択者】  

【時期：夏季休業中】  

 

①日本語指導が必要な子どもの教育

センター校を訪問  

自己肯定感の向上に関するワークを１学  

期に２回、２・３学期に３回、合計５回、 

各学級の H.R.で実施する。担任の先生は  

意図観察により、生徒の変容を記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

①管理職を通じて、左記の教育センター校
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外国にルーツを持つ児童の日本語

を学ぶ実態を知る。児童との交流も

計画する。  

 ②外国人との交流  

  ・アンケート調査（生活全般）  

  ・インタビュー（簡単な日本語）  

  ・発表  

（外国人の思いと感想を伝える） 

  ・アンケート調査の分析・検証  

     （改善策を区役所に提案する）  

 

 

 

 

 

 

 

シティズンシップ教育・実践（構想）４  

『定住外国人の人生プランを知る』  

【対象生徒：3 年外国語選択者】  

【時期：夏季休業中】  

 

①定住外国人（20 代～30 代）に日本

語でインタビュー  

②インタビューの内容の分析・検証  

③生徒間での意見交換・発表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シティズンシップ教育・実践（構想）５  

『外国人の思いを知る』  

 【対象生徒：3 年外国語選択者】  

【時期：冬季休業中】  

 

 オンライン（Zoom 等）で時差の小さ  

いアジア・オセアニア等の国々の日本  

語を学んでいる高校生と交流するこ  

とで、同年代の思いや文化的な背景を  

知る。  

 

 

・実践、改善の繰り返し  

・実践の効果分析、集積  

 

の御担当者の方を紹介していただき、打

合せを重ねる。  

 

②外部組織・機関と連携し、外国人との交  

流に参加してくださる外国人を紹介し  

ていただく。人権教育主担当の教員・生  

徒とアンケートを作成し、インタビュー  

の内容を検討する。人権教育主担当の教  

員とともに、アンケート・インタビュー  

の内容を分析・検証する。生徒の発表の  

機会を設定する。改善策を集約し、区役  

所に提案する。  

 

実践（構想）３の効果を検証するために、

実践後にアンケート等の振り返りを推奨

する。  

 

 

 

 

 

 

①外部組織・機関と連携し、交流に参加し  

てくださる外国人を紹介していただく。 

外国人の方々との打合せを重ねる。  

②人権教育主担当の教員・生徒とインタビ

ューの内容を検討する。人権教育主担当

の教員とともに、アンケート・インタビ

ューの内容を分析・検証する。  

③実践の振り返りも兼ねて、生徒の発表の

機会を設定する。  

 

実践（構想）４の効果を検証するために、

実践後にアンケート等の振り返りを推奨

する。  

 

 

 

 

 

 

 

2016 年度の大阪市英語科教員海外研修で

お世話になったオーストラリアの中学校・

高等学校に連携していただく依頼をする。

他校の姉妹校関係も資源として活かす。  

 

 

 

効果を検証するために、実践後にアンケー

ト等の振り返りをすることを推奨する。  
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教育実践１～５の実践の振り返りとし

て、アンケートを教員・生徒に実施し、

次年度に引き継ぐ。  

 

 

実践、改善の繰り返しから集積したもの

で、今後の教育活動に活かすことができる

ものを集約し、教員の異動があっても、多

文化共生教育に関する授業づくりを継続

できるよう、先生方に引き継ぎ資料の作成

を促す。  

教務主任・人権教育主担当・筆者で次年度

以降の展開について検討・協議する。  
令

和

４

年

度

以

降  

・アンケートや検証結果から課題、今年

度の目標を明確にする。  

・効果の見られた実績の集積  

・効果、分析の繰り返し  

 

大阪府へ移管される時期である令和 4 年

度以降も 3 年間は多文化共生に関する教

育活動を継続させるためにも、管理職・

教務主任・人権教育主担当の教員と研究

授業の開催を計画していく。  

・令和 3 年度に集積されたものを活かし

た授業など、教育活動を進める。  

・令和 3 年度の生徒の記録を次年度の担

任や担当に伝達する。  

 

 

 

 

４．計画に対する同僚等のコメント 

    本人は「ニュージーランドの多文化共生教育に学ぶ」プログラムに参加させていた

だく予定でしたが、コロナ感染拡大の影響により、現地での研修は実現しませんでし

た。視察に行かせていただくことはできませんでしたが、ニュージーランドの教育、多

文化教育、多文化共生に関する文献や通訳の方を介した現地の学校のリーダーの方々

や東京学芸大学の大学院生の方々との Zoom でのセッション、ニュージーランドの教

育に精通されている大阪国際大学・中村浩子先生、群馬大学・高橋望先生、東京学芸大

学・福本みちよ先生、大阪教育大学の先生方のご講義での学びを通して、本人は様々な

知見に触れ、今までの自分の中にはなかった「多文化共生に対するまなざし」を持つこ

とができたようです。生徒指導主事・英語科教諭の立場から、本校の課題に即した多文

化共生教育の実践プランを示してくれました。今回の学びを今後の教員人生における

所属校での課題解決や組織経営に繋げ、大阪の教育に還元してくれることを期待して

います。 

 

参考文献 

 

  青木麻衣子・佐藤博志 「オーストラリア・ニュージーランドの教育」東信堂、2020 

 

 日英教育学会編 「英国の教育」東信堂、2017 

 

 松尾知明 「多文化教育の国際比較」明石書店、2017 

 

 山脇啓造・服部信雄 「新多文化共生の学校づくり 横浜市の挑戦」明石書店、2019 
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「海外の学校改革に学ぶ」レポート 
 

【ＪＳＬカリキュラムに基づいた授業づくり研修の実施】 
 

氏名（      ）  

     

所属名（ ○○教育センター ）  

 

１．これまでの学修で学んだこと 

【10 月３日 東京学芸大学 福本みちよ先生を迎えて】 

 冒頭、福本教授より「海外の学校教育を知ると、それが魅力的なものに映る。しかし、そ

の国の文化に根ざしたものであり、そのまま日本に導入しても必ずうまくいくというわけで

はない。」という言葉があった。本講義では、ニュージーランドの学校教育を学びながら、日

本さらには自身が所属する大阪市においてどのように取り組むことができるかを考えていく

ことが大切であると感じた。  

 

【11 月３日 sommerville intermediate との Zoom 交流】  

 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の カ リ キ ュ ラ ム に は 文 化 的 多 様 性 の 理 念 が あ り 、 sommerville 

intermediate においても生徒の多文化共生をめざし、多種多様な生徒に合わせたカリキュラ

ムが存在している。そのような環境の中で学校生活を送る生徒には自然と自他尊重の態度が

育まれている。当然のことながら、教員にも多文化共生に関わるものをはじめとする高い知

識が求められており、教員は校内外での研修等による自己研鑽に励んでいる。 

 

【11 月 27 日 書籍「多文化教育の国際比較」を読んで】 

 横浜市では、1992 年より日本語指導が必要な児童生徒が多く在籍する学校に国際教室担当

教員を配置しており、その数は年々増加している。国際教室担当教員は校内で日本語指導や

教科指導に携わるだけでなく、編入学の手続きに関する支援も行っている。また、国際教室

担当教員によって「横浜市国際教室ネットワーク勉強会」が発足され、担当教員同士の情報

交換の場となっている。  

 

【12 月５日 大阪国際大学 中村先生を迎えて】  

 マオリとマオリ以外では学力面での格差があり、また、出席停止・停学件数もマオリが大

きく上回っていることが分かった。また、マオリ語に対応できる教員が不足しているという

課題がある。  

  

【12 月 12 日 Colin Davies 氏・東京学芸大学大学院との Zoom 交流】 

 ニュージーランドの人々にはコミュニティに貢献したいという思いを持っている人が多く、

学校理事会（ＢＯＴ）に立候補する人も多い。 

 ニュージーランド全国学校理事会協会（ＮＺＳＴＡ）は教育省に代わって学校理事会（Ｂ

ＯＴ）の支援、意見集約等行う機関である。ＢＯＴを支援するためトレーニングを提供して

いる。例えば、マオリのことについて、財務についてなどＢＯＴとして必要な項目について

オンラインで日常的に研修を受けることができる。 

資料 ４
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２．学修結果に照らし合わせて考えた，所属校の「多文化共生教育」に関わる組織的課題、

その充実に対するアプローチ（取り組みの方針，基本的な考え方） 

 大阪市では、令和元年(2019 年)時点で、外国人児童生徒数は 3,428 名で、前年度から 365

名増えている。また、その国籍も中国籍、韓国・朝鮮籍、ネパール籍、ベトナム籍と多岐に

渡る。外国につながる児童生徒のうち、日本語指導が必要な児童生徒数は 818 名で、平成

26(2014)年度との比較では 2.5 倍と急増している。 

先のような現状に対して大阪市では、令和２年度より市内４か所に共生支援拠点を設置す

るとともに、各拠点にコーディネーターを配置するなど、日本語の生活言語の習得から学習

言語の習得まで切れ目のない支援を行っている。例えば、日本の学校文化に馴染みがなく、

日本語によるコミュニケーションができない児童生徒の場合、初期集中支援としてのプレク

ラス通級指導を受けることができる。それ以降も在籍校で日本語指導協力者による初期日本

語指導を受けることができる。 

 ただし、そのような支援によって、日常生活では日本語でコミュニケーションをとること

ができるようになった児童生徒でも、学級での授業に参加すると授業内容が理解できないこ

とがある。また、指導員による日本語指導は限られた機会でしかないことから、彼らが在籍

する学級における教科指導の中でいかに日本語を習得していくかが重要となってくる。 

 そこで、ＪＳＬカリキュラムに基づいた授業づくりに着目した。ＪＳＬカリキュラムとは、

日常的な会話はある程度できるが、学習活動への参加が難しい子どもたちに対し、学習活動

に日本語で参加するための力の育成をめざしたカリキュラムである。カリキュラムの特色と

して、日本語指導と教科指導を統合して進めること、児童生徒の実態に応じて柔軟にカリキ

ュラムを立てること、直接体験に基づいた学習を重視すること、理解しやすい日本語を使用

することといった点がある。このような授業を展開していくことは、外国につながる子ども

に限らず、全ての子どもにとって学習内容がより理解しやすいものになると考える。私は、

現在、大阪市教育センターで勤務し、小学校算数科を担当していることから、ＪＳＬカリキ

ュラムに基づいた算数科の授業づくり研修を実施することとする。研修を受講した教員によ

って創意工夫した授業が展開され、子ども達が安心して学び合うことで、他者尊重の態度の

育成につながることが期待できる。 

 研修実施にあたっては、まず、自身が市内でＪＳＬカリキュラムに先進的に取り組んでい

る学校や共生支援拠点を視察し、教員やコーディネーター・指導員からの聞き取りを通して、

専門的な知見を得るようにする。その後、聞き取った内容や文献を参考にしながら研修で使

用する資料を作成する。研修実施後は受講した教員に対してアンケートを実施し、実際に教

員が抱えている課題や今後の研修内容として希望するものなどについて把握することで今後

の研修実施に向けた改善を図っていく。 

 長期的な展望としては、市内の小学校においてモデル授業を公開することで広く発信する

とともに、授業後に参加した教員同士が情報交換できる場を設けたいと考える。 

 近年、大阪は外国人観光客が多く押し寄せるようになった。また、2025 年の万博の開催都

市となっており、世界各国からの来訪者を迎え入れるためのインフラ整備が進められている

ところであるが、合わせて府民が多文化・多様性を受け入れることが必要であると考える。

今後、学校で多文化・多様性を尊重する態度を身に付けた子ども達が社会で活躍し、大阪が

次世代の国際都市としての存在感をさらに高めていくことを願っている。 
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「海外の学校改革に学ぶ」レポート 
 

【 国際教育スタートプログラムの開発 】 

～ニュージーランドの多文化共生教育を活かして～  
 

氏名（       ）  

    

学校名（ Y 小学校・○○教育センター ）  

 

１．これまでの学修で学んだこと 

 これまでの学修で学んだことは、大きく分けて以下３点である。  

１点目は、自律的学校経営システムの導入である。ニュージランドでは、教育委員会制度

を廃止し、学校理事会（BOT）を核とする自律的学校経営システムの導入を行った。学校理

事会は、学校経営に関する法的機関であり、大幅な諸権限を有している。また、学校ガバナ

ンスの主体であり、学校予算の立案・運用、校長・教員の雇用、校長評価、カリキュラム編

成など行っている。メンバーは保護者代表・校長・教職員代表・生徒代表などで構成されて

おり、学校の教育活動に対して保護者や地域の要求を最大限反映させることができる。また、

学校理事会の監査業務を担う第三者機関として教育機関評価局（ERO）の設置し、学校およ

び学校理事会の業績評価を行っている。そして、支援機関の中枢にあるのが全国学校理事会

協会（NZSTA）で 92%加盟しており、支援、資質向上に向けた様々な研修プログラム（アカ

ウンタビリティ、リーダーシップ、雇用主としての役割、代表性の４領域や入門ガイドなど

の資料作成）を提供している。  

学校理事会は、日本でいう学校運営協議会にあたる。権限やメンバーの構成などが異なる

が、子どもたちのために貢献したい、学校をよくしたいというモチベーションが高く、地域

連携のさらなる強化をめざしていくことが日本においても必要であると強く感じた。  

 ２点目は、二文化主義と多文化主義の葛藤である。二文化主義では、ワイタンギ条約で保

障されているマオリの権利、価値観や文化や言語の尊重など、マオリの児童生徒のアイデン

ティティ、言語、文化を反映・尊重する教育の考え方であり、政治的にも社会的にも広く提

唱されている。しかし、未だ解消されない不平等、マオリの低い教育達成、保護者の期待が

低いなど、課題も多い。一方、近年では、移民が急増により民族構成が著しく変化し、二分

化主義ではなく、多文化主義を進めていく必要性が高まっている。そこで政府は、多文化教

育のガイドラインを発行したり、ESOL 教育の推進をしたりするなどを通して、多文化市民

の育成をめざしている。ただ、教員不足や教育環境整備などの遅れも課題である。  

 今後日本においても、多文化共生をめざした教育が必要である。まずは、教員がこの分野

の知識と経験を十分培わなければならない。いかに、レイシズムをなくして、マイノリティ

を確保していくのか。文化は違って当たり前であり、１つにしようとするのではなく、それ

を活かすことが必要であるということを感じた。  

３点目は、学校教育カリキュラムである。ナショナル・カリキュラムというものが決めら

れており、社会が子どもたちに何も求め、何を身につけてほしいかというビジョンやキーコ

ンピテンシーの概念が導入されている。また、特徴として、身につけるべき能力や技術が提

示されているが、具体的な内容ではないため、個々の教員に委ねられているおり、学校独自

のカリキュラムを作成することが求められている。評価に関しては、ナショナルスタンダー

資料 ５
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ドやナショナル・テストを実施している。  

日本では、教科書があり、指導する内容も学習指導要領で明確に書かれているが、ニュー

ジーランドでは違うため、教員にかかる責任はより大きいと考えられる。また、学校独自で

もカリキュラムが大きく異なることも考えられる。生徒が自分に合った教育が受けることが

できるというメリットもあるが、学校間での格差も生まれてくるはずであり、いかに学校の

教育力、個々の教員の指導力を向上させていくかは課題である。  

 

２．学修結果に照らし合わせて考えた，所属校の「多文化共生教育」に関わる組織的課

題、その充実に対するアプローチ（取り組みの方針，基本的な考え方） 

①所属校の強み  

本校は、全学年２学級で、児童の学力や学習意欲が高い。外国につながる児童は少なく数

名である。昨年度、日本語指導を必要とする児童が入学し、学習支援を受けている。特長と

して、たてわり班活動活発であり、下の学年は、６年生に憧れている児童も多い。また、創

立１１年目でまだ新しい学校である。学校を創設するにあたり地域・保護者と協力し、共に

ここまで歩んできた経緯もあり、保護者・地域がとても協力的なのも特長である。そして、

平成３０年度の全国学力・学習状況調査の児童質問紙調査では、以下の結果を得ることがで

きた。  

「自分にはよいところがあると思いますか」 肯定的回答が１００％  

「将来の夢や目標をもっていますか」    肯定的回答が９０％以上  

「先生はあなたのよいところを認めてくれていると思いますか」 肯定的回答が９５％以上  

以上のことから、本校の児童の自己肯定感が非常に高いといえる。また、教員のポジティブ

な言葉かけ等でも、児童の自己肯定感の向上に寄与していることが考えられる。  

 

