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１ 実施概要 
 
（１）2020 明海大学「大学と地域連携の未来」シンポジウム 

（２）実施目的 
2019 年度において、明海大学の学生や教職員等が実施した小中高等学校

に対する支援に関する実施状況について紹介する。その成果と課題などに

ついて広く地元関係者、関係機関等とともに共通理解を図り、併せて本学

の今後の地域支援の在り方を探ることを目的としている。 

（３）シンポジウム概要 
開催日時 

2020 年２月 11 日（火・祝）12：00～16：30 
会場 

明海大学浦安キャンパス 2201 講義室、2204 講義室、2205 講義室、2206 大講義室およびフロア 
 
○ タイムスケジュール 

 
時間 内容 

12：00 開場・ポスターセッション 
12：30 【開会(2206 大講義室)】司会：山下 茉穂（明海大学外国語学部英米語学科４年） 

【学長挨拶】 

 安井 利一  
【足立区教育委員会 教育指導部長 挨拶】 
 荒井 広幸  
【浦安市教育委員会 教育総務部 参事 挨拶】 
 大友 隆司  

12：40 【講演】サービスラーニングによる大学と地域の連携の意義 
  村上 徹也 独立行政法人国立青少年振興機構青少年教育研究センター長 
14：10 移動 
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時間 内容 
第一分科会「高等学校連携」（2201 講義室） 
司会：山岸 宏明（明海大学複言語・複文化教育センター助教） 
14:20 【活動報告（１）－ ①】 日本語指導支援（東京都立飛鳥高等学校） 

◆明海大学 
大原 慎之介（大学院応用言語学研究科博士前期課程１年） 

◆東京都立飛鳥高等学校 
 曹 嘉敏              （全日制１年） 
 宮内・カオリ・メイ        （全日制１年） 
 宮内・クリシャ・メイ       （全日制１年） 
 菅原・ジャイラ          （定時制１年） 

ペレス・モラレス・ダンナ・パオラ （定時制１年） 
【活動報告（１）－ ②】 日本語指導支援（東京都立南葛飾高等学校） 
◆明海大学 
荷見 美有  （大学院応用言語学研究科博士前期課程１年） 
齋藤 菜々花 （外国部学部日本語学科３年） 

◆東京都立南葛飾高等学校 
 アチャリヤ・アニス      （１年） 

バスネット・モハン・バハドール（１年） 
【活動報告（２）－ ①】 

 
訪問交流会・明海大学「大学生と話そう会」 
訪問交流会 東京都立田柄高等学校 

◆明海大学 
劉 博文（外国語学部英米語学科１年） 

◆東京都立田柄高等学校 
 蔵本 達仁 （１年） 

今田 優紀 （１年） 
川村 モモ（１年） 

【活動報告（２）－ ②】 
 

訪問交流会・明海大学「大学生と話そう会」 
明海大学「大学生と話そう会」 

◆明海大学 
坂本 純一（教職課程センター・地域学校教育センター教授） 

◆東京都立竹台高等学校 クアラ・ソニー（３年）ダカル・キリテカ（１年） 

◆東京都立南葛飾高等学校 冀 洪沢（１年）呂 威（１年） 

◆東京都立飛鳥高等学校 城守 愛斗（１年） 
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時間 内容 
第一分科会「高等学校連携」（2201 講義室） 
 【活動報告（３）】 「校内寺子屋」報告（東京都立葛西南高等学校） 

◆明海大学 
渡辺 幹太（外国語学部英米語学科４年） 

◆東京都立葛西南高等学校 
 齊川 樹里亜（１年） 

諏訪 愛彩利（１年） 
15:10 ポスターセッション、休憩 
  

15:40 【パネルディスカッション】 
 本学が進めてきた高等学校連携の検証と今後の可能性を探る 
 パネリスト 

渡邊 範道 
木山 三佳 
林 苗 
渡辺 幹太 

（東京都立南葛飾高等学校校長） 
（明海大学外国語学部日本語学科教授） 
（明海大学大学院応用言語学研究科博士後期課程１年） 
（明海大学外国語学部英米語学科４年） 

コーディネーター 
坂本 純一 （明海大学教職課程センター・地域学校教育センター教授） 

司会 
山岸 宏明 （複言語・複文化教育センター助教） 

16:30 【閉会の挨拶】 
坂本 純一（明海大学教職課程センター・地域学校教育センター教授） 
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時間 内容 
第二分科会「足立区教育連携」（2204 講義室） 
司会：中村 亮介（明海大学外国語学部英米語学科３年） 
14:20 【足立区教育委員会 挨拶】田巻 正義（学力定着推進課長） 
 【進行】  

◆足立区教育委員会  山口 哲治（足立区教育委員会学力定着推進課指導主事） 
【活動報告（１）】 明海大学あけみ英語村 2019 ― 小学生異文化交流プロジェクト ― 
◆足立区立中島根小学校 武井 利依（足立区立中島根小学校校長） 
【活動報告（２）】 足立区中学校異文化交流事業 
◆足立区立竹の塚中学校 齋藤 由美子（足立区立竹の塚中学校校長） 
【活動報告（３）】 足立区民対象生涯学習講座（英語） 
◆明海大学 
パトリツィア・ハヤシ（複言語・複文化教育センター教授） 
タイソン・ロード  （複言語・複文化教育センター准教授） 
内藤 卓       （外国語学部英米語学科３年） 

◆参加区民代表 長ヶ部 光矢 
【活動報告（４）】 足立区英語マスター講座修了者成果発表会 
◆足立区教育委員会 山口 哲治（足立区教育委員会学力定着推進課指導主事） 
【活動報告（５）】 足立区小学校英語支援 

◆足立区教育委員会 山口 哲治（足立区教育委員会学力定着推進課指導主事） 

15:10 ポスターセッション、休憩 

  

15:40 【パネルディスカッション】 
 本学が進めてきた足立区教育連携の検証と今後の可能性を探る 

 

パネリスト 
村上 徹也 
志村 昌孝 
齋藤 由美子 
百瀬 美帆 
金子 義隆 
白井 萌 

（独立行政法人国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター長） 
（足立区教育委員会英語教育推進担当課長） 
（足立区立竹の塚中学校校長） 
（明海大学教職課程センター・地域学校教育センター准教授） 
（明海大学教職課程センター・地域学校教育センター准教授） 
（明海大学外国語学部英米語学科３年） 

コーディネーター 
石鍋 浩 （明海大学教職課程センター・地域学校教育センター教授） 

司会 
中村 陸 （明海大学外国語学部英米語学科３年） 

16:30 【閉会の挨拶】 
石鍋 浩（明海大学教職課程センター・地域学校教育センター教授） 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時間 内容 
第三分科会「浦安市・横手市教育連携」（2205 講義室） 
司会：池田 義友（明海大学外国語学部英米語学科４年） 
14:20 【活動報告（１）】 浦安市小学校英語支援 

◆明海大学  
金子 駿太（外国語学部英米語学科３年） 

【活動報告（２）】 浦安市青少年自立支援未来塾 
◆明海大学  
君塚 翔伍（外国語学部英米語学科１年） 

【活動報告（３）】 横手市との包括連携 
◆明海大学 
伊藤 正紀（経済学部２年） 

15:10 ポスターセッション、休憩 

  

15:40 【パネルディスカッション】 
 本学が進めてきた浦安市・横手市教育連携の検証と今後の可能性を探る 
 パネリスト 

吉田 惠美子 
香川 敦司 
寺内 朋之 
鶴巻 沙希 
中里 圭 

（浦安市立日の出小学校長） 
（浦安市教育委員会生涯学習課生涯学習係主任主事・社会教育主事） 
（明海大学外国語学部英米語学科３年） 
（明海大学外国語学部英米語学科３年） 
（明海大学経済学部経済学科２年） 

コーディネーター 
木内 和夫 （明海大学教職課程センター・地域学校教育センター教授） 

司会 
池田 義友 （明海大学外国語学部英米語学科４年） 

16:30 【閉会の挨拶】 
木内 和夫（明海大学教職課程センター・地域学校教育センター教授） 
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２ 参加者状況 
○ 最終参加人数 

明海大学 教員 20 
職員 13 
学生 97 

小学校・中学校・高校等関係者 教員 17 
生徒 27 

教育機関 東京都教育委員会 4 
足立区教育委員会 14 
浦安市教育委員会 10 
きょういく創造育成財団 2 
文部科学省 1 
法政大学 1 

一般 39 
報道関係者 8 
参加者合計 253 
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３ 議事録 

◆開会の挨拶：安井 利一（明海大学学長） 

明海大学の地域学校教育センターの活動の報告会として、

このシンポジウムを始めさせていただいたのが 2016 年、

このセンターを設立した年からなので今回が４回目の報

告会ということになる。本学の学生がいろいろな所でお世

話になり、そして学びをつかみそして成長していくという

大変貴重な機会を皆様方に作っていただき、学長としても

日頃のご支援に本当に厚く御礼を申し上げたいと思って

いるところだ。 

明海大学の大学のひとつの機能として、地域との連携、地域に私たちが何をサービスすることができるの

かということを常々考えているが、それは逆に私どもの学生を育てていただいている感謝の気持ちでもある。

本日は基調講演にサービスラーニングで我が国を代表する村上先生に来ていただいている。また地元の浦安

市からも大友参事に来ていただき、今まで本学との連携を長くやっている足立区からも荒井教育部長に来て

いただいている。その他の地域を紹介すると、遠く横手市とも連携協定を結んでいる。いろいろな地域の中

で、その地域に根差した活動というものを学生が学びにしてくれることを願っている。そういう意味で、今

日の基調講演をはじめ、それぞれの分科会に分かれての活動報告を大変期待している。 

今日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

◆足立区教育委員会 教育指導部長 挨拶：荒井 広幸 

明海大学にはいつも私どもの子どもたちの英語力の向

上のためにご尽力を賜って、誠にありがとうございます。

いろいろな大学が地域連携を模索している中でも、明海

大学の取り組みはベストプラクティスモデルに値するも

のと考えている。 

さて、私が学生の頃に英語を学んでいたときには、本

と辞書とノートを使っての座学が中心だったが、今の子

供達を見ると、中学生は読む聞く書く話すという４技能

を試される時代になってきたし、小学生は英語をコミュニケーションのツールとして使うという授業が中心

になって来ている。そうした子供達にとって完全でなくてもいい、自分が使える英語、覚えている英語を使

ってネイティブの方とコミュニケーションを取るという体験は非常に貴重な時間だと思っている。明海大学

にはそうした場を惜しみなく与えていただけることを本当に心から感謝している。このような取り組みには、

お忙しい学生の方々が足立区に来てくださったり、明海大学で時間を取ってくださったりというご協力もあ
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ることも十分承知いる。また明海大学が地域連携というものにしっかりと軸足を置いて取り組んでいる姿勢

に敬意を表するところだ。 

本日のシンポジウムが成功裏に終わること、また明海大学様が益々ご発展をされることをお祈り申し上げ、

さらには足立区とのお付き合いも今後も変わらずにご指導ご鞭撻を賜れればと考えている。 

◆浦安市教育委員会 教育総務部 参事挨拶：大友 隆司 

本来であれば、本市 鈴木 忠吉教育長がご挨拶申し上げるべ

きところですが、公務によりまして、後半のポスターセッショ

ンに参加させていただきますので、代わりまして私から一言ご

挨拶申し上げる。 

浦安市と明海大学は平成 29 年度より教育委員会と明海大学

との連携に関する協定を締結している。ただ、締結以前から学

生のボランティア活動などの地域国際交流やインターンシッ

プの受け入れなどを行なっていたところだ。協定の締結により双方の連携が一層充実してきたものと感じて

いる。そのような中、今年度は市内小学校への学生のボランティアによる英語指導支援や、８月に開催した

教職員対象の教育実践講座にも講師の派遣をしていただいた。また教育委員会が主催している中学生のため

の放課後の学びの場“未来塾”では多くの学生さんにご協力いただいているところだ。様々なかたちでご支

援ご協力をいただいている。 

本市においてはこの４月に、浦安市教育振興基本計画および浦安市学校教育推進計画を策定する予定とな

っている。本日のテーマにもある地域連携についても、両計画の中で様々なかたちで位置づけており、本市

教育委員会においても現在の連携協力体制の推進は重要な施策として認識をしているところだ。明海大学に

は引き続いてのご支援ご協力をお願いしたい。 

最後になるが、市民や児童生徒の教育活動の振興、そしてより充実した教育の推進のため、今後の両者の

相互協力をお願い申し上げご挨拶とさせていただく。 
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【講演】 

◆サービスラーニングによる大学と地域の連携の意義 

村上 哲也 
（独立行政法人 国立青少年教育振興機構 青少年教育研究センター長） 

― はじめに 

サービスラーニングというキーワードで今日話をする

のだが、そもそも“サービスラーニング”という言葉を

を聞いたことがある方はどのくらいいるのだろうか？そ

れほどいないので、このあと資料に基づいてサービスラ

ーニングとは何か、基本的な部分を紹介するので参考に

していただければと思う。また私は国立青少年教育振興

機構 青少年教育研究センターのセンター長をしている

が、この青少年教育研究センターという所が何を研究している所なのかということも恐らく皆さんご存知な

いと思うので、まず独立行政法人の国立青少年教育振興機構の役割、その中で研究をしている我々センター

の役割の順番で、本題に入る前に少し自己紹介を兼ねて説明したいと思う。 

国立青少年教育振興機構は、代々木にある国立青少年オリンピック総合センターの中に本部がある。この

振興機構は、教育振興の中でも自然体験とか青少年の交流とかという主に学校の外での教育活動を振興して

いる。全国にこのオリンピックセンターも含めて国立の 28 の施設があり、年間 500 万人くらいの青少年な

らびにその指導される方々が宿泊利用や一日体験利用などをしている。そのような施設を運営している機構

なので、その中にある青少年教育研究センターというのは、青少年の教育の中でも学校の中の教育の研究と

いうよりは、学校の外の地域や家庭や、またはもっと広い社会の中で行なわれていくような青少年の自立に

向けた学びをどういうふうに振興していったらいいのかということに役立つ研究をしている。 

では具体的に、国立の機構という力を活かし、３年に一度、全国の小中高校の学校を選んで、全国で何千

人という子ども達にアンケート調査する。この調査は学校の中のことについて聞く調査ではなくて、普段の

暮らしの中でどのような自然体験をしているか、どんな意識で暮らしているか、というようなことについて

アンケートに答えてもらう質問票を、学校を通じて子供達や保護者に配布する調査だ。全ての学校ではない

が、ランダムに選ばれた学校に依頼し、青少年の意識や体験の実態を調べる調査などを主にしている。そこ

で得られた知見を青少年の学校外の活動に活かしてもらうべく報告書にまとめたり、意見を発信したりとい

うようなことを行っている。 

自己紹介が長くなったが、今日は「サービスラーニングによる大学と地域の連携の意義」というテーマで、

今日のこのあと活動報告があると思うが、サービスラーニングという名称は使われていないが、非常に優れ

たサービスラーニングの取組が、学校と地域の連携の中で行なわれていると理解している。そのことにも触

れつつ話をしていこうと思っている。 
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本題に入る前にもうひとつ、私の肩書について紹介させていただくが、こちらは今日のテーマにも非常に

近い、今日お話する中の私が取り上げたい所の重要なところに関わる私の肩書がある。一般財団法人 東京

学校支援機構という団体で、昨年から発足した組織であるが、私はこの支援機構の理事をしている。これは

学生に限らないが、東京の中の学校現場に学校外の、先生ではないさまざまな能力を持った方々をつなぎ、

学校の教育活動を支援していく、人材としてつなぎ合わせるような人材バンクのようなことをやっている。

それだけではないが主に学校現場の学びを豊かにしていく外部人材を学校につなぐ役割をこの団体が行っ

ていて、なぜ学校にプロである先生方ではない人たちとをつなぐのかということで言えば、単純に学校の先

生が忙しく、今働き方改革で大変だから学校の先生が少し楽になるように外の人が手伝おうという意味もあ

るが、実はもう少し深い。 

学校に外側の人材をつないでいくことによって、子供達が豊かに育っていく支援をしなければいけないと

いうことについては、今日サービスラーニングというテーマで皆様に、教育に関連したお話を差し上げるバ

ックグラウンドになっている現実があるので、最初にその現実を説明する前に、東京都はこういう財団を敢

えて作ってまで学校現場に外部人材をつないでいこうという本気度を持って臨んでいることを紹介したい

と思う。 

― サービスラーニングとは 

では本題だが、まずサービスラーニングとはどんなものかを簡単にご紹介したいと思う。サービスラーニ

ングというのはアメリカで主に広がってきた教育実践活動だ。教育手法と言ってもいいかもしれない。では、

サービスラーニングが基本的にはどんなものなのかというと、学校での学びと学校の外で社会に役立つ活動

と、これを子どもや学生たちが行なうことによって、学校の学びも地域での役立つ活動も両方相乗効果を上

げて地域にも喜ばれ、学生も学びが深まったり高まったりする。学びの成果が高まるということを意図的に、

偶然ではなくて意図的に仕組んでいこうというプログラムのことをサービスラーニングと言っている。なぜ

意図的にと言うかというと、社会に役立つ活動、それを誰かのためにとか、誰かの困り事を放っておけない

といって自分の意志で動きだして汗をかいている人たちをボランティアと言う。実は私は現在の仕事の肩書

を背負う前に一番長くずっとやってきた事は、ボランティア活動に関わる仕事だ。主に、青少年が地域でボ

ランティア活動をしやすくなるように、または、しているボランティアがより効果的な活動ができるように

というようなことを応援する仕事をずっとしていた。そういう仕事をしていて、ボランティア活動を一生懸

命やっている、例えば子供達、中学生もいれば高校生、大学生もいる。そんな青少年と関わっていると、ボ

ランティア活動をしている子たちは、誰かのためにと思ってがんばってやっているが、やりながらどんどん

学んでいる、どんどん成長していることに気付いた。ボランティア活動の現場というのは、ボランティアを

している人にとってものすごい学びの宝庫だ。成長していく。 

年齢に限らずボランティアはお金にもならないし、物理的に何か自分にいいことなんか何もないのに、人

のために汗を流すエネルギーがどこから湧いてくるのかと考えると、長年ボランティア活動に関わってきた

私としては、そのエネルギーの一端は、自分自身が学べている、自分自身が豊かに成長しているという実感

ではないか。それはお金にもならないし、物理的な物でもない。しかし活動を通しての学びというのが実は

“またやろう”、“続けてやろう”、“もっと喜ばれよう”、というような気持の原動力になっている。 
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しかしあるとき私は、高校生くらいのボランティアの子

たちと会話をしているときに考えが壊された。何かとい

うと、彼女彼らは、とても一生懸命自分自身の意思でボ

ランティア活動をしている子たちだ。だがもっと仲間が

いてくれたらもっと活動できるのに、なかなか仲間が増

えないと悩んでいる。そこで私は彼らにこう問いかけた。

「だったら学校の友だちを誘ってくればいいじゃない、

一人が２人を誘ってくれば活動の人数は３倍に増えるで

しょ。誘っておいでよ」と言うとみんな下を向いた。「ど

うしたの？」と聞くと「学校の教室で私がやっているボランティア活動について話をしたら、変な人と思わ

れる。」または「そんなことをやって何か大人とか先生に褒められたいから偽善じゃないと思われる。だか

ら言わない。誘えない。」と言われた。私がその時に思ったのは、ボランティア活動をしている子たちを特

別視するような周りの子たちはよくないと思ったのではなく、こんなに自分の意思で気がついて、きっかけ

があったから素晴らしい活動をしていて、そこから大きな学びを得ている、成長を得ているこの子たちは幸

せ者だなと思った。しかしそういうきっかけがなかった子達はたくさん背後にいる、「ボランティアってな

んか面倒臭いし、やりたくない、関係ない」と思っているような大勢の子達は、実は豊かな学びのチャンス

を逸していると考えたときに私は悩んだ。だがボランティアというのは、人のため、放っておけないという

エネルギーで、自由な意思でやるからボランティアであって、無理やり誰かを活動に義務的にやらせても相

手に対しても失礼だし、いい活動にはならないのではないかと考えつつも、こんなに素晴らしい学びのチャ

ンスをもっと多くの子に開かないというのもいかがなものかと非常に悩んだ。 

そのときに答えが出たわけではない。その悩みを持ったのが 1990 年頃だった。たまたまではあるがボラ

ンティア活動についてのさまざまな情報を日本の中だけではなく海外からの情報も集めていたときに、

1990 年頃「アメリカでは何やらサービスラーニングというボランティア活動に近い教育活動が非常に広が

り始めている」という情報を得た。先程言ったように、ボランティアは自らの意志でやるものである、やる

べきである、と考えていつつも、こんなに素晴らしい学びのチャンスをもっと広く多くの人たちに開けない

のかという矛盾する内容を持っていた私にとって、“サービスラーニング”という言葉を聞いたときに、こ

れは何か自分のこの悩みを解決するよいチャンスになるのではないかとひらめいた。 

その後、仕事をしながら日本の中でアメリカの情報などを集めつつ、たまたま 2002 年から２年間アメリ

カの団体に所属をしてサービスラーニングについて勉強してくる機会があった。意図的・計画的に社会に役

立つ活動を学校の学びと結びつけて開いていく、作り上げていく、これがサービスラーニングだということ

を学んだ。単純な話に聞こえるが、非常に深い意味がある。 

教育という活動は、学校の教室にいる子は、みんなその時に勉強する。そこはできれば自分の意志で勉強

してほしいが、勉強が嫌いな子も置いていかれないように学校の先生などがサポートしながら、励ましなが

ら勉強の嫌いな子も最低限勉強をしていけるように学ぶ権利を保障するための仕組みだと思う。 

こういう仕組みの中に、社会に役立つボランティアに近い活動を埋め込めば、自らの意思でごく少数で頑

張っていて、しかもどんどん学んでいる子たちが学べていることを、自らの意思が最初育っていない子供達
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にも開いていけるのではないか。または開いていくべきであるという、そういった思想が、この短い３行の

『社会貢献活動と学習活動を意図的、計画的に結びつけて相乗効果を生む教育プログラム』というサービス

ラーニングの最も短い定義づけ、サービスラーニングの定義は言い出したら多様で複雑なのだが、この短い

文章の中に思想が込められている。今日、私の話の後に、まさにサービスラーニングの実践の報告がたくさ

んあるのでそれを意図的、計画的に学びのチャンスを学生たちに開いている、しかもその学びは地域に役立

つことを通してこそ相乗効果が生まれていくという実体験を積んでおられる学生達の報告もたくさんある

と思うので、私も聞くのを期待しているが皆さんも楽しみにしていただければと思う。 

― Learning by Doing 

社会に役立つ活動のこと“サービス”とラーニング、学習という２つの用語を合体したこの用語というの

は、実は大昔からあった言葉ではない。1960 年代くらいからアメリカの中では一般的にも理解される、使

われるようになった造語だ。ただそのような造語ができてくる背景には、今から 100 年くらい前の時代に

活躍していたジョン・デューイという人の考え方が源流になっている。当時ジョン・デューイは、サービス

ラーニングという造語は語っていない。デューイはさまざまな教育についての思想や提言を行なっていて、

「経験主義教育」という考え方を唱えた人で“Learning by Doing”という名言を残す。「何かを行ないな

がら学ぶのがよいのだ」という考え方だ。学ぶために学ぶのではない。行為の中から新たな学びも目標もで

きている。行動をしている中で目標が生まれ、そこに行きつくためには学ばなければならない、というよう

に、目的を果たすために更なる学習が必要となり学んでいく“Learning by Doing”という言葉を残してい

る。 

デューイはもう一つ、あとで説明するが“Reflective Thinking”「念入りに考える」という思想も教育の

中に埋め込むのだが、まず前半の“Learning by Doing”「経験主義教育」というものはどういうものかと

言うと、100 年くらい前のアメリカの学校教育、私は経験していないので正確なことは言えないのだが、今

のアメリカの小学校などの教室の風景からは想像もつかないくらい厳格で、先生がものすごく怖く、徹底的

に暗記をさせていた。当時、歴史が変わって封建主義から近代が生まれ、近代の発展とともに科学技術の発

展があり、それまでは神様の言うことが一番正しいと言っていたものが、実験や論理によって明らかにされ

た正しい知識というものがたくさん出て積み重なってきた。初めて人間の社会の中に、サイエンスや、正解

は神ではなくて論理の中にある、情報の中にあるというような風潮が生まれた時に、最初の学校教育のシス

テムは、その近代が明らかにしてきた正しいと言われる正解をたくさん覚えて、たくさん知っていなければ

いけないというものだった。たくさんの知識を効率よく子ども達に学ばせるために何をしたらいいのかとい

うことでどんどん頑張っていったのが 100 年くらい前の学校教育だった。アメリカだけではなくて日本の

学校も同じだったと思う。 

確かに神様が正解だと言っていた時代よりは科学に基づいた正解のほうが正しいかもしれない。しかし、

科学というのは発展していくもので、今正しいと思っていることが明日も正しいとは限らない。これからの

学びというのは、正解を疑い、クリティカルシンキングという言葉はここから出てきているのだが、実社会

の中で試したり、疑問を持って体を動かし経験をし、その中でまた新しい知識を見つけ出していく。それこ

そがこれから求められている学びのスタイルであるとデューイは唱えた。あまり多くの教育の現場の人には

受け入れられなかったが、彼はそういう思想を 100 年前に「経験主義教育」という形で唱えていた。実は
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その後何十年も経ってから、アメリカの中でサービスラ

ーニングというものが注目されている中で、 “Learning 
by Doing”という原点となる考え方がサービスラーニン

グを進めていくうえでは忘れてはならないと言われる

ようになったのだ。 

― Reflective Thinking 

先ほど“Reflective Thinking”という言葉が出てきた

が、これもデューイが唱えた名言だ。名言という言葉だ

けではなくて、考え方として非常に深い思想だ。“Reflection”と言うと、英語の辞書でパッと引くと「ふ

りかえり」と日本語では訳される。「ふりかえる」と言うと、過去のことについて考えるという行ないに聞

こえる。しかし英語の辞書のいくつかの訳を読んでいくと、実は熟考というような意味合いがリフレクショ

ンにはあると出てくる。熟慮する、深く考える。そこにはもちろん過去を振り返って深く考えることもある

が、未来へ向けて深く考えることもある。現在に行なっていることについて深く考えることもある。経験主

義の学びというのは、ただ行動するだけではダメで、「行為の中から学びを深めていくのだ、発展させてい

くのだ」と言っているデューイですら、「やりっぱなし、やってるときに頭を使わない、それじゃ学びにな

らない。深く考えることが経験主義の学びにとっては欠かせない重要なポイントである」と言っている。 

対話型で、あまり大人数ではなく、テーマがありみんなで対話をしながらディスカッションをしたり行動

の計画を立てたり、いろいろな表現活動を行なったりすることをワークショップやグループワーク、参加型

学習と言うのだが、この学び方の発展はサービスラーニングと同じくデューイが源流だ。深く考えていく仕

組みとして、どんなやり方が集団の学びあいの中に効果的なのかということが、デューイを原点として、様々

な人達が様々な試行錯誤を重ね、現在さまざまなグループワークの手法や、ワークショップというものが生

み出されてきている。これはデューイの“Reflective Thinking”“Reflection”の考え方というのが源流に

なっている。そのためアメリカで“サービスラーニング”というと、活動も大事だけれども活動について事

前に学んだり考えたり、やりながら考えたり、終わった後にまとめ学習をしながら振り返ってみたり、非常

に丁寧な“Reflective Thinking”がなければサービスラーニングではないと言われている。 

― サービスラーニングの広がり 

ただデューイが提唱した時代では、デューイが言っているだけで多くの人はあまり理解しなかったそうだ。

それが 1960 年代以降、主に 1980 年代くらいになると爆発的にサービスラーニングという教育的な取組が

広がっていく。何があったのか。 

実はサービスラーニングと言う言葉が出る前、デューイが提唱する前から、アメリカの学校の現場では、

建国以来またはヨーロッパからの移民が先住民の住んでいたアメリカに入ってきた頃から、子供達にはサー

ビス、社会に役立つことをさせていた。これは“させる”とあえて言うが、子供も社会に責任を持つ市民で

あるという考え方が、移民が作り出していった新しい国アメリカの文化には根付いていたので、「子供であ

っても自分のために勉強するだけではなくて、人の役に立つ汗を流す活動をしなさい。」と考える。日本で
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分かりやすく言えば、小学生が学校の周りでお掃除をして地域の人の役に立つというのもひとつ社会に役立

つ活動である。ただこれは英語でコミュニティサービスという言い方をする。学びや子供達の意志などはあ

まり関係なく、とにかく「市民としての責任を果たせ」と考える。日本で言うと奉仕活動であり義務的な社

会に役立つ活動をアメリカでは長年やってきた。 

ところが 1980 年代初頭頃、ほとんど全員が社会に役立つ活動を子供時代に経験してきたにも関わらず、

当時の大学生を見ると「俺さえよければいい」「私さえよければいい」「人のことはどうでもいい」「社会が

どうなったって関係ない」自分だけで人のことを考えない“ミーイズム”が蔓延しているのではないかとい

う危機感がアメリカの教育機関の中に生まれてきた。 

その背景には、ベトナム戦争などの余波で若者たちが国家のために命を尽くして、しかも遠いベトナムと

いう国まで行き、血みどろの争いをしてくることに疲れ果て、トラブルに染まっていったようなアメリカの

時代背景があった中でミーイズムが蔓延してくるのだが、アメリカの教育における社会貢献活動、コミュニ

ティサービスが行なわれているのに、若者たちは人のために役立つ生き方をしていない、そういう考え方を

持たない。それはやり方がまずいんじゃない。今までやってきたコミュニティサービスがうまくいってない。

単純に言えば、その子の気持ちがどうであれ、無理やりいいことをさせればその子はいい子になるというよ

うな簡単な話じゃないということにアメリカ社会が気付き、自分の考え、主体的な考えを持って皆でやる活

動であったとしても、その活動をどのように行なっていくのか、何のために行なうのかということについて

動機づけをしっかりしたり、自覚を自分で作っていったり、そのような Reflection を丁寧にやっていかな

いと、コミュニティサービスというのは効果を発揮しないというアメリカの経験が、意図的、計画的に

Reflection を組み込んだ社会に役立つ活動というものの大事さに気付かせた。そしてサービスラーニングと

いう考え方が広がっていく。 

サービスラーニングを単純に言うと、学校でいろいろ学びや知識、技能を自分のためだけにため込んだり、

使ったりではなく、それを人や社会のためにも活用していく。そのような人や社会に役立つ知恵を作ってい

く装置としての“Learning by Doing”、サービスラーニングというものがアメリカの中で広がっていった

という歴史がある。 

そのような考え方がサービスラーニングというものだが、ここまでは抽象的な話で「だから何なんだ」と

なると思う。この講演の後の各分科会で具体的な例がたくさん当事者たちから語られるので、それによりサ

ービスラーニングの実像をつかんでいただきたいのだが、私が去年の春まで 10 年間勤めていた日本福祉大

学で、サービスラーニングというプログラムを埋め込むための事例を少し紹介したいと思う。 

― 日本福祉大学でのサービスラーニング 

日本福祉大学では NPO 協働型サービスラーニングという名称で運営していた。社会に役立つ活動を学校

外に出て学生が行うのだが、学生たちがどこに行って活動するのかと言うと民間の地域の問題を解決してい

くような取組を様々行なっている NPO 団体の所に行き、その中に身を置いてその団体の活動を応援したり、

手助けしていく。地域の NPO 団体と協力しあいながら、連携しあいながらサービスラーニングを運営して

いく活動だった。明海大学で言うと、NPO の代わりに学校や教育の仕組みが学生たちを待ち受けているわ
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けだが、日本福祉大学では NPO に依頼している。大体

毎年 200 人くらいの学生が地域に出ていくときに 30 程

度の NPO、様々な子供の学びを支援している学校の団体

もあれば、高齢者の福祉を支えているような団体もある。

学生たちは自分たちの問題意識で選んで活動していった。 

NPO での社会に役立つ活動の実践はたった夏休みの

６日間だ。このプログラムでものすごく力を入れていた

のは、実は Reflection だ。前期丸々毎週一コマ演習の時

間を夏休みの６日間のための準備、Reflection になっている。そこで色々なことを考える。何ができるのか、

何を求められているのか、そのためには自分が行く団体の人とコミュニケーションをしなきゃいけない、対

話をしなきゃいけない。さまざまなことに時間を使っている。そして夏休みの 6 日間活動する。そして夏

休みが終わり後期が始まると、また毎週学校の教室の中での演習の一コマ一コマを丸々Reflection で使って

いく。 

夏の体験活動の６日間が何だったのか、何を学べたのかを深く振り返るということも大事なのだがそれだ

けではなく、そこで気がついたことを基に、自分が大学でこれから学んでいく専門的な学びと実社会の自分

の経験がどう結びついていくのかが大事である。または自分の専門領域から考えたときに、地域で気づいた

ことがもっと何か別な知識に結びついているのではないかと考えたりする。そうであれば図書館に出かけて

行って今まで読んでいない論文を読もうとか、地域でつかんできたさまざまな疑問、言い換えると、新たな

学びの目標に向かって足りないものを自分の意志で探し出して新たな学びをしていったりする。そんな時間

を繰り返し繰り返し行なって最後に、その学びの成果を地域の方々に対して報告会を行う。今日このあと行

なわれる活動報告のようなものを日本福祉大学でも行っていた。 

ここで我々が非常に大事にしたのは、学生が Reflection するだけではなかなか Reflection が深まらない。

私たちは NPO の人たち、地域の人たち、それからそこに関わる教員もみんなでトライアングルに関係性を

持ちながら Reflection した。それは事前の学習でもそうだし事後の学習でもそうだ。それをやっていくと

実践の中で面白いことがあった。学生達はよく分からないかもしれないが学校の先生たちは自分の教え子た

ちを学校の外に出すことを非常に恐れがちだ。なぜ恐れるのだろうか？学生が地域の人たちの所に出かけて

いくと大抵は「遅刻した」「連絡がない」「受け答えの態度があまりよろしくない」「失礼なやつがいた」「や

る気がない」などいろいろな苦情が来る。私たちが最初そうだった。「先生がもっと礼儀を教えてくれよ、

それから外に出しなさい」と言われた。それから「自分たちが一生懸命地域を良くしていくため、泣き笑い

の毎日で苦しんでいる活動に、何だか呑気に服装もチャラチャラしてやって来る。我々のやっていることを

もっと真剣に学んでから来させてくれ」などということも言われた。または「学生だけよこして先生何やっ

ているんだ、先生も一緒に来なさいよ」と言われる。先生は先生で、一人の先生が５組６組、何十人の学生

たちの活動を見守っているのだが、学生達の活動に一緒について行ってしまうと回り切れない。もう一つは、

先生がついて行ってしまうと、学生は先生に気を使ったり、先生に頼ってしまったりしてしまう。せっかく

自分の力をたくさん持っているのに引き出しを開けずに帰っていったらもったいない。だからわざと「かわ

いい子には旅をさせろ」ではないが、「自分達の力を信じて試行錯誤してきなさい」と送り出す。 



16 

苦情が結構あった。2009 年に始まったのだが、先程言ったような、何をやるにしても毎年三者、教員は

現場にはなかなかついていけないが、事前や事後の学生と対話は、学生に任せきりではなく教員も地域の

方々と話をし、もちろん学生たちとの対話もし、様々なことをやって行った。 

だんだん雲行きが変わった。結果的に「先生には無理だよね、私たちだからこそ学生を伸ばせるんだね。

教室の中ではできないよね。本物の実践を知っている我々だからこそ学生たちはそこから学んでいくんだ」

と NPO の人達は胸を張るようになった。自分たちの市民教育力にとても胸を張ってくれるように変わっ

ていった。だから実はサービスラーニングというのは、単に学生が“Learning by Doing”をしていく仕組

みというよりは、先生も学生も地域も一緒に学びあっていく“Learning by Doing”であるというようなこ

とが我々の実践を通して学んだことだった。 

振り返ると私達は、日本福祉大学でのサービスラーニングを通じて、大学は地域とどんな関係を作ってい

くのかということについて、ある程度自分たちの経験からいくつか方向性の柱を見出していた。 

一つは、サービスラーニングは学生の“Learning by Doing”だが、学生が持っている「学んできた力」

を地域の貢献にいかに発揮してもらうかという視点が非常に重要である。受け身でいる学生が「私達は学校

の中で学べないことを皆さんの所で学ばせていただくために参りました」ではなく、「私達は皆さんのため

に自分の力を提供します。私たちを活かしてください」という姿勢で行くことによって、そのぶつけた自分

の力に対して反応がある。その反応は必ずしも「やった、自分が素晴らしい、こんなに役に立てた」という

喜びではないだろう。自分は力を発揮できると思ったのに、いかに自分の力がまだ足りないかということに

気づかされる場面が多いかもしれない。しかしそのことこそ大事だ。次の学びの目標ができるわけだ。 

何が足りなかったのかを具体的に Learning by Doing を通して学ぶのである。正解を見つけ出したという

ことではない。学びの目標を学習したわけだ。何が足りないのか、もっと何を学びたいのかを社会に貢献す

る自分を提供していくという姿勢の反発力でもらってくるのだ。最初から「ください、ください」と言って

いると何も飛んで来ない。自分の力をさらけ出して、自分で試行錯誤の力を相手にぶつけるから反作用とし

て返ってくる。 

私は学生時代実は、今の専門とは全く関係ない物理学という勉強をしていたのだが、“作用反作用”とい

う言葉を覚えているだろうか。作用しただけ返ってくる。これはサービスラーニングや Learning by Doing
でも同じだ。自らを主体的にぶつけていく。そのぶつけた力によって能力が返ってくる。そこから学べる。

これが先程も述べた私のサービスラーニングの原点だ。できるだけ多くの学び手に機会を開いていく必要が

ある。しかもそれを、単発の１回２回やって終わりにしてしまうものではなくて、大学が行なうからにはそ

れが大学の仕組みとして恒常的に続いていくように根付かせていかなければいけない。実はアメリカ、特に

大学などはそうなのだがサービスラーニングと言うと、一研究者が自分の研究活動と自分の周りで学習する

学生を巻き込んで地域と一緒にサービスラーニングをやっているというケースが非常に多い。それは組織的

な活動ではなく「大学の組織は認めてはいるけど、それは先生の勝手」と言われるようなサービスラーニン

グの取組が多い。しかし、この大学もそうであるように、実はサービスラーニングというものは、できるだ

け多くの学び手に機会を開くべき教育手法であるならば、組織の中にきちんと埋め込んで、一部のやりたい

先生がやっているという状態ではないかたちを模索しなければいけない。 
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もう一つは、これも今まで私が話してきたことの繰り返しになるのだが、先ほどの、ぶつけてそのブーメ

ランが返ってくるということと同じなのだが、学生だけ学べるだけでは長続きしない。地域の側がついてこ

られない。 

地域の側にとっても、学生たちが来てくれることによってこそ得られるものがあるということに自覚を持

って欲しい。例えば日本福祉大学の先程説明をした事例で言うとこんなことがあった。何年かやっていくう

ちに、「先生、今年もまた学生たちが来てくれるんですよね？」と言ってくださる NPO の方がいらっしゃ

ったので「はい、よろしくお願いします。」と言うと「実はね、夏休み活動してくれるところだけがありが

たいのではない。事前に来てくれるところからありがたい。」と言われた。「どうしてですか？」と聞くと、

NPO は少ない予算で人も限られているが、一生懸命毎日忙しく地域の課題に取り組んでいる。若いスタッ

フの人たちは本当に忙しい。その NPO の中心となっている、立ち上げたような方々は、若い忙しいスタッ

フと時間を取って、実はこういう思いでこういう狙いでこういうためにこの団体を作っているんだよ、と話

をするのはなかなか難しい。行政や様々な人たちは、別に私たちにお金を出してくれるわけでもない。でも

いろいろな方法で運動資金のひねり出して運営されているのが NPO 団体だ。職員にその思いがあればある

ほど伝わりにくくなっている。ところが毎年、何も知らない右も左も分からない、でも一生懸命な子たちが

打ち合わせに来る日は、仕事は止められるけど、わざと学生たちとの打ち合わせの場所を、職員が忙しく働

いている所、見えたり聞こえたりするような所を選んで打ち合わせをするのだそうだ。そうすると学生の素

朴な質問や、こちらが一番伝えたい思いや理念などを学生に伝えつつ、実はその後ろで働いているスタッフ

の人たちが耳で聞いていることを目的としている。「これほど効率のいい職員研修ってないですよ。だから

学生が毎年来てくれるのを最初から楽しみにしてましたよ」と言ってくださった方がいた。 

こういうかたちになると、これはウィンウィンである。団体側も学生という存在を通じて様々なことを学

んだり、高めたりしている。または教育実習でもそういうことがあるのかもしれないが、NPO 職員の人た

ちは頑張っているが、自分がやっていることの一つ一つの仕事の中身について、あまり深く考えている暇も

ない。やらなきゃいけないからやっている。しかし隣に不慣れな学生が来ると放っておけない。「これはこ

ういう意味があって、こういうふうにやっているんだよ」と学生に説明しないと学生が分かってくれない。

そこではたと気がつくわけだ。「そうだ、自分のやっていることって実はこういう本当は深い意味があった

はずだ。考えることもなく日々忙しく過ごしていたけども、自分の仕事ぶりを振り返るチャンスになった」

というような声も、学生たちの受け入れをしている現場から聞いた。そんな風にお互いが高まっているとい

う自覚をウィンウィンで持ちあう。そのためには会話が必要である。そんなことを学んできた。 

そして学生は毎年入れ替わる。日本福祉大学では２年生の時にあるコースで必修的にリハビリを行う。だ

がその学生たちは次の年は同じ場所に行かない。実は地域の NPO の人達に最初のうち「受け入れたのはい

いけど次の年同じ子が来ないよね。自分の意志で来てくれるかと思ったら来ない、どうなの？」とよく言わ

れた。「いや、行きたくないわけじゃないんですよ。でも３年生くらいになると、もう実習もあれば何もあ

る。忙しくて平日の昼間時間をかけて団体の所まで行く時間がない」という学生の実情をお伝えしつつ行っ

ていたのだが、だんだんそういうことを言わなくなった。「同じ子が来なくても、学生は自分たちの所で大

いに成長をして社会の中に散っていって、そこでその学びを生かせばいい。自分の所に帰ってこなくても、

それは構わない。逆に、大学という所と継続して、学生は入れ替わるけど大学は入れ替わらない。地域も入
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れ替わらない。この入れ替わらない二者はずっと継続して共にウィンウィンでやっていきましょうよ」とい

う関係性がないと、実はその信頼関係を大学は一生懸命地域で作らないと、毎年学生が入れ替わっていくの

で、その受け入れをしている地域の側の思いをくんでいくことはなかなかできないということに気付いた。

これが事例を通したサービスラーニングの考え方や方向性の話だ。 

最後に少しこの大学の教育的な地域との協働について、私なりに、去年も報告を聞かせていただいたが、

考えていることについてお話を差し上げて締めくくろうと思う。 

明海大学の取組を学ばせていただいたうえで、それをもう少し広く、日本の学校教育という問題と絡み合

わせて考えてみた。日本の学校教育の現代的な課題と、大学生たちが地域連携で教育の支援を行なう明海大

学の取組というのはどんな意義があるのかということについて話したい。 

― 村上氏の考える学校教育の課題 

まず課題、学校教育の課題だ。もう語り出したらいく

らでもあると思う。たまたまホットな話題を２つ提供し

たい。別に大きな意味があるというわけではなく、たま

たま学生の中にも少しは聞いたことがあるというような

ホットな話題だ。ひとつは教員不足だ。特に小中学校は

非常に教員不足にある。もう一つ、去年の秋から非常に

大きな話題になった入試に関する新制度、大学入試共通

テスト導入の延期の話だ。共通テストはやるかもしれないが、記述式と言われる問題形式を全国一斉のテス

トの中で導入するということについてちょっと待てということになった。この２つの話題から、今我々の学

校教育がどんな課題に直面しているのかを知ることができる。この２つの問題は実はその表れだ。我々が直

面している深刻な課題の結果として表面化したものがたまたまそれだったという問題だ。 

少し考えていく。教員不足にはいろいろな理由があると思う。ただ、教員不足というキーワードから、全

国でいろいろな学校の先生方とのお付き合いがあり、学校の現場にも行くことのある私のような者が非常に

強く感じているのは、学校の教育現場がすごく疲れていることだ。疲弊している。もちろん疲れていない学

校現場もある。ただ、多くの現場で今疲労感がたまっているような状況があるなと思う。では何故疲労して

いるのか。先生の仕事がもう多すぎて、家に帰る間もない。子どもと一緒に校庭で遊ぶ時間もないというく

らい先生方の仕事が多い。何故仕事が多くなっているのか。そんなに先生の事務仕事が増えているのか。事

務仕事も増えているかもしれない。だが大変なのは、実は家とか地域でもっと子供達がどんどん成長してい

けるような社会であれば先生も楽である。家庭の中で教育はどういうふうに行われているのかなどといった

問題がある。あと教える内容が増えているかもしれない。実は、小学生とか中学校とかというレベルレベル

で段階的に学ぶ量というのは、調整がきくと言えば調整がきくのだが、人間が一生のうちに学ばなければい

けない知識は、実は私が子どもの頃より、私が大学生の頃より、皆さんの時代のほうが量が多い。これは当

たり前だ。どんどん新しい知識が発見される。積み重なって、経験を積めば積むほど知識はたまっていき、

量が多くなる。昔、私が物理学を学んでいる頃、宇宙はもう少し単純に理解できた。今宇宙物理学をやる学

生は、私の頃の何倍も複雑なことを理解しなければ最先端の科学についていけない。宿命だ。学ぶ量がどん
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どん増えていく。そんなことも影響しているかもしれないが、そんな中で学校教育がどんな状況に置かれて

いるかと言うと、やはり私が思うのは、家庭や地域がもっと強ければ、しっかりしていれば、誰も学校の先

生に頼りっきりにはならないということだ。 

現実は学校が疲弊しているだけじゃない。子育てのご家庭が孤立して、家庭の中が疲れ切っていたりする。

そこで育つ子供も大変だ。子供の貧困なんていうキーワードが語られる時代、家庭も学校の教育現場だけで

はなくて疲弊している。そこに少子高齢化、人口減少の時代において、また貧困格差の問題などもあるので、

地域自体が人のつながりが薄くなって、多くの人が孤立して疲れ切って生きている。そんな時代に学校とい

うものがある。もう一つ、知識は今爆発的に大衆化している。どういう意味かと言うと、大昔はごく一部の

博識な人が知識を持っていれば良かった。失礼な話だし私は絶対に思わないが、そんな遠い昔じゃない、今

でもいるかもしれないが、「女性はあまり高学歴にならなくてもいいんだ、学校行かなくてもいい」なんて

言われた時代もある。その時代は、知識というのは一部の人が持っていればいいんだという時代だった。今

は大学の進学率も高まっているし、情報化社会の中で誰でも知識を探し出すことができるというような知識

の大衆化の時代だ。今の学校の教育のシステムというのは、まだデューイの時代の流れもあって、特に日本

は国が定めた、特に義務教育は学習指導要領に則って全員が各学年で全員一律に学ぶシステムになっている。

しかし、これからの知識が大衆化した時代の教育というのは、実はもう知識を詰め込むより、活用する、ま

たは探し出す、選び出す力を身につけることが重要である。ネットの情報がデマなのか真実なのかあやふや

な時代に今なっている。そういう中では、一人ひとりが自分にとって何が信じるべき知識なのか、活用すべ

き知識なのか、自分の力で選び出す、選択する、そういう力を求められる。そんな時代背景があって、学校

が元々持っていた使命と、今求められている教育の方向性に、時代とと共にだいぶずれが生じてきていると

感じている。このずれが実は学校の先生方にも負担を与えている可能性がある。それが全てではない。そん

な問題意識を持っている。 

そこで先程言った、何故大学入試に記述式を入れようとしていたのに入れられなくなったのか。いろいろ

理由があると思うが、元々は大量の知識を正確にため込んでいることが学力と言われていた。その学力を計

るための試験のシステムがずっと続いてきた。しかし先程言ったように、これからは知識が陳腐化する、大

衆化する、知識を選び出す力が求められているとすれば、入試もそれに合わせることになる。知識を活用し、

選び出す、考える力、それを計るには〇×試験ではなくて記述式の論理性や、記述した問題の回答の論理性

などを計れるようにしようということで、入試改革の方向性が記述式になっている。ところが私が思うに、

もっとも大きな落とし穴はどこにあったかと言うと、それを全国統一のテストの中に記述式という頭を使う

ものを入れようとしてしまったところに物理的な問題が出てしまう。というのは記述の論理性というのは、

ある意味正解がないのだ。こちらの論理性が正しいが、こちらの人の文章は間違っていると明確に分けられ

ない。このようなシステムを大規模共通テストに入れてしまうと公平性が担保できないだろうということだ。

公平性が担保できないのはそれだけではない。もともと思考力を大事にして、自分で主体的に考え Learning 
by Doing していく力を育てて行こうというのならば、みんなが公平であるということよりも、スタートラ

インは一緒だけど伸びる方向はみんな自分の好きな方向に伸びていきなさいということになる。伸び方も、

じっくりちょっとずつちょっとずつ、行きつ戻りつつしながらも伸びていく子もいれば、パーッと一直線に

伸びていく子もいる。それは個性です。みんなが同じじゃなきゃいけないということから頭を切り替えない

と、この記述式なるものを導入したこれからの教育はなかなか難しい。そういう公平性を取るのか、可能性
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の多様性を取るのか。そんなことが実は問われているのだなと、大学入試のつまずきなどを見ていて感じて

いるところである。私の言っていることが正しいという意味で主張しているのではないが、私はこんなふう

に問題意識を持っている。 

ではこの問題意識の中でこれからの教育がどうなっていくのかと考える時に、これは私が正解を言ってい

るわけではないが私の考えとしては、もう AI の時代になったら知識の量とか正確性では人間は AI に勝て

ない。勝てっこない。そうなった時に、人間には何の力が必要か。たくさん知識をため込んで、正確に答え

が出せる機械を我々が使いこなすのだ。使用するのは私達。スイッチを入れるのも入れないのも我々。これ

も私の勝手な考えだが、私は自然科学と言われる物理学を学生時代に学んで、でもあまり成績が良くなくて

諦めたのだが、それでも私によく分かったことが１つある。スーパーコンピューターに計算をさせたら気候

変動がこうなるとかというデータがよく報告される。間違っていると私は言わない。ただスーパーコンピュ

ーターに、誰がどんな目的でどんな指示を与えたのかという説明はなされない。スーパーコンピューターが

人間が手でやったら一生かかってもできないような計算をやってくれた結果はこうだというのが出てきて、

何となく我々はスーパーコンピューターは間違えなくて、正確に計算をして答えを出して、未来をこう予想

したからそうなるに決まっていると思い込む。デューイが聞いたら怒るような、批判的に考えないという話

なのだが、何が批判的に考えるかというと、どんな素晴らしい計算機でも使うやつがいるということだ。使

うのは人間だ。人間が指示を出している、その指示の仕方によっては答えが大きく変わる可能性もあること

を少し知っておくと、ニュースでスーパーコンピューターに計算をさせたらこういうことになりましたとい

うような、非常に科学的だと思うような情報も少し疑ってかかる姿勢ができると思う。自分で調べてみよう、

自分にとってそれは本当かと考える癖がつくと思う。 

こういう時代になると、AI を使いこなす力を身につけることが一つである。それからもう一つは、今現

実として、学校に来る子ども達の状況が多様化していることだ。例えば外国籍の様々な言語を話す子供達が、

地域の中で当たり前に学校に通うような時代になってくる。それも多様性だ。だが元々そこに住んでいたご

家庭の子供達も昔より今のほうが多様だ。親の価値観などが多様化している。また親の置かれている経済的

状況も、同じ地域にいるから同じだとは言えない。非常に多様化している。 

多様化している子供達に、でも学校は依然として、みんな一律一斉に学習しましょうというシステムが残

ってしまっているのでその現場に立たされている先生方は大変だ。一言で言えば、例えばクラスでまとめ役

の子が間に翻訳機みたいに入ってくれて、教室をまとめてくれて、みんないい方向に学習活動が進むかとい

うと、今の学校はそんな単純な話ではないと思う。一人ひとりを丁寧に見ていかないと教室の学習活動が進

んでいかないような多様な状況がある。逆に言うと個別柔軟な学びを支えていくようなシステムに、これか

らは変わっていく必要が、私がいいとか悪いとか言う問題ではなくて、現実にそういうふうに変わっていか

ないと立ちいかないような時代に来ている。 

― 現代に育む人間像 

そんな時代に考えた。ではそこで育む子供達の力とか、人間像はどんなものなのかというと、５つくらい

挙げてみる。まず意欲だ。経済的に苦しい状況で親が保護できない、親が子供を育てられないようなそうい

う状況の子たちが暮らす所で子ども達と向き合っていくボランティア活動をしている大学生たちにたくさ
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んインタビューをしたことがあった。その学生達はまず「楽しく生きたいという気持ちが前に出てこない子

が多いんですよ」と言っていた。何か子供って、放っておけば「美味しいもの食べたい」とか「遊びたい」

とか、楽しく「お菓子屋さんになりたい」とか将来の夢を持ったりするものだと思いがちだが、状況によっ

てはそういうふうに思えない。意欲がないのではなくて、意欲が体の中に沈んでしまって発揮できないよう

な環境にいる子も多い。やっぱりより良く生きるという意欲を助けてあげる、支えてあげる、見つけ出して

あげる。そういう意欲を大事にしていきたいと思う。これからは不確実性の時代に正解がないことに取り組

んで問題解決を目指していくような力が求められているということで、考える力とか生きる力を比べるのだ

が、そのためには自らも、先程言った「自分をぶつけるから相手から学びの返球がある」という作用が必要

なのだ。主体性を育てていく。青少年教育研究センターで調査をやっている中で、日本・中国・韓国・アメ

リカの高校生の比較調査を毎年やっている。見ていてずっとそうなのだが、この４か国の中で日本の高校生

だけ自己肯定感が低い。自分を自分で認める力に欠けている日本の高校生の傾向がある。日本人は謙遜を美

徳としているので、「あなたは自分に自信がありますか？」と聞かれたときに、胸を張って「あります」と

答えるよりは、実は内心そう思っていてもちょっと遠慮して「そうでもない、普通」と答える子供も多いの

で何とも言えないが、それでもやっぱり自らは大事な存在である、自分を愛しているとか、自分を大切にで

きない人が他人を大切にできるか、という疑問がある。できないとは言い切れない。しかし、まずはやはり

自分を愛してほしい。それから多様な時代だ。様々な人がいる。うまくやっていくためにはまずは多様性を

受け入れることだ。相手を認める。そのためには、頭が柔らかいほうが良い。昨日まで正しいと思っていた

ことが、今日は「あれ？違うかな？」というふうに思えるくらいの柔らかさがあると、違う言葉をしゃべる

子、違う行動をする子、いろいろな子を認めることができる。自分と同じではなくてもいいんだ。そのうえ

で、誰かのためにという気持ちを持ってほしい。認めるだけではなくて、違う人間同士が一緒に生きていく、

そういう共に生きる力みたいなものは、実は自他性が大事だ。 

色々勝手な私の学校教育に対する問題意識などを話したが、これは私の勝手な話だ。ただ、そこから見た

時に今日これから報告されるような、明海大学における地域と連携した教育支援活動、担っているのは学生

達、先生方だ。この学生達が教育の場に支援活動をするのに、先程の５つのポイントを見直してみると、こ

んな風に言える。「お兄さん・お姉さん、大学生かっこいいな」とか「ちょっと大人だな」とか、斜めの目

線で子供は見ている。近い存在。学生の中にも様々な学生がいるわけだが、子供達のために自分を役立てよ

う、子ども達のために汗をかこうという学生が子供達の側にいることを子供達は分かる。この先生、この大

学生、このお兄さん、お姉さんは成長していこうとしている、今日より明日頑張っていこうという意欲のあ

る人に気付く。身近なお兄さん・お姉さんの意欲。生きる意欲。これほど価値あるロールモデルはない。実

はそういう模範がないままに毎日を過ごしている子供達も多い。親がいても毎日の生活に疲れ切っている親

も多い。そういう中にいて、学校の先生も本当は子供達に生きる意欲を見せたいが、しかし学校の先生くら

い年が離れてしまうと、頑張りすぎると空回り、子供から見るとドン引きみたいなことが起きてしまう。自

然に学生たちが発揮している意欲みたいなものを子供達は受け取って自分の意欲を育てる。 

そして主体性である。先生方は意外と子供の前では試行錯誤を見せない。先生方も試行錯誤をしながら教

育活動をしているが見せない人が多いように思う。でも教育支援と言って頑張って子供達のためにと思って

行くが、右も左も分からなかったり、子供のほうが学校のことをよく知っているので、何か物を取りに行こ

うとすると子供が連れて行ってくれたり、子供に助けられながら試行錯誤を繰り返す支援活動をする学生達
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の姿に「それでいいんだ」と思って欲しい。自分も同じように試行錯誤をしながら成長していこうとしてい

る子供達も、側で一緒に走ってくる。伴走者。そのことによって自分は主体的に生きていくという姿を学生

からプリントされていく。そして自分一人に目を向けてくれて、言葉だけじゃなくて認めてくれているとい

うのは、相手の瞳の中に自分が写るだけで人間は感じるものだ。そこから生まれていく、私は私でいいんだ

という自己肯定感。学校の先生も本当は、自分の瞳の中に一人ひとりの子供が自分の姿を見つけ出してほし

いと思っているが物理的になかなか難しいこともある。そこに学生達が入っていってくれるということは、

子供達一人ひとりが自分が認められているという需要感。それが自己肯定感につながっていく。そして、学

生っていい。頭が柔らかい。私は 62 歳になってしまい、皆さんと同じ年の頃と自分を比較することもでき

ないくらい年を取ってしまったけれども子供は頭が柔らかい。それは理屈じゃなく見れば分かる。硬直化し

ていない頭で悩んだり、いろいろショックを受けたりしてくれる、例えば自分がちょっと酷いことを言っち

ゃったりしたときに、すごい落ち込んだ顔をしたりする。そういうお兄さんお姉さんの姿から柔らか頭が生

まれていくと思う。 

最後に、そもそもに子供達の学習を支えたいというリターンの気持ちだと思う。それがなくてはそこに居

られない。“自分達のために”という文脈で汗をかいてくれるお兄さんお姉さんがいる。お兄さんお姉さん

でも、自分がそのことによって頑張ったりとか、お兄さんお姉さんを信頼したりすると、お兄さんお姉さん

がすごい喜んでくれるということは、誰かのために汗をかくと喜びがあるという姿を目の前で学生が示して

くれるわけだ。これほど「人のためになんて偽善だよ」と思いがちな人間に、「いやいや、誰かを喜ばせる

って、喜ばせる人も喜べる素晴らしいことだ」ということを体で表現してくれる人はなかなかいない。 

サービスラーニングを語ってきた私だが、サービスラーニングの視点で明海大学の学生達が教育支援とい

う文脈で子供達の間に入っていくということは、私から見ればこの５つだ。しかもこの５つは今までもそう

だが、これから更にもっと子供達が身につけていかなければならない資質能力であり、学生の存在によって

高めていけるチャンスなんだなと思い、その思いを今年は皆さんにお伝えしたかった。 
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【第一分科会「高等学校連携」】 
※司会：山岸 宏明（明海大学複言語・複文化教育センター助教） 
 

活動報告（１）－①： 日本語指導支援（東京都立飛鳥高等学校） 

明海大学 東京都立飛鳥高等学校 
大原 慎之介（おおはら しんのすけ） 
大学院応用言語学研究科博士前期課程１年 

曹 嘉敏（そう かぴん） 
全日制１年 

 宮内・カオリ・メイ（みやうち かおり めい） 
全日制１年 

 宮内・クリシャ・メイ（みやうち くりしゃ めい） 
全日制１年 

 菅原・ジャイラ（すがわら じゃいら） 
定時制１年 

 ペレス・モラレス・ダンナ・パオラ 
（ぺれす もられす だんな ぱおら） 
定時制１年 

― 概要 

都立飛鳥高等学校は全日制と定時制課程２つの課程に分

けられる。本報告は、その両課程における支援についての

説明となる。 

まず全日制課程について説明する。全日制課程は前期・

夏季休暇も含め 10 日間、５月から７月の間、１日２時間

の授業を行ない、後期は 11 日間、９月から２月、今月ま

で、１日２時間 合計 42 時間の授業を行なった。クラスは

前期は３クラス。後期は２クラスで指導を行なった。参加

生徒 ７名程度。明海大学からは７名参加した。 

授業の内容は、総合教科書を用いた文法・語彙・読解の指導を中心に授業を進めた。授業の工夫として、

生徒に語彙の読みを先に書いてもらう。また漢字の国名クイズなどを行ない遊びと学び、あるいは社会的な

知識と日本語力のつながりを試みた。以上が全日制課程の概要となる。 

続いて定時制課程について説明する。定時制課程は前期４日間、４月から６月の１日２時間、後期は６日

間、11 月から２月の１日２時間、合計 20 時間指導を行った。クラスは通年３クラス。初級中級上級に分け

たがこれは一般的な能力ではなく本講義、本授業における初級中級上級クラスということになっている。参

加生徒は 22 名。参加学生は７名だった。 
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内容は全日制と同じく総合教科書を用いた文法・語彙・読解ということになっているが、こちらで別途オ