②所属校の課題  

 課題として挙げられるのは、国際教育の必要性が希薄になっていることである。外国につ

ながる児童が少数ということもあり、緊急性があまりないことが考えられる。まずは、国際

教育の重要性を学校全体で共有することが必要である。  

 また、本校は校務分掌の教科領域に、国際理解教育部があるが、活動実績が少ないのが実

状である。部会の活動の活性化に向けた取り組みが必要である。  

 

③充実に対するアプローチ（取り組みの構想）  

 文部科学省の HP において、国際教育を推進するための基本的視点として、「国際教育と

は、国際社会において、地球的視野に立って、主体的に行動するために必要と考えられる態

度・能力の基礎を育成するための教育」と書かれている。多文化共生教育の意義も、主体的

に行動するための態度・能力の基礎にあたると考えられ、異文化理解や外国語学習だけでは

なく、これからの国際社会に主体的に行動し、共生できる態度・能力を養う重要な教育とい

える。そこで、本校の国際教育をすすめるにあたって、構想について、フェーズ１から３ま

での３段階で設定した。  
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○高学年 総合的な学習の時間「キャリア教育」（フェーズ２の育成）  

目標：体験活動を通して、異なる文化や習慣の違いを理解し、尊重し合うことが必要である

ということに気づくことができる。  

・地域の方をゲストティーチャーとして、仕事の内容や苦労話を聞く。また、その中で、職

場内で外国の方との接し方や具体的なエピソードを聞く。  

・校区内にある国連機関（UNEP）の出前授業を行う。国連の働きや世界で起こっている問

題（多文化共生の含）について、国連の職員から同時通訳を介して聞く。  

→多種多様な人が働いていることに気づく。  

 社会において、共生していくことの大切さに気づく。  

 

３．行動計画（学修結果をアイディアとして活かしながら） 立場：教務主任 

時
期 

学校としての取組（活動）  （リーダーとしての）自身の  

アクション，その工夫  

令
和
２
年
度 

・国際教育実施状況の把握  

 

 

 

・組織編成の見直し  

・実施状況が確認できるアンケートを作

成し、部会の中で検討する。できたアン

ケートを全学級で実施し、集計・分析す

る。  

・国際理解教育部を開催し、本年度の総

括を行う。また、校内研究の１つとして

実施できるよう、研究主任と相談し、管

理職へ提言する。  

令
和
３
年
度
１
学
期 

～
夏
季
休
業 

・校務分掌等の編成  

 

 

・「運営に関する計画」の中に、国

際教育に関わる取組内容を入れる。 

・代表表委員会やたてわり班活動

などの児童会活動の継続実施  

・校内研修会を実施する。  

・国際理解教育部の主として部会を開催

し、国際教育を進めていく趣旨を説明す

る。  

・授業の中で、多文化共生の視点を入れ

た授業を実施できるようにする。  

・代表委員会やたてわり班活動に積極的

に参加する。  

・国際教育（多文化共生教育）について、

学ぶことができる研修を実施する。  

（国際教育とは、取り組みの構想など） 

令
和
３
年
度
２
学
期 

～
３
学
期 

・各学級で多文化共生の視点を入

れた授業の実施  

・「運営に関する計画」最終評価で、

本年度の実施内容の総括を行う。  

 

・地域連携の強化へのアプローチ  

・積極的に授業支援を行いながら、全芽

球で実施できるようにサポートする。  

・総括した内容を、学校運営協議会で説

明する。また、学校だよりを通じて保護

者にも知らせる。  

・地域や PTA と、学校行事等で連携で

きる内容を検討する。  

令
和
４
年
度
以
降 

・前年度の取り組みの継続実施  

 

 

・総合的な学習の時間を中心とし

た、学校独自の国際教育のプログラ

ムの検討を行う。  

・校内研修会を実施する。  

・昨年度の実践の振り返りを全体で共有

できる資料を用意し、職員会議等で説明

する。  

・部会で検討できる資料を用意し、プロ

グラムを考えていく。令和４年度中に作

成できるようにする。  

・国際教育の実践例などを紹介しなが

ら、学年ごとに実施できる内容を考える

ことができるようにする。  
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４．計画に対する同僚等のコメント 
・論旨がはっきりしていてわかりやすかった。  

・自文化、多文化を「知る」ことと、次に、共に課題を解決すようとする姿勢を養うという

視点が必要だと思う。特に、高学年で、今ある取り組みの切口を変えることで、課題をみん

なで解決するという活動の場の設定ができるかの検討が必要。  

・フェーズ１からフェーズ３の３段階で表すことにより、理解がしやすくよく理解できた。  

・児童の課題についての記述があるといい。また、どんな資質・能力を育成したいのか、明

確にしていくことが、実践していくうえでは重要である。  

 

 

 

参考文献 
・青木麻衣子・佐藤博志(2020)「オーストラリア・ニュージーランドの教育」,東信堂 

・松尾知明(2017)「多文化教育の国際比較」,明石書店 

・福本みちよ(2018)「学校ガバナンス改革と外部アクターの人材育成」,東京学芸大学紀要 

・高橋望(2014)「ニュージーランドの学校教育カリキュラムに関する考察」,群馬大学教育学

部紀要 

・大阪市教育員会(2020)「帰国・来日等の子どもの教育を進めるために」,外国からの児童生

徒の受入れ・共生のための教育推進事業資料 
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「海外の学校改革に学ぶ」レポート 
 

【Celebration of Diversity〜自分と向き合う場作りを目指して〜】 

 

氏名（      ）  

     

学校名（ S 中学校 ）  

 

１．これまでの学修で学んだこと 

 ニュージーランドの教育には多文化共生の視点が多くの場面で教育活動に取り入れられて

いた。マオリとパケハの間で交わされたワイタンギ条約を起点としてさまざまな多文化共生

への取り組みが進められてきた。  

・10/3 福本先生  

NZ の全般的な話を講演いただいた。参考文献では平面的にしか見えていなかったが、実

際の現地の写真や映像を見て立体的に知ることができた。特にマオリ語の表記の言葉は、先

生の講義からその重要性を知った。教師の働き方についても日本とは異なる部分を知った。

また、NZ の基本的な学校のシステムについて知ることができた。ERO による学校評価や学

校協議会である BOT の仕組みについても知った。   

・11/3 Sommerville intermediate Zoom 交流  

学校として、地域のニーズを踏まえた、ビジョンの明確化がなされていた。カリキュラム

全体を通じてのマイノリティ生徒に対する学力と自尊感情両面へのアプローチがなされてい

た。また、学習状況の把握のためのデータ活用が教員のスキルとして定着しており、アカウ

ンタビリティーに対する責任を果たしていた。生徒のニーズに合わせた Extension Program

も充実していた。分散型リーダーシップも Zoom 交流を通じても感じることができた。そし

て、なにより Celebration of Diversity の言葉に私は感銘を受けた。ポジティブに多文化共

生を生徒と共に考える機会を持つことの重要性を実感した。  

・11/23 横浜市の多文化共生  

横浜教育ビジョン「多様性を尊重し繋がりを大切にした教育の推進」を実感した。横浜市

の取り組みは日本の先進的な取り組みであり、今後の日本を考える際に参考になることが多

かった。  

12/5 中村先生  

客観的な視点で分析から NZ を見る機会となった。二文化主義から多文化主義への転換へ

の難しさを感じた。比較的多文化共生教育が進んでいる NZ であっても、全てがうまくいっ

ているわけではなく、どちらかといえば二文化主義的な側面が大きいことを知った。  

12/12 NZSTA Colin さんの講演  

BOT の人種構成は NZ のものと同質であるということで、地域によって変化がある。また、

BOT を支えるシステムとして、オンラインであっても研修の教材が豊富にあり機能してい

た。また、コミュニティの一員としての自覚が強いことで学校へのコミットメントが高いこ

とを知った。  

 

 

 

資料 ６
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２．学修結果に照らし合わせて考えた，所属校の「多文化共生教育」に関わる組織的課

題、その充実に対するアプローチ（取り組みの方針，基本的な考え方） 

【勤務校の課題】 

①教員の人権に関する研修等が少ない 

 最も大きな課題としては校内研修で多文化共生に関する研修があまり実施できていな

いことが挙げられる。多文化共生以外の取り組みが多岐に及び、手が回っていない現状

がある。地域柄、学ぶ必要があるため、研修の実施が必要である。 

②多文化共生への生徒の学びが少ない 

 教員の研修が少ないことで、生徒へも波及できていない現状がある。多文化共生への

視点を持った教員が少ないことで課題と捉えきれておらず、子どもたちの学びへも繋が

っていない現状がある。 

③プロジェクト型学習での人権課題へのアプローチへの視点が少ない 

勤務校は総合的な学習の時間に 21 世紀型スキルの育成を目指して、プロジェクト型学

習を実施している。様々な課題についてプロジェクト型で実施し、課題解決型の総合的

な学習を実施している。これは非常に成果の多い取り組みであるが、他校での実践のよ

うな人権教育の機会は少ない。このプロジェクトの設定を人権的視点を組み込んだもの

とする必要がある。 

④チョソン文化研究会への参加者の少なさ 

国際クラブ・チョソン文化研究会に参加する生徒数が少なくあまり改善できていない

現状がある。韓国朝鮮にルーツのある全校 220 名の１割強の生徒が参加できるが、平均

すると毎回 3〜5 名程度である。 

 

【勤務校へのアプローチ】 

1. 組織目標の刷新 

 私自身が研究主任の元で校内研修のデザインを担当している。そのため、校内研修の

計画から実施までのデザインを任せられている。これまでにも対話型ワークショップで

の校内研修を数多く実施してきた実績があり、ワークショップ型の校内研修は浸透して

いる。また、今回の組織目標の刷新については学校長の賛同を得ており、昨年末より実施

する方向で計画を進めている。年度末に向けて校長と研究主任等と一緒にワークショッ

プのデザインを検討している。 

今回は学校組織目標の刷新が目的になるため、対話型ワークショップでの実施を考え

ている。教職員に自分の言葉で語ってもらいながら組織目標を作り上げる過程を生み出

したい。それにより、教職員は当事者意識をもって組織目標の達成に動いてもらえるは

ずである。また、学校を含む地域へ浸透させたいと考えている。年度始めに全校で周知

し、全員で目指す方向性であることを確認する時間を持ちたい。可能であれば生徒や保

護者の声も集めて組織目標をともに作っていければと考えている。 

 

2. 同和外国人教育推進委員会の充実 

現状、この委員会はチョソン文化研究会の情報共有のみとなっている。そこでこの場

をより充実した内容としたい。多文化共生に関わるプログラムの開発をこの委員会を中
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心として開発していこうと考えている。また、多文化共生だけでなく様々な社会課題に

ついての情報発信も行いたいと考えている。そして、本校の多文化共生に関わる課題の

根幹である教職員の学びの場として校内研修で先生たちの学びを深めていきたい。 

 

3. Celebration of Diversity プログラムの実践 

 ３つのプログラム案を考えている。 

①やさしい日本語交流 

生野区役所と連携したプログラムのやさしい日本語交流会を予定している。地域に暮

らす在留外国人は、外国人であるというだけでコミュニケーションへの壁が存在してい

る。やさしい日本語とは、やさしい日本語のバッジをつけている人やお店であれば互い

にやさしい日本語で会話することができるという取り組みである。地域に暮らす外国人

の方々と対話し、互いに関係を築くことでコミュニティー形成をしていきたいという生

野区役所の思いと、本校の多文化共生へのアプローチを組み合わせたプログラムである。 

②NPO との連携プログラム 

地域の多文化共生に関わる NPO との共同プログラムを考えている。多文化共生の視点

でアドバイスをいただける NPO があるため、協働しながら多文化共生教育のプログラム

を開発したいと考えている。 

③ゲストティーチャーの招聘 

多文化共生に関するゲストティーチャーの招聘を考えている。多文化共生と本校の地

域柄、多くの学びをいただける方に来校いただき、講演を実施したい。 

 

これらの取り組みを通じて、子どもたちも教員もともに多文化共生に触れ、楽しみなが

ら自然に自分のアイデンティティーについて考えられる場作りをしていきたいと考えて

いる。 

 

4. 取り組みを統合する 

①構成的グループエンカウンター 

 学級での関係性を作るワークを学級活動等で実施してもらう。これを行うことにより、

自己開示しやすい関係を作り出したい。 

②多様性ファシリテーション 

 多文化共生的な視点でファシリテートを行い、他者や他文化に触れることを通じて、

自分に自文化について深く考える機会を生み出したい。 

③組織目標ですべてを統合する 

 組織目標の視点に多文化共生の視点を盛り込み、進むべき方向性を明確に表明する。

この組織目標を実質化させていくことで多文化共生への視点も自然に定着していく流れ

としたい。 
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３．行動計画（学修結果をアイディアとして活かしながら） 

時

期  

学校としての取組（活動）  （リーダーとしての）自身のアクショ

ン，その工夫  

令

和

２

年

度  

・チョソン文化研究会の実施時間に部活動

の停止  

・チョソン文化研究会への参加  

・文化発表会でのサムルノリの発表  

 

・組織目標刷新へ校内研修の実施  

 

 

・組織目標の決定  

・同和人権教育推進委員会のメンバー

として提案  

・同和人権教育推進委員会のメンバー

として参加  

 

・校内研修のデザインを校長と研究主

任等と行い、ファシリテーションを行

う。  

・校内研修の内容を踏まえ、組織目標を

決定していく。  

・多文化共生への学びを深める  

令

和

３

年

度

１

学

期

～

夏

季

休

業  

・組織目標の年度始めの共有  

 

 

・同和人権教育推進委員会の組織  

 

・各学年でプログラム案の計画  

 

 

 

 

・多文化共生に関する校内研修の実施  

・日々の学級活動等で多文化共生への小さ

な種まき (グループエンカウンターや多様

性ファシリテーション講座 ) 

・全員が当事者意識を持てるように年

度始めの研修をデザインし、実質化を目

指す。  

・同和人権教育担当の教員と協議し、今

後の方針を固める  

・同和人権教育推進委員会のメンバー

を中心に学年のプロジェクトに多文化

共生へのアプローチを含んでもらうよ

うに働きかける。  

 

・研修の計画を外国人教育や人権教育

主担と行う。  

・グループエンカウンターや多様性フ

ァシリテーションの研修の実施  

令

和

３

年

度

２

学

期

～

３

学

期  

・やさしい日本語教室の実施  

 

・ゲストティーチャーの招聘  

 

・NPO との共同プログラムの実施  

・生野区役所企画総務部と共同でプロ

グラムの制作と実施をする。  

・ゲストティーチャーの招聘への手続

きを行う。  

・地域の NPO と共同でプログラム開発

と実施をする。  

令

和

４

年

度

以

降  

・前年度の実施案を参考にし、小中連携プ

ログラムの計画  

・小中連携を進めるために小学校と連

絡をとる  
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４．計画に対する同僚等のコメント 

 学校の課題を認識してはいるが、同和人権教育推進委員会として、今年度まで改善す

る方向性を見出せていなかった。特に多文化共生や人権的な視点であまり校内研修を実

施できていないことが根幹としての課題であった。今回の計画で現状の課題に対する明

確な方向性を示すことができている。多文化共生の視点は今後の教育活動において、外

すことの出来ない課題であるため、注力していく必要がある。この計画を進めることで

成果をあげていければと考える。 

 

 

参考文献 

・山脇啓造・服部信雄(2018), 新多文化強制の学校づくり, 明石書店 

・青木麻衣子・佐藤博志(2020), オーストラリア・ニュージーランドの教育, 東信堂 

・菊池聡(2018), <超・多国籍学校>は今日もにぎやか！, 岩波ジュニア新書 

・庵功雄(2016), やさしい日本語, 岩波新書 

・森田ゆり(2020), 多様性ファシリテーションガイド, 解放出版社 
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「海外の学校改革に学ぶ」レポート 
 

【他国を知り、自国を大切にする多文化共生教育】 
 

氏名（            ）  

 

学校名（ K 小学校 ）  

 