リジナルの教材やテストを作成し指導を進めた。授業の工夫として、初級クラスは「ます系」の導入だが、

「飲みます」「勉強します」のように絵カードに文字を入れ、より記憶に定着するようにしたことなどが挙

げられる。 

― 参加した学生の気付き 

参加した学生の気付きとしては「生徒の頑張る様子を見てやりがいを感じた」また「生徒たちがより一層

日本語を使えるように教えていきたいと感じた」といった報告が上がった。日本語学校などの学生と違い、

また違った環境で日本で生活している方に日本語を教えるという経験は本学の学生にもいい経験になった

と思っている。 

― 今後の課題 

 今後の課題としては２点挙げられる。授業に参加している生徒の日本語力の確認。そして生徒に必要な課

題の分析だ。どういったことを生徒が求めているか、どういうことを教えるべきかで、どういった教材を作

るべきか、というような事を考えていく必要があると思う。全日制課程・定時制課程の皆様にご登壇いただ

き、ご感想をいただきたいと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。 

― 参加した生徒の感想 

【東京都立飛鳥高等学校 全日制１年 曹 嘉敏】 
はじめまして、私は曹 嘉敏と申します。16 歳です。中国から来ました。私は飛鳥高校の１年生です。2018

年の８月から 2019 年の３月まで国際日本語センターで日本語を勉強しました。朝はここで毎週月曜日に明

海大学の先生から単語・文型をたくさん教えてくださいました。先生たちは優しくて、面白いと思っていま

す。楽しかったです。先生たちのおかげで日本語を話す自信を得ることができます。本当に心から感謝して

います。以上です。ありがとうございます。 

【東京都立飛鳥高等学校 全日制１年 宮内・カオリ・メイ】 
皆さんこんにちは。私は宮内・カオリと申します。17 歳です。フィリピンから来ました。いま東京都立飛

鳥高校で勉強をしています。初めて日本に来た時、「おはようございます」「ごめんなさい」以外、何も分か

りませんでした。飛鳥高校の授業は全部日本語で教わっています。最初はとても大変でしたが、明海大学の

先生たちが助けてくださいました。毎週月曜日に日本語を教えてもらいました。分かりやすい説明をしてい

ただき、私たちは理解することができました。とても助かりました。私は日本語をもっと分かるように、明

海大学の講習で一生懸命勉強したいと思います。ありがとうございました。 

【東京都立飛鳥高等学校 全日制１年 宮内・クリシャ・メイ】 
はじめまして。私は宮内・クリシャと申します。17 歳です。フィリピンから来ました。私は飛鳥高校の１

年生です。2019 年の９月から 20 年の３月まで多文化フリースクールで勉強しました。飛鳥高校に来る前

は、日本語にあまり自信がありませんでしたが、飛鳥高校の生徒になってクラスメイトと話す機会を得まし

た。多くの新しい単語や役に立つ用語を学びました。それから毎週月曜日に明海大学の教室を通じて、だん
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だん日本語が上手になりました。日本語の勉強が楽しく

なりました。先生たちのおかげです。今の私は前より友

達とたくさん話せるし、先生の話をよく理解できるよう

になりました。本当に心から感謝しています。以上です。 

【東京都立飛鳥高等学校 定時制１年 菅原・ジャイラ】 
皆さんこんにちは。私は菅原・ジャイラです。東京都

立飛鳥高等学校定時制課程１年生です。３年前日本に来

ました。日本に来たばかりで、すぐ中学校に入学しまし

た。中学生のとき日本語は全く分かりませんでした。だから一生懸命日本語の勉強をしました。中学校の先

生のおかげで、ちょっと日本語が話せるように、そして読めるようになりました。飛鳥高校に入学したとき

心配がありました。私の日本語はまだ上手ではなかったからです。高校は中学よりもっと難しいので頑張り

たかったです。私は日本語を困っていました。特に現代社会とか他の科目をどうしようと思っていました。

また入学前に春休み中に日本語をあまり使わなかったので、少し忘れてしまいました。日本語講座があるこ

とを知った時、私は少し安心になりました。国語と人間と社会で私の日本語は大きく伸びました。飛鳥高校

の国語は外国人の生徒と日本人の生徒が分かれています。国語が生徒のレベルに合わせて勉強しているので

忘れているところと、日本語で言えない質問が明海大学の日本語講座でできました。日本語コースでもっと

しっかり勉強できます。日本語コースのおかげで、綺麗な日本語で話せるようになりました。ありがとうご

ざいました。 

【東京都立飛鳥高等学校 定時制１年 ペレス・モラレス・ダンナ・パオラ】 
皆さん、こんにちは。私の名前はペレス・モラレス・ダンナ・パオラです。私は１年前に日本に来ました。

日本に来たとき全てが整っていると思いました。空港・道路がメキシコと違いました。日本語は今の高校で

勉強しました。家で勉強するよりたくさん学べます。なぜなら学校には先生や友だちがいるからです。私は

皆から日本をたくさん聞いて勉強します。私は放課後や夏休みも勉強しました。明海大学から先生も来て、

たくさん教えてくれました。日本に来る若者や一年前の私へのアドバイスがあります。日本語の単語をたく

さん手に入れよう、です。そうすればたくさんの人が私や皆さんを理解してくれます。これから私はたくさ

ん日本語を勉強して、たくさんの日本の友だちと話をしたいです。高校の授業では自分の意見をたくさん言

いたいです。そして日本のことをたくさん理解したいです。これからもよろしくお願いします。 
 

活動報告（１）－②： 日本語指導支援（東京都立南葛飾高等学校） 

明海大学 東京都立南葛飾高等学校 
荷見 美有（はすみ みゆう） 
大学院応用言語学研究科博士前期課程１年 

アチャリヤ・アニス（あちゃりや あにす） 
１年 

齋藤 菜々花（さいとう ななか） 
外国部学部日本語学科３年 

バスネット・モハン・バハドール 
（ばすねっと もはん ばはどーる） 
１年 
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― 概要 

対象者は南葛飾高等学校全日制の生徒で、通常授業期間では 10 名、夏季講習では９名の生徒が参加した。

クラスは２クラスで行なった。通常授業期間では、文法・語彙・読解の授業を行ない、夏季講習ではＪテス

トにおける記述問題対策の授業を行なった。支援は通常授業期間は 28 回、夏季講習は３回の計 31 回行な

った。指導参加者は学部生５名、大学院生６名。 

通常授業期間の使用教材は、前学期の初級クラスでは日本語能力試験問題集Ｎ４文法スピードマスターを、

初中級クラスでは日本語能力試験問題集Ｎ３文法スピードマスターを使用した。後学期では文法以外にも読

解・語彙の授業を行なった。初級クラスでは文法は前学期と同じ、日本語能力試験問題集Ｎ４文法スピード

マスターを使用した。更に日本語能力試験問題集Ｎ４語彙スピードマスターと日本語Ｎ４文法読解まるごと

マスターも使用した。初中級クラスでは新完全マスター日本語能力試験Ｎ３の文法語彙読解の教科書をそれ

ぞれ使用した。夏季講習での使用教材及び教具として、短作文の力をつけるためＪテストの作文問題を参考

にし、明海大学高校支援委員会が問題集を作成した。文を作成しやすくするためにＪテストの問題よりも語

彙数を増やした。また助詞や動詞の活用などを正しく理解し使用することができるように意識し作成した。

授業では、生徒達が答えをホワイトボードに記入し、クラス全体で共有できるように行なった。 

次に授業の工夫について紹介する。Ｎ３クラスでは、先に問題を解き生徒と間違えた問題を確認しながら

解説や説明を行なった。文法の授業では、文法プリント、語彙の授業では語彙プリントを使用した。文法プ

リント・語彙プリントは、例文を数多く示すことを意識し作成した。例文を多くしたことで、生徒自身の身

近なことについて学んだ文法や語彙を使って発話することが増えていた。その他に、文法プリントでは要点

を生徒が記入できるように穴埋め式で作成した。自分で書くことでポイントを聞き逃さないようにと集中力

が上がっている様子だった。 

Ｎ４クラスでは生徒が楽しく学べるようディクテーションを取り入れた。全て書いてもらうと時間がかか

ってしまうため、文字カードを作成し並べ替える形式にした。しかしただの並べ替えだけでは意味がないと

思い、生徒には助詞や動詞を正しい形に直して書いてもらったりした。この活動では、生徒同士が協力し合

って課題解決に臨んでいた。その他に、日常で使ったり耳にしたりするような例文プリントを作った。授業

では、学んでいる言葉をどういう場面で使うかを実際に確認しながら一緒にプリントを進めて行った。また

言葉一つとっても使い方はいろいろあるので、教科書で使われている以外の使い方ができるよう意識して例

文を作った。 

― 参加した学生の気付き 

【外国部学部日本語学科３年 齋藤 菜々花】 
私は生徒の成長を間近で感じられると気付いた。支援に行った回数は少なくはあったが、授業の最初で分

からなかったことが、最後には理解して学習項目を使って文を書けるようになるということを間近で実感で

きた。また前回話していた中で少し間違えていた文法が直っていると嬉しさでいっぱいになった。 

【大学院応用言語学研究科博士前期課程１年 荷見 美有】 
授業で理解したことを産出させることが難しいことに気付いた。１回の授業で学ぶ量が多く、指導した時
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に意味や使い方を理解していても問題を行なうときには分からなくなってしまっているという様子を感じ

た。そのため指導した内容が生徒の頭の中で整理できるような授業を考える必要があると感じた。 

― 参加した生徒の感想 

【東京都立南葛飾高等学校１年 アチャリヤ・アニス】 
アチャリヤ・アニスです。東京都立南葛飾高等学校か

ら参りました。７時間目の授業で僕はいろいろなことを

学ぶことができました。例えば、僕は漢字が苦手で書い

たり読んだりすることがあまりできてなかったのですが、

少しずつ分かるようになりました。これからも分からな

いことをしっかり学んでいきたいと思います。この７時

間目の授業は僕にとって、高校での学びの木の根のようになっています。高校生を卒業するまでにＮ１が取

れるようになりたいと思います。以上です。ありがとうございます。 

【東京都立南葛飾高等学校１年 バスネット・モハン・バハドール】 
僕は高校に入ると７時間目の授業を受けるのが大変だったと思っていたのですが、受けてみたらこの授業

でたくさん日本語を、日本語がうまくなったと思います。最初は日本語を読むのが難しかったけれど、この

７時間目の授業で読み方を学んだり、文章を読んだりしてだんだん読めるようになりました。漢字もあまり

できなかったのですが、練習をして書けるようになりました。これからももっと日本語力を上げるために頑

張ります。ありがとうございます。 

― 今後の課題 

最後に今後の課題について紹介する。１つ目は、産出面。特に書く力の強化を目指すことだ。文法はでき

ていても、助詞の選択などを間違えてしまうことが夏季講習で多々見られた。更に、学んだ文法や語彙を使

って話すことはできるが、書く問題になると進みが遅くなってしまっていると感じた。そのため書く問題を

多くしたり、さまざまな形式の問題を用意するなどをして書く力を強化する必要があると感じた。 

二つ目は、生徒が自身の学習を内省できるように目指すことだ。問題を解く前に生徒自身が“できる”と

感じていても、実際の問題を解くときにはなかなか解くことができないといったことがあった。そのため授

業の最後に振り返りシートなどを使い、授業での難しかった点や理解した点を生徒が求めることにより、苦

手な部分を生徒自身が把握できるのではないかと感じた。 

以上を今後の課題にし、来年度の日本語指導支援で改善していこうと考えている。 
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活動報告（２）－①： 
訪問交流会・明海大学「大学生と話そう会」 
訪問交流会 東京都立田柄高等学校 

明海大学 東京都立田柄高等学校 
劉 博文（りゅう はくぶん） 
外国語学部英米語学科１年 

蔵本 達仁（くらもと たつひと） 
１年 

 今田 優紀（いまだ ゆうき） 
１年 

 川村 モモ（かわむら もも） 
１年 

― 概要 

７月 10 日に明海大学の留学生など７名と、金子義隆准教授が都立田柄高等学校を訪問し交流会を行なっ

た。訪問した留学生は、中国・タイ・スリランカ・ウズベキスタン出身だった。留学生は６つのクラスに分

かれ、自分の出身国の文化などについて写真や絵を見せながら紹介した。 

私は中国の出身だが、この交流会で中国の文化や自分の故郷について写真を写しながら紹介した。今年は

初めての試みとして、６時間目の授業を前半と後半に分けて、それぞれ別の留学生が教室に入って説明した。

また学校が各教室にプレゼンテーション用の機械などを準備してくださるなど、これまで以上に充実した会

になった。 

この交流会は毎年行われてきた。私は実は留学生ではなく、この田柄高等学校の卒業生だ。自分が高校生

だった時に実際にこの交流会を経験した。今年は自分が大学生として母校を訪問することになり、とても縁

の深いことを感じている。また、大学生として交流会に参加させていただき、非常に嬉しく思う。 

― 参加した生徒の感想 

【東京都立田柄高等学校１年 蔵本 達仁】 
今回の交流会、僕たち４組はお二方とも中国出身ということもあり、自国の紹介をたくさんの写真を使い

分かりやすく行なってくれたので、他クラスよりも深く中国の食や文化や歴史について知ることができ、ま

だまだ中国のことを全然知らないのだなと実感しました。 

【東京都立田柄高等学校１年 今田 優紀】 
劉さんは本校の卒業生ということもあって、高校生時代のお話とか思い出話をたくさん聞けたのでとても

楽しかったです。あと、劉さんがすごく日本語が上手で緊張している僕たちクラスの人に対して優しく気さ

くに接してくださったので、とても楽しい交流になったと思います。 

【東京都立田柄高等学校１年 川村 モモ】 
私のクラスには中国の方が２名とスリランカの方が１名来てくださいました。講演では自己紹介、日本で

の体験、特に自分の国のことなどについて話してくれました。中国はもちろんですが、スリランカの方と関
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わることが少ないためか、スリランカのことについて、みんなとても興味を持って話を聞いていました。ま

た、質問の時には、日本に来てどうだったか、日本食で好きな物もしくは嫌いや苦手だなと思った物、日本

に来て驚いたこと、など日本についての質問をたくさんしていました。交流会を通して気づいたことは、私

は自分の住んでいる国についてあまり知らないということです。これからさまざまな国の人と関わっていく

なかで、自分の国について説明したり、自慢したりできるようになりたいと思いました。訪問交流会でたく

さんのことを知り、とても楽しかったです。充実した時間をありがとうございました。 
 

活動報告（２）－②： 
訪問交流会・明海大学「大学生と話そう会」 
明海大学「大学生と話そう会」 

明海大学 高校生 
坂本 純一（さかもと じゅんいち） 
教職課程センター・地域学校教育センター教授 

クアラ・ソニー（くあら・そにー） 
東京都立竹台高等学校３年 

 ダカル・キリテカ（だかる・きりてか） 
東京都立竹台高等学校１年 

 冀 洪沢（じ・ほんぜ） 
東京都立南葛飾高等学校１年 

 呂 威（ろ・い） 
東京都立南葛飾高等学校１年 

 城守 愛斗（じょうもり まなと） 
東京都立飛鳥高等学校１年 

― 概要 

「大学生と話そう会」というタイトルは読んで字のごとくで、高等学校の生徒が大学に来て大学生と懇談

をするという趣旨のイベントだ。今年で２年目になり２回行なった。１回目が６月、２回目が７月に行った。 

１回目は、都立高校に通う外国人のお子さん、生徒さんに来ていただくもので、大学の方の受け入れも留

学生が主となり、一緒に話し相手になって交流をするというかたちを取った。２回目の７月は、日本人の高

校生の皆さんに来ていただき、学生も日本人の大学生が懇談の相手をさせていただいた。第１回目が 43 名

の生徒、13 名の本学の留学生、２回目が 29 名の生徒、8 名の本学の学生が参加した。 

最初に学生食堂に集まり、学生と一緒にランチを食べていただいた。その次にオープンキャンパスに参加

し、本学の外国語学部、経済学部、不動産学部、ホスピタリティ・ツーリズム学部、保健医療学部の説明会

場を回った。最後に学生ホールに移動し、６人ずつのグループに分かれて懇談をした。懇談の内容は、第１

回目は大学生活の魅力に関することが中心だった。２回目は進学を間近に控えた高校３年生がほとんどだっ

たので、懇談の内容は進学に関することが中心になった。おかげさまで２回とも大変充実したイベントにな

った。 

実際に参加していただいた皆さんから一言ずつ感想を述べていただく。 
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― 参加した生徒の感想 

【東京都立南葛飾高等学校１年 呂 威】 
こんにちは。私は南葛飾高等学校の呂 威です。中国から来ました。明海大学は環境がとても良いです。

駅からも比較的近くて通いやすいと思いました。大学のキャンパスは緑が多く、とても気持ちの良い場所で

す。学食もとても美味しかったです。大学生と話そう会のとき、大学に関するいろいろなことを聞きました。

学部の説明もとても分かりやすく、もっとたくさんお聞きしたかったです。大学生の先輩方、先生方もとて

も親切でした。私の将来の目標は大学で英語を勉強して、中国語と日本語と２か国語で通訳ができるように

なることです。だからこれからも日本語と英語の勉強を頑張りたいです。以上です。ありがとうございまし

た。 

【東京都立南葛飾高等学校１年 冀 洪沢】 
こんにちは。南葛飾高等学校 冀 洪沢です。３年前に中国から来ました。明海大学は、僕が初めて行った

大学です。大学は緑が多くとても素敵な学校という印象を持ちました。校内も広いです。僕はたくさんの学

部を見学しました。たくさんの人が参加していました。スタッフの皆さんも親切でとても嬉しかったです。

僕は大学で経済学を学びたいと考えているので、経済学部を特によく見学しました。明海大学は今一番行き

たいと考えている大学なので、これからも日本語だけではなく英語と数学も頑張りたいと思います。以上で

す。ご清聴ありがとうございました。 

【東京都立竹台高等学校３年 クアラ・ソニー】 
こんにちは。都立竹台高校からクアラ・ソニーです。私は明海大学の学生さんに竹台高校に来てもらい日

本語を教えてもらったことがありました。その時は、ありがとうございました。私は前までは２回ぐらい明

海大学に来たことがあります。その時は、学食でランチを食べ、大学生の気持ちを経験しました。他の高校

生も参加していましたのでいろいろな話ができて楽しかったです。大学の中の世話をしてもらったとき、日

本語説明が分からなかったとき、英語で説明してくれてとても嬉しかったです。お話を聞いてくれてありが

とうございました。 

【東京都立竹台高等学校１年 ダカル・キリテカ】 
こんにちは。竹台高校１年のダカル・キリテカです。大学の食堂は初めてで、資料がたくさんあって嬉し

かったです。また他の高校生と話すことができてとても楽しかったです。特に私と同じネパール出身の人が

いて、ネパールのどこの出身かなど話をたくさんしました。先輩たちはいつもニコニコ優しくしてとても良

い雰囲気で時間を過ごすことができました。ありがとうございます。 

【東京都立飛鳥高等学校１年 城守 愛斗】 
こんにちは。東京都立飛鳥高校の城守と申します。私は７月 14 日に行われた「大学生と話そう会」に参

加したことが大学進学を決心する大きなきっかけとなりました。「大学生と話そう会」では、昼食を取りな

がら大学生の方と交流させていただきました。ある学生の方が、「毎日大学で授業を受けることが楽しい」

とおっしゃっていて、私はこれまで毎日学校が楽しいと思ったことがなかったので、すごく衝撃でした。大

学の先生方と勉強のことや将来のことを気軽に相談できる関係が作れる。外国ルーツの学生が多く自分の中

にはなかった価値観を知ることができる。この二つが明海大学の魅力だということを教えていただき、大学
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という場所は自分の世界をより広げてくれるということが分かりました。明海大学の学生の方といろいろな

話ができたことで、その後のオープンキャンパスでの学部の説明がより自分ごととして捉えることができま

した。「大学生と話そう会」が私の進路決定に大きなきっかけになったこと大変感謝しております。ありが

とうございます。 
 

活動報告（３）： 「校内寺子屋」報告（東京都立葛西南高等学校） 

明海大学 東京都立葛西南高等学校 
渡辺 幹太（わたなべ かんた） 
外国語学部英米語学科４年 

齊川 樹里亜（さいかわ じゅりあ） 
１年 

 諏訪 愛彩利（すわ あいり） 
１年 

― 概要 

東京都江戸川区にある東京都立葛西南高等学校では、2016 年から英語の基礎学力を定着させるために放

課後の補習授業「校内寺子屋」を始めて今年で４年目になる。葛西南高校は明海大学から一番近い距離にあ

る都立高校で、この４年間を通して明海大学の英米語学科の学生が講師を務めさせていただいている。２年

目からは教員になることを希望している学生が、時期を分担して学校を訪問していた。訪問前にはテキスト

として使っている「とってもやさしい英語」という参考書を、どう教えるかについて検討した。寺子屋に出

席している生徒一人一人が、分かっていることや苦手としている部分、まだよく分かっていない部分が違う

ため、そのことを頭に入れながら授業を行った。そして理解してくれたときやできたときは、大いに褒める

ことを意識し、一つ一つできることを増やすことはとても大切なことだと感じながら授業を行った。自分が

その生徒の力になれたことがとても嬉しかった。 

【東京都立葛西南学校１年 諏訪 愛彩利】 
葛西南高校１年の諏訪 愛彩利です。私は寺子屋に通って、もっと自分に合った内容を学びたいと思いま

した。寺子屋の授業で学んだプリントを自力で解くことができました。特にプラスαで力がつく授業を期待

していました。ただ、配られたプリントが授業で役に立ったこともあり、とてもありがたく感じています。 

【東京都立葛西南学校１年 齊川 樹里亜】 
こんにちは。都立葛西南高校の齊川 樹里亜です。私は寺子屋で得た経験では復習することの大切さと、

諦めないで学び続けることの大切を学びました。私は勉強が本当に大嫌いですが、寺子屋に通うことで、今

まで分からなかったことが完璧に分かるようになったので良かったです。少人数で自分のペースで学ぶこと

ができたのも良かったです。今後も英語を精一杯頑張っていきたいです。以上です。ありがとうございます。 
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◆パネルディスカッション 

本学が進めてきた高等学校連携の検証と今後の可能性を探る 
パネリスト 
渡邊 範道 （東京都立南葛飾高等学校校長） 
木山 三佳 （明海大学外国語学部日本語学科教授） 
林 苗 （明海大学大学院応用言語学研究科博士後期課程１年） 
渡辺 幹太 （明海大学外国語学部英米語学科４年） 
コーディネーター 
坂本 純一 （明海大学教職課程センター・地域学校教育センター教授） 
司会 
山岸 宏明 （明海大学複言語・複文化教育センター助教） 

【坂本】テーマは本学が進めてきた「高等学校連携の

検証と今後の可能性を探る」だ。2016 年、2017 年、18
年 19 年と、明海大学は立て続けに高等学校との連携協

定を結んで来た。2016 年には都立飛鳥高校、都立田柄

高校、2017 年には都立竹台高校、都立南葛飾高校、2018
年には都立葛西南高校、そして 2019 年には千葉県立浦

安高校と、現在６つの高等学校と教育に関する連携を締

結し、それぞれの学校での取組について様々な形で大学

の持つ教育力を提供し、先程サービスラーニングという

テーマで講演ががあったが、そういった場を提供しそれと同時にその支援に関わった学生が成長していくと

いう、いわゆるウィンウィンの関係を作りながら、試行錯誤を重ねながらこれまで進んで来たところだ。 

最初にこれからの進め方だが、議題の順番として日本語指導支援、訪問交流会、大学生と話そう会、校内

寺子屋支援の順番に進め、最後に高等学校と大学との連携について総括的にまとめて行きたいと思う。 

それでは最初に、お一人ずつ自己紹介をお願いしたいと思う。 

【渡邊】改めまして、皆さんこんにちは。東京下町葛飾区の区役所の隣にある都立南葛飾高校の渡邊です。

南葛と言うのだが、皆さんご存知だと思うが“キャプテン翼”の作者、高橋陽一先生の母校ということで、

オリンピックイヤーということもあり、前の校長がお願いをして作った新制服を着たキャラクターを今ふん

だんに使わせていただいている。こういう卒業生がいるということ、有名な人がいるというのも本当に嬉し

いが、この先生が書いてるのは“南葛”という名前、自分の母校の名前をチームの名前にそのまま使ってい

るというところが嬉しくいつも紹介させていただいている。本日は引率二人の先生と生徒４名で参りました。 

私は今日、安井学長のこの冊子の巻頭言を読み、４年目を迎えるということで、４年は早いなあとしみじ

み思った。最初から参加させていただいている。シンポジウムは４年連続４回目。そして断り続けてパネリ

ストは３年連続３回目ということで「同じ話しかできませんよ」と言うと明海大学の方は「大丈夫ですよ、
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お客さんみんな違いますから」と言うが、皆さん見るとあまり変わってないような気もするので不安だが一

つ頑張ります。役目を果たしたいと思っている。よろしくお願いいたします。 

【木山】今回お話にある日本語指導支援の総元締めと言うか、全てを担当している。本日は少しサービス

ラーニングの話と絡めて説明していきたいと思っている。どうぞよろしくお願いいたします。 

【林】日本語指導支援の活動に参加して、もう３年目になるが、今年は都立飛鳥高等学校と都立南葛飾高

等学校の日本語指導支援の活動に参加してきた。それについての話ができればと思う。よろしくお願いいた

します。 

【渡辺】私は校内寺子屋支援に関しての話をさせていただく。校内寺子屋支援は大学２年生の頃から大学

４年生にかけて参加した。本日はどうぞよろしくお願いします。 

【坂本】それでは一つ目の議題である日本語指導支援について木山教授と大学院の林さんに、それぞれの

違う立場からお話をいただこうと思うのだが、まずは木山教授から、指導者として学生を成長させてきたこ

とについて分析的に考察をした研究があるので、その研究について紹介していただく。林さんからは日本語

教育に携わる学生としての自分の成長、これをどう自己評価しているかといったようなことを交えながら活

動についての話をしていただきたいと思う。 

【木山】本日の基調講演であったサービスラーニングというものだが、その中でアカデミックサービスラ

ーニング、学究的なサービスラーニングというものがある。サービスラーニングの中には、例えば本当にお

店とかで働くとかそういうのもあると思うが、こちらでいう学究的なサービスラーニングというのは、授業

の必修カリキュラムの学習目標と一体化したコミュニティサービスに参加することで教育が行われるもの

のことだ。ボランティア活動などは学習よりもサービスに比重が、そしてインターンシップ、インターンシ

ップというのは例えばお医者さんとかが病院でインターンをするとかそういうイメージだと思うが、そちら

はどちらかというと学習に比重があるというものだ。サービスラーニングは、その比重がサービスと学習の

両方にかかっているというところに特徴がある。コミュニティを学習の資源として用いる。そして従来の科

目における学問的な授業の効果というのと、それからそれのより広い理解、価値の理解を高めるということ

が目標とされている。 

アンドリュー・ファーコの 2013 年の論文に出ているものだが、サービスラーニングによって示される良

質な教育学的な要素として、全部で７つ挙げられている。まず“真正の学習機会”本物に触れる、現実と向

き合うということだ。それから“積極的な参加”。そこまでは学生は受け手であったものが自分が提供者に

ならなければならないということだ。それから“構成主義的アプローチ”。いろいろな視点を体験するとい

うことだ。そして“協働”。学生間の絆が深まる。それから“個別化”とあるが、一人一人のニーズに気づ

いて真剣に向き合うことができる。それから“エンパワーメント”。計画・実行をすることによって、意思

の力が育まれる。そして“境界の拡張”、これは勇気だ。知らない世界に踏み込む勇気を得るというものだ。

こういったことが全てではないかもしれないが、実際に日本語指導支援に参加している学生諸君にとっては

経験できるチャンスということだ。こちらは日本語教育に限らず、サービスラーニングによって得られるも

のだ。それ以外に、現在日本語教育は非常に大きな時代の流れにあり、日本語指導ができる教員養成という
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ものも一つ大きな課題になっている。その中でそういっ

た教員に必要とされる７つの力というのがあり、その７

つの力が、この指導支援に参加している学生が、どうい

う風に自覚をして、自分に力がついたと思っているだろ

うかというものを昨年調査したものがある。簡単に説明

するが対象者は７名で、７名のうち、たくさん指導に参

加した 10 回以上の人と 10 回未満の人に分けて、３人と

４人だが、それぞれでどの力がついたか、ということを

比べてみたという研究だ。その７つの力というのが知る

力、教える力、見る力、つなぐ力、待つ力、受け入れる力、進む力である。これは日本語教育学会で決めて

いるものだが、残念ながら今年８つの力になって再編されてしまいもう１回やり直さなければならないが、

これらは多文化教員に求められる力という風に出典がある。この７つの力を更に細かく分けて規定していた。

だから見る力の①とか、見る力の②とかがあるが、それをチェックした学生の数がこちらだ。これだけ見て

も何も分からないので、表にまとめてみた。横軸の方が参加回数が少ない学生が「はい、つきました」と言

った数である。だからこの列はゼロ人だった、この列は１人だった、となっている。右に行けば行くほど「は

い、つきました」というのが多いということだ。縦軸の方は参加回数が多い学生である。10 回から 70 回ぐ

らいまでいるが、その人たちが「はい、つきました」と言った人が４人いた。つまり全員というのはここに

出てくる。だから例えばここの欄だと参加回数が少ない人は３人全員、参加回数が多い人は４人全員「はい」

と言いましたというコーナーである。というふうにまとめてみると、この右上の方は少なくとも全員または

一人を除いて全員が「はい」と答えたというコーナーになる。つまり参加回数が少なくても多くても割とつ

きやすい力だ。それに対してこちらの左下の方は、参加回数が多い人でも誰も「はい、つきました」とは言

っていないコーナーや、参加回数が少なくても言っていないという、なかなか指導支援ではつきにくい力だ

と言える。どんなものがそこに入っているのかと言うと、この細かいものを対照しないと分からないが、こ

ちらの方は、いろいろな文化を受け入れる、「私とは違うやり方もあるな」と思う力だったり、あるいは「新

しいものにチャレンジしよう」と思う力だったりする。左の下の方にあるものというのはどういうものかと

言うと、周りの人たち、保護者の人、地域の人、他の連携を行っている人とつながっていく力になっている。

実際問題こういうことは日本語指導支援に参加している学生はやっていないので、これは正直なところだと

思う。 

興味深いのは、長期に参加している人は「つくつく」「ついたついた」と言っているが、短期で参加した

人は「私ついてない」と言っている力になる。この辺りの力がどんなもの、いろんなものが入っているのだ

が、例えば学生がどんなところに困難点があるのかを把握するといったこともあるが、中にはこの“繋ぐ”

というところがそうだが、先生や、あるいは他の指導に行っている人たちと繋がる。あるいはこの辺の、“進

む”と言うのは、指導参加をしている学生同士でみんなで相互研修をするとかというような力になっている。 

なので私はこれを見て、これはもっとただ「一生懸命教案作って教えに行きました、頑張りました」で終

わるのではなく、横で繋がり、そして自分たちの足で考えて進んでいく、どういう研修が必要だとかという

ことを考えることが必要なのではないかと思ったのが昨年の３月で、昨年の４月から高校指導支援委員会と

いうのを立ち上げた。それについて次に林さんからご説明させていただく。 
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【林】本年度は前年度から引き続き、活動をする学生を中心に日本語指導支援委員会の正式名を『高支援』

と決定した。主に大学院生は高支援の運営に取り組んでいる。会長１名と書記１名を決定し、そして各高校

係としてリーダーと補佐を１名ずつ設置した。また以上の定例委員のほか、学部生も指導参加者として配置

されている。高支援の定例会は毎月の第１週目の木曜日に行われている。定例会の開催目的は、支援に参加

する学部生、院生の間でお互いに交流できるようにすることと、支援活動をスムーズに進めることだ。毎月

の定例会では、前月の支援に参加した学生に授業報告をしてもらう。そして生徒の反応や、指導の改善点な

どを会議で話し合って、次回の支援に参加する学生が参考にできるように、内容を議事録に残し作成し、全

体で共有している。今年度は毎回の支援活動に基本的に大学院生、学部生が１名ずつ参加した。初めて支援

に参加する学部生は多少不安な気持ちになる事がある。指導経験者の大学院の先輩がいることで、その学部

生は安心できるし、先輩から学ぶこともできる。そして生徒の日本語能力を上げ、日本語支援活動をする学

生の成長を促すため、今後もいろいろなことに取り組んで行きたいと思う。 

【坂本】７つないし、８つの力というのは教育全体に汎用的に通用するようなものなのではないかと、大

変興味深い研究を紹介していただいたのと、その中から出てきた課題ということで、つないでいく力という

のをさらに推し進めていこうということで『高支援』という組織を今年度は立ち上げたという話があった。

ありがとうございました。 

それでは今度は高等学校の立場からこの日本語指導支援についての成果なども踏まえて渡邊校長先生か

らお話を頂戴したいと思う。 

【渡邊】坂本先生からお願いされている都立高校の受け入れの話を中心にさせていただきたいと思う。そ

の前に、私はやっぱりダメな父親、ダメな校長だなと思った。実は校長が知っていることって、そんなに全

部知っているわけではなくこういった報告会、発表会での生徒の報告や、学生さんが作成したポスターセッ

ションのポスターや冊子といったものを見て新たに知ったことや、改めて生徒の成長を見て、自分の子ども

もそうなのだが、いろいろな方にお世話になって、全然話せなかった言葉があそこまで堂々と話せるように

なったことを知り、いろいろな方のご支援、それから我が校の先生方の指導に改めてすごいなと感謝感激し

ているところだ。だから詳しくはこちらを読んでいただいたほうが、私のお話より正確だとは思うが、ただ

東京都の在京外国人生徒の枠の概要や、本校の校内の組織や今後の課題などということお話させていただく。 

ご承知のように、東京都の在京外国人生徒の支援というのは、本校は竹台高校と兄弟で今４年目、今大学

１年生の子が、高校に入った時から始まったということだ。先輩の高校は北区にある都立飛鳥高校、それか

ら練馬区の田柄高校で、先行して実施されていて、明海大学との連携も先に実施されていたということだ。

それからお役目として渋谷区にある都立国際高校、こちらも外国色豊かだが外国人の生徒枠指定校だ。本校

の後は、地域的なことも含めて府中市の府中西高校、それから専門学科もということで大田区にある六郷工

科高校、こういった学校が同じような募集枠で進めている。今年の入試から新たに、杉並区の杉並総合高校

が加わりこの４月から新入生を受け入れるということだ。各校１学年 15 名から 20 名、全部で 60 人くらい

の生徒が外国人生徒募集枠で入ったということで現在、都立高校８校になる。主な募集の資格は、在日期間

がおよそ３年以内なので、日本の中学校を出た生徒もいるが、本校は半分以上が外国の学校を卒業して日本

に来た生徒で、入試で調査書があるかないかと並べたときに、３分の１くらいがあるけれども、それ以外は
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ほとんどない。つまりは、日本の学校に入るのが初めてという生徒もたくさんいる。だからこの１年２年で

の成長は、本当に目を見張るものがあるというのが最初にお話した通りだ。 

本校の受け入れについては、先生の加配を１名いただいているが、あと一緒に協力をする先生が２、３名。

今３名でやっていただいている。それからもちろんクラスの担任、それからそれ以外の先生方の協力を得て

やっている。在京外国人生徒支援委員会というものを、これはどこの学校も同じだと思うが学級・学年の担

当や教務部、進路部などさまざまな先生が集まって、生徒の成績の情報交換や、それから在留資格等のいろ

いろな心配、保護者の対応等をしている。教務の先生はこの委員会の運営や、それから在京生徒対象の学校

説明会、授業説明会、こういったものの企画運営を行なっていただいている。それから先程報告の中に出て

きたがＪテストとかＮテスト、日本語能力検定、こういったものの受験指導、内容もそうだが受験する手続

き、出願、費用の支払い、保護者への説明、こういったことも先生方がやっている。 

そうやって進めてきたが、昨年春に初めて卒業生を出して、在京生徒の進路の支援が非常に十分ではなか

ったという反省をもとに、今年は一人、一番ベテランの先生に進路部に行ってもらいそういった在京生の進

学指導、それから進路情報の提供、そのための講演会の企画運営をお願いしてきた。本当に試行錯誤の４年

間で、同じ失敗をしないようにということなのだが、進路の指導も大変で、いろいろな情報提供ももちろん

だが先ほどの「大学生と話そう会」はこの後触れる機会があるが、まず日本の大学を知ってもらうというこ

ともそうだし、受験の仕組みを知ってもらうこともそうだし、日本語の指導はもちろんだがそういった進学

の指導、受験勉強をさせなきゃいけない、そして更には、今年やってみて分かったが、願書を出願する、そ

の出願をするということ、募集要項を読ませる、読んで理解させること、実際にネット出願するが、ネット

を開いて打ち込ませる、そこまで指導してその先生は夜遅くまで対応していただいたというようなことがあ

る。主に教務と進路で受け入れてやっているということだ。 

それから今年から本校は部活を立ち上げ、GCC、 Global Citizens Club、ちょっとおしゃれな名前だがこ

ういった部活の指導も、その先生方でやっていただいている。内容は日本の歴史、旧跡、名所を見て歩いた

りということで交流を深めるのだが、あとは他校の生徒との交流会への参加、NPO 法人と連携したそうい

った企画に参加したり来ていただいいたりということで、在京生が寂しくないように、それからよりいろい

ろな視野を身に付けられるようにということで、日本の生徒はもちろんウエルカムなので入っていただいて

いる。今年の文化祭では各国の踊りを在京生が踊ったりして、見た方からも非常に好評で、私も感激した。

こういった生徒が自分の文化、自国の文化、そういったものをどんどん発信し発表していくということで、

生徒も自信になっているのかなと思っている。 

様々な課題があるが、今後は先程言った進路指導、これをもっと色々な先生が協力してできないかなとい

うことや、日本語指導の検証。木山先生のご報告ご発表をいただいたが、指導者としての成長にはつながっ

ているという分析的な考察があるということだが、本校生徒も生徒自身の日本語能力の伸長を自分で実感で

きるような、もちろん資格を取らせるＪテストを受けさせるということもあるが、合格者の人数といっても

毎年毎年で生徒の能力資質によるものなので、それは指導の質を表すものではない。あくまで目標ではある

が、本校も去年はＮ１が４名、今年は１名。Ｎ２は去年５名、今年３名で落ちてしまったが、ただそれで指

導が落ちているとは決して思いたくはないので、そういったものだけでなく意識や意欲、こういったものが

どのくらい上がっているかということを検証していく必要があると考えているところだ。。 



37 

【坂本】昨年度はこの一つの分科会のテーマが全部日本語指導支援で一貫していたので、いろいろと深め

ていく余裕があったのだが、この後のテーマを少し進めて行き最後に総括的な話に進めて行きたいと思う。 

続いて活動報告のところで二番目に発表した訪問交流会について、今日は都立田柄高等学校の栃倉校長先

生が会場にいらっしゃるので、栃倉校長先生から少しその成果についてのお話を頂戴したいと思う。 

【栃倉】田柄高校校長の栃倉と申します。よろしくお願いいたします。今の南葛飾の渡邊先生と重ならな

いようなかたちで話したいと思うが、田柄高校は実は外国籍及び外国にルーツがある生徒たちを合わせると

全体の 30%弱の生徒達が占めている。異文化に対する違和感とか、あるいは多様性を受容する力とか、こ

れはもう本当に文句ないくらいなじんでしまっている。その代わり、言葉でもっと表現をして伝え合うとか

というようなところに伸びてこないというのが実態としてある。だから交流会として大学生、留学生の皆さ

んに来ていただいた時に、先程サービスラーニングの中で、あり方と方向性というところでウィンウィンの

関係を作る、あるいはお互いが高め合う必要があって、そこでは対話が重要なんだという話があったが、正

にその部分を本校の課題として捉えているところだ。 

教育課程の編成はもちろん学校にあるので、サービスを受ける、サービスラーニングというのは大学側は

そういう言葉を使われるかも知れないが、高等学校としてサービスを受ける側、お客さんになってしまうと、

これはやはり質が上がってこないだろうという風に考えている。だから交流会として留学生の方にこの４年

間、７名から 10 名、一番多い時で 12 名だと思うが、そのぐらい人数の明海大学の学生に来ていただいて

色々お話をしていただいているが、最近取り組んでいるのが、お互いに質を高めるために十分な打ち合わせ

をし、そしてできれば国の写真、いろいろな題材を持ってきていただき、そしてこちら側からも知りたいこ

とを用意しておき、司会を立て、必ずその司会者は国際交流員というのやるのだが、バイリンガルだったり、

２ヶ国語を話せる、そういった者を司会に立てて、そういう風に質が上がるような工夫をしているところだ。 

今日壇上にいらっしゃる坂本先生には、前日の深夜までその写真のやり取りでご苦労いただいたが、そん

な風にしてサービス受ける側としても、そういった質を高めていくんだと、教育課程の編成の主体はこちら

側にあるんだという視点でやっていくというところが大切なのかなと思っているし、また今後一層この連携

として留学生の方をお招きしての交流ということで質を高めていきたいと考えている。 

【坂本】どうもありがとうございました。本当に思わず拍手が起こりました。本当に感動的なお話をいた

だいたと思う。それでは続いて大学生と話そう会について、引き続き渡邊校長先生にお願いしたい。 

【渡邊】先程来話しているように詳細なご報告は冊子の 12、13 ページにある通りなので、意義というこ

とで一言話をさせていただく。先程の坂本先生の報告の中にあった、今年は２回やったという話だが、１回

目は在京外国人生徒だけ対象ということで留学生の方が迎えていただき、２回目がいわゆる３年生、一般受

験を目前にしたという３年生ということで、大学としては両方大事だと思うが、恐らく２回目の方が熱が入

っていたのかなと思うが、そんなことは決してなくて両方とも大歓迎で迎えていただいた。これは私の方で、

または私と同じ校長先生の方でお願いをして、いわゆるオープンキャンパスに在京生を参加させてもらえな

いかという話から実現していただいたことだ。何とバスで各校の正門まで迎えに行き、生徒を乗せ、そして

学長にお出迎えしていただいた上に学食に案内していただきお昼をご馳走になるという、こんなオープンキ
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ャンパスは見たことも聞いたこともない。私も息子を連れて何校もオープンキャンパスに行ったが、来るな

ら来いというオープンキャンパスはいっぱいあって、恐れ入って帰ってしまうのだが、こちらは来ていただ

きたいと言うか、学校をお迎えするということで、よく「進路活動は自分の学校の看板を背負っていくんだ

よ」なんて言うが、大学が学校を迎えていただいて、その学校の中の生徒たち一人ひとり見ていただいたと

いうことで大変ありがたく思っている。もちろん意義については、学生の方と直接話す際、特に在京生にと

っては留学生の方と話ができるということで、自分の３年後４年後がイメージできたのかなというところは

ある。ただ、私は何よりも今お話しした生徒に何か視野が広がったということもあるだろう。大学を知ると

いうこともあるだろう。だがやはり、この学校の生徒をこんなに大事にしてくれる。そういう方々がいるん

だということが生徒に実感できたんじゃないかと思っている。本当にありがとうございました。 

【坂本】続いて校内寺子屋について、英米語学科４年生の渡辺幹太さんに、４つほど質問をしてみたいと

思う。まずは一つ目、指導に当たっている生徒達に話している「何で英語を勉強するんだろう」という問い

についてどんなことを話しているか教えて欲しい。 

【渡辺】今年東京オリンピックが開催され、日本に世界中の人々が集まる。その際に言葉の違いのせいで

お互いのことを分かり合えない状況だったり、トラブルが起きることが想定される。そこで国際共通語の英

語を学ぶことにより世界の人々がお互いのことをもっと理解し、譲り合って助け合うことでよりよい関係、

より良い世界を作っていくことができるということ、また英語を学ぶことによって、その学んだ英語を使い、

何か必ず誰でも役に立つことができるということを話している。 

【坂本】単純に英語が話せるようになりたいとかそういったことではなく、要するに、英語を学ぶことに

よって、これは世界がもっと良くなっていくという、その過程としての英語を学ぶということを話してくれ

ているとのことだ。なるほどと思った。 

それでは２つ目、生徒一人ひとりがつまずきと言うか、ちょっと分からなくなっているところが一人ひと

り違う。先程感想を述べていただいた生徒の一人目は、与えられた問題はある程度自力で解くことができた、

だがやはり分からない所というのがその中から見つかって、それをすぐに質問することができた、というよ

うな感想もあったが、この一人ひとりの違いを知る工夫としてどんなことを心掛けているのか？ 

【渡辺】一人ひとり分からない所が違ったり、それを知ることが難しいという印象を最初は受けていたが、

私は授業で行なう日の単元の重要な単語やターゲットセンテンスを使用した会話を、生徒とのやり取りを必

ず授業の最初に行なうことを意識して授業をしていた。その会話の中でつまずいてしまう部分が生徒それぞ

れ違ったり、そこで分からないことや苦手な部分を発見していき、その日の授業の中でつまずいていた部分

や分からない発音などを必ず解説するように授業を行なっていた。 

【坂本】具体的にいろいろなポイントを今教えてもらったが、３つ目として、校内寺子屋でまず生徒にと

っての成果ということを指導者の側からどんなふうにとらえているか？ 

【渡辺】先程の報告会の生徒の発表にもあった通り、基本からとても簡単な単語から学ぶことが出来たの

で、普段の授業が少しずつ分かるようになってきたという意見や、分からない部分を少人数制なのですぐに
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僕たち講師に聞くことができたりということがきっかけで、少しずつだが先に進めたという話や、テストの

成績が少しずつだが上がってきたという成果を得ることができた。 

【坂本】最後にこれを指導している学生の側にとっての成果としてはどんなことが挙げられるか？ 

【渡辺】単に生徒達に英語の知識を教えるだけではなく、英語の知識を使って何ができるか、またどう活

用していくかなど、そこまで考えながら授業を進めることの難しさを感じることができた。次に生徒一人ひ

とりに寄り添いながら、生徒が学習を続けていけるように励ましたり、褒めたりすることの大切さも改めて

知ることができた。最後に大学の授業で学んだことを実際に実践する機会として、教育実習以外の機会をい

ただけたことがとても貴重な経験として、自分の中でこれからに繋がっていく経験ができたと感じた。私は

３年間にわたって寺子屋の講師を担当したが、教育実習で寺子屋の経験を生かすこともできたし、教育実習

の経験をその後、寺子屋の方でも活かすことができた。 

【坂本】報告で取り上げた４つのテーマについて、今一通りパネリストから話してもらった。それでは高

等学校連携全体を通しての成果と課題ということで、渡邊校長先生に少し話をしていただきたい。 

【渡邊】先程講演で村上先生が大変良いお話をされておりたくさん勉強になった。サービスラーニングも

そうだが、リフレクションという話があり、振り返ったり、よく考えたりというのはとても大事だと思った。

私もこの４年間いろいろお世話になってきたが、お世話になりっぱなしのことをよく思い出しながらいろい

ろ振り返ってみた。我が校は多様な生徒が入学してくる。在京生もその一つなんですが、中学校時代にあま

り勉強が得意じゃなかった日本の生徒もたくさんいるが、みんなには良いところがいっぱいあるから、在京

生はもちろん何ヶ国語も話せるんだし、という話をしながら、自分の良さに気づいたり、それから伸ばした

り、そして自信を持つような生徒を作りたいと思ってやってきた。それから地域に応援されるような若者に

したいし、応援してくれる人がいっぱいいるということも含めて地域と連携しようと思ってやってきた。そ

して、明海大学をはじめとし、生徒にもっと大学を感じてもらいたい。先生方にも大学の先生と触れ合うな

かで刺激を受けたり、また逆にお伝えすることがあったり、そうなればいいなと思ってきた。 

特にこの明海大学との連携は、私が４年前に行ってすぐ始まり、協定も結び、本格的にこの３年間やって

きた。最初は日本語指導支援だったわけだが、でも先程話したように、大学生と話そう会、進路活動、在京

生以外の日本人の生徒の進路活動にも繋げていったし、それから明海大学の実習生を受け入れて、日本の方

ではないが英語の教員になろうと頑張っている実習生、多くをうちの生徒も学んだと思うし、先生方も刺激

を受けたと思う。今年の秋は大学生の方が 20 名ぐらい私の学校に来て授業を見ていただいたりした。色々

な先生方の話も聞いてもらった。そんなことで、色々な

大学に電話をしたりするとすぐメールが明海大学の色々

な先生から来て、浮気をしようとすると必ず引き戻され

る感じでやってきた。東京都立の明海大付属高校にやっ

となれたかなというところでここまで来た。本当にウィ

ンウィンの関係でということを意識してやってきたが、

先程木山先生から、何回も行った学生には確実に進歩、

成果が見られるという話を聞いてすごく嬉しいと共に、
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我が校の生徒はいいことばかりだが、大学生にも大学自体にもとても良いことがあって良かったなと思って

いる。 

良いことづくめではあるが、やはり課題は、成果と課題ということだ。やはり働き方改革に繋がるのだが、

先程来話をした加配１名の中で、色々な先生が協力し、なんとか組織作りをしてやっているのだが、連携が

増えれば増えるほど、村上先生もおっしゃっていたが仕事が増える。連絡調整が増える。お迎えをすればお

招きをする回数も増えるということで、やはり先生の仕事は増える。だからそれは生徒のためだということ

で先生方皆さん頑張るが、やはり管理職としては特にだが役割分担をしっかりしなきゃいけないなと思った

り、いろいろな先生に振らなきゃいけないなと思うのだが、気の弱い私は振り先が分からずいつも「副校長

に頼むね」と言ってしまう。そうすると副校長がさらに忙しくなる。おそらく学校、皆さんそうなのかなと

思っている。苅谷剛彦という教育社会学者が、“欲張りすぎる日本の教育”という中で、日本の教育はポジ

ティブリストだと。ポジティブだからいいと思うが、ドラえもんのポケットと一緒で“あんなこといいな、

できたらいいな”というのをどんどん増やして、やればできるようになると思いいっぱい増やしてきて、減

らしていないので忙しくなるということで、私は本当に同感だ。村上先生も触れていらっしゃった。ただそ

うは言っても、やらない理由やれない理由にはならないので、やはりかけてきた時間と経験の蓄積でなんと

か簡単に済むところは簡単に済ませつつ、進めていかなきゃならないなというのが管理職としての課題だ。 

２つ目の課題は、これは大きすぎる課題だが、我が校の長谷川先生も去年も話していて、今年やってみて

本当に実感されているのだが、在京生を受け入れる進学先の問題だ。大学が非常に、ないわけではないが、

枠が人数に見合っていない。それから出願も含めて在京生に寄り添っていないという事例が多くがあるとい

うことを聞いた。やはり在京生の枠の入試が都立高校で取り組んでいるわけだし、全国的に喫緊の課題だと

思う。どの県の先生もおっしゃるし、文科省の方もおっしゃっているくらいなので、ぜひ明海大学がこの地

域連携の先鞭ですので、どうかの在校生向けの入学試験、受け入れ支援体制を、今も取っていただいている

がさらに拡充してもらえると大変嬉しいと思っている。 

最後になるが、校長として次年度に向けてダイバーシティ、多様性だがそういったもの、在京生を受け入

れているという、その狭いことではなくて全ての先生方、生徒達の多様化とか国際化とか、あとは特別な支

援も含めて、言葉だけではなくてその理念が広がっていくような学校にしなければいけないと思っている。

これはあまりに大きすぎるので、もう少し私の宿題として考えていかなければならないと思っている。 

終わりになるが大学と地域連携と未来、もう始まった時から高野副学長には、「いいタイトルですね」と

ずっとお話している。地域連携も大事だが、未来を見据えるというところで少し考えてみたが、東京都はい

ま小池知事の肝いりでパソコンを自宅に持ち帰るテレワーク、職員が推進しているが、いま都立高校にも何

十億をかけて全教室 Ｗｉ-Ｆｉ環境を整備している。どんな未来が来るのかなと。今一応考えられる目に見

える未来は、都立高校はそれです。恐らく明海大学との連携も、未来はおそらく距離と学生の派遣を縮める

のはＷｉ-Ｆｉを使った遠隔授業。いつでも放課後、明海の先生、木山先生がパソコンの向こうで笑ってる

みたいな、そんなイメージになっているのかななんて思っている。しかし、本校も教育目標、『わかる喜び

できる楽しさを実感させる』を掲げているのだが、先程来話していただいているが、学生が来て、院生の方

が来て、先生が来て生徒と触れ合って、または先生と触れ合っていろいろな伝えるものがあるということや、

どんなに時代が進歩しても、それが大切だということはきっと変わらないだろうし、先程田柄高校の劉さん
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ですか、卒業して明海大学に入学して、素晴らしいなぁと思っている。本校からも９名、今年明海大学にお

世話になりました。明海大学の教育職課程からの教員採用が９名、今年は 12 名ということだから、本校も

明海大学に来年は 12 名入れたいと思っているが、こういう都立高校から明海大学へ行って、明海大学で教

職課程を取られた方が教員になって、そういう先生がまた学校に戻ってくるみたいな、私がおそらく退職し

た後５年後 10 年後は、そんな未来で回っているのかなと思っている。横にいる坂本先生は元都立高校の校

長先生ということで、これもひとつの未来の実現ということで、こういったことがさらに進んで行けばいい

なあということで、期待を込めてお話しさせていただいた。 

【坂本】どうもありがとうございました。それではちょうどいい時間になったので、まだまだディスカッ

ションを深めてまいりたいところではあるが、ここでパネルディスカッションは閉じさせていただきたいと

思う。パネリストの皆様、そしてご参会の皆様のご協力により無事終わることができそうだ。ありがとうご

ざいました。パネリストの皆様に大きな拍手をもって終わらせていただきたいと思う。 

◆閉会の挨拶：坂本 純一 

（明海大学教職課程センター・地域学校教育センター教授） 

【坂本】このシンポジウムは今年度で４年目になり、今文部科学省の方で盛んに言っているが「大学が単

なる研究機関であってはだめで、大学というのはこれからどんどん持っている教育力というのを外に外に広

げていく、そういう活動をしないとこれからの大学はだめなんだ」という流れの中で、今年度は実に 17 も

の事業を実施させていただき、何とか皆様のご協力のおかげで、１年間、４年目を無事終えようとしている

ところだ。 

皆様ぜひとも今後とも、こういった大学と高等学校との連携というこの関係を多いに活用していただき、

お互いが生徒達にとって、また先生方にとって明るい未来を作っていく力になっていきたいと願っているの

で、今後ともどうぞご指導よろしくお願い申し上げます。本日は本当にありがとうございました。 
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【第二分科会「足立区教育連携」】 
※司会：中村 亮介（明海大学外国語学部英米語学科３年） 
◆足立区教育委員会 学力定着推進課長 挨拶：田巻 正義 

明海大学においては、連携事業の中で子供達の為、ま

た教員の為にご協力、ご尽力いただいている。改めてこ

の場をお借りし御礼を申し上げたいと思う。今日はシン

ポジウムということで発表の機会、また学びの機会をい

ただいた。講演でいただいた話を受けて、私たちの仕事

のことを絡めながら、思ったことがあるので伝えさせて

いただきたいと思う。我々は“学力定着推進課”という

非常に特化した組織で、様々な活動を通して子ども達の

学力を身につけるということで目的に取り組んでいるが、

その中で一つやっているのは秋田県との交流だ。 

先生達の授業力を高めるために１週間教員を派遣し、秋田の学びを持ち帰るということをずっとやってき

ているが、秋田の先生方は子供達を本当に大事に大事に育てていて、本当に丁寧に優しく、「自信を持って

何を発言してもいいんだよ」というような子供を育てている。それが学力にも結びついているのだがそれだ

けではなく、どの学校にも地域連携の視点が組み込まれている。昨年行ったところでは、毎年毎年、被災地

に行く。そこで子供達と地域の方が交流する場面を作っている。今年行った所は小中連携グループの中で地

域に出て行き花づくり、花壇づくりの活動をされている。それが単発の事業ではなく学校経営の核に位置づ

いている。今日のキーワードでもあったが、意図的・計画的な指導計画の中でそれが行われていて、学力だ

けではなく子供の心の部分を非常に耕しながら種をまいて育てている。それが本当に自己肯定感にもつなが

っているし学力にもそれが着実に成果が表れているというような感想を持っている。 

４月から小学校では学習指導要領が本格実施ということで、主体的・対話的で深い学びというのがキーワ

ードになる。本当に現場の先生方は試行錯誤しながら来年度の計画の検討などをされている中で、今日お集

りいただいた先生方には本当に参考になる部分が非常に大きかったのではないかと感じている。貴重な学び

の時間を機会をいただき感謝申し上げる。またこの後、活動報告とパネルディスカッションがあるが、また

来年度の事業の内容の充実に向けてサジェスチョンをいただければ幸いだと考えている。本日はどうぞよろ

しくお願いいたします。 
 

【進行】山口 哲治（やまぐち てつはる）足立区教育委員会学力定着推進課指導主事 

活動報告（１）： 
明海大学あけみ英語村 2019  
― 小学生異文化交流プロジェクト ― 

足立区立中島根小学校 
武井 利依（たけい りえ） 
校長 
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― 明海大学あけみ英語村概要（DVD 上映） 

明海大学では、大学に通う外国人留学生と小学生が、各国の遊びなどを通し異文化交流を図るイベントが

開かれた。明海大学あけみ英語村と題されたこの催しは、明海大学に通う世界各国の留学生と小学生が英語

を通じてコミュニケーションを図ることの喜びを体感し、国際交流の意識を高めることなどを目的に、一昨

年から行なわれている。 

今年度は明海大学と教育連携協定を結んでいる東京都足立区の花畑小学校の４年生 63 人が訪れ、まずグ

ループごとに分かれて英語で自己紹介をした。またネイティブ教員による英語講座も開かれ、パンプキンや

ヴァンパイアなどハロウィンにちなんだ英語を本場の発音で練習した。更に交流を深める場として、世界各

国の遊びが用意され、ギリシャやネパール、パキスタンなど６つの遊びから好きなものを選んで体験した。 
児童達は歌を歌いながら遊ぶタイ式のハンカチ落としや、羽を蹴ってパスを回す中国の踢毽（ ティージ

ェン）、その他各国の遊びに夢中で興じていた。 

留学生からは「楽しかったです。小学生と一緒に英語で交流してすごく盛り上がっています」「みんなゲ

ームで、スピーチで楽しんで遊んですごく大成功です。もし今度そういう機会があればまた参加したいです」

との感想があった。大学の担当者からは「子ども達が英語に触れて、英語を活用して、英語って楽しいんだ。

英語は通じるんだ。こういう思いを持って成功体験を積み重ねてもらうと英語を学んでみたいと思うように

なると思うので、これからのグローバル化に備えて子供達のために、本学としても益々貢献していきたいと

思っています」とのコメントがあった。児童達から留学生や大学関係者に感謝の気持ちを込めて歌が贈られ

た今年の明海大学あけみ英語村。最後には花道をつくってハイタッチを交えながら児童達を送り出すなど、

それぞれに名残惜しいひと時となっていたようだ。 

今ご覧いただいたあけみ英語村だが、本年度足立区では小学校２校、花畑小学校４年生を対象に 10 月 31
日に第１回目を、２回目として 11 月 28 日に中島根小学校６年生を対象に行なった。本日はそんな中で代

表として中島根小学校校長先生、武井利依様より活動の報告をしていただく。 

― 実施学校代表の感想 

【足立区立中島根中学校校長 武井 利依】 
本校は今紹介にあった通り、このあけみ英語村の栄え

ある４校目の体験をさせていただいた学校だ。今年度２

校ということで選ばれて良かったなと思っている。その

節は大変お世話になりましてありがとうございました。 

本校、これは入学式の様子だが、どこの学校でも行わ

れているとだが、入学式の時にはこんな風に１年生を前

に２年生が大歓迎する催しを行なっている。そんな中で

本校の教育目標、“進んで学ぶ子”を具現化するための外国語の取組を続けているところだ。この度のこの

機会も、進んで学ぶ子をどんどん生み出していくために、大変ありがたい機会をいただいたと思っている。

目指す学校像の中に“児童一人ひとりに自立に向けた生きる力を身につけさせる活力ある学校”と謳ってい
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る。一人ひとりが活躍できる、そんな学校を目指している。そして教師も子供たちを自立させるために支え

る、そんな教師を育てていきたいと思っている。“チーム中島根”ということで、学級担任だけではなく副

担任の制度を設け、学校全体で子どもたちを深く見守っている、そんな学校だ。 

特色としては本校は自然環境にも恵まれている。まず挨拶を中心に子供を取り巻く全ての皆様と一緒に協

力している。この挨拶については後ほどまた触れさせていただく。 

そして 50 メートルに渡る緑のカーテンを夏に設置し校舎の南側全面にきゅうり、ヘチマなどがはってい

き、ほぼ２度温度が下がる、そんな環境も整えているところだ。そして、手作りのビオトープだったり、平

成 17年度に設置した校庭の芝生など、こういう所でも活動することのできる緑豊かな大変恵まれた学校だ。

そういう中で外国語を使った理解なども進めているところだ。環境教育ということで、日本ならではの稲作

についても５年生が体験し収穫、そして家庭科の学習でご飯と味噌汁の作成に、収穫したご飯をを使ってい

る。８キロ取れたりする。 

そんな教育の中の、例えば食育などにも生かせるように実のなる木、そしてランチルームも手作りだが設

置し、この中では日本独特の食育の推進、箸の持ち方だったり、ご飯と味噌汁を置く場所といった、なかな

か子供達が家庭で身につけていないことなども教えている。ここら辺をもしできたら英語で言えるようにな

るといいなと考えながら進めている。つい先日は「もりもり給食週間」というのもあり、一週間全部食べ切

った学級を表彰したりもしている。そして本校にはコーラス部がある。コーラス部でも歌を取り入れたりす

ることで協力してくれている。いろいろな区の催し物にも積極的に参加している学校だ。今年は陸上で優勝

させていただいたし、先日のサッカー大会ではベスト８ということで、この広い校庭を利用して、スポーツ

も英語にまつわる勉強のひとつとしていきたいと思っている。 

そんな中 11 月 28 日にあけみ村にお招きいただいた。午前中は TGG 東京グローバルゲートウエイで活動

した後、午後伺うことができた。先程の DVD の中の、花畑小学校の時にはいいお天気で芝生の上で、とい

うことだったが残念ながら雨が降ってしまい、体育館での実施になってしまったが、大学をあげて皆様の温

かいおもてなしを受け、子供達はちょっと照れながら大変嬉しい気持ちを表に表していた。そして最後に、

本校の子供達も歌を歌って別れたが、お伝えしたいのはこれからだ。 

このあけみ英語村での経験から、私共の学校においても英語にまつわる活動を、チームをあげてやってき

た。その中のひとつが挨拶だ。先程の挨拶、まず英語でということで、朝の挨拶グッドモーニングから、一

番言ってほしいのはサンキューだと思う。子供同士の関わりの中で自然とサンキューが言える、そんな子供

達の関係を構築してきた。朝、地域のボランティアの方が登校支援してくださるのだが、その方たちにも英

語で話をし、子供達は気が早いので、朝会ってグッドモーニングと言ってすぐシーユーっていなくなっちゃ

うのだが、確かにその方とは朝だけしかお会いしないからシーユーでもいいのかもしれない。これらは 11
月 28 日に交流させていただいてからすぐに取り入れた活動だ。そして、その後スモールトークも取り入れ