１．これまでの学修で学んだこと 

①学校評価について  

学校評価は、学校自身の自己評価をすすめることが多く、学校の自己教育力を向上させる

ために実施されている。学校経営において、まさに指導と評価が一体化されており、自己評

価を通して、工夫と改善が実施されているシステムであると感じた。  

開かれた教育課程を編成し、実施していくにあたって、学校評価を活用して、地域や家庭

と協働していく学校経営について生かすことができそうに感じた。特に、地域の方々が参画

し、地域とのコミュニケーションを生み出すことなどが活用できると思いました。  

②多文化共生について  

（1）これまでニュージーランドは他国と多文化共生が進んでいると思っていたが、講議を

受けて、まだまだ道半ばだと感じた。具体的には、パケハとマオリとの学力間格差や停学率、

学校理事会の参加の度合いなどから、格差が解消されていないところが挙げられていること

である。  

（2）二文化教育の失敗について、パケハの側からの考えであったために、失敗してしまっ

たと思った。ワイタンギ条約として明文化されているおかげで、マオリの地位向上につなが

っているが、形式的なものが多く、実質には格差が解消されていないのだということを学ん

だ。互いの立場を尊重することが大切だと思った。  

（3）多文化共生教育を進めていく上で、まず、自己のアイデンティティの確立と学校内で

児童・生徒の学力を保障していくことが土台であることを活用できると思った。自己のアイ

デンティティを確立した上で、社会的正義など、グローバルなものの見方ができるのではな

いかと思った。今後、勤務校で多文化共生教育に取り組んでいくに当たって、日本人として

の自己有用感を確立した上で、多様な視点で他国を見ていくことを重点的に取り組んでいく。 

③ニュージーランドの学校教育（Somerville Intermediate School の事例より）  

（1）ファナウによる異年齢集団による活動  

 異年齢による集団が形成され、スポーツや文化などの教育活動が展開されている。  

（2）個々の課題や興味・関心による個に応じた学習活動の展開  

 データに基づく学習支援において、どの教員も個に応じた学習支援ができるようにトレー

ニングされている。また、教育活動も学力保障などの学力向上のための支援だけでなく、エ

クステンションといった児童・生徒の興味・関心に応じた発展的な学習内容も用意されてい

る。現在、日本が進めている個別最適化学習への取組みの参考になると感じた。  

（3）多民族が学ぶ特色ある学校づくり  

 ニュージーランドといっても地域によって民族の構成が違う。それぞれの学校が、地域の

特色に応じて、学校を組織したり、それぞれの児童・生徒が、個々のアイデンティティを育

成できるように教育活動が展開されている。  

資料 ７
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④横浜市の多文化共生の取組みより  

（1）学校によっては、外国籍の児童・生徒の半数以上が所属し、各学校に国際教室担当教

員が配置されている。日本語指導など、児童の支援に関して、多くの教職員が連携して共通

理解をし、取り組んでいる。  

（2）読書指導や、総合的な学習の時間の JICA 横浜の訪問などを通して、学習活動において、

多文化共生について学ぶ機会がある。  

（3）児童による多文化共生委員会がカンボジア募金を実施したり、外国につながる児童の

踊りを紹介したりするなど、委員会活動において児童が多文化共生について活動をしている。 

 

２．学修結果に照らし合わせて考えた，所属校の「多文化共生教育」に関わる組織的課

題、その充実に対するアプローチ（取り組みの方針，基本的な考え方） 

 

所属校では、人権教育の取組みとして、今年度、「多文化共生教育」に重点的に取り組む

ことになった。しかし、所属校の現状としては、外国にルーツがある児童はほとんどい

ない（今年度は在籍していない）、そのため、外国に対して触れる機会が少なく、国際理

解についても自分のこととして考えることのできない児童が多いのが現状である。また、

多文化共生教育についてもこれまで取り組んだことがなく、どのように取り組んでいく

べきが教職員間で模索中である。その取りかかりとして、今年度の重点内容の全体目標

として、「お互いのちがいを認め合い、ともに支え合う子どもの育成を目指す」とし、ま

ず、他の国について親しみ、知ることから始めている。 

①取組みの方針 

・低学年・・・いろんな国に親しもう。 

・中学年・・・いろんな国のことを知ろう。 

・高学年・・・いろんな国の人とともに生きるために自分の生き方を考えよう。 

②基本的な考え方 

・他の国についての理解を深めることで、自分の国のよさについての理解もさらに深め

ていけるようにする。 

 

 

３．行動計画（学修結果をアイディアとして活かしながら） 

時

期  

学校としての取組（活動）  （リーダーとしての）自身のアクショ

ン，その工夫  

令

和

２

年

度  

①多文化共生の人権教育  

・研究授業（中学年）3 学年  

「世界のじゃんけんを体験しよう」  

・学年での取組み  

・教材研究のための資料の提供。  

・人権教育部会での学習指導案の検討。 

・研究授業での協議の進行。  
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②世界の国々の文化についての掲示  

・世界のあいさつ  

・世界の食生活  

・世界の民族衣装  

人権担当が中心となって取り組んでい

る。  

私は、人権部会に所属しているので、世

界の衣装についての掲示担当をしてい

る。  

令

和

３

年

度

１

学

期

～

夏

季

休

業  

①委員会活動での取組み（計画）  

（1）計画委員会  

・世界の国々の言語でのあいさつ運動  

（2）図書委員会  

・世界の国々についての本の紹介や読み聞

かせ。  

（3）掲示委員会  

・世界の文化についての掲示作成。  

②教科横断的学習の視点から、各教科との

関連性を明確にし、単元配列表を作成す

る。  

①横浜市の多文化共生委員会などを事

例を基に、各委員会でどのような活動が

できるか、提案をする。最初は、年に 1

回程度、どのような形で実施するかを提

案する。  

②担当教科ごとに、多文化共生に関する

事項をピックアップさせ、単元配列表に

まとめていく。  

各学年に依頼し、総合的な学習の時間な

どと関連付けを実施する。  

令

和

３

年

度

２

学

期

～

３

学

期  

③多文化共生教育の実践  

（1）授業でのさらなる実践  

・各学年、ブロック単位  

・研究授業  

（2）委員会活動での実践  

・計画委員会  

・図書員会  

・掲示委員会などを中心に活動  

③各学年、ブロック単位で授業に必要な

教材や資料についての意見を聴き、教育

委員会や関係機関からの提供を依頼す

る。  

指導案の事前検討、研究授業の事後協議

の進行と運営に関わる。  

児童集会など、委員会活動の発表の場の

設定を実施する。  

令

和

４

年

度

以

降  

○異年齢集団や地域や関係機関と連携し、

多文化共生教育の取組みを広げていく。  

①たてわり活動を通した異学年集団の活

動  

・たてわり世界の遊び体験、たてわり世界

のクイズ大会など  

②オンラインを活用した交流  

・6 学年社会「日本と関係の深い国」の発

表をオンラインで教室同士をつないで交

流。  

・他の地域の学校とオンラインでつないで

の相互交流。  

③地域や関係機関との連携  

・英語劇の活用  

・関西国際センターとの連携  

①高学年リーダーの育成（たてわり活動

担当と連携）  

・世界の遊びなどについて調べさせ、体

験を通して、どのように進めると良い

か、企画、運営できる力を育成する。  

②オンライン授業に必要な環境の整備  

・各教室のオンライン配信設置の支援  

・教職員のオンライン授業における研修

の実施  

③地域への情報発信と関係機関への依

頼  

・多文化共生の取組みを学校 Web ペー

ジなどを活用して、情報を発信してい

く。  

・阪南市教育委員会人権教育担当の指導

主事とのやりとりを進める。  

・関西国際センターなどの関係機関への

情報提供の依頼、交流におけるやりとり

を進める。  
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４．計画に対する同僚等のコメント 

 委員会活動やたてわり活動など、授業以外の活動でも進めていくことも大切だと思っ

た。また、所属校が関西国際空港に近いので、関西国際センターなどの関係機関との連

携も所属校のように学校内で外国につながりの少ないうえでも有効だし、つながりが少

ない中でどのように子どもたちに多文化共生教育について進めるうえでもいいと感じた。

しかし、現時点では、所属校は多文化共生教育について取り組みを始めたばかりなので、

授業実践について各学年、各ブロックにおいて教材や資料を集めていき、使えるように

していくことがまず必要だと思っている。 

 

参考文献 

・『第三版オーストラリア・ニュージーランドの教育』青木麻衣子・佐藤博志編著 東信

社 

・『多文化教育の国際比較』松尾知明著 明石書店 

・『新多文化共生の学校づくり横浜市の挑戦』明石書店 

・『子どもの幸せを実現する学力と学校』木村裕・竹川慎哉編著 学事出版 

・『あたらしい学びのつくりかた』堀田龍也・赤坂真二・谷和樹・佐藤和紀著 学芸みら

い社 
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「海外の学校改革に学ぶ」レポート 
 

【多文化共生教育の推進―よりよい学校をめざして―】 
 

氏名（      ）  

 

所属（ T 小学校・○○教育委員会 ）  

 

 

１．これまでの学修で学んだこと  

 ニュージーランドは、ヨーロッパ系民族をはじめとして、マオリ、アジア系民族といった

多様な民族から構成させる他民族国家である。ニュージーランドの言語は英語・マオリ語に

加えて、2006 年以降には手話も公用語として認められている。政府刊行物のほとんどが英語

とマオリ語の併記となっているのも、ニュージーランド文化の象徴の一つである。ニュージ

ーランドのこうした他民族国家としての文化形成は、教育分野のおいても教育政策、教育制

度、教育内容すべてと連動している。マオリに対する教育では、マオリ社会がもつ独特な社

会集団性（ファナウ、ハプ、イウィ）に対する理解とパートナーシップが求められている。  

ニュージーランドの学校教育で特徴的なのが、各学校に保護者や地域住民を中心に構成す

る学校理事会（Board of Trustees：BOT）が設置されていることである。BOT は、これまで

中央教育省や教育委員会の有していた権限を可能な限り学校現場に移譲するというものであ

り、各学校の自主性・自立性を尊重した施策が展開されている。各学校に設置された BOT は、

教育課程編成、人事運営、財務運営等多くの学校権限をもつ学校経営主体であり、意思決定

機関として位置づけられている。そして、BOT の教育活動を確認するための第三者評価者機

関として、教育機関評価局（Education Review office：ERO）を設置している。BOT と ERO

の両輪による展開を通じて教育活動の効率化と質の向上が実現された。  

ニュージーランドのナショナル・カリキュラムに掲げられている学習領域は、英語・芸術・

保健体育・言語の学習・数学と統計・科学・社会科学・技術の８領域が設定されている。各

学校は、ビジョンを実現するために、価値やキー・コンピテンシーの要素を組み込んだ８学

習領域のカリキュラムを、学校の実態に即して設定する。日本の学習指導要領のように授業

で取り扱うべき内容等の具体的なものはなく、授業内容、構成、教材など、すべての教師に

裁量が与えられている。自律的な学校経営が推進されているため、各学校の責任と専門性の

もと、自校の子どもに最も適切なカリキュラムを構築し、提供することが求められて、学校

や教師の裁量に委ねられている部分が大きい。そのため、子どもの背景やニーズをしっかり

把握しなければならない。学校と地域、保護者が協働し、子ども一人一人に応じた教育を展

開していくことが大切だということを学んだ。  

 ニュージーランドの多文化共生としては、マオリの文化と言語を尊重する二分化主義、そ

して移民などの急増などによる多文化主義の必要性、二分化主義と多文化主義の葛藤をどの

ように考えていくのかといったことについて考えてきた。多文化共生をめざした教育を実践

するためにも、学校・教師が知識と経験を培う必要があることが重要であると学んだ。これ

らのニュージーランドで学んだことを在籍校で活かすプランを考え実践していきたい。  

 

 

資料 ８
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２．学修結果に照らし合わせて考えた，所属校の「多文化共生教育」に関わる組織的課

題、その充実に対するアプローチ（取り組みの方針，基本的な考え方） 

 

【在籍校の特徴と組織的課題】  

・学校規模が大きい  

児童数約 1300 人 学級数４９学級（特別支援学級１２学級）  

・若手教員が半数を占めている  

・毎年大量の異動がありため、校務分掌・システムの構築が難しい  

・学校間のまとまりはあるが、全学年、全教職員での連携が弱い  

・不登校児童の割合 約２．４％  

・外国につながる（外国人籍）児童の割合 約１．７％  

 （中国・フィリピン・韓国・ベトナム・モンゴル・メキシコ）  

 

 

国際理解教育の目標として、「児童がそれぞれの国の文化の違いを認め合うことができる

ようにする」としており、人権教育年間指導計画では、国際理解教育、在日外国人教育の領

域で１つ以上の教材を使った学習が計画されているが、それぞれの学年でどのような実践を

しているのかが不透明であり、多文化共生教育が浸透していないという現状がある。  

 

【課題に対するアプローチ】  

①教員に対して：多様な研修会の実施  

 課題・目的意識を共有し、教員の意識を向上させる。そのために、若手教員もが活躍でき

るような多様な研修会を実施する。  

 

②児童に対して：教科横断的視点での学習展開の工夫  

 児童に身につけたい力を明確にする。そのために、学年のつながり、単元のつながりを意

識した系統立てたカリキュラムを作成し、それを全教職員共有する。  

 

③地域・保護者に対して：教育活動の参画をうながす  

 学校の情報を適宜発信し、学校ビジョンを共有する。そして、地域・保護者を巻き込んだ

教育活動を展開する。  

 

 

※作成した「多文化共生カリキュラム」を資料に添付する。  
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３．行動計画（学修結果をアイディアとして活かしながら） 

時

期  

学校としての取組（活動）  （リーダーとしての）自身のアクショ

ン，その工夫  

令

和

２

年

度  

○課題共有のためのアンケートの実施  

 

○ニュージーランド教育の研修会の実施  

 

 

○多文化共生教育のカリキュラムの見直

しと改善案を作成する  

 

○多文化共生カリキュラム（案）を作成す

る  

 

○行動計画の具現化  

・アンケート結果を周知する。  

 

・ニュージーランド教育の学びを若手

教員中心に広める。  

 

・各学年の現在の取組を整理し、実践内

容を精選する。  

 

・学年のつながり、単元・教材のつなが

りを意識した系統的なものにする。  

 

・ニュージーランドでの学びと自身の

実践研究をつなげることができるよ

うにする。  
令

和

３

年

度

１

学

期

～

夏

季

休

業  

○全体研修会  

 

 

 

○多文化教育に関わる研修会の実施  

 

 

 

○多文化共生プログラムの実施  

 「やってみる！」  

 

 

 

 

 

・作成した多文化共生カリキュラムを

全教職員で共通理解する。  

・児童に身につけたい力を明確にする。 

 

・ゲストティーチャーを招聘し、多文化

共生教育の関心を高めることができ

るようにする。  

 

・多文化共生教育に関わる授業を公開

し、学校内に、まずは「やってみる！」

という意識がもてるようにする。  

 

令

和

３

年

度

２

学

期

～

３

学

期  

○多文化共生プログラム実施  

 「広める！」  

 

 

○令和３年度の取組の振り返りを行い、多

文化共生教育に視点をおしたカリキュ

ラムを作成する。  

・年間指導計画に基づき、各学年で実践

を進める。（低・中・高で１本の公開

授業を行う）  

 

・令和３年度の取組の振り返りから、改

善案を考え、次年度に向けた修正を行

い形にする。  

知る！ 

やってみる！ 

やってみる！ 
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令

和

４

年

度

以

降  

○多文化共生教育を広める  

 

 

 

○日々の教育実践の中で、認め合う文化を

たしかなものにする。  

 

○地域・保護者を巻き込んだ教育活動を実

践する。  

 

 

 

 

 

・年間指導計画に基づき、各学年で実践

を進める。（各学年１本の公開授業を

行う）  

 

・多文化共生教育を浸透させ、全教職員

が意識できるようにする。  

 

・多文化共生教育を推進し、子ども・教

員、地域・保護者が協働し、認め合う

文化をつくる。  

 

 

 

 

４．計画に対する同僚等のコメント 

・インクルーシブ教育を含めた実践ができるとよりよいものになる。地域を巻き込みながら、

学校全体で取り組んでいくことが大切だと思う。そのためにも、まずは教員の意識を高め

ていくことが必要である。  

・子どもたちに「自分事」として捉えることができるよう、PDCA サイクルをまわして、評

価を行っていくことが大切である。やったきりになるのではなく、きちんと文化を継承で

きるようにしていかなければならない。  

・一人一人のニーズに応じた教育は簡単なようでとても難しいことである。個々の実態を的

確に把握しなければならない。そのためにもデータをとり、課題を視覚化していく必要が

ある。  

・多文化共生と教科との関連を図っているので、誰でも実践可能である。多文化共生を柔軟

にとらえていきたい。  

 