全校規模で行なっている。オーストラリアのベルモント市交流というのは、これもまた別の機会にいただい

た話だったがあけみ村での経験が大変活き、６年生の子供達と会食を一緒に、とお申し出いただいたことが

何より嬉しかった。６年生、なかなか引っ込み思案の子どもが多い中、自分達で手を挙げてこの会食に同席

したいという子供達がたくさんいて、9 人に絞るのが大変だったということもある。今見ていただいている
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様子はちょうど書初めが貼られていて日本らしさもご覧いただいたところだ。会食の様子は、大人の方だっ

たが、間に本校の６年生が加わって会話に花が咲いたという、そんな様子だった。そして先程から申したス

モールトーク、こんな形で取り組んでいる。各クラスと廊下などにこういうものを掲示してあり、どこを見

ても一応カタカナは書かないことにしているが、掲示物があり日常的に話が進むようにしている。今のとこ

ろ取り上げているのは３種類だけだが今後も続く。 

そして挨拶だが、英語にとどまらず他の言語もと思い、ドイツ語を加えた。この後フランス語、イタリア

語と続けていこうと思っている。現在本校ではグーテン モルゲンから始まる１日がある。このあけみ村で

体験させていただいたことから日常化、そして続けるということが何より私は貴重なことだと思い続けてい

る。こんな風に機会を与えてもらったことが、今の本校の教育につながっているということをお礼を込めご

報告させていただく。 
 

活動報告（２）： 足立区中学校異文化交流事業 

明海大学 足立区立竹の塚中学校 
エンリケス・カール（えんりけす かーる） 
外国語学部英米語学科１年 

齋藤 由美子（さいとう ゆみこ） 
校長 

― 概要 

明海大学留学生と中学生との新しい交流会として、本年度６校の中学校に６月、７月、それから９月、つ

い先日２月に明海大学の留学生の方々が来ていただいて授業に入っていただいた報告を、今回は代表して竹

の塚中学校の齋藤由美子校長先生より報告していただく。 

― 実施学校代表の感想 

【足立区立竹の塚中学校校長 齋藤 由美子】 
本校は足立区の北東部に位置し、各学年２学級、そして全体では６学級の大変小規模な学校だ。小さな学

校ではあるが重点目標は“自立への基礎づくり”ということで、小規模校ながら生徒と教員の信頼関係を指

導の基盤として、そして一人ひとりが目標を持って活動する、活力ある笑顔溢れる学校を目指して頑張って

いる。 

足立区教育委員会より英語の重点支援校の指定を受け、明海大学との交流活動はおかげさまで４年目を迎

えた。教育連携としては明海大学はもちろん、地域の帝京科学大学、そして東京未来大学など各大学との交

流をはじめ、近隣の小学校、保育園そしてさまざまな地域の関係機関と連携して教育活動を行なっている。 

本校の教育活動の重点事項を３つ掲げて実施している。まず基礎学力の定着。子ども達の実態に応じた授

業改善と教員の授業力向上は、現在どの教科も取り組む課題になっている。特に英語科の授業では今回留学

生を派遣いただき交流活動を４年間積み重ねてきた。本校の指導方法は、実は東京都の中で一つだけちょっ

と変わった指導方法だ。英語の４技能の聞く・話す・読む・書くを繰り返し行なうラウンドシステムという
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方法で、オリジナルキャラクターの“竹坊”をネーミン

グに持ち、本校の“竹坊ラウンドシステム”というよう

な指導方法でスパイラル方式、何度も何度もこの４技能

を繰り返し行なう指導方法である。スピーキングの力を

伸ばしたい、英語で伝えようとする意欲を向上させたい、

そして英語を好きになってもらいたい。そんな英語科の

教員の強い気持ちがあり、明海大学の留学生との交流の

実践はまさに英語科の教員の気持ちが込められている。

３年生のクラスは２クラス３展開で行なわれている英語

科の授業で、教員３人が廊下でパフォーマンステストを行っている様子。そしておかげさまで実践が続けら

れている。交流活動の様子をご覧いただいている。 

小学校との連携だが、これも入学してくる生徒の実態から中学校では少し遅い。入学してくる前の段階で

小中は合同して９年間の学びを担保しながら、英語にまず慣れること、そしてコミュニケーションを図る素

地をとにかく定着させたい。接続を意識した９年間を見据えた実践ということで、明海大学の連携の中で合

流の交流活動を行わせていただいた。この時実は小学生だった子供達が、現在本校に入学してきている。 

最後に心の教育ということで、先程講演の中にもボランティア活動というのがあったが、本校も地域と連

携してボランティア活動を行なっていて、生徒の肯定的な理解を獲得すること、そして自己有用感を高める

こと、そしてやる気、意欲を高めて自信を持ってもらいたい。そのことは学ぶ意欲や主体的な態度の育成に

絶対につながる。そんな実感を持って私たちはこの３つを重点に教育活動を推進してきた。これまでの明海

大学との連携の中で、現在の３年生は継続した交流活動を行なってきた。そして村上先生の講演から、まさ

に交流活動は Learning by Doing というような、試しながらというところがとても大事だということで、

実は留学生が来てくれた時にも英語が通じた喜び、その自己効力感がとても高くなり、英語の授業もとても

楽しく学べるようになったという感想を子供達から受けている。ペアワークで積極的に、間違っても違って

もいいんだという雰囲気の中で、英語を伝えようとするその態度。そして伝わった時の喜び。これが継続さ

れて、子供達の意欲や主体的な態度につながったのだなと思っている。 

教育連携の推進の課題として、活動の目標、ねらいは明確にあるか、そして生徒の実態に合っているか、

内容は大丈夫か、そしてその継続した活動として、学びの連続性や接続を意識することができているか、そ

して活動そのものがイベントだけではなく断片的にならないでつながって効果を上げることができるか。交

流活動に日程調整、人的配置、そして留学生の確保、移動や給食等々、その打ち合わせの時間の確保も実は

大変だと実感している。そして連携を活性化するための情報の共有や、その活用、発信も実は課題だなと私

自身思っているところだ。もっと日常的に交流活動が行なえて、例えば先程のパフォーマンステストのとき

に留学生の方にお見えいただき、実際に子供と会話していただいたりといったような日常的な活動と、そし

て子供達の中に「留学生が来てくれる」という想いがどんどん膨らんでいるというのが成果・課題だという

風に思っている。 

最後に、目指す子供像の共有だ。それを育てたいという思いで課題解決の手立てをどれだけ共通行動、共

通実践できるかということが大切であると感じている。意欲ややる気の向上に生徒がとっても自信を持って、
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または留学生の皆さんと関わることで、もっともっと英語を話したいという、そんな思いがたくさん増えた。

そしてその子供達の実態から、留学生の皆さんに交流活動を担っていただけたということは、私たち学校現

場としても大変ありがたい限りだ。この現場をお借りし改めてお礼を申し上げる。ありがとうございました。 

― 参加した学生の感想 

【外国語学部英米語学科１年 エンリケス・カール】 
自分は６月 28 日に第十中学校のボランティアに参加させていただいた。明海大学の留学生達が足立区立

の中学生と英語を通して自分の国を紹介する活動をやってきた。最初は「マイネームイズ」や「アイムフロ

ム」など簡単な英語を使いながら中学生たちと話した。留学生としては自分の伝統衣装を着たり、有名な場

所や食べ物を写真にして、簡単な文章で通じない時は日本語などを使って自分の国を紹介してきた。中学生

たちも興味津々に聞いてくれたので留学生たちも楽しくリラックスして発表できたと思う。そして留学生た

ちの発表が終わった後に、中学生が英語で自分たちの得意なものや描いた絵、クラスで決めた話題など頑張

って英語で伝えようとしている姿がとても良かったと思う。あまり英語が得意じゃない生徒ももちろんいた

が、その人たちでも積極的に話をして、知っている単語などを使って伝えようとしているのも素敵だなと思

った。 

明海大学ではこのような活動を、中学生だけでなく小学生などいろいろな人たちに留学生を交流させる活

動がたくさんある。このような活動で異文化理解ができ、英語に興味を持っていただけるかと思う。このよ

うな機会が日本でもっと増えれば、世界のことも知れてより英語の重要性に気づくことができるかと思う。 
 

活動報告（３）： 足立区民対象生涯学習講座（英語） 

明海大学 参加区民代表 
パトリツィア・ハヤシ 
（ぱとりつぃあ はやし） 
複言語・複文化教育センター教授 

長ヶ部 光矢（おさかべ みつや） 

タイソン・ロード（たいそん ろーど） 
複言語・複文化教育センター准教授 

 

内藤 卓（ないとう すぐる） 
外国語学部英米語学科３年 

 

― 概要 

2020 年のオリンピック・パラリンピックに向けて “外国人おもてなしボランティア講座”を開設してい

るがこちらが大盛況である。このブラッシュアップ講座と初級講座の２つの講座を１期２期、全部で各５回

の 10 回に分けて行なっている。その際講師として来ていただいている明海大学のパトリツィア・ハヤシ先

生、タイソン・ロード先生から今日は報告をしていただく。 

(P)Good afternoon everyone.  I’m Patrizia Hayashi. 
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(T) I’m Tyson Rode.  I’m very very happy to be here today. 

(P)We are going to talk about Adachi City Community lessons.  

Meikai University has formed a partnership with Adachi City and as you've already heard, 

   there are a number of events, including these community lessons. 

 (T) We had two class types in 2019. One of them was a beginner class. The learners brushed up their 
English. The other was to brush up English before the many big events. For example, the Olympics. We 
had the event class which was "Adachi to the World in English." The classes were two hours each for 
five times and were conducted by ourselves and Professor Momose. 

(T) We were assisted by 2nd and 3rd year students, wonderful teacher trainers. We really appreciate 
their support. 

(P) Active living, Active learning. What do we mean by that? As instructors, we really tried to create 
interactive lessons that offered practical English language communication skills, such as, Tyson 
mentioned, for the Tokyo Olympics and Paralympics that are coming. For the elementary class, we 
focused on functional language that enable residents to speak to visitors about things such as their 
hobbies, buying souvenirs or even describing traditional Japanese New Year’s games. The classes were 
made in a way so that even students with less English proficiency would still be able to successfully 
complete the activities. As you can see, this classes were very lively from start to finish. 

(T) Oh, yeah, great! 

With the advanced class, we focused on two things. In the spring, we focused on discussion skills, and 
in the fall session, we worked on presentation skills. The students in the advanced class already had 
very strong communication skills. So, we wanted to emphasize on developing confidence, 
communication confidence. It was wonderful! There were so many interesting and wonderful 
presentations. The kind of task-based activity we really enjoy teaching.  

(P) As Tyson mentioned in the fall session, focus was on presentation. At the end of the program, both 
classes presented on Adachi city. The elementary class 
introduced a favorite place or event in Adachi city. So, 
they brought information about an event or a favorite 
place and shared with a partner, with many partners 
engaging in English. 

The advanced class formed small groups. They gave 
short presentations that related to various aspects of 
Adachi city, such as famous people of Adachi, living 
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and working in Adachi, education in Adachi, parks in Adachi and so on. The presentations were 
creative and interesting, and we all gained a deeper appreciation and understanding of Adachi city. 

(T) We would really like to say “Thank you” to everyone, to Adachi city for the opportunities, and to 
everyone involved, particularly the teacher trainers. We couldn't have done it without you. 

These community classes, I think, are considered a success by everyone involved.  

In the end of session surveys that were taken, students rated the classes very highly. 

We hope that we can do this together again and are looking forward to another great year in 2020! 

(P) Thank you. 

― 参加した学生の感想 

【外国語学部英米語学科３年 内藤 卓】 
僕は今回この足立区民講座に前期の３回、後期の５回の計８回参加させていただいた。その中で、授業自

体がコミュニケーション主体の授業で、大学などでもあまりコミュニケーションの授業が多いというわけで

はなかったので、学生にとっても非常に貴重な体験をさせていただいた。その中で足立区民講座の受講者の

皆さんの様子の感想を述べさせていただきたいと思う。 

授業自体がコミュニケーション主体の授業だったということで、もちろん授業中に受講者さん同士話をし

たりという場面がすごく多く、しゃべるにあたって英語がどれだけ身についているかの差のようなものが受

講者の中で少しついてしまっている様子が見られていた。しかし、そんな様子を全く気にしないというか、

つたない英語でも必死で伝えようとするその姿がこちらにも非常に感じ取れて、皆さん自分からしゃべりた

いという意思がとても強いようなので、ちょっと言い方が悪いが、つたない英語でも自分の意見を言ってし

まおうという風に、すごくコミュニケーションをしたい、という欲求みたいなものが今の学生にはないもの

だった。だから受講していてとても新鮮で、今大学生の僕たちも、受けていて英語をこれだけ必死で使える

ということはすごい大事な力なんだと再認識した。 

― 参加した区民代表の感想 

【長ヶ部 光矢】 
まず私自身を簡単にご紹介させていただくと、私は千住生まれの千住育ち、今も千住に住んでいて、高校

まで足立区を出たことがないといった根っからの足立区千住っ子だ。現在も NPO 法人の“千住文化普及会”

という所に所属していて、そこでボランティアガイド、まち歩きされる方のお手伝いをしたりしている。先

程、武井校長先生からも話があった、ベルモント市からの使節団を１時間ちょっとだが千住のまちを案内す

る、つたない英語で案内するというお役を仰せつかり何とかやりとげたところだ。 
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まず、私はこの区民を対象とした生涯学習英語講座おも

てなし英語講座のアドバンスコースを一昨年から３回ほ

ど受講させていただいた。受講するに至った経緯を話す

と、私は外資系金融投資会社に勤めていて、そこを辞し

た後自由な時間がかなりできたので、折よくオリンピッ

ク・パラリンピックが開催されるということで、なんと

かつたない語学力を生かしてお手伝いできるかな、した

いなと思い大会ボランティア、いわゆるシティキャスト

に応募した。そんな時に、足立区の広報で知ったが、ボ

ランティア活動を志願している人を対象にこうした語学講座を開催するということを知り、受講に至った。 

私自身の英語は、学業終了後、今話した通り、実際英語経験は仕事としてのものばかりだった。それもど

ちらかと言うと、時差の関係から会話よりもメールや当時テレックスというのがあったが、読み・書く英語

が中心で、最近では私よりも海外生活の長くなった娘達からは「お父さんの英語は堅いというより、むしろ

堅苦しい」というような指摘を受けその辺も修正したいというのもこの英語講座に参加する目的の一つでも

あった。 

そして本講座は、見事に私の目的達成のために様々な回答やレシピを与えてくれて本当に助かった。毎回

パトリッィア先生やタイソン先生から異なるテーマやトピックに関する課題を提示され、それについて受講

生が少人数のグループ、先程パネルにあったが少人数のグループに分かれてディスカッションをして回答を

出していくのだが、それがまるでゲームのようで、受講生全員が積極的に楽しく参加していた。 

それには次のような理由が考えられると思う。まず、各課題について毎回パトリッィア先生とタイソン先

生の模範演技が、エンターテインメントのような、授業というよりもパフォーマンスに近いようなかたちで

本当に楽しく、ときにはタイソン先生のエルビスプレスリーが出てきたり本当に楽しい授業になった。そう

したことで私は難題に直面する緊張感やそういう気持ちがかなり和らいで、自由な発想で、さっき卓君も言

っていたように、楽しく皆積極的に参加することができたのではないかと思っている。 

何よりネイティブの先生のお二人のパフォーマンスというか模範演技が終わった後、百瀬先生から日本語

を交えた、私達日本人の知りえない日本文化との違いなど織り交ぜながらの解説をしていただけるのが非常

に助かった。 

このように３人の先生方の調和のとれたチームワークにより、受講生は、繰り返しになるが楽しく課題に

取り組んで会話力を高めていくことができたと思う。とにかく、先生方は「コミュニケーションにとって大

切なことは、アキュラシーよりもスピークアウト、要するに言葉の正確性を大事にするよりも、もっと頻度、

言葉が途切れないように、とにかく思ったことを口に出しなさい」ということを再三仰られている。受講の

クラスの中で“回転ずしコーナー”というのがあるが、先程も話があった通り、英語の力には差はあるが臆

することなく皆が楽しく積極的に参加できたと思う。そうした指導方法にとても感謝している。繰り返しに

なるが学生達のサポート、彼らも私達のグループの中に一緒に入って、一緒に課題に取り組んでくれて、一

緒に考えてくれて、英語でお手伝いしていただいて、その熱心なサポートに受講生はとても助かっていた。 
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このように本当に素晴らしい先生方と学生さん達と学べる機会をいただき、明海大学の皆さんと足立区に

は非常に感謝している。また先程あった通り、オリンピック・パラリンピックが終わった後も、こうした足

立区民が参加できる参加型の学習、受け身の学習ではなく参加する学習する、英語を学習する機会をぜひ継

続していただけたらと思う。 
 

活動報告（４）： 足立区英語マスター講座修了者成果発表会 

足立区教育委員会  
山口 哲治（やまぐち てつはる） 
足立区教育委員会学力定着推進課指導主事 

 

英語マスター講座というのは、足立区内の中学生を対象

に行なわれている講座で、特に英語が得意な子供たちをも

っと授業以外の場所でも伸ばしたいという目的があった。

区の学力調査でも２年生で結構できているのに３年生に

なってくると少し頭打ちになってしまうという傾向があ

り、そこを何とかしたいというところでこういう講座を設

けている。オンラインによる英会話レッスン、それからネ

イティブスピーカーによるレッスン、週１回行なっている。 

明海大学で行なった成果発表会の時にプレゼンテーションした生徒は現在高校２年生だ。英語マスター講

座を中学生の時に終えて、それの成果の発表ということで今回参加したうちの 1 名となっている。 

成果発表会が行われたのが明海大学浦安キャンパスで、発表者は９名、中学生６名と高校生３名の生徒に

発表してもらった。ちょうどこの時 11 月２日は明海祭、文化祭があり、その中で発表をした。それぞれの

発表者のテーマは、中学校２年生は自分のことを話す。それから高校生になってくると今度は社会的、結構

難しいところ、抽象度の高い部分も話せるようになっている。そういったテーマを選んで、堂々と発表して

いた。当日は 90 名を超える、しかも英語を専門とする大学生がいる中で発表したということが、彼らのと

ても大きな自信につながっている。もともと英語が好きでもっとできるようになりたい。じゃあそういう英

語を専門とする大学、学生の前で自分達のチャレンジをしてみようということでこういう機会をいただいた。

彼らは終わった後に、やっぱり自分たちの勉強は正しかったんだとさらに自信をつけて、今羽ばたいている

最中である。本当に喜んで帰って行った。彼らがこれからまた活躍してくることを我々も楽しみにしている。 

この当日ある学生さんが全部英語で司会をし、最初はちょっと中学生も驚いていたが、だんだんとその雰

囲気に慣れ、実は発表をした後にネイティブスピーカーからも即興の質問があった。これは新学習指導要領

で４技能５領域と言って、話すことの発表、話すことのやりとりという部分がある。スピーチプレゼンテー

ションというのは発表だが、それプラスこの即興でのやりとりという部分も組み合わせたところで、かなり

即興的に話せたので自信を持って帰って行った。 

午前中には、それぞれのテーマに応じた表彰、というかたちで学長から表彰していただいた。午後は、明
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海祭見学ツアーということで、中学生だと普通は高校の説明会なんかに行くのだが、実際に中学生が大学っ

てどんなことをするんだろう、という話を大学生から聞けたと喜んでいた。この時実際に留学生と色々な国

の食べ物、模擬店などもありそういったものも楽しんで、異文化理解も同時に深められた１日だったと思っ

ている。 

英語マスター講座ではオンラインで勉強もしている。これはネイティブ講師と一緒に話をする活動である。

また英語マスター講座では、福島県にあるブリティッシュヒルズに２泊３日で、これも“英語漬け”という

体験をしている。その後にこの明海大学での成果発表会があったという流れになっている。 
 

活動報告（５）： 足立区小学校英語支援 

足立区教育委員会  
山口 哲治（やまぐち てつはる） 
足立区教育委員会学力定着推進課指導主事 

 

小学校外国語アドバイザー支援事業では明海大学の石鍋 浩先生による、アドバイザー授業観察および個

別指導ということで、全 22 回に渡って、各小学校の外国語活動に行っていただき、指導および助言をして

いただいた。 

ここが一番の成果なのだが、授業を観察していただきその直後に石鍋先生から指導助言をいただける。本

当に基礎的な立ち位置だったり、担任の先生とのチームティーチングのあり方であったりなどについてであ

る。アドバイザーの先生の中からは「そういったことが自信につながった。しかもその場で質問もできる。」

「実際に自分の授業どうでした？」「ここの部分不安なんです」といったことも、石鍋先生に直接ご指導い

ただけたというところが非常に大きな自信につながった。さらに口頭だけで言われたことというのはすぐ忘

れてしまったりするのだが、直後に石鍋先生のほうから報告書をまとめていただいて、そちらのほうも振り

返る機会を与えていただいた。自信につながる授業改善ということで１年間を通して、支援をしていただい

た。アドバイザー２４名、それからスーパーバイザー４名いるが、我々もアドバイザー育成ということでや

っているのだが、今回連携して、さらに英語教育の充実という事で支援をいただいた。集合研修ということ

で４月と８月には石鍋先生から全アドバイザー対象に講義をいただいた。アドバイザーの在り方であったり、

教材の研究、授業の進め方を研修した。明日２月 12 日、１年間のまとめと、振り返りとして集合研修をし

ていただくことになっている。 
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◆パネルディスカッション 

本学が進めてきた足立区教育連携の検証と今後の可能性を探る 
パネリスト 
村上 徹也 （独立行政法人国立青少年教育振興機構 青少年教育研究センター長） 
志村 昌孝 （足立区教育委員会英語教育推進担当課長） 
齋藤 由美子 （足立区立竹の塚中学校校長） 
百瀬 美帆 （明海大学教職課程センター・地域学校教育センター准教授） 
金子 義隆 （明海大学教職課程センター・地域学校教育センター准教授） 
白井 萌 （明海大学外国語学部英米語学科３年） 
コーディネーター 
石鍋 浩 （明海大学教職課程センター・地域学校教育センター教授） 
司会 
中村 陸 （明海大学外国語学部英米語学科３年） 

【石鍋】まずパネリストの皆様お一人ずつ、先程紹介は

あったがご自分のお声で、ご自分の言葉で自己紹介をし

ていただきたいと思う。その際、先程講演をいただいた

村上先生以外の方には、足立の連携事業にどんな関わり

をしているのか、先程と重なる部分があっても結構なの

で、それを含めた自己紹介をまずお願いしたいと思う。 

【村上】追加の自己紹介は、実は私と石鍋先生は 40 年

ほど前同じキャンパスにいて、少しだけご縁があった。

私は 40 年間会っていなかったが、昨年ちらっと石鍋先生のお姿とお名前を見た時に「たぶん同じキャンパ

スで何度か飯を食ったり、お話をしたことのあるあの石鍋君だな」と思いだした次第だ。そんなご縁もあり、

２年続けてこの場に来させていただいている。よろしくお願いいたします。 

【志村】足立区と明海大学との連携事業、それにあたり区の事務局側として今日は足立区を代表してこの

場に居させていただいている。先程報告もあったが、足立区と明海大学の様々な連携事業が行われてかれこ

れ３年になる。その前から少し試行的に進めているので４年近くの関わりがある状況だ。私は昨年４月から

やってきて、１年間いろいろこの事業に関わってきたということで、これからいろいろ話をさせていただき

たいと思う。 

【齋藤】この連携事業、試行の段階から本校は取組をさせていただいていて、第１回目は小中連携の事業

として異文化交流ということで小学校と合流し小学校の子供達と中学校の子供達が一緒になって明海大学

の学生と交流を始めたことがきっかけになっている。その動機付けとなる第１回目から、年々少しずつ取組

も変えながら、子供達の気持ちや育ちも見取りながら、できるだけ子供達の実態に合ったかたちで留学生の

皆さんにもお越しいただいて積み重ねていこうと、各学年に１名英語科が配置されているということも手伝
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って、本校は取組を進めている。子供達は個人差も大変あり、色々な環境を持ち合わせた子供達が一緒に学

ぶわけだが、そういった中でも実際にネイティブな英語を聞いて、自分も英語で話せるんだという実感、ま

たは自信がこれからの未来を担う子供達には本当に必要だなと感じている。 

【百瀬】私は元々千葉県立の公立高校の英語の教員を長年やって、こちらの大学に移って３年になる。そ

の３年間を通し、足立区民講座を担当させていただいている。生徒達との交流も非常に楽しいが大人の方々

との交流というのは、高校教員勤務または大学の教員勤務を通じてもなかなかできない経験で、大人の方々

から教えていただくこと、それから私が１年から４年までの英米語学科の教職の学生を担当しているので、

その学生達を大人の方々の区民講座にボランティアとして連れて行くことで、学生にも大変大きな学びがあ

り、この講座のボランティアを通じて成長していく学生を見る喜びというのは非常に大きなものがある。あ

とは区民の方々から教えていただき、私はこの頃、足立区ファンになっていて、海外からのお友達を連れて

足立区の七福神めぐりなんていうのをやらせていただいたりし、相当ディープに足立区にはまり込んでいる

今日この頃だ。 

【金子】私は専門が英語教育で大学では英語科教育を、百瀬先生と同じようなかたちで教職の学生たち授

業をしている。私はこの足立区の取組に関しては、報告があった“あけみ英語村”を担当している。今年度

は２回“あけみ英語村”を開催した。花畑小学校と先程校長先生に報告していただいた中島根小学校、２回

取組を行なった。また竹の塚中学の校長先生からあった異文化交流事業も担当している。本年度は６回、こ

れを６校と実施した。 

【白井】私は足立区民対象生涯学習講座にボランティアとして、２年ほど参加させていただいている。区

民講座に参加して足立区の知らない魅力を知るのと同時に、区民の皆さんからは毎回元気をもらってボラン

ティアに励んでいる。もし来年度もあれば是非参加したいと思っている。 

【石鍋】それではパネルディスカッション前半はパネリストの皆さんでお話し合いを進めていただき、後

半はここにいらっしゃる会場の皆様からご質問を受けて、パネリストの皆さんにお答えいただければと思っ

ている。 

まずは成果と課題をキーワードにして、まず足立区の志村課長に足立区の連携事業全体を見て、今年度見

られて成果と思われること、そして課題と思われることをいくつか挙げていただきたいと思う。 

【志村】足立区と明海大学の連携の中での成果についてまず話したいと思う。大きく先程報告があったが、

区内の子供達のためにという部分があったと思う。“あけみ英語村”、小学校を対象に行なっているもの、そ

れから中学生に対して留学生の交流事業、留学生との異文化交流。その中で、子供達のための本当に貴重な

機会をいただいているなと思っている。そしてその中で子供達は、非常に満足をして英語でコミュニケーシ

ョンを取ることが行なわれていると思う。 

２つ目は足立区民のためにというところで、先程報告があった区民講座で、明海大学のネイティブの先生

方と学生ボランティアの方々の協力を得て、実際の英会話で参加型の英会話講座を行なっている。区民の

方々の満足度はアンケートを取ってもかなり高い状況になっている。非常に区民のニーズに応えた講座であ

る。 
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３つ目は学校の英語教育のためにというところで、足立区では小学校の外国語アドバイザーという制度が

あり、大学の先生に集合の研修をしていただいたり、また各学校に訪問をして個別の授業の中で指導を受け

るという場面をいただいていて、学校の授業改善が進んでいるという大きな成果があると思っている。 

そして、これは今年度初めて実施した、英語マスター講座の修了生を対象にした成果発表会だが、英語マ

スター講座を修了して、その先やはり英語を使っていかないと、なかなか使う機会がないということで、明

海大学との連携としてスピーチ、プレゼンテーションの発表会を実施したわけだ。そういうなかで参加した

生徒、高校生になった生徒もいるのだが、その子供達の感想から非常に達成感がある大きな成果があったと

思っている。 

課題では、それぞれの課題があるのだが共通して言えることは、これらの取組ををいかに次につなげてい

くかだ。例えば“あけみ英語村”、“中学生の交流”についても、これは一時的なものではなくその後の学習

にどうつなげていくかというのが大きな課題である。また先程の報告の中でも、いくつか学校の中で工夫さ

れている取組もあったので、その辺りだ。もっと大きく言えば、事前の学習から含めて教育活動にどういう

風に位置づけるかということが大きなところなのかなと思っている。また区民講座にしてもそうだと思う。

その講座を受けた後、今日、長ヶ部さんが地域の中で英語を使ってご活躍という話を聞いたが、この講座か

らどういうかたちで自分のスキルアップもさることながら、区の中で、社会の中でどうそれが生かされてい

くかというところをしっかり見届けていかなくてはいけないと思っている。長くなったが、大雑把にはそう

いう成果と課題を私なりに感じているところだ。 

【石鍋】大きく分けて、まず子供達のためという成果がある、もう一つは足立区民のために成果が上がっ

ている。そして学校側からすると授業改善に資するものがあると、そういった話があった。課題については、

いかに継続するか、日常化するか。この辺りはまた後ほどパネリストや会場の皆さんとやり取りしたいと思

う。 

今話にあった子供達のための留学生との交流。竹の塚中学校が４年間に渡って交流をしてくれている。先

程報告もいただいたのだが、さらに付け加えで成果や課題があれば校長先生、教えてください。 

【齋藤】成果はやはり、本校は子供達一人ひとりが目標を持って、意欲を持って活動するというところを

とても大事にしている。小さな学校だが、一人ひとりが認められる自己肯定感だったり「やってよかった」

という達成感を大事にできるということを考えると、英語の授業に楽しく取り組む生徒が増えたり、または

もっと勉強したい、もっと頑張りたいというやる気、気持ちの醸成というところが成果につながっているの

ではないかと思っている。 

実は、やる気、意欲、先程の村上先生の講演の中にもあったが、生活環境にも大変個人差があり、格差が

ある子供達がたくさんいる。それは学ぶ意欲だけではなくて、支援を必要とする子供達も実はたくさんいる。

配慮を要しながらの授業の組み立てというところで、気持ちが前に出てこないというようなところでも英語

科の教員は、とても授業づくりに苦慮しているところがある。そういう中で留学生の皆さんに、授業の中で

お手伝いいただいて一緒にサポートしていただいて、会話する楽しみを増やしていただいたといったような

ところは本当に成果であると思っている。 
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課題としてはやはり異文化交流、留学生との交流が年１回の単発ではなく継続する取組、そして協働する

取組に、連携そのものが推進されなければならないなというところは、私はすごく感じているところだ。そ

して志村課長から「つなげるため」という話があったが、教育活動の中にやはり位置づけて実践しやすい形

で効果的に意図的に子供達のために組み込んでいくカリキュラムが作れるといいなというところが課題と

して感じているところだ。 

【石鍋】留学生の交流について本学では金子准教授が関わっており、かつ“あけみ英語村”も関わってい

るので、まず留学生との交流について、今度は大学側から見た成果と課題、また併せて“あけみ英語村”に

ついてもお話をいただきたい。 

【金子】齋藤校長先生の話にあったように、生徒の達成感や満足度が非常に重要なことだと思っている。

英語をやっていくうえで、自分は英語ができるという自己効力感を感じるということは非常に大切なポイン

トだと思うし、そういう自己効力感を得るための成功体験を積むような場であることが、この交流事業の目

的の一つだと私は思っている。その中でこの交流事業の中で生徒達が、たくさん英語が通じたという体験が

できて、「英語は通じるんだ、英語は楽しい」という思いをしてもらうと、この英語、日頃の英語学習、そ

れに対してのやる気につながっていくと私は思っている。 

実際すべての中学校６校でこの交流事業の後にアンケートを取っている。それは皆さんの手元の資料にも

あるかと思う。ポスターでも発表させていただいているが、それらを見ていただくと分かると思うが、「英

語での交流は楽しかった」というクエスチョン１について、よく当てはまる、少し当てはまる、合わせて肯

定的回答は 93%で、かなり多くの生徒が「楽しかった」と答えている。この交流を通して、楽しい体験を

してもらっているということはまず確実なのかなと思っている。もう一つは、成功体験ということを先ほど

申したが、成功体験に関してはクエスチョン４「うまく英語を話せた」という問いに対して、よく当てはま

る、少し当てはまるを合わせて 57.7%、大体５人中３人が成功体験を体験しているということで、先程の

“楽しかった”という９割以上の回答よりも減ってはいるが５人中３人は成功したと感じている。つまり、

うまく話せたという成功体験を積めている。この辺は成果になっているのかなと思っている。ただこの２／

５が、成功体験が十分に得られていないというところは、ある意味課題だと私は思っていて、どうしてうま

く話せなかったのかというところは、今後中学校でも検討していただく必要があるかと思うし、また大学の

ほうでも検討していかなければいけないと思っているところだが、一つとしては、やはり普段中学生が授業

でやっている内容を、うまく交流事業の中のコミュニケーションの中で活かせるものであればいいのかなと

思っている。普段の授業でやっている内容が、もう少し交流するときの内容の中に取り入れていくというこ

とができると、より成功体験を生むことができるのではないかと、考えているところだ。 

交流事業に関しては以上で、“あけみ英語村”のほうも少し話させていただく。小学校に英語が入ったが、

小学生の英語教育において一番重要なところは、小学生が英語を好きになることだと私は思っている。英語

教育を小学校に導入する時に一つ危惧されたのが、中学校の英語教育の前倒しにならないというところだっ

たと思う。どういうことかと言うと、文法などが始まったりして英語嫌いが始まるのを中学生から小学生に

前倒しにしないというところが課題として一つあったと思う。だから小学生に英語嫌いを起こさせないとい

うことが小学校英語において重要なポイントだと私は思っている。 
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先程、成功体験という話があったが、やはり小学生のうちから成功体験を積み上げていくということが大

切なことかなというところで、この“あけみ英語村”では留学生だったり、英語のネイティブの教員だった

りとのコミュニケーション、あと本学の英語を使える学生も含めて、その人たちと小学生が交流をして英語

が楽しいという体験をしてもらうということが目的になっている。こちらもアンケートの「“あけみ英語村”

は楽しかったですか？」というクエスチョンで「とても楽しかった・楽しかった」というところが 91％で、

かなり多くの児童が楽しかったと感じていることがわかる。「英語は通じましたか？」というクエスチョン

もあるがこちらは「通じた・ほとんど通じた」が 84％ということで、これはかなり多くの児童が英語を通

じたということで成功体験を得ているということだと思う。ということでこの“あけみ英語村”に関しても

ある程度の成果があったのかなと考えている。 

【石鍋】まずは、志村課長の「子供のために」という視点からお話をいただいた中で課題だと言われてい

た“継続性”、よくよく伺ってみると齋藤校長先生からも、やはり単発では終わらせたくない、やはり継続

をさせていくことがいかに重要か、今後どのようにカリキュラムに位置付けるか。まさに共通の課題が見え

てきたような気がする。また本学の金子准教授からも、やはり成功体験を積み上げていく、積み上げるとい

うのは、言い換えれば継続だ。成功体験をどのように意図的に積み上げるか。この辺もやはりきちんと考え

ていくということは、大事なんだろうなと私は聞いていて思ったところだ。 

それでは続いて志村課長の話からキーワードをいただき、「区民のために」というところから話に入りた

いと思う。まずは区民講座。先程ネイティブのパトリッィア教授とタイソン准教授から報告があったが、本

学では地域学校教育センターの百瀬准教授が関わっている。実は本学が行なっている事業の中で、断トツに

アンケート結果が高い。ものすごい参加者の高評価だ。逆に言えば、羨ましいなあと私も思ってしまうよう

なそれほどすばらしい事業だ。その辺の成果、どういうところからそのような成果が上がっているのか。た

だそのような成果が上がっているからといってあぐらをかいているわけにはいかないので、課題意識もある

と思う。その辺りをまず本学の百瀬准教授から聞き、そのあと参加している白井さんに学生の視点から聞い

てみたいと思う。 

【百瀬】高い評価を頂戴し本当に私共も励みに

なっている。ただ、子供達のように辛辣の評価

をしないという、大人の忖度のあるアンケート

結果ではないかなというような気もするが、内

容としては、私共担当している者として手応え

としても、とても楽しんでいただいていると思

っている。３年に及んでやっている。１年目は

１クールだけだったが、２年目３年目と評判が

良いということで２クールずつに増やした。１

クールが５回で、初級講座と上級講座、午前と

午後に分けてほぼ２週間に２回、日曜日に開催させていただいている。内容的には初級の方たちには、東京

都の小学校の英語教材“ Welcome to Tokyo” という教材があり、これをベースに最初の教材を作らせて

いただいた。それから今は小学校の“We Can !”という教材をベースに使って、この教材の中に出てくる
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表現などを加えていくということでパトリツィア教授とタイソン教授がスパイラルで、前にやったことを学

びながらまた新しいことを加えていく。またそれを復習していくという、上手なレッスンプランを立ててい

ただいている。しかも内容が大人の方たちが楽しんでいただけるようにシラバスを作っていただいているの

で、まず高評価という成果を生み出しているのはお二人の、そうは見えないと思うが入念な、実際に授業を

受けていらっしゃる方は、その場その場で楽しい題目をいただいての授業のように見えると思うが、実は２

人が進度に合わせた入念なシラバス作りをしている。それから大人の方たちならではの疑問や、それからご

自身の持ってらっしゃる背景的な文化的な知識とか興味とか、そういったところから子供達や生徒、大学生

とは違った興味関心や質問が生まれてくる。その辺のところはネイティブだけではなくて私がいる意味があ

り、日本語と英語と日本人と英語ネイティブ教員がバランスよく授業ができるという、偶然のように装って

いるが実は入念に準備をされているというのが一つの成果を生み出していることにつながっていると思う。  

それから私共大学側の成果として付け加えさせていただくと、先程も申し上げたように、学生達は学習指

導要領の中に書かれている生涯学習、生涯にわたって自ら学び続ける態度を身につけるという自立した学習

者、まさにそのお手本をこの区民講座で見せていただいている。この方たちは大学入試があるわけでもない、

英検のテストがあるわけでもない、なんで英語を勉強していらっしゃるのだろうか。なんのために英語を学

んでいらっしゃるのだろうか。もちろんオリンピック・パラリンピックのガイドという目的もあるだろうが、

でもお会いしてみると実は本当に英語を使って人とコミュニケーションを取ることが楽しくてしょうがな

い方達なのだ。英語を使って、参加者の方達の中には絵描きさんがいらっしゃったり、色々な歌を歌ってい

らっしゃる方たちもいらっしゃり、大人ならではの多趣味な方たちだ。自分の持っている色々な興味を、ど

うしても英語でお友達に伝えたい、真の英語教育の意味を学生達がそこで見せていただく。これがひとつの

大学側の成果になっていると思う。 

課題としては毎回大勢の方たちにご応募いただくのだが、選にもれる方もいてなかなか希望通りに皆さん

においでいただくことができない点は恐らく足立区さん側の課題でもあるだろうが、私も直接受講者達とお

目にかかっていると、「何回目でようやく当選したんですよ」なんていうお話もいただくのでその辺がこれ

から足立区とも力を合わせて、課題解決の方法が何かあるのかと思っている。 

【石鍋】ではその区民講座に参加している、先程は活動報告で内藤君から報告があったが、白井 萌さん

から、成果と課題というふうにきちん分析はしなくてもいいので感想や、参加者の熱意すごいな、などとい

った事をお願いしたい。 

【白井】学生から参加していての視点と感想だが、感想としては区民の皆さんがすごい熱意をもって毎回

の講座に参加していただいてもらっているので、それに触発され私達も、まず勉強しなきゃいけないなとい

う気持ちもある。先程長ヶ部さんがおっしゃっていたように、緊張をすることなく自由に積極的に講座に参

加することができるという姿勢を毎回見せてもらい、前向きに勉強する事が好きなんだな、ということがす

ごく見て取れる。他にも数名の方だが、「何年ぶりに英語を勉強している」などとおっしゃっている方がい

らっしゃって、「なぜそんな勉強したいんですか？」と聞くと「楽しいから」というお言葉を頂戴すること

が、やはり英語を学ぶ事が身近になかったからこそ、今英語を学べる楽しさがあるのではないのかというこ

とを感じた。 
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他には初級講座と上級講座に分かれているので、初級

のほうはそれこそ簡単な、先程百瀬先生がおっしゃって

いたとおり教材ベースにやっている内容から発展してい

ることを学んでいるが、後半の上級者コースではディス

カッション、プレゼンテーションを行うことがとても多

い。もし学生がディスカッションなどプレゼンテーショ

ンをする時だったら、準備を後々に持ってくるようなも

のだが、それが区民の皆さんは事前にプリント何枚にも

渡るほどにも書いていただいていて、すごい熱意を感じ

ていた。 

あとはリピートしてくださる方々がとても多い講座なのだが、それ故にできないこと、同じことの繰り返

しになってしまうことが多いなと感じたのと、２週間に１回の講座なので、それだけじゃ足りない、今後ど

うやって勉強したらいい、今日学んだことを今後どうやって生かしていけばいいか、という質問を多数いた

だいたことがあった。 

【石鍋】子供の視点と区民の方の視点ということで話をいただいたが、ここで短時間だがパネリスト同士

の質疑応答を取りたいと思う。違った事業をやっているのだが、“連携事業”というところで同じくくり、

そして“子供達のため”“区民のため”ということでも同じくくりだ。なのでもう少し詳しく話を聞き、自

分が関わっていることに活かしたいというようなことがあれば質問をしていただきたいと思う。 

【村上】質問と言うか皆さん、成果と課題という事だったので、特に成果が出ているメカニズムで発見し

たというか、気づかされたことがあったので、そのことについて少し触れさせていただきたいと思う。 

まず小学校の子供達の留学生との交流だが、楽しさというキーワードが出てくるそのメカニズムは、たぶ

ん遊びだと思う。プログラムの中に組み込まれた遊びが非常に重要なんだなという風に思う。というのは、

勉強や学習というと、目標があってそこに行きつくプロセスみたいなものを無意識に真面目に考えるのが日

本人の特徴なのだが、遊びは目的ではない。遊びを楽しむために自然にコミュニケーションをしたら英語が

出てきた、英語が使えた、というこの“目的でない”ことが小学生にとってはとても良かったんじゃないか

と思う。だから遊びは欠かせないポイントかなと思う。成果を上げるうえでそう思った。 

それからもう一つは、中学生くらいになってくると、可能性という点で感じたことがあった。とても短い

交流の中でも子供達、中学生が成功体験を積んで前向きになっていく姿はものすごい成果だと思うが、例え

ばサービスラーニングの理論の中では、学びを統合するための体験ということがすごく言われる。つまり学

校の勉強というのは、英語も算数も体育も国語もバラバラにされていて、効率よく学ぶためなのだが、それ

が全部一人の子供達の体の中で一体化するためには、それを使った体験が必要だとよく言われている。そう

いうことで考えると、今後の可能性として、留学生が学校に行き、英語の時間ではなくて例えば国語の時間

に参加して日本語を中学生が留学生に教えるとか、そうすることによって英語は日本語を教えるための道具

であって、日本語を教えようとするために英語を使うと両方の言葉の作りというのがよく分かってくる。体

の中に入ってくるというようなことがあって、全部の授業でそれをやるわけにはいかないが、どこかの単元
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で英語を使って外国人と一緒にその単元を学ぶとか、算数でも数学でも体育でもそういうことができないか

なと思い、それを継続的にいろいろなカリキュラムの中に、ひとつひとつは単発だが、１年間で見ると体系

的に学ばれているという感じにすると、学びで知の統合が行なわれていく、とても素晴らしい英語を介した、

英語をハブにした知の統合が可能性としてできるのではないかなと思った。 

あと一つ提案としては、区民の皆さんの講座、とても素晴らしくて、百瀬先生のお話を聞いて納得した。

デューイ以来積み上げられてきた学びのプロセスのスパイラル化というのがとても大事だよということは

アメリカの学校教育などで非常に言われていて、その知の積み上げが２人の先生方の中ですごく意図的・計

画的に積み立てられたとても素晴らしいプログラムなのだが、もうひとつ白井さんが言っていたように、リ

ピーターが同じ内容を受講することになってしまう可能性もあるという話があったが、その課題を越えてい

く意味で、参加した人たち同士で新たに足立区で外国語を使って外国の方をおもてなしする活動を自分たち

で作るようなきっかけづくりのようなことをして、例えば仲良くなった３人の区民の方が協力をして新しい

地域活動を作っていく、そのスターターとしての講座と位置付けると、どんどん成果が地域に広がっていく

のではないかなと思って聞いていた。勝手なことを言って、そんなことそう簡単にはできないんだよという

ことがもしあれば、現実を踏まえてご意見をいただきたいと思う。 

【石鍋】村上先生から、子供達の遊びについて、中学生の知の統合、また区民講座の学びのプロセスのス

パイラル化の部分、新しい講座のあり方の提案などをいただいたが、担当している百瀬准教授、金子准教授

から、今の村上先生のアドバイスを受けて何かあれば簡単にお願いできればと思う。 

【金子】先程村上先生から、“知の統合”といった中学生が国語を留学生に教えるというは話があったが、

実は去年似たようなことを行った。中学生が教えたわけではないが、足立区の栗島中学校だったと思うが、

そこで留学生が英語ではなく、例えば社会の授業に入って、その時はちょうど九州の内容だった。中学生が

グループに分かれて、その５人グループの所に留学生が一人ずつ入っていって、５グループぐらいに分かれ

たと思うが、九州のある地方についてクイズなんかを出し、それを中学生と留学生がお互い助け合いながら

答えを出し合うというようなかたちで社会を一緒に学んだり、体育も一緒にやったり、あとは理科もやった

りというかたちで行ったことがある。先生が仰ったようなかたちで、英語を学ぶというよりも、ほかの別な

もの、体育を学んだり社会を学びながら、英語を使いながらそういったものを学ぶということができた事例

があった。それは非常に良かったと私も思っていてそういうかたちを今後も、今言われたれようにまた続け

られたらいいのかなと思っている。 

【百瀬】私のほうも今、村上先生からご指摘をいただいた区民講座が終わった後に、何か区民の皆様たち

が活動ができればという話で、まず今日、長ヶ部さんからご紹介いただいたように、もうすでに足立区では

外国の方々をガイドをされるようなグループもあるようだし、もともとがオリンピック・パラリンピックの

ためのブラッシュアップ講座なので、この講座に出られた方々が今年のオリンピック・パラリンピックでご

活躍される、私共は本当にその成果が出る日がやってくるんだなと楽しみに思っている。またオリンピッ

ク・パラリンピックが終わった後は、足立区でどのような位置づけで上級講座を設定されるのか、ご相談さ

せていただきたいと思う。 

【石鍋】今日参加している方々から質問があればお受けしておきたいと思う。どなたか質問、またご感想
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でも構わない、また「こんなアイデアあるよ」という提

案でも結構なので挙手をお願いしたい。 

【藤島】私は中学校の理科の教員でまったく英語とは

関わらない、大学まで英語をやってきて何も身につかな

かったので、本当に英語の大切を改めて感じた。新田学

園、小中一貫校の藤島と申します。足立区はタブレット

が導入されたということで、そこをなんかうまく利用で

きないかなと思っている。先程竹の塚中学校の齋藤先生

のほうからもやはり端末だとどうしてもというのが出てきて、例えばそういうタブレットを使って、留学生

と衛星通信みたいなかたちで授業の中に取り入れられるものができると、普段わざわざ来てもらわなくても

よいのではないかと思う。例えばうちは小中一貫なので小学校も多分英語って、もうなるべく低年齢のとこ

ろから触れられるとすごく覚えも早いのかなと思うところで、もう遊びでもいいのだが、例えば画面を通し

てお話しようねなんて「ハロー」みたいなかたちから始まってやっていくと、ある時、あのお兄ちゃんお姉

ちゃんこの間来てくれた人だ、といったようにな例えば顔つなぎの中から実際に本物に会って「わー」とい

う、そんなかたちで交流が始まると、英語に対しての興味を持てるのではないかと思う。 

やはり中学校から急にと言うとどうしても構えてしまう。そんなかたちで、うちなんか小中一貫なので今

回いろいろ発表の中でもあったが、もっと下の学年からそういうかたちで関われると、それこそさっき言っ

ていた遊びなんかでいいのかなと感じた。うまくそういう通信機器を利用できて、よくありますよね、IT、
なんかそういうのものを使って本当に、この時間学生と一緒に、ちょっと質問してみようとか。さっきの日

本語でのことも逆に言える。それ日本語ではこう言うんだよ、みたいなかたちでそれを英語で伝える。そん

なかたちでコミュニケーションを取れる時間をたくさん取れるといいかなと思った。 

【石鍋】テレビ会議システムのようなものをうまく使い、イベントではなくて継続性を持たせられるんじ

ゃないかということだと思う。この辺についてご参会の先生方でそんなことをやっている、またはそういう

のを聞いたことがあるという方いらっしゃらないだろうか？なかなかまだ身近にはないですか？村上先生、

その辺りというのは全国的には大分進んだりというのはありますか？ 

【村上】私も専門ではないので、固有名詞で覚えているわけではないのだが、いくつかの企業や教育系の

企業、NPO 団体などが大学の教員などと連携して、そういったコミュニケーションネットツールをうまく

使った、離れた所で交流ができるような、しかも子供達の前でその成果が目に見えてまとまっていく、そん

なツールはいくつも開発されていて、それを無償で学校に提供するような所も出てきているようだ。ネット

でそういった学習ツール系のキーワードで探すと、結構魅力的な教育支援ツールが紹介され、いろいろな会

社とか NPO が紹介しているのでそういったことは一学校というよりも、たぶん教育委員会のほうでも調査

をするのであれば、ネットを通じてかなり情報が得られると思う。私が見ていても非常に子供達が楽しそう

に、しかも深い学習を、いま単機能学習なんてキーワードを入れるとそういうツールがたくさん可能性を示

していると思っているので、ぜひぜひ前に進むといいなと思って伺っていた。 

【石鍋】藤島先生、よろしいでしょうか。 
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【藤島】ありがとうございます。 

【西貝】東京都教育委員会の西貝です。昨年度まで足立区で連携に携わってきた。国際交流と言うと、ど

うしてもインバウンド、いろいろな人が入ってくるなかだったりとか、いろいろな人と会ったりとか、直接

対面的なことを求めがちだが、そうでなくて、そんなのなかなか全校ではできないわけなので、いま東京都

教育委員会は東京国際交流コンシェルジュという、都内の公立小中学校、都立高等学校を対象として、海外

の学校とのマッチングサービスができるようになっている。各学校にすでに通知が行っているが、東京国際

交流コンシェルジュと入力すれば東京都のサイトで出てくるので、そこに問い合わせをいただくと、そんな

機関が海外の学校との交流をマッチングしてくれる。やり方として例えば海外の学校とのスカイプによるテ

レビ会議、機材持ち込みでやっていくので学校に負担はかけない。サポートスタッフも同行するので調整も

全部したうえで、向こうの小学生・中学生・高校生とお話ができるサービスがある。あるいは小学校におい

てはカード交換やギフトの交換などの体験ができるような交流の支援を行っている。国際交流コンシェルジ

ュで検索していただければ、何らかのお役に立てるのではないかと思う。 

【石鍋】東京国際交流コンシェルジュは東京以外の学校や、また学校以外の方の利用はできるのか。 

【西貝】これは都内の小中学校、高校に対してパスワードが通知されているので、残念ながら私立や学校

以外の方は今のところはご利用できない。 

【石鍋】ここは一応足立区連携の分科会なので、都内のことということで話をいただいた。そういったこ

とは実際に大きな自治体で始まっているということだ。ありがとうございました。 

先程の、ひとつのイベントをどう継続していくかとか、そのあたりはやはりどの学校においてもどこの地

域においても、どこの人たちにおいても非常に難しいところなのでそこのあたりはぜひ持ち帰って、何か新

しいアイデアがあれば明海大学へご連絡等いただければ、Facebook 等何かのかたちでこちらからもアップ

するなどお答えができるかと思うのでよろしくお願いします。 

せっかく今日はパネリストとして村上先生に来て頂いているので、本当に短時間で恐縮ですが、最後一言

いただいてパネルディスカッションを閉会したいと思う。 

【村上】私が勤めていた日本福祉大学のサービスラーニングのところで申し上げたことの繰り返しになる

が、リフレクションをみんなで一緒にしていくということが、こういった連携の取り組みにはとても大事な

のだが、この場、こういう風に毎年地域の方と学生と教員が、こんな風に向き合って対話をしているという

ことが何よりのリフレクションでスパイラルに物事が発展していく循環のポンプになると思う。なので、こ

ういう場を大事にしていっていただくのがとても大切だと改めて感じさせていただいた今日の場だった。あ

りがとうございました。 

【石鍋】どうもありがとうございました。本来だともう少し深めないといけないのだが、私の進め方の不

備をお許しください。パネリストの皆様、そしてご参会の皆様どうもありがとうございました。これを是非

きっかけにして、各学校等にお戻りいただき、また自分らのアイデアを入れ込んでいただき、新しいものが

どんどん積みあがっていくということを期待してパネルディスカッションを終わらせていただきたい。どう
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もありがとうございました。 

◆閉会の挨拶：石鍋 浩 

（明海大学教職課程センター・地域学校教育センター教授） 

【石鍋】本日は祝日ならびご多用の中、おいでいただきましてありがとうございました。大学と地域連携

というタイトルになっているが、大学だけではなくてやはり学校教育と地域連携、これをどうしていくかと

いうのがこれからの教育界の課題であろうと思っているので、今日のシンポジウムで得たアイデア等をぜひ

お持ち帰りいただき、さらに発展させていただくことをお願いしたいと思う。 
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【第三分科会「浦安市・横手市教育連携」】 
※司会：池田 義友（明海大学外国語学部英米語学科４年） 

 

活動報告（１）： 浦安市小学校英語支援 

明海大学  
金子 駿太（かねこ しゅんた） 
外国語学部英米語学科３年 

 

― 概要 

2017 年度、本学と浦安市教育委員会との間で教育に関

する連携協定を結んだ。2018 年４月に新たに METTS
としての再スタートを切り、さらに地域の教育に貢献で

きるような大学を目指し、地域４つの小学校との具体的

連携事業を進めた。そのひとつが小学校の英語支援だ。 

実施概要だが、2019 年度の５月中旬から 12 月上旬に

かけ、私を含む９名の学生が美浜南小学校、入船小学校、

日の出小学校、明海小学校にそれぞれ訪問し合計で 317 時間、教職ボランティアを実施した。各学校での

活動の様子と感想を紹介する。 

はじめに美浜南小学校だ。美浜南小学校には３年生の内藤 卓さん、同じく３年生の白井 萌さん、そして

私金子の計３名の学生が、合計 145 時間ものボランティアを体験させていただいた。ボランティアを行な

った学生は、学校の雰囲気や特色など、実際に学校へ訪問しなければ感じられないものなどを学んだり、ま

た先生同士の連携の大切さや、児童との距離のはかり方を間近に勉強することができたと感じた。また児童

はボランティア学生が来ていると、授業が明るくて楽しくなると感じたようだ。校長先生は子どもは安心し

て楽しく英語の学習に打ち込むことができ、また年齢の近い大学生が来てくれることで学習面だけではなく

教育的な効果も期待でき、学生ボランティアが来てくれることはプラスになっているとおっしゃっていた。 

美浜南小学校は私がボランティア活動を行なっていた学校なので詳しくご紹介していきたいと思う。教室

内ではこのように机間指導を積極的に行ない、実際に活動に加わったり児童の手助けを行った。黒板には目

に見えるような形で月や日付、または曜日などを示し、視覚で分かるように工夫している。美浜南小学校は

ICT の環境が整備されており、モニターを利用して、カメラや電子教科書を使って授業を進めた。活動中

はしゃがむことで児童との目線を合わせ、威圧感を少なくさせるような工夫もした。その結果、休み時間に

校庭でのドッチボールやドロケイなどに誘ってもらい、授業中外、自分自身楽しむことができ、とてもいい

経験になった。 

続いて入船小学校を紹介する。入船小学校には４年生の池田義友さん、２年生の高橋 勇気さん、計２名

の学生が合計で 84 時間のボランティア活動をさせていただいた。ボランティア活動を行なった学生は、教
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育実習などにおいてとてもいい経験になった、児童の成長を間近に見ることができたと感じている。また児

童は学生が英語でつまづいたりして、外国語も日本語と同じようにどの言葉を使ったらいいか迷う時があり、

外国人は流暢に話し、きっちりとした人が多いと思っていたが、学生が詰まったおかげで外国人に対し、詰

まらないイメージが変わったと気づいたそうだ。また校長先生は、年齢の近い大学生が、笑顔で声をかけ学

習をサポートし、不安を取り除くことは、子どもの力を引き出すうえでとても効果的な学習形態であり、子

供達の主体性を引き出すことに大変役立っているとおっしゃっていた。 

3 校目は日の出小学校だ。日の出小学校には４年生渡辺 幹太さん、３年生神谷 美麗さん、２年生の高橋

勇気さんの計３名の学生が、合計 79 時間ボランティア活動をさせていただいた。ボランティア活動を行な

った学生は、初めて英語に触れる児童のサポートをすることや、個人のレベルに合わせた指導をすることな

ど、これから教員になるために必要なものを学び、児童は分からなくなったときに学生が教えてくれたこと

がとても嬉しく感じたそうだ。また校長先生は、小学校教員にとって英語が話せる学生が参加することはと

てもありがたく、そして授業中外で円滑なコミュニケーションに一役買ってくれたとおっしゃっている。 

最後に明海小学校だ。明海小学校には３年生の宮本 隆一さんが合計で９時間のボランティアを実施しま

した。ボランティアを行なった学生は、自分が小学生だった時とはだいぶ変わっていて大変驚いたと感じた

ようだ。児童は、優しく英語を教えてくれたので英語が好きになった、また明海小学校には外国から来た児

童も在籍しており、英語で話せてよかったと感じたようだ。校長先生は、学生は自分の役割を理解し進んで

動き、授業を盛り上げ、英語学習のみならず清掃活動を手伝ったり、率先して行動している点が好ましいと

感じたようだ。 

― 成果と課題 

ボランティア活動を通じ得た成果について報告していきたいと思う。小学校での英語支援は昨年度から実

施した事業だ。そこから得たことの一つとして、各小学校からの評価が高いというところだ。なぜこのよう

に評価が高くなったのかを考えた。その結果、私たち大学生と児童の年齢が近いというところなのではない

かと考える。外で鬼ごっこを行ったり、休み時間にたくさん話すことにより授業中だけ関わるのではなく、

授業外の時間も一緒に過ごすことにより、私達学生ボランティアの存在をより近いものに児童の皆さんも感

じることができたと考える。２つ目の成果として、大学生の成長の糧となるところだ。なぜ糧になるかとい

うと、学生は現場の雰囲気や実際の授業に触れることはあまり多くないと考える。児童と触れ合うことによ

って「教員になりたい」という気持ちがより高まり、また夏に控えている教員採用試験に合格したいという

モチベーションにつながる。正直教員採用試験の勉強はつまらないし面倒くさいが、教員になって子供達と

触れ合うことができると考えると勉強のやる気につながる。また明海大学では授業を履修することによって、

小学校英語指導者資格を取得することができる。資格取得は簡単ではないが、資格取得希望者の頑張る力に

つながっているのではないかと私は考える。 

次年度以降の課題として１つ目は、ボランティアの希望学生を確保しなければいけないというところだ。

人員確保は毎年の課題であり、次年度以降も続いていくのではないかと考える。なぜなら授業構成によって

参加できるかできないかが決まってしまうからだ。学業優先の大学生にとっては仕方のないことだが、でき

るだけボランティアが行えるような時間割構成を作れるように努めていきたいと思う。次に学生の英語力、



66 

指導力の向上だ。英語力、指導力共に簡単には向上させることはできないが、日々の授業や大学内の複言語・

複文化教育コモンズ、通称 MPPEC へ出向き、ネィティブ教員と英語を話すことで英語力の向上の手助け

になるのではないかと考える。また指導力の向上としては、模擬授業やボランティアを通じて努力していけ

たらいいなと考えている。また指導力の低さなどで学生がご迷惑をおかけするかもしれないが、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

2019 年度２月以降の予定だが、１つ目に小学校英語支援を継続して行う。また私を含めた 10 名の学生が

各小学校に出向き、ボランティアを継続して行なっていきたいと思う。２つ目に個別学習指導の実施、校務

補助、以上３点の実施が予定されている。これからも多くの学生が小学校に出向き、色々な体験をさせてい

ただけることをとても嬉しく思う。 
 

活動報告（２）： 浦安市青少年自立支援未来塾 

明海大学  
君塚 翔伍（きみづか しょうご） 
外国語学部英米語学科１年 

 

― 概要 

現在浦安市では様々な地域学校協働活動を行なって

いる。まず私が参加した地域未来塾、そして学びによる

まちづくり、地域課題解決型学習、協働学習、放課後子

供教室、家庭教育支援活動、学校に対する多様な協力活

動、地域の行事・イベント・お祭り・ボランティア活動

等への参画などがある。“地域未来塾”とは学習が遅れ

がちな中学生、高校生などを対象に、退職教員や大学生

などの地域住民の協力により実施する原則無料の学習

支援だ。これに参加する生徒は実費以外は原則、利用者

負担がない。また家庭の経済状況に関わらず、全ての生徒が参加可能だ。地域学校協働活動の一環として、

学習支援員等への謝金や消耗品等を補助してもらう。この地域未来塾の目的として、学習の遅れがちな中学

生、高校生に対し、学習習慣の確立や基礎的な学力を身につけさせるなど、学力の向上を図るねらいがある。

このボランティアに参加しているのは地域の住民や教職経験者、大学生などだ。現在は 41名参加しており、

そのうち５名は明海大学の学生だ。 

英語教室では私、君塚 翔伍と、鶴巻 沙希さんが新町未来塾と日の出公民館、山﨑 紗緒里さんは元町未

来塾と中央公民館、数学教室では藤井 侑輝さんが入船中学校未来塾とまちづくり活動プラザ、中里 圭さん

が明海中学校未来塾と日の出公民館でボランティアを行なっている。今回の日程は数学支援が９月から２月、

18 時から 20 時の間に行った。英語支援は夏季休業中に集中的に行われ、こちらも 18 時から 20 時の間で

行った。内容例としては、予習、復習、補充学習、また ICT（学習アプリ）などを利用した学習や、英語
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学習、英検、数検等の検定試験対策、また定期考査前の集中プログラム、さらに大学生による進路相談など