 

 

<参考文献> 

・「オーストラリア・ニュージーランドの教育  グローバル社会を生き抜く力の育成に向け

て」，青木麻衣子・佐藤博志，東信堂，2020 

・「多文化教育の国際比較 世界 10 カ国の教育政策と移民政策」，松尾知明，明石書店，2017 

・「多文化共生の学校づくり 横浜市の挑戦」，山脇啓造・服部信雄，明石書店，2019 

・「子どもの幸せを実現する学力と学校―オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・韓国・

中国の『新たな学力』への対応から考える」，木村裕・竹川慎哉，学事出版，2019 

 

 

 

 

 

 

広める！ 
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「海外の学校改革に学ぶ」レポート 
 

【あなたは日本の文化を語れますか】 
 

氏名（      ）  

     

学校名（ H 小学校 ）  

 

１．これまでの学修で学んだこと 

これまでの学習で学んだことは大きくまとめると３つある。1 つ目は、ニュージーランド（以

下 N Z）の国民性、2 つ目が N Z の学校教育、3 つ目が諸外国の多文化共生教育に関する取

り組みである。  

1 つ目の、N Z の国民性では、福本先生の講義で始めに言われた「N Z は新しいことにトラ

イする」という言葉が印象的であった。トライしてうまくいかなかったら別の方法を探す。

日本の学校では、前例踏襲が多く新しいことにトライするまでに時間がかかるので、少し見

習いたいと思った。他にも、公用語に手話が入っていること先進国の首脳の中で初めて産休、

育休を取得したこと、またそれを国民が受け入れていることなどから、社会的に弱い立場で

あっても皆平等に社会参加できるのだと思った。  

2 つ目の N Z の学校教育では、毎朝 10 時のティータイム、青空の下ノースリーブ姿で職員

打ち合わせが行われている写真、国の教育機関でその地域の戦略を考えるのに大きな模造紙

のようなものに戦略イメージを書いている写真などから、形に囚われず物事を進める文化を

感じた。児童は、５歳になった次の月曜日に入学できるシステム、グループノートを中心に

学ぶ姿、学び方を学ぶという張り紙などからは、児童一人ひとりが自分の学びとして学習に

取り組んでいることがわかった。  

3 つ目の諸外国の取り組みでは、主に書籍からの学習であったが、この本の書き出しは「多

文化主義は失敗した」という衝撃的な一文から始まっている。中村先生の講義でも「二文化

主義は失敗した」という一言に衝撃を受けた院生がたくさんいたのと同じように、私はこの

本の一文に衝撃を受けた。しかし、読み解くうちにマジョリティー、マイノリティーと分け

て考えるのでなく、その国として子どもたちにどのような資質や能力をつけさせたいのかを

考えてカリキュラムを作り、教育を行うことが大切だと理解した。それぞれの国で今取り組

みの紹介の中で、目に留まった言葉が、イギリス「ブリティッシュネスの涵養」、ドイツ「異

文化能力の獲得」、カナダ「アイデンティ形成の模索」、韓国「多文化社会としての韓国とい

う意識の醸成」であるが、涵養や醸成というものは一朝一夕にできるものではなく、長い時

間をかけて積み上げていくものである。これらの言葉から、多文化共生教育とは、長い時間

をかけて少しずつ意識を変えていくことなのだと解釈した。  

最後に、多文化共生は N Z をはじめとして多くの国で取り組んでいるが、「これぞ正解」と

いうものはなく、どの国も試行錯誤の中で取り組んでいる。それぞれの国の社会的資源、教

育的資源いかに有効活用するのかが、多文化共生教育の取り組みを充実させる上で重要とな

るのではないだろうか。  

２．学修結果に照らし合わせて考えた，所属校の「多文化共生教育」に関わる組織的課

題、その充実に対するアプローチ（取り組みの方針，基本的な考え方） 

所属校は、現在外国に関係を持つ児童は各学年に０人から３人ほどの在籍である。学校

資料 ９
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全体で見れば、すぐに学校を上げて多文化共生教育に取り組まなければならないという

わけではない。しかし、社会の流れを見ていると、数年後には多文化共生教育が必要に

なってくるのは想像に難くない。そこで、この３年間は多文化共生に向けた素地を作っ

ていきたい。テーマとしては、「差異と共に生きることができる学校づくり」とする。柱

として、一人ひとりに合わせた反復学習による学力 U P、カリキュラムマネジメントで日

本と外国についての理解 U P、評価の見直しで多様性・差異の受け入れの 3 つを設定する。 

 

３．行動計画（学修結果をアイディアとして活かしながら） 

時

期  

学校としての取組（活動）  

学力に関して学、カリキュラム C、評価評  

（リーダーとしての）自身のア

クション，その工夫  

令

和

２

年

度  

学  

・  １人１台端末の使用に慣れる（児童、教師）  

・  端末で可能な学習活動リサーチ  

C  

・  社会科と総合のカリキュラム作成、社会科と外

国語のカリキュラム作成のための資料集め  

評  

・  運営の計画立案、指標の設定のための資料集め  

・  ICT 主任を中心とした端末

の研修計画立案の補助  

・  総合主任と教務主任を中心

にカリキュラムの作成に向

けた計画立案の補助  

・  運営の計画立案のために必

要な資料の調査、回収  

・  教職員間での意識づけ  

令

和

３

年

度

１

学

期

～

夏

季

休

業  

学  

・  端末を使った学習活動の取り組みや成果、課題

などの共有、２学期以降の取り組み内容の計画  

C  

・  社会科と総合や外国語のカリキュラムに沿っ

た教育活動の展開、記録の保存  

評  

・  運営の計画立案、指標の設定  

・  子どもの変容の記録  

・  研修会の開催、補助  

・  記録を共有できるシステム

づくり（職員室の壁面や公

務支援 P C の活用）  

・  子どもの変容の途中経過を

確認、必要に応じて記録の

内容や方法を変更する。  

令

和

３

年

度

２

学

期

～

３

学

期  

学  

・  端末を使った基礎基本の定着の学校としての

取り組みの柱を作る。  

C  

・  カリキュラムの叩き台完成  

評  

・  子どもの学びへの意識の変容をアンケートな

どで調査する。（評価されることから自己評価

へ価値の変換）  

・  ICT 主任と学力担当で端末

の活用方法の叩き台を作成

し、系統立てた取り組みに

なるようにする。  

・  多文化共生への意識づけと

して、生活指導主任中心に

言葉の問題や生活習慣の違

いによる困り感調査を実施

する。  
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令

和

４

年

度

以

降  

差異と共に生きる学校  

【めざす姿】  

・  自分の学びを自分で計画、評価できる子ども  

・  子ども一人ひとりに合わせた指導・支援ができ

る教師  

・  カリキュラムの完成  

・  多様な評価規準の作成  

 

・  カリキュラムが運用される

ように、サポート。  

・  学年間をつなぐシステムを

作る。（掲示板、随時書き込

み修正、いつでも見られる

環境）  

・  カリキュラムの更新  

・  言語サポートも視野に入れ

る  

 

４．計画に対する同僚等のコメント 

テストやアンケート以外の評価ができるようになると、子供達だけでなく教職員も自分

たちの仕事に対して自己肯定感が上がるのではないだろうか。それは難しいところであ

るが、継続した取り組みの中で子どもの変容を地道に看取っていくことが必要になる。

そうやって、見ていくことが子どもの安心にもつながるので、とても価値あることだと

思う。 

 

参考文献 

・  福本みちよ（1997）「ニュージーランドにおける学校理事会に関する考察―学校の教

育活動に対する父母・地域の教育要求の反映の視点からー」『比較教育学研究』第 23

号 

・  松尾知明（2017）『多文化教育の国際比較―世界１０カ国の教育政策と移民政策―』

明石書店 

・  青木麻衣子、佐藤博志（2020）『オーストラリア・ニュージーランドの教育 グロー

バル社会を生き抜く力の育成に向けて』東伸堂 
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「海外の学校改革に学ぶ」レポート 
 

【Ｋ小学校の多民族・多文化共生教育の今日化について】 
 

氏名（      ）  

 

学校名（ K 小学校 ）  

 

１．  これまでの学修で学んだこと 

 

①ニュージーランドの教育における民族的多様性の意識 

サマービル校には 25 以上の民族や国籍にルーツのある生徒が在籍しており、大切にしてい

る理念があるということであった。言語、文化多様性、文化的な学びといったさまざまな多

様性の受け入れを教育の中で行っており、「一番大切にしていることは、文化的なちがいや多

様性を生徒たちに理解させることである。」とはっきりおっしゃっていた先生方が、印象に残

っている。 

 

②学校教育と保護者、地域との関係 

福本先生のお話や書籍の学習で、ＢＯＴと呼ばれる学校理事会が、日本のＰＴＡのような

ものではないとは分かっていたが、デイビスさんとの交流で一番感じたちがいは、ニュージ

ーランドの保護者にとってＢＯＴ(学校理事会)は、参画するのにとても十分なモチベーショ

ンがあることである。保護者や地域が学校をとりまくコミュニティの一員であるという意識

が高く、みなさんがとてもやりがいを感じながら、学校教育に関わっておられた。 

また、横浜のＳ小学校の実践を学んだとき、日本の教育の中で、主にブラジルの子どもた

ちや保護者の声を学校教育のなかにどう反映させられるかにこだわった取組みがされており、

非常に参考になるものであった。 

どちらの学校にも共通していたことは、学校は地域や保護者の願いや思いを教育活動に取

り入れようとしており、保護者や地域の方々はやりがいをもってそれに関わっていることで

あった。 

 

③エビデンスと試行～データに基づく子どもサポート～ 

福本先生から、ニュージーランドは、エビデンスと試行、実験を繰り返す文化があり、失

敗を大いに認め、「社会の実験国」と言われるぐらいの「やってみよう精神」に溢れているこ

とを学んだ。 

さらに 11 月のサマービル校との交流では、子どもたちの学びの状況を把握するために、ち

がった民族グループごとにデータを取っていることを学んだ。そのデータに基づいて子ども

たちをサポートしており、BOT や校長先生はこのデータに非常に関心を持っているとのこと

であった。また、こういった Data tracking についてスペシャルなスタッフがいるかという

質問をしたところ、クリス副校長先生の返答は、「教員全員がスペシャリストです。」という

ことであった。 

 

 

資料 １０
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２．学修結果に照らし合わせて考えた，所属校の「多文化共生教育」に関わる組織的課

題、その充実に対するアプローチ（取り組みの方針，基本的な考え方） 

 

・所属校の「多文化共生教育」に関わる組織的課題 

私が勤めるＫ小学校は、大阪の東側に位置し、30 名の教職員と８クラス 180 名の児童

が在籍している。校区には、町工場が多く、「モノづくりの街」を代表するような地域で

ある。また、外国にルーツのある児童も多く在籍し、人権教育を中心に据えた学力向上

の取組みや国際理解教育を推進している。全校児童１８０人のうち、韓国・朝鮮につな

がりのある児童は、32 人で、全児童の約 18％にあたり、その子どもたちの民族的な自覚

を促すためにアイデンティティの確立を目的とした母国語学級が設置されている。 

 しかし近年、子どもたちや保護者の多国籍化が進み、中国、ベトナム、フィリピン、

モンゴル、オランダ、ドイツ、ロシアなど、韓国・朝鮮以外の外国につながりのある子

どもたちは７カ国、16 人で全児童の約９％に上るようになった。韓国・朝鮮も合わせる

と約 27％の子どもたちが外国につながりがあることになる。私たちの学校の課題は、多

国籍化していく子どもたちの実態やニーズにこれまでの枠組みでは、対応できなくなっ

てきていることである。今まで大切にしてきたことを継続しながらも、より実態に合わ

せた「多民族・多文化共生教育の今日化」が必要になってきたと言える。 

 

・課題の充実に対するアプローチ 

【取り組みの方針】 

在日コリアンに対する教育とニューカマーの子どもたちへの教育の融合によって、実態に

即したＫ小学校の多民族・多文化共生教育の今日化を図る。 

 

【基本的な考え方】 

今までのＫ小学校の母国語学級の歴史は、主に民族的な自覚を促すことでのアイデン

ティティの確立をめざしてきた。それは、様々な国につながる子どもたちにも同様に大

切なことである。またそれは本人たちの問題のみならず、周りの全児童や教職員の問題

でもあるという意識をＫ小学校は培ってきた。 

今年入学してきた外国につながりのある子どもたちの保護者は、「こんなに長い名前だ

と、いじめられるかもしれないからミドルネームはいりません」や「本名だと周りとち

がって心配だ」という声をあげておられた。しかし学校は、何より自分のアイデンティ

ティの象徴である本名をとても大切にしていることや、友だちにも堂々と本名を名乗っ

ていきいき登校している子がたくさんいることを伝えると、保護者の方々は安心し、ア

ルファベットで本名を紹介してくれた。 

ニュージーランドの学校教育で学んだような、民族的多様性をこれからも大切にしつ

つ、保護者や地域の願いをもっと学校教育に取り入れ、データを活用した子どもたちの

サポートを、これからの学校教育に、そして勤務校であるＫ小学校に根付かせていきた

い。 

また、学びのなかで、マオリとパケハといったこれまでの伝統的な二分化主義を続け

るのか 近年問題になっている、パシフィカなども合わせた多文化主義に移行するのか
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に悩み、試行錯誤するニュージーランドの姿も見えた。様々に教育のかたちを模索して

いるニュージーランドのように、Ｋ小学校も、日本と韓国・朝鮮という長い歴史から、

様々な国につながりのある子どもたちと共に、お互いの良さを生かしながら新しい多民

族・多文化共生教育のかたちを考えていきたい。 

 

【今年度の具体的アプローチ】 

今年、民族的な多様性の意識を高めるために、韓国・朝鮮以外の国につながりのある子ど

もたちを集め、朋友・フレンドクラスをたち上げた。そこで、主観や雰囲気だけに頼ること

のないよう、データを基にした子どものサポートを行うことを目標に、在日外国人教育担当

者と共に、子どもたちの実態を探るアンケート調査を行った。どの項目も非常に高い肯定的

な回答がめだったが、「自分のルーツにつながる文化のことをよく知っている」という項目は

65％と唯一 70％を下回っていたことが分かった。 

また全児童へのアンケート調査でも、「母国語学級や朋友・フレンドクラスの取組みのよう

すを知るのが楽しみ」だと強い肯定をした児童は 53％で、否定的な回答をした児童は、合わ

せて 14％ほどいた。また、「友だちの国のことを知っている」と肯定的に回答した児童は 80％、

否定的な回答は 20％だった。 

そこで、朋友・フレンドクラスの活動の方針を、「自分たちの国のことをもっとよく知り、

学校のみんなに伝えること」とした。 

11 月、外国につながりのある子どもたちはそれぞれの国の民族衣装を着て参加する「母国

語学級を囲む○○っ子ワールド」に、今年は母国語学級の発表だけでなく、朋友・フレンド

クラスの発表時間も設けられた。それぞれ自分の国のことを調べ、クイズ形式で友だちに参

加してもらう形式をとった。本番は新しい生活様式もあって声を出さずに○×形式で行った

が大盛況であった。 

発表後に同じアンケート調査を行った結果、「友だちの国のことを知っている」に肯定的な

回答をした児童は微増であったが、「三つの学級は自分にとっても、大切だと思う」と言う項

目が、14％程の大幅なアップが分かり、取組みの成果を感じることができた。ニュージーラ

ンドの学校教育から学んだ「民族的多様性の意識」と「データに基づいた子どもたちのサポ

ート」のアプローチが少し進んだ。 
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３．行動計画（学修結果をアイディアとして活かしながら） 

時

期  

学校としての取組（活動）  （リーダーとしての）自身のアクショ

ン，その工夫  

令

和

２

年

度  

・職員研修実施 

「日本語指導が必要な子どもへの支援」 

・外国につながりのある子どもたちの「言

葉の力レベル」チェック  

・１年間の総括研修をファシリテーター

として企画・運営をする。その際、年間

計画における多文化共生教育の位置づけ

を明確にする。 

令

和

３

年

度

１

学

期

～

夏

季

休

業  

・朋友フレンドクラスの居場所確保 

・家庭訪問にて保護者の願いや困り感を聞

き取り調査 (担任および外国人教育担当

者) 

・保護者の協力を得たハナフェスタの実施 

・外国につながりのある子どもたちの自尊

感情や学びの状況、全校児童の意識を把握

するためのアンケ―ド調査を実施 (毎学

期) 

・年間計画(ビルドアップストーリーに中

学校区のつけたい力と多文化共生教育の

視点を明確に示すよう各学年に働きかけ

る) 

・校舎配置を教頭先生に配慮してもらう。 

・聞き取った情報の共有を全職員に働き

かける。(外国人児童カードの活用) 

・どの担当職員にもやりがいをもって仕

事を行ってもらえるようサーバントリー

ダーシップを意識する。 

令

和

３

年

度

２

学

期

～

３

学

期  

・東大阪国際交流フェスティバルにて母国

語学級保護者会(トッキの会)と朋友・フレ

ンドクラスの保護者が協力した出店を計

画 

・コミュニティスクール設立に向けた学校

評議会の運営 

・人権教育部とともに、国際交流フェス

ティバルの計画立案と、具体策を考える。 

・コミュニティスクール設立に向けて、

中学校区のつけたい力の定着を図るた

め、地域や保護者も巻き込んだ PR 写真や

動画を作成できないか検討する。(一貫教

育担当者会議) 
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令

和

４

年

度

以

降  

・朋友フレンドクラスの保護者会設立  

・コミュニティスクール設立  

・㏚写真や動画を配信 

 

今年度中に週一回来校している日本語指導専門のスクールサポーターに、「日本語指導

が必要な子どもへの支援」をテーマに職員研修を行う。さらに、子どもたちの実態把握

のために、外国につながりのある子どもたちの「言葉の力レベル」を確認する。生活の

なかでは日本語に困り感がないように思っていた子どもたちでも、実は繊細なコミュニ

ケーションや学習言語には困っており、それが見逃されている可能性があるからである。

また、ことばの力を調べるには、➀両親ともに外国籍、もしくはつながりのある子ども

②片方の親が外国籍、もしくはつながりがある子ども③片方の親が外国につながりがあ

る、などのカテゴリーに分けて調べる必要があると考える。 

来年度前半には今年度の反省から、朋友フレンドクラスの居場所を使用頻度の少ない

教室が使えるようになる見通しだ。 

また、本校には毎年６月にハナフェスタという様々な国々の遊びを体験する縦割り班

活動があるが、来年度は保護者の参加も計画にいれ、現在人権教育部もその実現に向け

て動いてくれている。 

さらに今年度のように、外国につながりのある子どもたちの自尊感情や学びの状況、

全校児童の意識を把握するためのアンケ―ド調査を継続実施していきたい。 

来年度後半では、毎年母国語学級が東大阪国際交流フェスティバルというお祭りで出

店していたブースに、朋友・フレンドクラスの保護者にも手伝ってもらえないかという

働きかけを行っていく。もうすでに各担任と保護者との話では、「私たちも手伝うよ！」

や「水餃子作るよ！先生」という熱いエールをもらうことができているようだ。 

 

４．計画に対する同僚等のコメント 

①○○先生の助言によって、子どもたちの実態調査を行い、それにそった計画を立てる

という道筋が見えました。母国語学級を囲む○○っ子ワールドで、様々な国につながり

のある子どもたちは民族衣装を着ていきいきと活躍しました。その姿を見ていた母国語

学級の子どもたちは、「私たちもはやくチマチョゴリを着たい。」とうずうずしていまし

た。これは朋友フレンドクラスの取組みが、母国語学級の子どもたちの民族的な自覚を

促し、アイデンティティの確立に一役買い、良い刺激を与えたにほかなりません。それ

ぞれの学級の相乗効果があった分かりやすい一場面でした。これは周りの日本人の子ど

もたちにも言えることだと感じます。これからも、限られた資源の中で自分たちの強み

を発揮し、一緒にあたらしいものをつくっていきたいです。 

(教員Ｍ：Ｋ小学校 在日外国人教育担当) 

 

②まずは多文化共生教育をテーマとしたオンライン実践報告会の開催、誠におめでとう

ございます。 

大阪教育大学、連合教職大学院の関係者の皆様、いつも本当にありがとうございます。  

今回の報告会に参加し、大阪の教育はコロナ禍にあっても、マイノリティの子どもによ

りそって確かな実践を積み上げられていることが確信できました。 

とりわけ、○○○○氏の報告については、前半部分のニュージーランドの学校協議会

BOT についての内容に大いに興味を持ちました。これは現在、東大阪市において研究が進

86



められているコミュニティスクールと深く関わっていくものと思われます。 

また後半部分の○○小の実践報告については、取り組み内容の発表のみに留まらず、

その成果をアンケート等をもとに数値化し客観的に分析されたことは、学術的にも大い

に評価されるところです。 

○○氏が研究されている内容については、本市全体の教育課題への示唆と捉え、今後

も大いに期待をしています。 

（校長Ｎ：Ｋ小学校校長、○○市校園長会会長） 

 

③何より印象に残ったことは実態をきちっとデータでとらえて取り組みにつなげている

ことです。○○先生とは数年前から一貫教育担当として一緒に仕事をしてきましたが、

そのときから韓国・朝鮮にルーツのある子どもたちだけの母国語だけでいいのかという

問題提起をされていました。その問題意識に対してしっかり具体的な行動として朋友フ

レンドクラスを立ち上げたことが素晴らしいと思います。個人の力ではできないと思い

ますので、Ｋ小学校の多文化共生の一致した雰囲気が良いと思いますし、隣の小学校勤

務として、積み上げが中学校の時点で同じになっていないといけないと思うので、私の

学校としても多文化共生教育を考えていきたいと感じました。 

(教員Ｔ：Ｎ小学校 一貫教育担当) 

 

④○○さんの発表から、今の中学校区で小中の教育実践の積み上げをていることはとて

も意味があることだと改めて感じました。今のＫ中学校の子どもたちの現状でも、多国

籍化しているからこその難しさを感じています。今年もＫ中ワールドパーティと銘打っ

て韓国・朝鮮以外の国のことを学ぼうという時間を放課後に設けました。放課後であっ

たのにもかかわらず、生徒は 50 人ぐらい参加してくれました。その中に韓国・朝鮮にル

ーツのある生徒が参加していました。普段は母国語学級に参加しにくい生徒でしたが、

この日は参加し、自分のルーツのある国について考える様子がありました。やはり、他

の国を取り上げることは、母国語学級にとっても意味があることだと考えます。 

 また、教育の成果を体感や手ごたえだけではなく、データとして示し、見える化して

いることがとても大事だと考えさせられました。成果の見える化によって教職員が実践

のめあてを持ちやすく、やりがいやモチベーションを高く持てる一因になると思います。

(教員Ｙ：Ｋ中学校 一貫教育コーディネーター)。 

 

 

参考文献 

・松尾知明『多文化教育の国際比較』明治書店 2017 

・青木麻衣子 佐藤博志 編著『オーストラリア・ニュージーランドの教育』東信堂 2020 

・山脇啓造 服部信雄 編著『新多文化共生の学校づくり』明治書店 2019 
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 「海外の学校改革に学ぶ」レポート 
 

【Haka を通じて KIWI のアイデンティティから多文化共生を学ぶ】 
 

氏名（      ）  

    

学校名（ M 中学校 ）  

 

１．これまでの学修で学んだこと  

（NZ の多文化共生からの学び）  

・マオリの文化的多様性は、大前提としてワイタンギ条約により規定され守られている。  

・日本の小学校のようにクラスルームティーチャーがほとんどの教科を指導（理科や音楽な

どは別の教員が担当）し、校内のファナウの協働性を創り出している。  

・国全体でもマオリとパシカの学力が低く、上手く学校に馴染むように支援し、学力・文化・

感情面の向上をめざして２年間を過ごし高校につなげる。  

・タハマオリ（マオリの側面）という言葉で象徴されるように、マオリにとってアイデンテ

ィティを継承していくことが全てであり、社会的にも人種の格差があり、ワイタンギ条約

の保護と特権が未だに履行されていない。  

・二文化教育の失敗とは、マオリの文化や言語が学校教育の中に含められているが、パケハ

はそれらを過去の遺物としてしか見ておらず、表面的な承認と尊重するだけで、社会的・

経済的な問題は軽視し、パケハ中心主義でマオリが意思決定に参加できない。  

・世界的にも多文化共生の変化を強く感じられるのは、マオリの人々のアイデンティティに

よって、「ハカ」「マラエ」「アート」「ファナウ」「鼻を付ける挨拶」などの文化復興・権利

回復をしてきた成果である。  

・人種の多様度では北部オークランドは高い都市だが、各学校での多様度のギャップが大き

く、いくら地域が多様であっても、学校によって白人ばかりマオリばかりになっていて、

それぞれの学校が分離していて多様ではなく、行く学校が分かれている。  

・学校教育の中では多文化教育に取組んでいる学校もあるが、一般的には NZ では多文化教

育を実施されておらず、ダイバーシティなどは存在しない。  

・BOT の組織経営の目的は、子どもたちの学びを保証し、個別のニーズに応え、ワイタンギ

条約に基づいて、差別やいじめがない安全・安心な場をつくることである。  

・BOT の人種的な縛りについて、学校ごとに状況が違い、マオリの割合が多い地域はマオリ

の方が必然的に多くなる。マオリの保護者が入り、コミュニティが多い中で意見を反映す

る必要があり、法律上の規定より決まった定員の中にマオリの意見が反映する枠がある。  

（横浜吉田中学校からの学び）  

・外国人生徒は 116 人と外国につながる日本籍生徒 86 人を加え、全校生徒の 51％である。 

・中国につながる生徒は全校生徒の 37％を占め、３人に１人が中国語を話すという状況  

・喫緊の課題は、生徒の学力の向上と多文化共生教育の充実で、３年間の学校経営の重点  

・放課後「ここ夢塾」の国際教室の生徒の学習支援と日本人生徒まで対象に広げた学習支援  

・多文化共生プログラム 中国語を話す生徒は教える経験で自己有用感を持つ  

・ＤＳＴ（デジタル・ストーリー・テリング）を用いた多文化共生教育  

・卒業後のなか国際交流ラウンジの存在 自立を目指す｢虹色探検隊｣の立ち上げ  

資料 １１
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２．学修結果に照らし合わせて考えた，所属校の「多文化共生教育」に関わる  

組織的課題、その充実に対するアプローチ（取り組みの方針，基本的な考え方）  

⑴組織的課題  

①本校の外国籍の生徒の割合は 10％程度で、ほとんどがニューカマーであり、中には

帰化してわかりにくい生徒もいる。本校は、多文化共生教育を積極的に推進している

とは言えず、マイノリティ側の学習支援はしているものの、マジョリティ側の意識改

革まで学校教育の中で十分に取組めていない現状がある。例えば、過去の実践を受け

継いだビデオ教材を見て感想文を書くなどの学習形態で多文化共生教育として総合

的な学習の時間等に位置付けている。また、本市や同推協の主催する研修会や実践発

表会に参加や発表することがメインになり、何を発表するのか悩むところで仕事が

飽和状態になり、これから必要な課題発見・課題解決学習に発展できていない。  

②本校の主な多文化共生の取組 ※民族講師はオールドカマーの支援が主体である。  

・「国際クラブ」の実施 毎月２回月曜日の放課後、民族講師（韓国）１名  

生徒：中国につながる生徒２名 フィリピンにつながる生徒が３名、計５名  

戦前の朝鮮･中国からのルールのある生徒を今後どう支援していくのか  

保護者：料理教室 毎年７月にＰＴＡと合同で行う。Ｒ１はフィリピン料理室  

・人権教育としての多文化共生教育（総合的な学習の時間）  

多文化共生教育（過去のビデオ教材）、アイヌ学習，沖縄学習は実践してない。  

③外部団体等の研究発表会等での実践発表が充実し、テーマを決めて取組んでいる。  

・地域の同和教育推進協議会（小中学校の教員間と教育委員会担当）  

・教職員地域研修推進委員会（教職員の学びの場を市教セと連携して企画している）  

⑵多文化共生教育の充実に対するアプローチ  

①取り組みの方針  

 ・「同和教育､在日韓国・朝鮮人教育､アイヌ学習､沖縄学習､そして､障害児教育､男女共生

教育という内発的条件を教育カリキュラムに導入せず、歴史の史実としてうわべだけの

学習にとどめておいたことを今後は問題にしなければならない」(大庭 2002)ことからも、

教員が人権教育を考える時に、評価・改善の難しさを強く感じている。今後、教員が多

文化共生教育に主体的に取組み、持続可能な課題解決学習を創り出すための仕組みが校

内に必要であると考える。そこで、多文化教育の目的である「多元的な社会の教育は，

生徒がその家庭やコミュニティの文化を理解し，またその文化を肯定するように促し，

生徒がより平等で，正義に根ざした社会を目指す市民として行動することを支援する。」

(バンクス 1995)の考えを軸にして、本校の多文化共生教育を再構築したい。  

②基本的な考え方  

 ・４０年近く続く同和教育を継承し、関係性を大切にしている。「日本人の民族として

の多様性の学習」(大庭 2002)を学びのスタートとして、アイヌ・琉球学習を導入する。

本市の重点課題である同和教育や在日韓国･朝鮮人教育を、３年生で題材設定すること

を「最終ゴール」として「逆向き設計」 (西岡 2016)で考える。その過程として、「生

徒がマオリの舞踊「ハカ」を学校行事で踊る」というテーマを設定し、２年生で多文

化共生教育が成熟している NZ の学びを設定する。そのために、社会科、保健体育科

と連携した教科横断的な総合的な学習の時間の「行動計画」を次に示す。  
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３．行動計画（学修結果をアイディアとして活かしながら） 

時

期  

学校としての取組（活動）  

総合的な学習の時間  

校長としての  

アクション，その工夫  
令

和

２

年

度  

○日本人の民族としての多様性の学習 

・日本人のルーツを探る  

・単一民族主義の日本とは  

・現在の日本の多様性 ニューカマー  

・在日外国人の状況 労働力不足の日本  

★１年生の総合的な学習の時間 

○社会科での学習と関連付け  

○人権教育委員会⇒学習指導案作成  

・一人一台タブレットで調べ学習  

・ICT 機器等学習環境の整備  

○日本に内在する多文化学習 

①アイヌ民族学習 

・歴史と文化・舞踊、差別の実態を学ぶ  

②琉球民族（沖縄）学習 

・琉球の歴史と文化・舞踊・音楽を学ぶ  

○文化に触れるための工夫  

・アイヌ・琉球の民族学習を調べる  

・舞踊鑑賞会や動画教材の依頼  

・パフォーマンス課題 (西岡 2013)とし

て、歌や踊りの発表会を計画する。  
令

和

３

年

度

１

学

期

～

夏

季

休

業  

○NZ の概要について学ぶ 

・NZ の地形・豊かな自然等を調べる  

・NZ の歴史・民族や文化を調べる  

○NZ の多文化共生について学ぶ 

・多種多様な民族の構成と歴史を調べる  

・ワイタンギ条約と文化・権利の回復  

○NZ の多文化共生の学びを発表する 

・マオリとパケハの社会的格差の実態  

・マオリのアイデンティティの継承  

○日本の多文化共生との比較をする 

・アイヌ・琉球民族学習等を振り返る  

★２年生の総合的な学習の時間 

○社会科での学習と関連付け  

・世界地図・ハカの動画等の教材準備  

○教材の準備と指導案を作成する  

・教材として利用する資料の選択  

・NZ との多文化共生の違い  

★指導案作成までのプロセス（全学年） 

・人権教育委員会で指導案を作成する。 

実施日の３ヶ月前から作成し、実施日

前の職員会議で人担から全体に学習

内容の実施確認後に学年で取組む。  

令

和

３

年

度

２

学

期

～

３

学

期  

○マオリの文化を体験する 

・ゲストティーチャーを招聘（ラグビー）  

・有名ラグビー選手から「ハカ」の指導  

・試合や儀式での「ハカ」を鑑賞  

・「ハカ」の意味とリーダーの役割  

○学校行事で生徒が「ハカ」を演じる 

・「ハカ」について調べ発表する  

・「ハカ」をダンスとして体育で学ぶ  

・発表スタイルは生徒が主体的に考える  

・KIWI からアイデンティティを感じ取る 

・積極的になり自分を表現するきっかけ  

○ゲストティーチャーのアポイント  

・区役所とチームの連携協定を活用  

・区内ラグビーチームへの講師依頼  

○学校行事で発表する  

・取組や形態は学年で条件を設定する  

○保健体育科との学習の関連づけ  

・NZ ラグビー代表の「ハカ」２種類  

・一人一台端末の調べ学習  

○生徒たちが創る「ハカ」への指導  

 どの学校行事で発表するのか、どんな

気持ちを込めるのかは生徒が決める。 
令

和

４

年

度

以

降  

○日本に内在する多文化学習 

①部落問題学習  

・隣接する地域の部落の歴史を学ぶ  

・未だ続く部落差別の現状から学ぶ  

②在日外国人問題学習  

・歴史と差別、踊りや食事などを学ぶ  

・民族講師から学び、自分の考えを持つ  

○現在の日本の多様性  

・横浜吉田中学校に学ぶ（51％が外国籍） 

 「多文化共生の学校づくり」コラムより  

 他の中学校の多文化共生から学ぶ  

★３年生の総合的な学習の時間 

○関係小中学校が合同で指導案を創る  

・月に１回、同推協小中６校で研修  

 部落問題・在日外国人問題等のテーマ

に分かれ教員が学び指導案を考案  

・一人一台端末の調べ学習  

○社会科での学習との関連付け  

○「多文化共生の学校づくり」の本文や

コラムを参考に教材化し、横浜市が抱

える問題点を知り、大阪市と比較する

など、多文化共生を深める。  
評

価  
・振り返りシート（ポートフォリオ・評価） 

・アンケート調査（理解度・評価・改善） 

・評価規準（ルーブリック）を示す 

知基礎的な知識を理解する 

思解決に向け課題を自ら設定し考える 

主「今，自分ができること」を考える 
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「海外の学校改革に学ぶ」レポート⑩ 
 