もある。 

― 参加した学生の感想 

経済学部２年の藤井 侑輝さんは「初回の学習では生徒達と距離感があったが、回を追うごとにその距離

感がなくなっていき、今では友達のように接している。」と述べている。同じく経済学部２年の中里 圭さん

は「生徒の成績が上がり成果につながった充実感を感じた。この経験は今後の活動にも生かせる貴重な機会

だった。」と述べている。浦安市生涯学習課生涯学習係 主任主事の香川 敦司さんは「生徒の学習の意欲の

喚起につながった。学生の心に響く経験につながったのでは」とおっしゃってくださっている。 

今回私の参加した新町未来塾、日の出公民館では、基本的に市から配布していただいた英語のワークや、

ボランティアの方が用意してくださったハンドアウトを利用して学習した。私達はメインの指導者の補助と

して入ったが、生徒に直接教えるだけではなく、メインの指導者の方からもたくさんのことを学ぶことがで

きた。例えば私たちのクラスでは１時間やって 15 分休憩し、その後に１時間また行なうという形式だった

が、途中で集中が切れる、１時間集中しきれない子や他の子にちょっかいを出してしまうといった子がいた

ので、そういった子に対し、メインの指導者の方が１ページやったら休憩する、や、逆に早く終わってしま

う子には新しい課題を与えるといった工夫を行なった。また英語の曜日の歌を皆で一緒に歌ったり、また前

回の復習をし、分かったらすごく褒めるなどの工夫をたくさん行った。個人的には勉強に入る前に、今日何

があったのかなど、生徒の様子を観察しながら、疲れているなと感じたら「ゆっくりやろうね」といった声

かけをしながら行った。生徒の問題の丸付け、また全体の前での解説、机間指導などを基本的には行なった。 

感想として今まで子供達と直接関わる機会というのがあまりなかったので、今回のボランティアはとても

新鮮な経験だった。生徒にどのように教えたら理解してもらえるのか、どうやったらもっと楽しく学んでも

らえるのかというのを考えるきっかけにもなった。それと同時に私自身の指導力の未熟さも感じた。その中

でも一番大きかったのが、子供達からとても元気をもらえたことが一番大きかった。自分自身初めての経験

で疲れていたこともあったが、子供達と接していくうちに元気をもらえて疲れも吹き飛んだ。 

― 今後の課題と抱負 

成果と課題だが、自分の指導力と必要とされる指導力のギャップを感じた。子供一人ひとりに合った勉強

法があるんだなということを学ぶことができた。ボランティアに参加して１人で集中できる生徒、逆にすぐ

に勉強に飽きてしまう生徒、いろいろな生徒がいてその生徒自身に合った勉強法を一緒に見つけていくこと

が大切なのだなと学んだ。私が参加した新町未来塾の中学１年生のクラスでは、先程も申し上げたが集中で

きなくて他の生徒に話しかけてしまったりして、他の生徒の学習を妨害してしまう子も何人かいたが、そう

いう生徒にもしっかりと辛抱強く向き合っていくということが大切だなと学ぶことができた。 

今後の抱負として、指導力の向上と英語力の向上を目指していく。具体的な施策としてこういったボラン

ティアへの積極的な参加をしていきたいと思う。２月 21 日からボランティアとして先ほど紹介があった入

船小学校に行く。今回学んだことをしっかり生かして頑張っていきたいと思う。また塾でのアルバイトや英

語力の向上、そして英検の取得を目指して頑張っていきたいと思う。 
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― 質疑応答 

【明海大学外国語学部英米語学科３年 鶴巻 沙希】 

私は一緒に未来塾の日の出公民館に行き同じようなこ

とをしたが、具体的に私は生徒の隣や、向かい側にしゃ

がんで座り１つずつ教えていき、本当小さなことでもで

きたら「やったね」などと誉めハイタッチするくらいの

勢いで仲良く行った。私は英語だけでなく去年や一昨年

は数学を担当させていただいていた。私でも分からない

問題があった時は「これどうやってやるんだろうね、こ

うやってみれば？」や「こういう解き方もあるんじゃない？」というのを一緒に取り組み解決し、生徒も「よ

かった」「できたね」といった感じがあったので、一緒に取り組むというのが結構大事で、それで生徒のモ

チベーションも上がっていたので、良い体験をさせていただいたなと思った。 

【明海大学経済学部２年 山中 康平】 

経済を学んでいるのだが英語がとても苦手で、高校の授業でも逃げてきてという状況で、子供に対し英語

を教えるという立場でいると思うが、苦手な子供に対し英語をどういう風に教えたのか、気をつけた点がも

しあれば教えていただきたい。 

【君塚】自分自身が中学校の時、英語が全くできなかったので、英語が苦手な子の気持ちがとても分かる。

それなので今英語好きでやっているが、英語は話したほうが楽しいと思う。英語は話すために使うものだと

思うので、子供の興味あることを聞き出し、具体的な例だが、ポケモンがすごく好きな子が Which を学ん

でいたところで「Which do you like 〜？」〜の部分にのポケモンの名前を組み込んで一緒に繰り返してや

ってあげた。 
 

活動報告（３）： 横手市との包括連携 

明海大学  
伊藤 正紀（いとう まさき） 
経済学部２年 

 

― 概要 

私たちは８月５日の月曜日から８月９日の金曜日までの５日間、秋田県横手市にインターンシップに行っ

た。１日目に市役所訪問を行ない市長との挨拶をし、かまくら館での見学を行ない、横手城の見学をした。

２日目には横手市の歴史と現状が、どのようになっているかを地域の人に話を聞いた。３日目は横手市市内

の観光地などを巡り、現状を見てきた。４日目は、２日目や３日目に見聞きしたこと、自分達で見てきたこ

とをまとめ、地域活性化プロジェクトの立案や作成を行なった。５日目は、４日目に作成したものを使い、
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市役所で地域活性化プロジェクトのプレゼンテーション

を行なった。毎年２月に行われる雪まつりでかまくらが

作られる。今年は２月 14 日から 16 日まで行われる。か

まくら館で去年のかまくらを 1 年中見られるようとても

寒い部屋で保管している。横手城は高さはおおよそ 40
メートルほどある。増田村というところの町中には、１

階部分が蔵で、２階、３階は住居となっているような、

昔の街並みが残っている。私達はインターンシップに行

き、以下のテーマで研究してきた。１つ目が観光で、２

つ目が産業、３つ目が人口減少に労働者問題だ。 

本日は観光についての話をする。まず現在の観光客の訪問者数状態だが、年間の観光客数は 370 万人で、

そのうち２月のかまくら祭りが 55.7 万人を占めている。年間外国人観光客数は 305 人、秋田県全体から見

ると 0.7％しかない。またふるさと村の年間来園者数は 58 万人となっている。現状ある観光資源として食

品だと横手市は“横手焼きそば”がとても有名になっている。また稲庭うどん、十文字ラーメン、日本酒、

ホップ、発酵食品、お米などが有名だ。観光施設としては漫画美術館、秋田ふるさと村、横手公園、増田の

蔵などがある。イベントは雪まつり、花祭り、送り盆祭り、いものこまつり、大勇サマーフェスなどがある。 

以上のことより指摘点を挙げる。観光客を呼び込むための PR が弱く、また観光の売り込みどころが理解

しにくい、観光施設が分散している、インターネットなどで外部から調べる情報が少ないということが分か

った。またパンフレットやガイドブックなどが書店にあることはあるが、載っている場所が少ない、また特

産品のバリエーションが少ないなどがあった。また近年の若者などは、旅行に行く際に SNS などを活用す

るため、SNS の活用法が重要だと感じた。 

以上のことより考察を述べる。観光客は予定と金銭の範囲内で最大限の娯楽を求めている。魅力を生み出

すには、観光地に行くことを具体的に想像しやすいような PR が必要であると思った。的確な客層に的確な

アプローチをすることも重要だと思った。また SNS やインターネット環境をもっと向上させるべきだと思

った。それらの情報量が多くなることで、他県からの来訪者数が増えると思った。希少性が高まることによ

り、来る人が増えると思う。 

以上より SNS による PR 広報について提案する。時代の流れを取り入れる必要があると思う。近年だと

やはり Instagram や YouTube、Twitter、Facebook などにより、観光地の画像や映像が見やすいのがよい

と思った。またアップするためには写真や動画が必要で、それらの撮り方の改善が必要だと思った。例えば

角度を少し変えて撮る、また加工アプリの使用によってとてもきらびやかに映るようにしたらいいのではな

いかと思った。色彩が多ければ多いほどいいかなとも思った。皆さん非日常的なところに旅行に行きたいと

思うので、そのような工夫をすればいいかなと思った。例えば東京ディズニーランドや埼玉県川越市の小江

戸、増田の蔵、漫画美術館などがいいかなと思った。規格外のデカ盛りやご当地性、また希少性などがある

と、珍しく、SNS による見ごたえがあるかなと思った。検索するために SNS のタグ付けというものが重要

だと思った。 
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例えば普通の横手焼きそばをただ写真で撮っただけの画像と、角度を変えたり、加工アプリで色彩を変え

た画像とではとても食欲をそそられるように、また見ごたえがあるものになると思われる。メロンパンの画

像も加工したり角度を変えることによって、おいしそうに見え、また中にクリームが入っているんだなとい

う想像がしやすいようになると思う。 

続けて、普段都会に住んでいる人はなかなか見られないような特別性のある写真を上げることも重要だと

思われる。横手市の観光協会のアカウントの画像では、かまくらがたくさんあり、雪まつりがとても想像し

やすく観光に来る人にはとても分かりやすくなっているなと思った。 

特産品について、新しいものを作るのには労力もコストもかかるため、現在あるものをどうやって生かし

ていくのがいいと思った。拡散力が強い 20 代から 30 代をターゲットにすることは重要だなと思った。ス

イーツやお肉、ラーメンなどは多くの方々が好きだと思うので、こういうのも効果的だと思った。色物を推

す、例えば目新しいものなどが人々の興味をひくのではないかと思った。SNS による拡散割引や特典をつ

けることでたくさんの方が見てくれるかなと思った。奇抜な商品の開発などをすることによって話題性も増

えるかなと思う。横手市のものを売るためには、商品を固めてコーナーを作ったり、ポップを活用するとと

ても見やすいと思う。近年話題になっているふるさと納税の返礼品をセットにすることにより、より一層横

手市というものが皆さんに知ってもらえるかなと思った。 

観光施設の売り込みについてだが、観光施設を回るためのプランの提示として例えば、名勝などにクイズ

形式のスタンプラリーを置くことにより、次はどこに行けばいいのかというものがある。最近話題になって

いるポケモン GO によって珍しいもので誘致するというのもいいかなと思う。横手市では１時間にバスが

１本だったりするため、バスの間隔をそのイベント時だけでも増やしていけば、より多くのところを回れる

と思う。１日貸し切りタクシーなどを設けることで、交通の便が楽になると思った。今年オリンピックがあ

るように、スポーツ大会の誘致などを行ない盛んになると思われる。映画やドラマのロケ地として使うこと

により話題性も上がると思われた。 

観光施設を回りやすいような交通網の設備、観光地にテーマを持たせる、特産品を生かした商品の開発、

商品の売り出しの改善、SNS やインターネットによる宣伝の改善などが必要だということをまとめとする。

これらのことを私達は横手市の市役所で発表させていただいた。 

― 横手市ビデオレター 

分科会にご参加の皆さん、こんにちは。横手市教育委員会で外国語、外国語活動を担当しております鈴木

です。本日は分科会に参加することができず申し訳ありません。雪の横手市より今年度の連携事業について

報告をいたします。 

はじめに、これまでの横手市と明海大学との交流について簡単に説明いたします。これまでの主な事業は、

明海大学の留学生による横手市訪問事業でした。この事業は約 25 年前に始まり、これまでに 400 名以上の

留学生が秋と冬に横手市を訪問しています。２泊３日のホームステイをしながら季節ごとの体験プログラム

に参加し、市民との交流を図っています。このホームステイをきっかけに 10 年以上の交流が続いている留

学生とホストファミリーの方々もいらっしゃいます。 
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次に横手市立小中学校についてご説明いたします。小学校は 17 校、中学校は６校、計 23 校があり、約

5,900 人の児童生徒が学んでいます。市街には私立の小中学校の設置はなく、県立の中高一貫校が１校あり

ます。 

次に今年度行われた研修会について報告をいたします。１日目は小学校の教員を対象にした研修会を行な

いました。明海大学の石鍋 浩 教授を講師としてお招きし、第１部講演、第２部ワークショップとしてご教

授いただきました。各小学校から２名以上の参加者を募り、37 名の教員が参加しました。研修会後のアン

ケートでは、参加した全ての先生方から、講演・ワークショップともに大変参考になった、もしくは参考に

なったというお答えをいただきました。 

先生方からいただいた感想を紹介します。３年生から始まる外国語活動、外国語の意味やねらい、小学校

での外国語教育の重要性を理解することができました。ワークショップでは子供の立場になってコミュニケ

ーションの楽しさを体験することができました。教科化になるにあたり不安も大きいですが、新学習指導要

領に触れながら、今後留意すべき確認することができました。子供達がどのように英語に慣れ親しんでいく

のかをワークショップを通して体験することができました。外国語活動、外国語における思考、判断、表現

について学ぶことができました。大変わかりやすい講義に加えて、実演があり、活動があり、とても有意義

な研修会でした。 

参加した先生方から以上のような感想をいただきました。２日目は中学校の教員を対象にした研修会を行

ないました。本市の英語教員の任意団体である横手市外国語・外国語活動部会との共催での研修会を行いま

した。小学校と同様に明海大学の石鍋 浩 教授を講師としてお招きし、第１部講演、第２部ワークショップ

としてご教授いただきました。中学校においても研修会後のアンケートでは参加した全ての先生方から講演、

ワークショップともに大変参考になった、もしくは参考になったというお答えをいただきました。中学校の

先生方からいただいた感想を紹介します。小学校での外国語の導入が中学校にどのような影響を与えるのか、

また今後中学校で留意し、行うべきことは何なのかについてよく理解することができました。深い学びのイ

メージを具体的に持つことができました。また、小学校との接続や移行期の留意点について勉強になりまし

た。スモールトークについてのワークショップがとても参考になりました。帯活動の大切さや必要性、そし

て今回紹介していただいたスモールトークが子供のコミュニケーション能力や発信したいという気持ちの

育成につながることを実感しました。初めて行なった明海大学との連携による研修会は大変学びの多い、先

生方にとって満足度の高いものになりました。 

次に、横手市の外国語教育の現状について説明します。はじめに ALT についてです。ジェットプログラ

ムによる外国語指導助手を 12 名雇用し、小中学校に派遣しています。平成 26 年度より小学校で行われる

全ての外国語活動を日本人教員とのチームティーチングで行なっています。 

次に専科教員についてです。平成 29 年度より国の加配を受けて専科教員を配置しています。小学校教員

の不安軽減と、小学校外国語教育の開発、充実に向けて活用しています。次に教育専門官についてです。教

育専門官とは、秋田県で実施している制度で、教科指導に卓越した教諭が複数の学校で授業を実践・公開し、

他教員の指導力向上を図るものです。今年度は本部校の中学校の他に、小学校２校を担当し、指導力の向上

に務めました。小学校のイングリッシュルームの様子です。横手市では子供達の関心を高め、学びの環境を



72 

整えるためにイングリッシュルームの設置を推奨しています。 

最後に、新学習指導要領の全面実施に向けた横手市の取組を紹介します。平成 29 年度には移行期間およ

び全面実施への円滑な移行のために１校で先行実施を行いました。平成 30 年度には先行実施を 10 校に広

げ、教育課程の研究を行ないました。そして今年度は 17 校全てで先行実施を行なっています。今後は、教

科書の効果的な活動や学習評価についての研修を計画しています。これからも大学で行われている研究を基

に専門的な見地からご指導いただき、本連携事業を進めていきたいと思います。今後もどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

◆パネルディスカッション 

本学が進めてきた浦安市・横手市教育連携の検証と今後の可能性を探る 
パネリスト 
吉田 惠美子 （浦安市立日の出小学校長） 
香川 敦司 （浦安市教育委員会生涯学習課生涯学習係主任主事・社会教育主事） 
寺内 朋之 （明海大学外国語学部英米語学科３年） 
鶴巻 沙希 （明海大学外国語学部英米語学科３年） 
中里 圭 （明海大学経済学部経済学科２年） 
コーディネーター 
木内 和夫 （明海大学教職課程センター・地域学校教育センター教授） 

司会 
池田 義友 （明海大学外国語学部英米語学科４年） 

◆浦安市教育委員会 教育長挨拶：鈴木 忠吉 

冒頭の全体会で浦安市教育委員会の大友参事から話が

あったと思うが、浦安市と明海大学、実は市としてはず

いぶん早くから協定を結んでいて、その中で教育の分野

ももちろん連携はしていたが、高野副学長の計らいで私

の部長時代に、教育委員会とも連携を結ぼうということ

で協定を結んでからずいぶん経った。このシンポジウム

も当初は学校数も市内１校２校だったが、明海小学校で

は校内研修、英語教育、外国語教育などで、明海大学の

先生にもメイン講師として来ていただき、先生方は研究

に取り組んでいる。また今日この後発表があるが、市内の各小学校でここの学生に色々教えていただきなが

ら教育活動に取り組んでいただいている。また“未来塾”という生涯学習でも、子供達に放課後部活が終わ

ってから英語の学習、あるいは英語だけでなくそのほかの活動にも取り組んでいただいていて本当に明海大
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学にはお世話になっている。実はオリパラの関係で、今浦安に車いすバスケットの英国チームが来ていて、

昨日レセプションで全日本との練習試合をしていた。英国は今ランキング２位なのでずいぶん強かったが、

そこでも明海大学の学生に通訳をお願いした。そういった意味では益々明海大学と浦安市、また教育委員会

と一緒になってやっていきたい、ウィンウィンの関係でやっていきたいと思っている。今日はこのあと分科

会のほうで、日の出小学校の校長先生、浦安市教育委員会生涯学習課の香川も参加させていただくので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 
 

【木内】昨年に引き続きコーディネーターをやらせていただく。私の祖母の生まれは実は横手です。そん

な関係で今日は一番ぴったりな人間がコーディネーターになったのではないかと思う。よろしくお願いいた

します。 

これからパネリストの皆様から自己紹介をしていただく。その際今までどのように事業に関わってこられ

たのかを簡単に盛り込みながら自己紹介をお願いいたします。 

【吉田】日の出小学校はシンボルロードをはさんで明海大学と反対側の、日の出地区を学区としている。

１年生が２クラス、３年生以上が３クラスの計 17 学級の 507 名が在籍している。学校目標が“学びあい、

認めあい、ともに育つ日の出っ子”ということで取り組んでいる。 

【香川】先程未来塾の発表をしていただいた君塚君の発表にあった通り、平成 27 度年から青少年自立支

援未来塾ということで、明海大学の学生に大いにお手伝いいただきながら進めてきた事業だ。今日はその良

さを少しでも伝えられるよう頑張っていきたいと思っている。 

【寺内】私は日の出小学校で外国語活動の補助をさせていただいた。具体的には、新出表現や単語の発音

のモデルをさせていただいたり、活動のモデルを担任の先生とやらせていただいた。そこで得た成果や課題

などを本日は皆さんと共有できたらいいなと思う。 

【鶴巻】前回までやっていた数学の経験も話せればいいなと思っている。 

【中里】私は秋田県の横手市にインターンシップで５日間、総勢９名で行った。そこで学んだことや調査

したこと、成果と課題について今日は話したいと思う。 

【木内】パネルディスカッションは２部構成になっている。最初の１部は各パネリストから話をいただい

たり意見交換をしていただくようにしている。そのあと会場の皆様とのやり取りをしたいと思う。まず浦安

市小学校英語支援にかかる成果と課題ということで、吉田校長先生と学生の寺内から話をいただく。 

【吉田】小学校では平成 30 年度から新学習指導要領の移行措置ということで３、４年生で外国語活動が

週１時間始まり、５、６年生では外国語活動ということで今まで週１時間だったのが、外国語ということで

週２時間になっている。浦安市では文部科学省の教育課程特例校を申請し、平成 26 年度からその指定を受

けて小学校１年生から外国語活動を行なっている。また全校に ALT が配置され担任と一緒に外国語活動、

外国語の指導にあたっている。ALT のほかに市内では数名の小学校外国語専科がいる。本校にも隣の日の
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出南小学校に在籍している専科教員が週１日来てくれて

いるところだ。 

明海大学の学生ボランティアには、ALT が指導に入れ

ない本校の３年生と２年生に入ってもらっている。具体

的には３年生では担任と外国専科で指導しているところ

に、２年生では担任一人で指導しているところに学生ボ

ランティアが入ってくれている。３年生では、外国語専

科と学生ボランティアの方が指導の日の朝に、外国語活

動レッスンプランを基に打ち合わせをしている。授業の中ではデモンストレーションを外国語専科と共に一

緒に行ない、子供達にどのような受け答え、発音するのかを示してくれている。２年生では担任と一緒にＴ

２に入ってもらっている。学習を進める中で担任とのペアでコミュニケーションモデルを示し、そのあと子

ども達が反復したり、練習している状況だ。子供達からは「学生ボランティアさんがわからないことを教え

てくれて英語が好きになった」や「一緒に遊んでくれて嬉しかった」などの感想が寄せられ、成果となって

いる。また子供達にとっては教師だけでなく他者との関わり、コミュニケーションをとる絶好の機会となり

大きな成果となっている。 

課題としては、学生の授業の日課表と学校との子供達との時間割の調整を木内先生にお願いしているとこ

ろで、そこが非常に大変だと思う。また２つ目として、ボランティアの方との打ち合わせ時間がなかなか取

れない状況だ。しっかり打ち合わせを行なうことによって、計画的、継続的な支援につながっていくと考え

ている。また外国語活動の時間以外にも学校に行って、支援いただける時間がこれから取れるようであれば、

先程話があった個別学習支援や校務補助、そして他学年の児童との関りやほかの教育活動を見ていただける

ことも可能となってくると思う。 

浦安市では、各中学校区で幼保小中連携教育を進めている。年間を通して幼稚園・保育園・中学校との連

携活動が行われているので、そのような活動にも関わってもらったらありがたいと思う。先程の講演の村上

先生の話にあったように子供達にとって、よりよく生きるロールモデルとなってくれるとともに、学校と学

生との互恵関係が成り立っていくことを期待している。 

【木内】では学生の立場からお願いします。 

【寺内】私から学生の立場で見た成果と課題を発表させていただきたいと思う。まず成果だが、この分科

会の前半で他の学生が発表したように、まずは自分自身が教員採用試験に向けての勉強に対するやる気が上

がったと思う。やっぱり勉強するとなるとテキストを見て勉強することが多くなると思うが、実際に現場に

入ることで自分がもっと勉強しないといけないことを感じたり、実感が湧くというところでやる気が上がっ

たんじゃないかと思う。 

課題のとしては、まずはやはり自分の指導力がまだまだ足りないなということで、事前に打ち合わせがあ

ったところで今日やる内容は把握しているが、活動の中で、例えばフルーツを扱う活動の時に、自分が考え

ていなかったフルーツが出てきて、それを英訳して欲しいと頼まれたりや、自分が考えていなかった色が出
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てきてそれを英訳してほしい、といったときもあったので、何を言われても対応できるような英語力もそう

だし、私は２年生を見たが、乗っている時はこちらのことに対して反応してくれたりしてくれるが、指示が

うまく伝わらなかった時などはうまく誘導するのが難しかったので、それらが課題となっているんじゃない

かと思った。 

【木内】続いて浦安市青少年自立支援未来塾にかかる成果と課題について、香川様からよろしくお願いい

たします。 

【香川】先程も少し触れたが、平成 27 年度より青少年自立支援未来塾を行なっている。この事業は文部

科学省の学校・家庭・地域の連携協力推進事業を受けるかたちで本市で実施を始め、今年度で５年目を迎え

ている。この５年間で社会の変化や、実態に応じた国の第３期教育振興基本計画の策定を経て、文部科学省

の政策方針も大きく変わった。当初中高生の学力向上、ひいては高校・大学への進学率の改善を目標として

始められた事業なのだが、現在ではコミュニケーションスクール導入に向けた地域学校共同活動や学校運営

協議会の具体的な活動として地域主体による放課後等の学習支援、体験活動の充実を目標としている。これ

らの動向を鑑み、本市の未来塾の目標は生徒の学力向上と地域主体の学習支援の推進とし、市内全９中学校

から英語教室 94 名、数学教室 136 名の子供達が放課後の学習に励んでいる。本日は成果と課題という話な

ので、この２点からお伝えしたいと思っている。 

まず生徒の学力向上の成果だが、５年目を迎える今年度は、例年実施している９月から２月までの数学支

援に加え、夏季休業中に英語支援を新たに実施するなど生徒一人ひとりのつまづきや、困り感の解消につな

がるようなきめ細かな学習支援を心掛けた。夏季休業中の英語教室のアンケートによる未来塾の満足度を問

う設問に 94％が「大変満足、満足している」と好意的であったことや、生徒の声として「１年生の学習内

容が不安だったけど納得するまで教えてもらえて自信がついた」、「学校では質問できないけど、ここなら何

度も質問できた」「解ける問題が増えてうれしい」など、生徒が自身の課題を解消した実感を持てたことが

一番の成果ではないかと考えている。 

次に生徒主体の学習支援の推進の成果だが、未来塾の学習支援では地域の住民や教職経験者、大学生を中

心に支援の輪が広がり、現在では 41 名となっている。特に明海大学の学生の方には５名もご協力いただい

た。学生の方々の成果、得られた学びについては先程の君塚君の発表やこの後の鶴巻さんの話から十分伝わ

ると思うが、生徒たちとの関りを通し「希望していなかったけど学校の先生になりたいと思った」とか「生

徒に教えるのは難しい、でもわかってもらえると本当にうれしい」など、そういった声が聞かれるなど学生

の方々の心に響く経験になったのではないかと、とても嬉しく思っている。 

最後に課題だが、今年学習支援としてご支援いただいた学生の方や地域の住民の方々、地域との連携にご

尽力いただいた明海大学の先生方との関りを通し、子供達への学習支援という活動は地域住民の方々の生き

がいや喜び、楽しみとなるとともに、学生の方々の地域や地域の人とのつながりの中でしか得られない経験

になるものだと感じている。それは社会教育活動として、とても効果的な活動ではないかと感じている。そ

れ以外にも細かな課題は多数あるが、今一番思うこととして、地域の子供達を地域みんなで育てたいという、

地域の方々の願いを実現できる地域主体の体制、それを可能とする仕組みを早く創出していかなければなら

ないと考えている。これからの生徒たちと学生の方々、そして地域の人々、互いが学びあえる機会となるよ
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う地域教育の基盤を明海大学の方々と一緒に築いていけ

たらいいなと思っている。 

【木内】続いて、鶴巻さんは未来塾に何年間かかわり

ましたか。 

【鶴巻】３年間です。 

【木内】３年間の未来塾経験を紹介してください。 

【鶴巻】成果については香川さんのお話にあったが、個人的に感想というか成果というか学ばせていただ

いたことを紹介したいと思う。一昨年昨年は９月から２月まで数学を教えていた。私自身、数学が今でもで

きなく、だからこそ集まって来てくれる方はみんな数学が苦手なので苦手なりに、例えば「大問１の１と２

を絶対できるようにしよう」とか、私も生徒目線になって教えることができた。それができると「よかった

ね」とか「解の公式とかあったじゃないですか、それを始まったらちょっと書いておいたほうがいいよ」と

か、そういう小さいことを、私がやっていたことを元に教えてあげて、難しい問題が最後のほうにあるのだ

が、そこはもう生徒と相談をして「私はここを諦める」となったら「じゃほかのところを重点的にやろう」

というように生徒と相談をしながら、生徒の数学の出来具合を見ながらやっていた。10 回と長くやらせて

いただいたので、毎回毎回来て「今日学校でこなんことがあったのよ」というように、生徒の日常生活につ

いても教えてくれたので、勉強面だけではなく生徒の様子もうかがえ、生徒の観察もできて良かったと思う。

英語に関しては、メインの指導者の方がいてその補助や、生徒の補助ももちろんしたが、私は模擬授業や高

校訪問をさせていただいていたので、どうすれば板書をきれいに書けるかや、どういった机間指導をしたほ

うがいいのか、目線を合わせるなど、本当に小さなことだが、そういうことを実践できたかなと思う。実際

に生徒の隣にいて「これ、先生わからない」と言われたが、答えをすぐ言ってしまうのではなく「これどう

だったけ、ちょっと後ろのページ見てごらん」というようにヒントを出し続け自分で解決させたり、一緒に

なって問題を解いてあげることで生徒自身のモチベーションも上がったり、もっと頑張ろうという気持ちに

させることができたので、自分としての成長にもなったし、生徒に気づきなどにもなったことがいいと思っ

た。 

【木内】今までこのシンポジウムは外国語学部の学生が中心に行なってきたが、今年度は下田経済学部長

の協力を得て経済学部の学生も一緒に発表することになった。それでは横手市のインターンシップに係る成

果と課題を中里君にお願いします。 

【中里】僕たちはまず、なぜ横手市と明海大学の連携協定が結ばれたかについて最初に話させていただく。

まず横手市が運営する“横手国際交流都市構想”というものがあり、明海大学は留学生の数が多いというこ

とで、交換会やホームステイが年に２回行われていて、それが今年で約 26 年目になる。そのこともあり、

横手出身の方の協力もあり、去年の３月に横手市と連携協定を結んだ。連携協定により石鍋先生が講演など

を行なったが、それだけではちょっと物足りないであろうということで、去年の３月にインターンシップと

いう初の試みが行われた。そのインターンシップ、僕たちが調査した５日間だが、行なって得た結果と言う

と、総勢９名で行かせていただき、すべてのチームが別々のテーマで考えたが、全員の共通した意見として、
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SNS を用いた宣伝はやっぱり重要であると考え、現在のツール、先程も紹介されたと思うが Instagram や