“ブック”クラブで広がる友達の輪！ 

―“ブック”クラブで広がる多文化共生― 
 

  氏名（  ）  

     

学校名（　　K 高等学校中学校 ）  

 

 

１．これまでの学修で学んだこと  

 

第 1・2 回 10 月 3 日（土）  

福本みちよ先生（東京学芸大学）の講義（対面）  

 「教育というのはその国の文化に根差す」ものであり、海外でうまくいった例をその

まま日本に当てはめてもうまくいくとは限らないということ。  

 ニュージーランドは「やってみよう」というスローガンに代表されるような社会の実

験国であるということ。  

 教員室の写真や morning tea の時間から、教員同士の風通しのよさがあること。  

 ニュージーランドには学校支援機関があり、評価を下すというスタンスではなく、サ

ポートをするというスタンスで学校を支援しているということ。  

 BOT に所属する保護者が学校の代表としてどのように活躍するのかという疑問があ

ったが、保護者に対する研修がしっかりしているということ。  

 ニュージーランドが「違い」から始まっており、違うのが当たり前、それを一つにし

ようという発想ではなく、それを活かすことが大切だという発想があること。  

 

第 3 回 10 月 23 日（金）（Zoom）  

11/3 の Somerville の校長先生との交流会の準備  

第 4・5 回 11 月 3 日（祝、火）（対面）  

Sommerville Intermediate との Zoom 交流、および院生の間でのディスカッション  

 Extension Program など個々の生徒に合わせたプログラムが充実しており、それぞれの

能力や特性に応じた学習を目指していること。  

 What is our vison for our students?というのを常に問うているということ。コミュニテ

ィーも、生徒にどういう風になってほしいかは変わっているものなので、vison が数

年おきに見直しをされていて、今のニーズに合致したものを先生方が考えていること。 

 各先生が Data Tracking について専門家であるということ。  

 新任の先生は 1 週間に 1 度他の先生の授業を見に行く機会があるなど、新任の教員の

研修制度の内容が充実していること。  

 

第 6 回 11 月 27 日（金）（ZOOM）  

文献読解による演習  

第 7・8 回 12 月 5 日（土）（対面授業）  

資料 １２
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中村浩子先生（大阪国際大学教授）の講義  

 地域に多様性があるからと言って、学校内で多様だとは限らない。オークランドは地

域と学校の多様性の乖離が最大であること。  

 剥奪説ではないアプローチ  

マオリやパシフィカの子どもたちの学力水準が低いのは離婚家庭が多いからなど原

因がマイノリティの子どもたちにあるというような、マイノリティの子どもたちが権

利を剥奪されてしまっているからという見方ではなく、あくまでも学校のあり方自体

が問題であるとするアプローチ。→  Kia Aroha College。  

 マリオ・パシフィカの文化を大事にということが言われるが、それは究極的には学力

向上のためという手段になってしまっており、文化の重要性が低く置かれてしまって

いる現状がある。Kia Aroha College では文化も学力も両方を大切にしている。  

 日常的に気づかずにしている racism がある。NZ では社会の隅々にまで racism がある。

一般的な NZ の学校は「白人スペース／白人課程」になってしまっている。それが「マ

オリである」ことを阻んでいるし、「自分ではない誰か」になることを求められ、マ

オリついてのステレオタイプの考え方をマオリの子どもたち自身も強めてしまう。誰

が racist とか自分は racist なんだろうか、ということではない。大切なのはどういう

風にそれを枯らすかということを考えること。  

 多文化共生教育を考えるにあたって「格差」のことがある。原因は「経済的苦境」か

「文化的差異」か。  

 国として二文化主義になっており、多文化主義と言えないのは、格差があるから。社

会の在り方の問題まで踏み込まない。  

 文化を過去の遺物としかみていない。「文化」の中を生きているとみなさない。  

 権利権限からマイノリティを排除するメインストリームの不変。パケハ中心主義、マ

オリの人が意思決定には参加させてもらえない現状がある。  

 個々の文化、背景となっている文化に responsive に応答するように教育を行う。文化

が大事なのかという反発、批判がある。文化ではなくて、経済的な格差があるだけで

はないのかという指摘がある。  

 マオリの人たちの中には、特に都市部でつながりが切れてしまっており、アイデンテ

ィティを確かにしたくてもしようがない人がたくさんいる。そういうマオリの人たち

が一番悲惨な境遇に置かれている。文化は大切なのか？経済的な格差があるだけなの

ではないか？文化とか identity が強調されている中で底辺層がものすごくどんどん深

刻化している。  

 ワイタンギ条約が実行されていないという訴えのもとに多文化教育というものはな

されてきていないというのが NZ であり、多文化教育に向かってはきていない。

diversity や responsive ということは言われるが、多文化教育をやっていこうというよ

うなことが少なくとも国のレベルで進められているということはない。多文化教育は

なされてきていない。学校現場ではあるかもしれないが、国策としては進められてき

ていないと言っていいかもしれない。  

 PISA（2018）Higher overall parental emotional support （親のサポート度合い）  

ニュージーランドはすごく高い。世界で 5 番目。BOT がうまくいっていることが背
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景にもあるのではないか。一方で、日本は低い。日々の子どもたちのサポートという

意味でもこれだけの差がある。親たちは日本では長時間労働、母親はパート。とにか

く忙しい。ライフスタイルが違う。白人の人たちはそうだけど、低い賃金で働いてい

る人たちがいる。寿命、病気になる率、あらゆる統計で違いがある。  

 一般校では格差があるものの、マオリ語で教育を受けた生徒の学力が他の子どもたち

と今は一緒になっている。差別されない環境で自分のアイデンティティに安心してい

られる環境が大事だということを示しているのではないか。  

 

第 9・10 回 12 月 12 日（土）   

東京学芸大学、NZ の教育者との交流  

 日本（東京・さいたま）におけるコミュニティースクールの実情。例えば、さいたま

市では令和 4 年度からのコミュニティースクール化が進められているが、管理職は消

極的だということであった。学校まかせで誰がするのかという問題があり、地域の人

が作れないから、結局、資料を学校側が作っている現状があるようであった。（野尻

美紀子さん・さいたま市立の小学校教員）  

 東京（新宿区）では平成 26 年度からコミュニティースクール化がされているらしい

が、機能していないと言われていた。その理由として、学校が提案してしかるべきと

いう考えがあるのだということだった。先程のさいたまの例と同じく、一緒に学校を

作っていくという意識が弱いようであった。（菊池桂子さん・東京都の小学校教員）  

 ニュージーランドではなぜ保護者の方は学校の教育に参画していくのかという質問

に対して、Colin 氏はもともとニュージーランドには保護者がコミュニティーの一員

という意識があるため、コミュニティーに貢献したいという思いがあると答えていた。

（Colin Davies 氏 New Zealand School Trustee Association）  
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２．学修結果に照らし合わせて考えた，所属校の「多文化共生教育」に関わる組織的課

題、その充実に対するアプローチ（取り組みの方針，基本的な考え方） 

 

所属校の課題① コースによる多文化共生教育の有無 

所属校は教職員 61 名と生徒 1112 名（中学 534 名、高校 578 名）が在籍している、幼、

小、大、大学院を擁する私立の中高一貫校（男子校）であり、昨年度に創立 100 年を迎

えた伝統校である。2014 年に新コース制を導入し、現在では他大学進学を目指したフロ

ントランナー（FR）、附属大学への進学を主とするアドバンスト（ADV）、そしてカリキ

ュラムの中に海外留学が組み込まれているグローバル・スタディ・プログラム（GSP）の

3 つのコースに分かれて生徒は学んでいる。  

 多文化共生の観点から言えば、所属校は私立の男子校であり、裕福な家庭出身の子弟

が多いことなどから、多文化が共生しているとは言い難い現状がある。実際、日本以外

の国籍を持つ生徒は 6 名（0.5%）であり、帰国子女の生徒も 6 名（0.5%）となっており、

合計しても 1%に留まっている。また、カリキュラムの面でも、海外留学が必須である

GSP を除き、多文化共生教育の視点があるとは言い難い。例えば、姉妹校や学校が指定

する AFS や YFU などの留学機関を通じて、海外から留学生が所属校で学ぶことになった

場合であっても、その留学生は基本的には GSP で学び、クラブ活動などの課外活動を除

いて、GSP 以外のコースの生徒がその留学生に関わることがほとんどない。つまり、FR

や ADV に所属する生徒がリアルに他の文化を持った生徒に触れる機会がほとんどない

という現状がある。  

 このような FR や ADV に多文化共生教育ができていないという課題に加えて、講義を

通して GPS の課題も見えた。講義では、ニュージーランドの多文化共生教育が学力向上

のためという手段になってしまっている現状があり、文化に対する理解の重要性が低く

置かれてしまっているということを学び、このような状況に対して Kia Aroha College で

は文化も学力も両方を大切にしているということであった。近年、GPS でも確かに、も

ともと「自分を知り、他者を知り、世界のどこででもコミュニケーションのできる人間

に成長する」ためのプログラムであったが、留学に行くということが大学進学のためや

将来のためという表面的なものになりつつあるように感じている。このことから、当初

の目的に立ち返える必要があるかもしれないと感じている。  

また、講義ではパケハ（白人）の視点でしか見ていないことがあるということを学ん

だが、教員として、日常的な差別や偏見、気づいていないことが所属校でもあるのでは

ないかと考え、所属校の課題にも気づくことができた。例えば、教員として、私立であ

る所属校に通っている子弟の家庭は裕福であるという「偏見」があったかも知れず、そ

の「偏見」に基づいてカリキュラムが組まれているということに気づくことができた。

GSP に参加するためには通常の学費以外に留学の費用が必要となる。その費用は留学の

期間や場所によって異なるが、姉妹校であるイギリスのパブリックスクールともなれば、

その費用は年間 600 万円以上に上る。「白人スペース／課程」ということが言われていた

が、「高所得者スペース／課程」と言えるこのような状況を考えてみると、すべての生徒

が GPS を希望し、そのカリキュラムを通して多文化に触れる機会を持つことが難しいの

ではないかと考えた。  
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所属校の課題② 保護者の学校への参画 

講義を通して BOT について学んだが、日本の教育現場ともっとも大きな違いの１つは

保護者が学校に貢献しようとしているかどうかではないかと感じた。Colin Davies 氏は

「ニュージーランドではなぜ保護者の方は学校の教育に参画していくのか」という質問

に対して、もともとニュージーランドには保護者がコミュニティーの一員という意識が

あるため、コミュニティーに貢献したいという思いがあると答えていたのが印象的であ

った。その際、私が最初に感じたことは、PISA（2018）の Higher overall parental emotional 

support にも表れているように、社会のあり方が違うため、日本で同じようなことを行う

のは難しいのではないか、ということであった。しかし、Littyky（2004）が”I’ve known the 

kids for six months, or one day, or two years – but their parents have known them all their 

lives!”(p. 145)と書いているように、子どもたち一人一人を良く知る保護者と協力しなが

ら、子どもたちのことを見ていくことが子どもたちにとって必要不可欠であるだろう。

ニュージーランドと社会のあり方が違うものの、Littyky（2004）が次のように書いてい

るように、保護者の学校参画について真剣に考える時が来ていると言えるだろう。  
 

Seymour Sarason writes about how education will not change until we ch ange the power 

structure.  According to Seymour, as long as the same people are making all the decisions, 

everything will stay pretty much the same.  One of his main arguments has been that we’ll 

only really change our education system when we extend decision making down to the next 

level, to the community and to the parents. (Littyky, 2004, p. 139) 
 

所属校のことについて言えば、所属校には育友会という PTA のようなものがあるもの

の、保護者が学校運営や子どもたちの教育に参加しているとは言えない現状がある。つ

まり、子どもを育てるということにおいて、学校と家庭が一緒に育てるという視点がな

く、その視点を持つことが課題と言えるだろう。また、もし関わることができたとして

も、BOT のようなトレーニングセッションがあるわけではなく、何をしたらいいのか、

どこまでしたらいいのかがわからないため、なかなか声を出すことができていないかも

しれず、このことを克服する取り組みが必要だと思われる。  

 

所属校の課題③ 内部生、外部生およびコース間の人間関係の構築 

 所属校では「多文化共生」の定義を広くとらえるならば、内部生と外部生、およびコ

ース間の人間関係の構築の課題がある。  

所属校の学則定員は中学では 5 クラス、35 人学級の 175 名となっている。その 175 名

が基本的には高校に進学をするが、所属校では高校入試を実施し、25 名の生徒を新たに

受け入れ、高校の学則定員を 5 クラス、40 名学級の 200 名としている。所属校のように、

高校から生徒を募集する学校において、外部生と内部生の人間関係が「課題」として挙

げられる。例えば、「中高一貫教育制度に関する主な意見等の整理」（平成 23 年 6 月、文

部科学省）では、次のように中高一貫校の課題を示している。  
 

学習意欲や学力の向上を図る上で、いわゆる内進生と外進生の交流の観点がある。す

なわち、混合してクラス編成をする場合に、交流による人間性の涵養や学習意欲の向

上が期待できる一方で教育課程の先取りは活用しづらい。一方、分けてクラス編成す
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る場合には、学力差には対応しやすいが、交流の面で課題が残る。この点は、多くの

学校でジレンマがあるところでもある。  ※ 下線部は杉本による。  
 

このような内部生と外部生の交流面での課題に加えて、コース間の人間関係の構築の

課題がある。所属校では、FR が 1 クラス、ADV が 4 クラスで中学 1 年時をスタートする。

その後、中学 2 年時には ADV の中より他大学を目指す生徒を集めた FR2 のクラスを作り、

FR1（中学 1 年時より FR）1 クラス、FR2（中学 2 年時より FR を希望した生徒のクラス）

1 クラス、ADV3 クラスとなる。さらに、中学 3 年時には ADV の 3 クラスの中から、海

外留学に興味のある生徒を集めた GSP のクラスを作り、中 3 時において FR1 が 1 クラス、

FR2 が 1 クラス、ADV で GSP を履修するクラスが 1 クラス、ADV で GSP を履修しない

クラスが 2 クラスとなる。高校では、この中学 3 年生のクラス分けのままであるが、コ

ースに分かれて生徒たちは学ぶため、関わりが少なく、コース間の垣根ができてしまっ

ている現状がある。もともとコースが複雑に分かれていなかった時代は「学年」のつな

がりが強く、同窓会でも「学年」で実施していたものが、コース制を導入してからは「コ

ース」に分かれての同窓会をするようになっており、所属校の大きな課題だと言える。  
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その充実に対するアプローチ（取り組みの方針，基本的な考え方）  

 以上の所属校の課題をまとめると、コースによって、多文化共生的なアプローチが全

くないこと、そして保護者が学校の教育に参画することがないこと、そして内部生と外

部生、およびコース間での人間関係のつながりが失われてしまっていることの 3 点があ

る。  

松井（2018）は多文化共生を「複数文化の併存」、多様性を「自文化内に存在する異質

なものに対する寛容性」とし、「均質性の高い日本文化を多文化共生に親和させるステッ

プとして、多文化を多様性として読み替えて考えてみる」ことを提案しているが、この

レポートにおける課題の解決策についても 3 つ目の課題（学内の人間関係のつながり）

のような学校内の多様性から、学外の人とつながるような多文化共生へとステップを踏

むこととしたい。  

 

ブッククラブを使った多文化共生教育  

私は所属校における 3 つの課題を読書教育（ブッククラブ）を推進することで解決を

試みたい。ブッククラブとは「特定の本をメンバーが事前に読んできて、面白いと思っ

たところや考えたこと、そして疑問に思ったことなどについて話し合う会」（吉田、2019）

や「グループで同じ本を読んで、課題を発見し、ディスカッション  によって課題を解決

し、読みを深め合い、お互いを知り合い、自分の人生に役立てること」（有元、2009）で

あるが、その目的として有元（2009）は  

①  読んだことについて話し合うことで、一人で読んでいたときにはわからなかった読

み方ができ、お互いの読みが深まり読むことが楽しくなる。  

②  同じ本を一緒に読むことでお互いの人柄や考え方がわかり、お互いの結びつきが深

まる。  

③  読んだことを、自分とはかけ離れた遠い世界のことではなく、自分の問題として考

え、自分の人生の役に立てることができる。  

④  多読をさせるとともに、教師が質問し、作品の本質をとらえるために討論すること

で、読書力、読解力、言語力を育てる。  

⑤  十分な教材理解と教材解釈に基づいてクリティカル・リーディングを行い「国際的

な読解力」を育てる。  

の 5 つを挙げている。②に「お互いの人柄や考え方がわかり、お互いに結びつきが深ま

る」とあるが、ブッククラブでのやり取りを通して所属校における課題③に取り組みた

い。また、③には「自分の問題として考え、自分の人生の役に立てることができる」と

あるように、ブッククラブを通して、生徒たちが多文化共生の考えに出会えるような書

籍を読みながら、フィードバックをし合う中で、お互いの考えた方の違いを知るととも

に、多文化共生的な視点の涵養をしたいと考えている。  

 

ブッククラブの取り組みで目指す生徒像  

 勤務校には多文化共生の視点からの教育的取り組みが行われていないことから、まず

このブッククラブを通して多文化の存在に気づくきっかけとしたい。この取り組みを通

して、生徒には多文化について学び、理解することを通して、多文化への興味関心を持
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ってほしい。また、多文化を理解する中で、自文化を振り返り、この多文化と自文化の

理解の行き来を通して、より深く多文化共生について考えることができる生徒を育てた

いと思っている。その結果、自文化の中で、異文化と自文化を「つなげる」ことができ

る存在になればと願っている。  

 先程の課題③で内部生、外部生、およびコース間の人間関係の課題に触れたが、生徒

たちは「あいつら」、「おれら」という視点で話をすることがある。私がここで書いた目

指す生徒像をその「あいつら」と「おれら」という視点で書けば、次のようにも表現で

きるだろう。  
 

ブッククラブの取り組みを通して、「あいつら」の存在に気づき、「あいつら」に興味

を持つ「おれら」になってほしい。また、「あいつら」のことを知ろうとすることを通

して、「おれら」自身も振り返り、この「あいつら」と「おれら」の理解の行き来を通

して、「あいつら」と容易に「つながる」ことができる「おれら」になってほしい。  
 

もちろん、この「あいつら」、「おれら」は学内の人間関係を表わしていることもあるが、

狭い意味での多文化共生の視点でも同じであり、文化が違う「あいつら」のことを理解

し、つなげることができる「おれら」になってほしい。  

 

ブッククラブの進め方 

 ブッククラブの進め方については、吉田（2019）を参考に行う。 

① 教師があらかじめ選んだ本のなかから各自が読みたい本を選ぶ。 

② 選んだ本でグループをつくる。  

③ 各グループは自分たちで計画を立てて読み進む。 

④ 実際に何を、どう話し合うかはメンバーが決めて話し合い、毎回終了時に振り返り

を行い、次の話し合いをさらにいいものにするために活かす。 

⑤ 読み終わったら、自分たちが選んだ本を全体に紹介する。 

 

ブッククラブの利点 

ブッククラブを通して多文化共生教育を行う利点には次のようなものが考えられる。 

① 新たな時間の創設など、大きな業務負担を強いるような準備をする必要がないこと 

② 費用の面でも過度な負担にはならないこと 

③ 単発の取り組みとはならず、継続した取り組みができること 

④ 一部の生徒だけではなく、生徒全員が取り組めること 

⑤ コロナ禍において、感染状況に左右されずオンラインでも可能であること 

また、多文化共生教育という観点からは外れるためここでは詳しい記述は行わないが、 

所属校の課題である読書習慣の涵養ができること、さらに新しい学習指導要領にあるよ

うな資質・能力の育成ができる取り組みであるという利点も考えられる。 

 

オンラインのメリット 

上記の利点の⑤としてオンラインの可能性について述べたが、現在はコロナ禍である

ため対面での実施が難しいことが予想されることもあり、今回の取り組み案としてはオ
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ンラインでの実施を基本とする。ちなみに、本校は今年度から全学年が iPad、あるいは

PC を持っていることを付け加えておく。このオンラインでの実施にはコロナウィルス感

染拡大防止対策ということ以外にも以下に挙げる 3 つのメリットがあると考えられる。  

1 つ目は所属校の課題の 1 つとしてあった保護者の学校への参画について、保護者もブ

ッククラブに入ることができるということがある。保護者の中には仕事をされている方

も多いことから、オンラインでの実施により保護者の方も無理なく入ることもできるだ

ろう。Littky（2004）が”parents, teachers, and principals can’t work together unless they are 

really communicating”（p. 149）と指摘しているように、保護者と教員、生徒がコミュニ

ケーションを取ることが必要不可欠であり、この取り組みを通して、保護者の方が無理

なく学校教育に関わることができると考える。  

2 つ目はリアルな多文化共生教育のきっかけを簡単に作れる可能性があるということ

である。例えば、所属校には世界に姉妹校が 5 校 1あるが、現在はコロナ禍であるため、

姉妹校交流を実施するのが難しく、交流が途絶えてしまっている。しかし、そのような

姉妹校の生徒と、日本語や英語の絵本を使ってブッククラブを作り、Zoom などのオンラ

インのミーティング機能を使って交流することで簡単に交流することが可能になる。 2 

3 つ目は時間と場所を選ばないことである。新しいことを行う際に考えられる一番の障

壁は時間、場所の確保である。本校は中学 1 年生～高校三年生まで全学年の生徒が iPad、

もしくは PC を使って授業を受けているため、その利点を活かして、オンラインで行うこ

とで時間と場所を気にせずブッククラブのフィードバックが行えると考えている。  

 

オンラインでの進め方 

オンラインでのブッククラブは、実際に集まって話し合う代わりに One Drive や Google 

ドキュメントなどのオンラインの共有ドキュメントを使って、週に 1 回程度決まった分

量（1 章分など）を読んで、以下のようなことについて決まった曜日までにコメントし合

う。その際のポイントとして、吉田（2019）は以下の 4 点を挙げている。  

①参考になった点／学んだ点／よかった点／面白かった点   

②わかりにくい点／疑問・質問／さらなる説明・解説が必要な点   

③やってみたいと思ったこと／応用できそうなこと   

④その他、何でもブッククラブのメンバーと共有したいこと           

 以下、例として大学時代の友人との『サピエンス全史』についてのブッククラブのス

ケジュールとコメント例を挙げておく。 

 

 

 

 

 
1 Dulwich College(the UK)、St Joseph's College, Gregory Terrace(Australia)、Christ's College(New 

Zealand)、Le Jardin Academy(the US)、Darasamutr School(Thai) 
2 上記の姉妹校の内、実際にオンラインでのブッククラブの実施が考えられるのは Gregory 

Terrace と Christ’s College、および Darasamutr School の 3 校である。その理由として時差がそれ

ほどないこと、またそれらの姉妹校では日本語プログラムが充実していることがある。  
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３．行動計画（学修結果をアイディアとして活かしながら） 

令和 2 年度  

３学期～春休み  

対象：高校一年生 GSP の生徒（33 名）  

授業：グローバルリサーチ（1 単位）  

目標：ブッククラブを体験的に行うこと  

高校一年生のグローバルリサーチの授業

では、所属校も阪神淡路大震災で被災した経

験から、毎年震災について学びを深めてい

た。しかし、今年度はコロナウィルス感染拡

大防止策として休校や分散登校があったた

め、「コロナ×〇〇」（〇〇には、例えば、経

済や言葉、教育など個々の生徒の興味がある

ものが入る）という形で生徒たちはリサーチ

を行い、12 月に行ったリサーチフェスタで

ポスター発表を行った。（参考資料①）  

 来年度の高二、高三では 2 単位となり、生

徒たちは独自のテーマで学びを深めていく

ことになるが、そのテーマ決めを今年度の 3

学期の目標としている。3 学期の目標は①リ

サーチテーマを決めること、②そのテーマに

基づいた参考文献一覧を作ることの 2点とし

ている。生徒たちはその参考文献に基づいて

本を読み進めていき、高二の 1 学期の早い段

階でリサーチクエスチョンを作る。  

 3 学期のリサーチの授業では『文藝春秋

2021 年の論点 100』を読み、興味のある分

野を選び、そこから 3 つの「論点」を読むこ

とを課題とし、グループでディスカッション

を行った。また、過去 2 年間の先輩の論文の

テーマ（タイトル）を読み、興味のあるもの

とないものを選別していく活動を行った（参

考資料②）。  

生徒たちはこの過程を通じて、テーマを絞

っていく。2 月 15 日（月）にはジュンク堂

書店（三宮店）にフィールドワークに行く。

そこで、教員、OB、先輩（高校三年生）な

どのおススメリスト（参考資料③）を参考に

しながら、自分の興味のある分野の本を１冊

以上購入する。  

次回の授業（2 月 22 日）に購入した本を

テーマごとのグループで持ち寄ってグルー

プの課題図書を１冊決める予定である。その

課題図書をもとにした、ブッククラブを作

り、春休みにその本について読んでいく。  

そこで学んだことを高校二年生のリサー

チの授業で発表、各自の論文のリサーチクエ

スチョンを作る際に活かしていく予定であ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 おススメ本のアンケート  

教員、OB、先輩（高校三年生）からの

おススメ本のアンケートを Microsoft 

Forms を使って実施をしているので、

その内容（2 月 14 日現在のもの）を生

徒配信。  

 

【書店へのフィールドワーク】  

 2021 年 2 月 15 日（月）  

コロナウィルスの感染防止について配

慮をしながら、書店へのフィールドワ

ークを行う準備（ジュンク堂書店（三

宮店））  

 購入した本や気になった本のリストを

記録するために、Forms でアンケート

の配信。当日、生徒はそのフォームに

記入しながら、選書をする。  

 当日、店頭での選書のアドバイス  

 

【春休みの課題の準備】  

 ブッククラブの説明資料の準備  

 グループ分け  

 ブッククラブ用に One Drive でのドキ

ュメントの共有準備（オンラインでの

ブッククラブ）  
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令和 3 年度  

１学期（10 週）  

目的：①課題図書（『サコ学長、日本を語る』ウスビ・サコ）を通じて多文化共生の視点

を養うこと  

②お互いの意見の違いを知ること  

対象：高校二年生（195 名）  GSP 1 クラス、ADV 2 クラス、FR 2 クラス  

方法：朝の時間（10 分×週 3 回）  

備考：①高校一年 GSP の生徒が春休みにブッククラブを経験しているので、その生徒が

リーダーとなり、ブッククラブを行っていく。  

   ②希望する保護者や教員も参加。  

【課題図書】  

来年度の 6 月 9 日（水）にソフィア講演会

（著名な方を招いて高校生、中学生に講演を

してもらう会）があり、日本初の黒人学長で

あり、京都精華大学の学長であるウスビ・サ

コ氏にお越しいただくことが決まっている。

ウスビ・サコ氏は多文化共生を体現している

とも言える方で、そのサコ氏が書かれた『サ

コ学長、日本を語る』を課題図書とする。  

【実施方法】  

中学では朝の読書の時間となっているが、

高校では週に 3 回（今年度は月・水・金）の

小テストの時間となっているため、小テスト

がない曜日（火・木・土）の 8 時 20 分～30

分の時間を使って本を読む、あるいはオンラ

インでのグループのファイルに感想や疑問

などを記入する時間とする。サコ氏の講演は

6 月であるが、１学期を課題図書に当て、学

期の最後に学んだことの振り返りレポート

の提出を求め、それを冊子（PDF）にし、学

年の生徒および保護者に配信する。  

【備考】  

 保護者、教員も生徒とのブッククラブに

参加する。もしくは、保護者と教員だけ

のブッククラブを作る。  

 週に 1 度は書いてきたことをもとにした

対面のブッククラブの時間とし、感じた

ことなどを伝え合うことも可能である。  

 

 ブッククラブの説明、および立ち上げ。 

 グループ分け（各グループ、GSP、

ADV、FR の各クラス 1 名からなる 5

名程度のグループを作る。）  

 本の発注  

 One Drive でのドキュメントの共有準

備  

 オンラインプラットフォーム（Classi）

を用いて Forms でアンケートを配信、

保護者へ案内をする。  

 ソフィア講演会は学校の取り組みであ

るため、基本的に学年団の先生にも入

ってもらうこととする。（教員に向けて

の“根回し”をしておく。  

 

検討事項  

 多文化共生に関わるテーマであり、オ

ンラインでコメントを記入していくた

め、生徒が差別的発言をしたりするこ

とがあることが予想される。そのため

に、コメントについての事前指導を行

う。その上で、差別的発言があった売

は、そのコメントを取り上げ、道徳教

材としてプラスに活かしたい。  

 

夏休み 

多文化共生についての本を 1 冊、課題図書の

リストの中から選び、その本について簡単なブ

ックレポート（A4）の課題（参考資料④）を課

す。ブックレポートには①書名、②作者名、お

よび作者の簡単な紹介、③出版社、④簡単な内

容紹介、⑤おススメポイントを書く。  

また、保護者、および教員にも有志で参加し

てもらい、同じくおススメのものを推薦しても

らう。  

課題図書について所属校の司書教諭

（1 名）、司書（5 名）、教員、保護者な

どの声を聞きながら複数選書。また、『多

文化に出会うブックガイド』（読書工房）

も参考にしながら、リストを作成し、図

書館の費用で購入、展示をしておく。  

このブックレポートについては Word

での提出とし、生徒は One Drive の共

有フォルダに提出する。  
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2 学期①（12 週）  

目的：ブッククラブを通して  

①自らが選んだ本を通じて多文化共生の視点を養うこと  

②お互いの意見の違い（多様性）を知ること  

対象：高校二年生（195 名）  GSP 1 クラス、ADV 2 クラス、FR 2 クラス  

方法：朝の時間（10 分×週 3 回）  

備考：希望する保護者や教員も参加。  

【図書】  

生徒は、図書館に展示されている多文化

共生に資する図書の中から１つ選び、その

本についてブッククラブを行う。同じ本を

選んだ生徒とグループになり、その本につ

いてのブッククラブを 1 学期同様に行う。  

【その他】  

ブッククラブ終了後、2 学期のまとめと

してその本について学んだことの発表をジ

グソーリーディング的に行う時間を LHR

などで設ける。  

選書 

 生徒は多文化共生についての本リストの

中から 1 冊選ぶ。多文化共生の書籍の例と

して、加賀美（2013）では日本に住み日本

語と韓国語を話す彼らが日本でも韓国でも

ない国籍の枠を超えた自分（アイデンティ

ティ）を獲得する苦悩を示している『GO』

（金城一紀）が紹介されている。その他、  

 『ぼくはイエローで、ホワイトでちょっ

とブルー』（ブレイディみかこ）  

 『サード・キッチン』（白尾悠）  

などが考えられる。選書については夏休み

の課題図書同様である。  

 １学期中に多文化共生に関するおスス

メ本のアンケートの作成をし、それを

保護者、OB、教員、司書に配信する。  

 おススメ本の展示  

 そのリストをもとにして興味深そうな

本、ブッククラブにそぐう本を図書館

で購入してもらい、展示する。  

 生徒は 1 学期中にその中から本を選ぶ。

（オンラインアンケートで実施。）  

 グループ分け  

 11 月中旬ごろの LHR の確保  

 ブッククラブで読んだ本についてのジ

グソーリーディング的な活動をもと

に、生徒は 3 学期に読む本を決める。  

 

2 学期② ヒューマンライブラー  

目的：ヒューマンライブラリー（HL）の取り組みを通じて、リアルな“本”から話を聞

くことで、多文化共生の視点を深める。  

対象：高校二年生（195 名）  GSP 1 クラス、ADV 2 クラス、FR 2 クラス  

方法：LHR（50 分）  

備考：①希望する保護者や教員も参加。  

   ②基本的には対面で実施を予定しているが、オンラインの可能性もあり。  

HL の活動を 2 学期中の LHR を使って企

画をする。当該テーマの「本」（人）と対話

をしながらそのテーマについての理解を深

めていく。生徒はそれまでにそのテーマの

本を 1 冊読んでいるため、質問を考えてお

くなどの活動も考えられる。  

HL の選書  

附属大学に留学している学生を「本」と

して貸し出してもらう。また、大阪大学に

留学中の大学・大学院生を本として選ぶ予

定である。  
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3 学期①（6 週）  

目的：①自らが選んだ本を通じて多文化共生の視点を養うこと  

②お互いの意見の違いを知ること  

対象：高校二年生（162 名）  ADV 2 クラス、FR 2 クラス  

※  GSP の生徒はこの学期は全員留学が予定されている。  

方法：朝の時間（10 分×週 3 回）  

備考：希望する保護者や教員も参加。  

2 学期同様に生徒からのおススメ内容を

参考にして、別の多文化共生についての本

を読む。  

2 学期と同様に準備をし、多文化共生に関

するリストをさらに充実させる。  

 

3 学期② 姉妹校とのブッククラブ 

目的：姉妹校の生徒との交流を通じて、多文化共生の視点を深めること  

対象：高校二年生（162 名）  ADV 2 クラス、FR 2 クラス  

※  GSP の生徒はこの学期は全員留学が予定されている。  

方法：LHR（50 分）  

備考：①希望する保護者や教員も参加。  

   ②日英の翻訳がある絵本を使用。  

3 学期は GSP の生徒が留学に行くことが

予定されているため、ADV と FR のコース

で英語の絵本や簡単な読み物、場合によっ

ては文字のない絵本などを使って姉妹校と

ブッククラブを実施する。この取り組みに

より、オーセンティックな価値観に触れる

機会を作る。姉妹校の生徒は日本語で本を

読み、オンラインのブッククラブのコメン

トは所属校、姉妹校の生徒共に日本語と英

語の両方の表記とする。  

所属校には姉妹校が 5 校あるが、そのうち

の St. Joseph Gregory Terrace（オースト

ラリア）と Christ College（ニュージーラ

ンド）、Darasamutr School(Thai)には日本

語プログラムがある。この 3 つとブックク

ラブの取り組みを行う。 4 

使用する絵本については英語版、日本版

がある多様性に資するもの（文字のない絵

本も可）とし、『多文化に出会うブックガイ

ド』（読書工房）や『多文化絵本を楽しむ』

（ミネルヴァ書房）などを参考に、司書教

諭、および司書、生徒、教員、保護者の力

を借りながら選書をする。  

 

令和 4 年度  

目的：ブッククラブを通して  

①自らが選んだ本を通じて多文化共生の視点を養うこと  

②お互いの意見の違いを知ること  

対象：高校一年生（200 名）GSP 1 クラス、ADV 2 クラス、FR 2 クラス  

備考：保護者や教員も参加。  

令和 2 年度については私の方が高校一年

生を担当していたことがあり、高校一年生

で準備、高校二年生で実施をしたが、多文

化理解や多文化共生については高校一年生

で特に意識をしてほしい資質と考えること

から、令和 4 年度は高校一年生で実施する

予定である。  

高校一年生の学年主任を筆頭に、担当す

る先生方への引継ぎ、および準備。  

 
4 国がオーストラリア、ニュージーランド、タイと分かれているが、オンラインのブックク

ラブのため時差を意識する必要がない。  
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最後に 

所属校の属性やそのシステムにより「つながり」が経たれていることに加えて、コロ

ナ禍の中でさらに「つながり」が断たれてしまっている今だからこそ、オンラインによ

るブッククラブにより、生徒たちには人の輪を広げる機会としてほしい。また、多文化

共生に関わる本を読むことで、自文化だけではなく、異文化に目を向ける機会とし、多

文化共生について考えてくれればと願っている。そして、この取り組み自体も学内だけ

ではなく、地域を始め学外へと広がりを見せ、ニュージーランドの学校と交流すること

になれば、ニュージーランドの学校改革から学んだことを還元できるかもしれない。 

 

４．計画に対する同僚等のコメント 

 

今回の実践は、本離れ、読書離れが顕著になった生徒へ読書指導をどう進めていくか

悩んでいる図書館側の要望とも合致したもので、教員からの読書への働きかけとして、

ぜひ進めていただきたい。 

「多文化共生」ということで初めは話を伺っていたが、日本における「多文化共生」

であると、宗教や、人種、国といった、まったく違う背景を持つ人との「共存」という

意味合いで使用されることが多い。そういった観点では、GSP の生徒にはなじみがあって

も、その他一般の生徒にとっては将来的には関わるかもしれない、遠い存在のように感

じる。しかしながら「多様性」という切り口で考えると、同じ学校に通っていても家庭

環境や地域性といった「自分」とは違う文化を持つ「他人」と、本を通して「共感」「共

有」する時間を持つことで、自分とは異なる価値観を理解し、幅広い人間性を養うこと

につながると思う。 

「ブッククラブ」の試みは、日本では得てして「読解」に偏りがちであるが、今回は

「読解」ではなく「感性」を磨く、読書の可能性を広げてくれる実践になるのではない

かと期待している。（司書教諭より） 
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「海外の学校改革に学ぶ」レポート 
 

【 みんなが輝く学校づくり 】 
 

氏名（      ）  

 

学校名（ S 義務教育学校 ）  

 

１．  これまでの学修で学んだこと 

コロナ禍の中、当初“海外での現地交流”が学修の中心とされていたこの科目は、変更に

次ぐ変更で、担当の先生方は裏で大変なご苦労をされていたのだろうと推察するに難くない。

しかし振り返ると、この半年間の授業の流れは計算しつくされたものであったようにも感じ

てしまう。  

まず福本みちよ先生の講義では、ニュージーランドの、自然に対する考え方・新しいもの

をすぐに取り入れよう・まずはやってみようというような雰囲気・そして歴史のお話などを

ワクワクしながら聞くことができ、ニュージーランドの教育を考えていくうえで、その土台

となる風土に触れられたような気がした。講義を受ける前の数倍、ニュージーランドについ

て興味が湧いたことを覚えている。学校教育制度など、本からだけではわかりにくかった部

分の話もたくさんしていただき、理解が深まった。  

そして訪問することになっていた sommerville intermediate との Zoom 交流。自分たちの

学校が誇りをもって取り組んでいることを伝えようとする姿勢に、さすが ERO でも評価が

高い学校だなと感じるとともに、各学校の裁量の大きさ・保護者や地域の方の熱意・実際の

時間割表からの具体的なカリキュラムイメージ・教員採用の実際なども分かり、無自覚のう

ちに日本の学校システムが自分の中で当たり前のこととなってしまっていることに気付かさ

れた。  

自分の予想以上に成果があったと感じるのは横浜市の実践例を話し合った回である。同じ

日本の実践例は自分の学校の課題とそのままつながるものも多かった。正直に言うと事前の

文献読解レポートは、なかなかしんどいなと思いながら取り組んだのではあるが、具体的な

自校の改革案を考えるうえではやってよかったと心底思える回であった。  

中村浩子先生の回では、客観的にニュージーランドを見つめなおすことができた。「世界で

最も人種間の関係が良好な国」という見方がある一方、「カジュアルなレイシズムや制度的な

レイシズムは根深く存在する」という見方もある国。二文化教育の国であって決して多文化

教育の国ではない。（少なくとも国のレベルではすすめていない）依然格差は残る。しかし、

他国から“多文化共生”に成功した国とうつるのはマオリの文化復興、権利回復運動の成果

である。これからも、応答性のある教育（その子の背景、ニーズに応じた教育）、反レイシズ

ムの教育と学力格差是正の教育に取り組んでいくことが大切であると学ばせていただいた。  

NZSTA のお仕事をされてきた Daivies 氏をお迎えした、東京学芸大学との合同セッショ

ンでは、予想通り BOT に関する生の声をたくさんうかがうことができた。私がちょうど他

の授業でも日本のコミュニティ・スクールの在り方、本校のコミュニティ・スクールとして

のこれからを考えていた頃であったので、その意味でも考えが深まるよい機会であった。  

 

そのような多くの学びから、“自分の、この日本の学校に取り入れたいこと、学校改革のヒ
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ント”として気になったことは４つある。  

1 つ目は“多文化共生教育”。地域性はあるが、ニュージーランドの学校は国内の民族構成

の縮図のようになっており、マオリ、パケハ、アジア系、太平洋系など異なる文化を持つ子

どもたちが集まっていることが普通である。様々な文化があって当たり前、人種や国籍に限

らず、お互いを尊重できる風土は是非日本の学校でも見習いたいところだと感じた。  

2 つ目は“地域の学校教育への熱意”である。普段からの学校行事や活動への積極的な参

加はもちろん、BOT の学習を深める中でも、地域の方の学校教育に対する熱意に驚くことが

多く、学校運営や財務に関する権限や制度が異なる日本でも、コミュニティ・スクールとつ

なげて、何か考えられないかと思った。  

3 つ目は“ICT 教育”について。sommerville の学校では生徒一人ひとりが自由にタブレ

ット端末を使える環境があり、学校で必要なものも学校 HP からオンラインで買えるように

もなっていた。ICT 教育の推進は、自身が研究テーマとしているところでもあるので、自分

の学校でも大いに参考にしていきたい部分だなと感じた。  

4 つ目は異学年交流活動の充実である。sommerville の学校では４つに色分けされたファ

ナウチームのどれかに生徒全員が属し、スポーツやゲームを楽しんでいる写真がたくさん見

られた。私の学校は義務教育学校で、同じような縦割り班もある。さらに充実した活動にす

るヒントがあるのではないかと思った。  

 

 

２．  学修結果に照らし合わせて考えた，所属校の「多文化共生教育」に関わる組織的

課題、その充実に対するアプローチ（取り組みの方針，基本的な考え方） 

私の勤める○○市の学校ではこれまで、外国につながる児童生徒は学年に 1 人いるか

いないかという程度であった。私はこの学校に勤めて 11 年目になるが、その中でも日本

語指導が必要だった児童生徒が在籍したことはない。しかし昨年度、中国とフィリピン

から転入生が相次いで入ってきた。3 人ともその時点では日本語は全くできなかった。そ

のような児童や保護者に慣れていない現場の混乱はすさまじく、担任が iPad で翻訳アプ

リを使わせてみたり、学校からのお手紙を後期課程の英語の先生に訳してもらったり、

支援学級担当の先生が取り出しで日本語指導や教科指導をしてみたり、毎日のように管

理職と相談しながら何が正解なのかわからないまま手探りでやってみているという状況

であった。今年度に入ってもその状況は大きく変わっていない。支援学級所属の生徒も

いるため、支援担が主に個に応じた授業内容を考えることになったが、１年目の講師の

先生には荷が重く、毎日悩んでいる様子がうかがえる。 

そのようなことも含め、本校の「多文化共生教育」に関わる組織的課題として考えら

れるのは、 

１、日本語指導が必要な生徒を受け入れた実績がなく、指導法のノウハウがないこと。

２、教職員数も少なく、空き時間がほとんどない教員も多く余裕がないこと。 

３、新しい学校であるため、学校全体の「総合的な学習の時間」の系統的な計画が細

かなところまではできていないこと。マイノリティー側のアイデンティティの確立と

いうことだけでなく、マジョリティー側の課題を考える機会が少なくなっているよう

な気もする。 
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４、は行政の課題であるが、○○市の状況をみても、本校と同じく日本語指導が必

要な子どもや家庭に対する支援対策はほとんどないに等しいので、現場任せではなく、

市全体の課題として考えていってもらえるようにしなければいけないと考えている。 

 

 そのような課題を充実させていくため、 

１  これからも日本語指導が必要な児童生徒が在籍することを考えた学校システムの基

盤づくり。 

 ・“日本語指導コーディネーター”という役職を校内に位置づける 

・多文化共生教育、具体的な指導法などについての 教員研修の実施 

 ・次年度につなげる指導内容記録方法の周知 

 ・市教委、行政などとの連携 

 ・学校運営協議会との連携、児童生徒や保護者の日本語支援“さつきフレンド”

募集や放課後学習会（SSR）での学習支援 

 ・NPO との連携 

 ・夜間学級との協力（教材なども） 

２  一部の子どもだけでなくどの子どもにとっても有意義なものになるような“多文化

共生教育”についての「総合的な学習の時間」を軸としたプログラムづくり。 

 ・夜間学級との交流、異学年交流（全校遠足・運動会・後期生⇒前期生 

読み聞かせ・その他縦割り班活動など）、国際理解学習 の計画案 

・ICT 機器（学習支援ツールなども含め）の活用 

（自己の研究実践課題とも重ねて） 

に取り組んでいきたいと考える。 

 

 

３．  行動計画（学修結果をアイディアとして活かしながら） 

時

期  

学校としての取組（活動）  （リーダーとしての）  

自身のアクション，その工夫  

令

和

２

年

度  

・日本語指導コーディネーターの設定承認  

・「SS カルテ」に取り組んできた日本語指

導の過程や現状について記入していくこ

との確認、実行  

・次年度からの“多文化共生教育”につい

ての「生活」、「総合的な学習の時間」の取

り組みの方向性提案、確認  

・学校運営協議会でのボランティア募集の

呼びかけ  

・日本語指導に関する教材の充実  

 

 

・管理職と必要性の確認【済】  

・学びと研究・自立と共生、各分掌に提

案【済】  

 

・組織的取り組みの原案作成  

授業案作成  

 

・管理職に提案・依頼【済】  

 

・夜間学級の日本語指導の現状、実際の

授業の様子などの把握  

・研修案作成  
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令

和

３

年

度

１

学

期

～

夏

季

休

業  

・職員研修  

・ICT 教育の推進（タブレット端末を使っ

た研究授業の実施）  

 

 

・ICT 機器、アプリ、教材研究  

 

・NPO 法人の調査  

・各学年で「総合的な学習の時間」に行

ってきた“多文化共生”に関わるこれま

での教材集め、他校の実践例調査  

 

令

和

３

年

度

２

学

期

～

３

学

期  

・総括会議で次年度の「総合的な学習の時

間」の取り組み内容確認  

・「SS カルテ」の記入  

・各分掌部長と相談  

 

 

・日本語指導コーディネーターと今年度

の取り組みの振り返り  

・転勤になることも見据えた引継ぎ  

令

和

４

年

度

以

降  

・系統的な計画に基づく「総合的な学習の

時間」のプログラム開始  

・気付きを行動にしていく、周りの先生

方との連携を大切にした取り組みの継

続  

 

 

４．  計画に対する同僚等のコメント 

 本校の課題について端的にまとめられていてよかったです。特に「総合的な学習の時

間」の系統性については、学びと研究の長としても必要性を感じていたので、良い方向

性をいただけました。 

 そして、「多文化共生教育」に関する組織的課題についてです。本校は夜間学級もある

ので 6 歳から 80 歳代までの児童・生徒の居る幅広い年齢層、多様な国籍などのリソース

があり、さらに CS（コミュニティ・スクール）として、地域との連携も図られています。

しかし、それが子どもの学びに直結していません。子どもがより良く成長できるよう、

情報共有であったり、学びの記録を残すであったりと多くの示唆もいただけました。 

ありがとうございました。         【学びと研究グループ代表：○○先生】 

 

人権教育の視点より、現在本校に必要なことは、・系統性・（抜け、漏れがないような）

記録・誰が担当しても大丈夫なように情報を共有できる仕組みづくり であると整理し

ました。       【教育推進部長・自立と共生グループ代表：○○先生】 
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