Twitter、YouTube など、そういう広告の重要性については伝えられたのではないかと思う。またそれには

誰にでも簡単に始められて、市が行なうというとかいうのではなく、各個人が発信することで全国または世

界に横手市の良いところを発信できるということは伝えられたのかなと思う。また今あるものを活かすとい

うことを重点的に置き、その今あるものをどう世界に発信していくかについても横手市の皆さんには伝えら

れたかなと思う。そのかいもあり、すべてのスライドは横手市がいつでも見られるようにインターネットに

掲示してくれて自分たちの提案も意見が通る可能性もなくはないのではないかなと感じた。 

自分自身としては、私は今回、秋田県の横手市にインターンシップに行ったのだが、私は山形県の鶴岡市

という下の県の出身で、このインターンシップに参加した理由として、親近感が湧き、何かこの地域につい

て考えたら、私は将来地元に帰って何か仕事に就きたいという考えがあったので、自分自身の糧に何かなる

のではないかと思い参加させていただいた。そのため今回の経験は自分の中では大変良い経験となった。 

今回のインターンシップの課題について、今ある横手市の課題が直接解決できるような内容ではなかった

のかなと思った。それについて、やはり人口問題や労働者問題等もあり、その件に直接すぐに解決できると

いうような即効性のある具体的な内容ではなかったのかなと思った。更に、市長からの挨拶で「斬新な考え

が欲しい、凡庸な考えは私たちも考えている。なので皆さんが学生なりの新しい考えをください」という言

葉があり、私達も考えたがそこまで斬新というか新しい考えはちょっと出てこなかったのかなという最終的

な結果となったので、そこが課題ではある。５日間という短期間だったので、それぞれの現状把握の時点で

２、３日使い、そこからパワーポイント等を作成して考えて、最終日に発表というかなりハードな日程だっ

たので、もしかしたらもう少し、１日や２日、時間があれば深い内容が突き詰められたのではなかったかな

と思った。 

【木内】実は中里さんも未来塾で数学を教えていたということがありましたので、ご紹介しておく。本日

は明海大学がもうひとつ連携を結んでいる浦安高校の久保先生もいらっしゃっているので、あとでまた登場

していただく。 

では会場の皆様、今の５人のパネリストのお話を伺い質問、意見等があれば積極的にお願いいたします。 

【久保】吉田先生にお伺いしたのだが、先程打ち合わせの時間がなかなか取れないということだが、学校

の中で職員のマネジメントというか、今後こういう工夫をしていこうという考えがあれば聞かせて欲しい。 

【吉田】今まで学生の時間が限られていて、午前中だけということがあったのだが実は２月から来てくれ

るボランティアの方は、１日いてくださるよう調整をつけていただいているので、子供達全体の活動の中で、

例えば小学校の場合には担任が１日見ているので、打ち合わせの時間となると担任は子供達を自習にしなく

てはいけなくなるのだが、これから１日いてくださるということで、例えば放課後の時間を使って次の日の

時間の打ち合わせをしたり、子供達の休み時間の時にちょっと話をしたりということが可能になってくる。

またほかの教育活動を見ていただくことで色々なところにいい効果が出てくるのではないかなというのが

ある。 

【木内】せっかく今発言したので、久保先生から浦安高校の PR も兼ねて明海大学との連携についてお話
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いただきたい。 

【久保】浦安高校は千葉県立の学校なので、明海大学

様にとっては千葉県との連携の足掛かりという位置づけ

になるのだろうか。浦安高校連携協定は明海大学にとっ

ては１校目ということで、さまざまなチャレンジをして

いる。３本立てでチャレンジしていて、学校における支

援、そして教員における支援、そして生徒における支援

ということになる。学校における支援としては、本校は

探求ゼミというものを行っていて、そこに教授の方に年間 10 日来ていただきご指導いただいている。詳し

くはポスターセッションをご覧いただければと思う。そういった学校マネジメントの部分でご協力いただい

ている。 

教員に対する支援については、外国語学部の先生に本校に来ていただき、本校の教員の授業を見ていただ

きながら、教員の教えるスキルの更新というところにご協力をいただいている。生徒への支援としては、実

際に国語の授業で日本文学の専門家の先生に来ていただき、全クラスに授業をしていただいて、またそれを

授業の中でフィードバックを受けて、活かしていく、あとは部活動での支援ということもいただき３本立て

の支援をいただいている。こちらを足掛かりに千葉県と明海大学の関係がより深まればいいなと考えている。 

【木内】それでは皆さん、考える時間も取れたと思うので各パネリストへの質問等を承りたいがいかがで

しょうか。 

【山崎】中里さんにお伺いするが、５日間というハードなスパンで斬新な考えがあまり思い浮かばなかっ

たと仰られたが、今ボランティアに行かれてから５日間以上経ち、何か新しい斬新な考えなどあるだろうか。 

【中里】そうですね…… 

【木内】ちょっと考えますか？ 

【中里】すみません、時間をいただけますか。 

【木内】では後ほど回答します。ほか是非、残り時間も 10 分くらいしかないので積極的にご質問等いた

だければと思います。 

【香川】質問というか、教えてもらいたいことがあり、本当は個人に聞けばいいのだがきっとこれは未来

塾の良さに伝わるんじゃないかなと思うのでこの場で聞かせていただきたい。山﨑 紗緒里さんだが、未来

塾でお世話になり、先程ポスターセッションの時に担当したポスターを拝見した中で、未来塾で学んだこと

を一言「得をした」という表現の仕方をしていた。私の中で「おぉ」というとてもインパクトがある言葉だ

ったので、未来塾を通して何を得をしたのかを教えてもらいたい。 

【山﨑】元町の未来塾を担当させていただいた。未来塾では、私は中学校２年生を担当が、大人数の前で

話すのが結構苦手で、少人数で３人の指導を担当したが、最初はすごく緊張していたが、複数回継続するう
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ちに生徒達も質問をしてくれるようになったり、日常生活の話もしてくれたりして、生徒と仲良くなること

ができ、まず１つ得をしたのと、あとは指導に出向ける機会はそうそうなく、夏休みの期間は勉強を怠って

しまったりして指導力が低くなってしまうと思うが、その間に指導に行けるということは、スキルをどんど

ん上げていけることにつながるので未来塾を経験できて良かったと思う。 

【木内】先生いいですか？  

【香川】山﨑さん本当にシャイで最初、子供達と１日目に会ったときに、主になる先生はいらっしゃるが、

各学年ごとに「やってね」みたいな感じで丸投げをされてすごく困っていらっしゃった。でも４回目になる

と、人数は少ないが子供達の前で堂々と「こうだよ、こうだよ」とすごくいい関わりをしていたので、とて

もそれを見て、成長があって良かったなとすごくほっこりした。あと、これちょっと勘違いだったら恐縮な

なのだが、山﨑さんに最初に会ったときに「先生になるの？」とか「教採受けるの？」みたいな話をしたと

きに「ちょっと考えてます」というようなことをおっしゃったんじゃないのかなと思い、先程ポスターセッ

ションの時にもう一回聞いたところ「受けます」と言っていたので、それも未来塾のおかげだったらいいな

と少し思った。 

【木内】ありがとうございました。 中里さん、回答お願いできますか。 

【中里】思いついたというか、終わったときから少し考えていたことだが、横手市の皆さんに直接インタ

ビューのようなことを個人的にしたことがあった。そこで、娯楽施設が少ないということで、休みになって

どこか行くとなっても他県に出るということが多いということだったので、娯楽施設を作るべきなのかなと

思った。それこそここら辺では当たり前にあるような漫画喫茶や、それこそランドワンだったりといった遊

ぶ娯楽施設、あと買い物する施設、それこそ大きなアウトレットモールなど、そういうのを作って他県から

も人を集める。そして中の人からも流出を防ぐという点で、何か目的を作ること、仕事を増やすという面で

両方を兼ねて、一緒の面でつくっていけたらいいのかなとは思った。 

【木内】今日、山﨑さんの話がずいぶん出ますけども、私は山﨑さんが高校にいた時の校長だ。高校時代

も非常におとなしく目立たない学生だったのだが、ここ１年でずいぶん成長したなということを感じる。ご

質問いかがでしょうか？ 

【鈴木】質問ではなく、今の話の流れで、先程寺内さんからの「課題が自分たちははまだ指導力がない」

という話だが、私達は学生の皆さんに指導力を求めていないから、そんな気持ちではなく、むしろやっぱり

私達にないものは子供達と年齢が近いので、同じ感覚で、先程鶴巻さんから数学が苦手だという話があった

が、そういう人たちを望んでいる。指導力があったら教員になればいいわけで、今の山﨑さんの話はとって

も我々としては嬉しい。それで本当にお互いウィンウィンで教員を目指してくれる。また子供達もそれを望

んでいる。ハードルはそんなに高くない。もうどんどん子供達と一緒に関わって、教育の楽しさ、また難し

さも感じてもらえたらなと思う。 

また中里さんの話の中で、我々行政は皆さんに何を求めているかというと、やっぱり素の感覚を求めてい

る。私たち行政だとどうしてもバランスを考えるから「この意見、それはね実はこっち側の意見を取るとダ

メなんですよね」とすぐ否定に入るが、だから秋田に行って、横手に行って「何が足りない」と、ポンっと
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思ったその発想を教えて欲しい。それをどうにかするのは行政の仕事だからあまり難しく考えないで「ここ

に何があったらいいかな」というような今のような意見をどんどん欲しいということで、たぶん市長さんは

言ったんじゃないかなと思う。学生の皆さんが持っているものというのは、私たちみたいな経験じゃないも

のを望んでいるので是非、明海大学の皆さん、ハードルはそんな高くなんてないのでどんどん子供達の目の

前に立って欲しいと思う。 

それから吉田校長に話すが、先程久保さんから打ち合わせという話があったが、もちろん計画は大事だが、

そういうことを言っていると何も進まない。SNS など今はいいツールがあるので学校側から明海大学に「今

度こんな授業があるので、このくらいお願いしますね」と言うことだけでもずいぶん情報の交換になるので

はないか。「それだったら、今度の空いた時間に行きますよ」って、そんな程度でいいのではないか 

【木内】貴重なご意見ありがとうございました。 

【吉田】子供達に感想を書かせると、英語の内容がなんとかというよりもやっぱり関わりを通して「すご

い楽しかった」という感想がすごく多い。特に２年や３年生の外国語活動は、関わりには子供達にたくさん

話させたり、あと担任一人ではコミュニケーションはできない。その班の相手となる学生の方がいることで

子供達は一緒にやってみようという気になるので、本当にたくさんの方が応募してくれると、本当にいっぱ

い子供達が関われる機会が増えるので、よろしくお願いします。外国語活動だけでなく、子供達は遊んでく

れることがとっても嬉しいということで感想にも書いている。たくさんの学生さんと子ども達が関わってい

けるようになったらありがたいと思う。 

【木内】ほかパネリスト、いかがでしょうか。 

【鶴巻】未来塾について、香川さんと鈴木さんにもお聞きしたい。未来塾は今年は夏休み期間に英語を計

４回しかやっておらず、私がやってきた数学も２時間という少ない時間ですし、英語もみんなやりたいとい

うのも多いので、時間とか期間とかをもう少し長くできないのかなと思っている。長くしたほうが、私も含

めもっと仲良くなれる、もっと深い話もいっぱいできるのかなと思い、お聞きしたい。 

【島﨑】ご期待に応えられるように鋭意努力していく。

頑張ってまいりますので、学生の皆さん、明海大学の先

生たちにもこれからもご協力ご支援のほどお願いしたい

と思う。確実に回数は増やしていきたいと思う。 

【木内】ありがとうございました。非常に和やかなう

ちに時間が来てしまったので、まだまだ尽きないが、こ

こでマイクを司会の池田さんに渡します。 
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◆閉会の挨拶：木内 和夫 

（明海大学教職課程センター・地域学校教育センター教授） 

【木内】皆様、本日は本当にありがとうございました。昨年の今日は外は真っ白な雪だった。今年は大丈

夫かなと思っていたが、今日朝起きてみたら真っ青な青空が広がっていて、これは明海大学と浦安市と横手

市の将来を象徴しているような天候だなということを感じた。明海大学はこれからも小学校英語支援、個別

学習支援、校務補助、そして特定非営利活動法人ワーカーズコープ 東関東事業本部 浦安地域福祉事業所

で、小中学生の学生サポートにも関わり、小学校、それから浦安市教育委員会との連携を通し、浦安市の子

供達が健やかで健康で大きく育つためにこれからも尽力するので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

それから１点、今まで明海大学の英語の学生は中高の教員を目指していたが、小学校への派遣を通して小

学校の先生を希望する学生が増えてきている。これからは小中高の明海大学になるためにご協力をよろしく

お願いいたします。本日はありがとうございました。 
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◆ポスターセッション 
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４ 参加者アンケート 

【Ⅰ】分科会参加 内訳   【Ⅱ】シンポジウム(全体)参加者 所属内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

【Ⅰ】【Ⅱ】分科会ごとの参加比率の大きな偏りはアンケート回答からは見受けられない。昨年と比較す

ると学生と一般の参加が減少し、学校関係／教育機関関係の参加が増加している。 
(※昨年：学生 50.9%、学校関係 29.1%、教育機関関係 10.9%、一般 9.1%) 

昨年課題に挙げていた学校関係者・教育機関関係のシェアをアップすることは達成できている。成功要因

の分析による更なる告知と集客を伸ばす工夫が重要だと考える。 

 

 

 

 

 

第一分科会

30.7%

第二分科会

36.0%

第三分科会

33.3%

学生

40.0%

学校関係

32.0%

教育機関関係

12.0%

一般

16.0%

第一分科会 23
第二分科会 27
第三分科会 25
計 75

学生 30
学校関係 24
教育機関関係 9
一般 12
計 75
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【Ⅱ】第一分科会参加 所属内訳  【Ⅱ】第二分科会参加 所属内訳 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【Ⅱ】第三分科会参加 所属内訳 

 
 
 
 
 

 
学校関係は第一分科会、第二分科会への参加が高い

傾向、教育機関関係の参加は第二分科会、第三分科会

への参加が高い傾向を示しており、昨年とは傾向が異

なる。 
今後告知する際の情報の出し方の参考になると思わ

れる。 
 
 
 

学生

18.5%

学校関係

48.1%

教育機関関係

18.5%

一般

14.8%

学生

56.0%

学校関係

12.0%

教育機関関係

12.0%

一般

20.0%

学生

47.8%

学校関係

34.8%

教育機関関係

4.3%
一般

13.0%

学生 5
学校関係 13
教育機関関係 5
一般 4
計 27

学生 14
学校関係 3
教育機関関係 3
一般 5
計 25

学生 11
学校関係 8
教育機関関係 1
一般 3
計 23
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【Ⅲ-1】シンポジウム全体の満足度 

 
 
 
 
 
 
 
 
『満足』『非常に満足』の合計が 96.0%と高く、前

回対比で 10.5%アップしている。 
過去開催のシンポジウムで多く受けた時間超過に

ついての厳しい意見は少なくなったが、逆にパネルデ

ィスカッションの時間が少ない、一部だが講演が長い

との意見が見受けられる。 
集客のニーズと我々の伝えたいことのバランスを図りつつベストな着地点を見定めることで、より良いシ

ンポジウムになると考える。 
 

【Ⅲ-2】講演の満足度 

『満足』『非常に満足』の合計は 93.3%と高い値を

示している。前回は分科会ごとの講演だったので単純

比較は難しい。 
前述した講演の時間については、後述するフリー記

述をご参照いただきたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全く不満足

1.3%
やや不満足

0.0%

満足

50.7%非常に満足

45.3%

無効/無回答

2.7%

全く不満足

2.7% やや不満足

1.3%

満足

49.3%
非常に満足

44.0%

無効/無回答

2.7%

全く不満足 1
やや不満足 0
満足 38
非常に満足 34
無効/無回答 2
計 75

全く不満足 2
やや不満足 1
満足 37
非常に満足 33
無効/無回答 2
計 75
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【Ⅲ-3】第一分科会 活動報告の満足度 【Ⅲ-3】第二分科会 活動報告の満足度 

                         
 
 
 
 
 

 

【Ⅲ-3】第三分科会 活動報告の満足度 

 
 
 
 
 
 
【Ⅲ-3】昨年同様いずれの活動報告も非常に高い満

足度を誇る。 
「メインの第一〜第三分科会に出席する学生が少

なくもったいないと感じました」という学生からの

意見も見受けられた。より多くの学生の参加を工夫

していくことが課題である。 

全く不満足

0.0%
やや不満足

0.0%

満足

52.2%
非常に満足

47.8%

無効/無回答

0.0%
全く不満足

0.0%
やや不満足

0.0%

満足

40.7%

非常に満足

59.3%

無効/無回答

0.0%

全く不満足

0.0%
やや不満足

0.0%

満足

52.0%
非常に満足

48.0%

無効/無回答

0.0%

全く不満足 0
やや不満足 0
満足 12
非常に満足 11
無効/無回答 0
計 23

全く不満足 0
やや不満足 0
満足 11
非常に満足 16
無効/無回答 0
計 27

全く不満足 0
やや不満足 0
満足 13
非常に満足 12
無効/無回答 0
計 25
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【Ⅲ-４】ポスターセッションの満足度   

 
 
 
 
 

 
 
【Ⅲ-4】ネガティブな反応がなくなったが、無回

答のポイントが増えている。ポジティブな反応の合

計は前回対比で 8.3%のアップとなった。 

昨年あった『点在して探しづらい』などの展示方

法についての指摘はなく、改善が受け入れられたと

捉えることができる。 

 

 

 

【Ⅲ-5】第一分科会 パネルディスカッションの満足度  【Ⅲ-5】第二分科会 パネルディスカッションの満足度 

 

 

 

全く不満足

0.0%
やや不満足

0.0%

満足

48.0%

非常に満足

42.7%

無効/無回答

9.3%

全く不満足

0.0%
やや不満足

0.0%

満足

52.2%非常に満足

43.5%

無効/無回答

4.3%

全く不満足

0.0%
やや不満足

0.0%

満足

40.7%

非常に満足

51.9%

無効/無回答

7.4%

全く不満足 0
やや不満足 0
満足 12
非常に満足 10
無効/無回答 1
計 23

全く不満足 0
やや不満足 0
満足 11
非常に満足 14
無効/無回答 2
計 27

全く不満足 0
やや不満足 0
満足 36
非常に満足 32
無効/無回答 7
計 75
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【Ⅲ-5】第三分科会 パネルディスカッションの満足度 

 
 
 
 
 
 
 
【Ⅲ-5】前回同様高い満足度を誇る。特に第二分

科会の『非常に満足』のポイントが突出して高いが、

どの部分で高評価を受けているかはフリー記述等で

の分析が必要だと考える。 

 

【Ⅲ―2】講演について 

 学校の教育活動の成果を地域支援に活用するという考え方は必要だと気付かされた。 

 為になった。 

 サービスラーニングについて理解ができた。今後の学び、学校の在り方の参考になった。 

 サービスラーニングについて、幅広く学ぶことができた。地域と学生と先生方のトライアングルで、学

ぶ場を作るという大切さを学べた。また、このことはこれからの教育に深く関わりがあると知ることが

できた。 

 昨年よりも地域のつながりを感じるものが多かった。 

 専門的な話をサービスラーニングにからめてお話なさっていて興味深いものとなった。 

 講演の対象が教員、あるいは大学生だったのかと思う。高校生は少し大変であった。掲示しているパワ

ーポイントの画面に関する説明が長く、聞く側の集中力が継続できなかった。もう少し短く簡潔に説明

してほしかった。 

 教育の道を考えている自分にはもちろん、どんな人にも関わる貴重な話を聞くことができた。 

 新たにサービスラーニングというワードを知り深く興味が持てました。 

全く不満足

0.0%
やや不満足

0.0%

満足

52.0%非常に満足

44.0%

無効/無回答

4.0%

全く不満足 0
やや不満足 0
満足 13
非常に満足 11
無効/無回答 1
計 25
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 サービスラーニングの考えはとても素晴らしく、学校現場で活かしたいと思った。 

 難しい内容だったけれど現状の様子を知ることができた。 

 具体的なお話をもう少しお聞きしたかった。 

 「学校と地域連携」そして「学び」について新たな視点を得られた。学校現場の課題はもっと先を聞き

たかった。 

 現在の教育のことについて詳しいことを知ることができた。 

 村上様からもっと学校教育現場や入試システムなどの問題点を話して欲しかった。 

 サービスラーニングの概念が良く分かった。TEPRO についても興味深い。 

 基調講演の内容と分科会の内容の整合が図られていたため、本シンポジウムのテーマが目指すところが

良く分かった。 

 普通では聞くことのできない話だったので興味深かった。 

 普通では関わることができない話だった。 

 教職として何を学び、活かせば良いのかを知れた。 

 様々な立場からの意見を聞けた。 

 デューイの経験主義と日本の教育の方向性につながりがあって良かった。 

 大変貴重な意見を拝聴できた。 

 教育の様々なことを学ぶことができた。 

【Ⅲ―３】〈分科会〉活動報告ついて 

〈第一分科会〉 

 子供達への支援方法が良く分かった。 

 色々な経験をしてみようと思った。 

 学んだからこそ見えてきた課題が高校生から出るとなお良い。 

 様々な高校で、日本語の支援や寺子屋に参加した方々のお話を聞いて、活動内容がとても分かりやすか

った。また、日本語を学んだ高校生達の話を聞いて、学んだ成果がとても出ていると思った。 



90 

 高校生の感想がグッと心に響いた。発表もまとまっていて非常に分かりやすかった。 

 具体的な活動が見られた。 

 効果的な指導法の実践報告と指導を受けた生徒からの感想を聞く事ができた。参考になった。 

 留学生の日本語を間近で聞いて、これからの日本語と関わる大切さを感じた。 

 在京生徒の報告は言語を学ぶ者として良い刺激だった。 

〈第二分科会〉 

 それぞれの活動において子供や地域、学生等が生き生きとしている活動であると感じた。 

 英語に関するプロジェクトがたくさんあって、参加したいと思えたし、将来にも活かせると思った。 

 関係者の皆様、多方面の視点で報告を聞け勉強になった。 

 学校紹介が交じった活動報告に少しドキドキしてしまったが、現場での様子が分かって良かった（内藤

卓さんの話が特に）。 

 多面的な報告でとても良かった。足立区との教育連携の様子がよく分かった。 

 たくさんのプロジェクトについて知ることができ、知らなかったことを知ることができた。 

 英語マスター講座の内容（指導案など）をもう少し知りたかった。 

 足立区教育連携の内容が各々の報告を伺って良く分かった。学びは楽しいことが何より。 

 地域連携のことについて知れて良かった。 

〈第三分科会〉 

 自分の知らない活動があったため面白く聞けた。 

 知らないことを知れて参加してみたいことを見つけられた。 

 同期の頑張りはとてもいい刺激になった。 

 学生さんが一生懸命に説明、報告されていた。 

 まあまあはっきりと話していてとても良かった。もう少し個性があったらなと思った。 



91 

 はっきりしゃべってて聞きやすかった。 

 「ここではこんな事をした」ということが具体的に説明されていた。 

 自分の教職へのモチベーションが上がった。 

 自分の立場になって考えることも多く貴重な経験であった。 

 様々なことを学ぶことができた。 

【Ⅲ―4】ポスターセッションについて 

 A４資料ありがとうございました。 

 統一されて見栄えがよかったが、数が多いので会場ではゆっくり見るのが難しかった。映像の活用は考

えられないのか。 

 第一分科会で聞いた活動報告以外の内容についても、ポスターから情報を得ることができた。またポス

ターセッションに関わった学生達が真剣に取り組んでいる姿を見て感動した。 

 手の込んだものばかりで熱量を感じた。 

 活動報告をより細かく見られた。 

 取り組まれた内容がわかりやすく整理されて表示されていた。 

 学生の様々な活動を知ることができたから。 

 様々な方面からの情報を得ることができた。 

 質問に対し学生さんにしっかり回答いただいた。 

 様々な取組が一望できて良かった。ポスターは文字情報がやや過多かなと思う。 

 一通り見させて頂いたが、一つ一つを十分に見る時間を取れなかったので、評価するには至らなかった。 

 分かりやすい掲示で様々な取組が分かった。「校内寺子屋」支援と日本語指導支援では詳しい説明をあ

りがとうございました。 

 学生さんが質問に丁寧に答えてくださった。分かりやすかった。 

 学生の生の声があり参考になった。 

 良かったと思う。 
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 様々なことを学ぶことができた。 

【Ⅲ－5】〈分科会〉パネルディスカッションについて 

〈第一分科会〉 

 盛りだくさんの内容だったが、まとめとしてよかった。 

 基調講演で取り上げられていた、サービスラーニングについて、更に具体的に、そして活動報告の４つ

のテーマについて、細かく取り上げられていてとても分かりやすかった。 

 明海大学の強みが分かった。 

 実際の活動から何が起こっているのか報告いただき、来年自分も参加したいと思った。 

 分かりやすい内容であった。 

 話を聞いて、行動に起こすという意図を考えることができた。 

 お互いの意見交換の中で新しい発見があった。 

〈第二分科会〉 

 英語の良さ、魅力がそれぞれの立場で価値づけられ教えてもらえた。 

 立場を変えたときの物の見え方の違いということを改めて認識させていただいた。石鍋先生のコーディ

ネートさすがだった。 

 パネリストの方々の方向づけがしっかりしており、全体として分かりやすい内容であった。ただ、時間

が短かったのか、もう少し深まりが出るとより良かったと思う。自分のこと（平素の教育活動）を振り

返る機会となった。ありがとうございました。 

 どの取組も継続が大切と感じた。 

 各分野の方の話が聞けて参考になった。 

 とてもいい話ができた。 

〈第三分科会〉 

 時間がもう少し欲しかった。行政職の意見や後ろに座っていた多くの学生さんの生の声を交し合えたら



93 

よかったと思う。 

 終始和やかで楽しかった。 

 自ら参加しやすい空気だった。 

 後半の方が内容が入りやすい。 

 和やかな雰囲気で良かった。 

 良かった。 

 良かったと思う。 

 教職では必要なものを聞けて良い勉強になった。 

 この時間をもっと長くしていただいて、学生の方々のその場での言葉をもっと聞きたいと感じた。 

【Ⅳ】活動報告/ポスターセッションに関わった学生・大学院生にお言葉をいただけますか? 

 学校教育への支援ありがとうございます。シンポジウム準備・発表お疲れ様でした。 

 高校生が自分の意見を言えていてすごいなと思った。 

 感想を言った時緊張しましたが頑張って言えた。 

 お弁当がおいしかった。自分の感想を言ったから気持ちがいい。皆の前で話をしていい機会になった。

ありがとうございます。 

 年々進化していると思う。まさにサービスラーニングだと思う。応援しています。 

 お疲れ様でした。ボランティアに参加したことで得られた経験は、素晴らしいと思う。活動報告の中で

たくさんの様々な活動とその内容を知る機会を得ることができた。ありがとうございました。 

 活動内容、思ったこと等まとまっており非常に分かりやすかった。準備がとても大変だったと思う。お

忙しい中素敵な発表をありがとうございました。 

 授業外での活動にも力を入れていて、自らの力となっている姿を見られて私自身来年次以降、何をすべ

きか明確に見えてきた。ありがとうございました。 

 一生懸命取り組んだ様子がよく分かった。また指導法について工夫されていることも分かった。今後も

頑張ってください。宜しくお願いします。 

 自分にとっても皆にとっても良い経験になった。様々な情報から自分のやるべきことを細かく考えさせ
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られた。ありがとうございました。 

 私もあけみ英語村に参加して楽しかったので、小学生など子供達と英語を使って交流できる機会を増や

してほしいなと思った。 

 実際に中学校の授業に参加した話を聞いて、実際の授業の様子などを知ることができて良かった。 

 ありがとうございました。 

 「校内寺子屋」支援も日本語指導支援も都立高校の生徒の言語の支援として大変貴重かつ有意義な取組

と思った。取り組んでいらっしゃる学生さんたちの熱心さにも感銘を受けた。 

 ありがとうございました。 

 学生にとって、とてもいい機会だと思った。緊張したり、事前の準備をしたりしている姿が感じられた。 

 留学生の方が来日してどれだけ過ごしたか分からないが、とても日本語が上手なのでびっくりした。こ

れからも日本の子供達と英語を通した交流を続けてください。ありがとうございました。 

 日々の授業や就活で大変お忙しい中での準備、発表本当にありがとうございました。学生だからこそ気

付けるポイントを是非こういった場で伝えていただきたいと思う。 

 お疲れ様でした。先輩のように多くのことにチャレンジしてみたい。 

 とても良かった。 

 君塚君のスピーチがとても一年生とは思えないくらいきちんとした姿勢と分かりやすい発表であった。

とても inspireされた。本当に素晴らしかった。金子君をはじめとする同期の活躍を見て私も頑張らな

くちゃと思った。 

 とても良かったと思う。 

 良かったと思う。 

 青少年自立支援プロジェクトや小学校におけるボランティアの学生が参加することは本当に良いこと

だと思った。特に教員志望の学生には、活動を通して指導力や勉強に不足している面が明らかになるし、

人に何かを教えるといった面で現状自分達が抱えている課題が自覚できると思った。 

 説明お上手でした。 

【Ⅴ】本シンポジウム全体を通じてのご意見をお聞かせください。 

 全体的に構成が良いと感じた。日本語指導教材サンプルをいただけると参考になる。 
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 良い経験になった。 

 今回のシンポジウムで、地域連携で教育を進めることの重要性がとても分かった。参加できて良かった

と思う。 

 メインの第一〜第三分科会に出席する学生が少なくもったいないと感じた。 

 教育に対して大学と連携することでより深い学びが得られるということに面白さを感じた。 

 高校生の為に工夫し研究して取り組んでいることが分かった。 

 貴重な体験をすることができた。日本の教育はこれからの社会に直結すると思った。 

 足立区との連携において成果と課題を確認できた。今後の取組の検討材料をたくさんいただくことがで

きた。 

 難しい内容もあったけれど、教員についても知ることができたし、色々なプロジェクトの内容や感想を

知れて、プロジェクトに参加することによって自分も成長できると感じたので、積極的に参加していき

たい。 

 知らなかった教育の現状や、大学生と地域の関係などを知ることができ良かった。 

 学べました。感謝です。 

 大学と地域連携の取組は、地域の人々にとっても学生にとっても学び多い場となって win winの関係で

あることが素晴らしいと思う。引き続き継続していっていただけると嬉しいし、他方面での取組のヒン

トにもなった。 

 実践報告、村上先生のご講演大変勉強になった。やはり継続することや共働の意識が大切になる。地域

連携の在り方も大変参考になった。 

 参考になった。 

 とても参考となるテーマだったと思う。これからの事業の参考になると思った。 

 金子先生にお尋ねします。今後中学校異文化体験においてどの様な Activity が「成功体験を積ませる

上で効果的」でしょうか?また中学校はどの様な準備が必要でしょうか? 

 留学生や大学教授との関わりや成果がこんなにあるとは思わなかった。もっと関わることのできる学校、

機会が増えたらいいなと思った。 

 留学生とどういう英語を通じて関われるか可能性としての様々な考えが思い浮かぶ。 

 参加者にも進行表などがあると助かる。 
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 とても良かった。 

 ボランティアに足を運んでみたいと思った。忙しいを理由にしないで、もっと忙しく「忙しい→充実し

てる」と考えられるように。 

 活動の内容や感想といった貴重なお話を聞けて良かった。また、パネルディスカッションでは多くの質

疑応答があり大変有意義な時間を過ごせた。 

 時間オーバーしすぎ。長いし個性があまりない。 

 良かったと思う。 

 明海大学とその他の機関が互いに協力し合って学生と共同機関がより良いこれからの未来をつくろう

としていることが分かった。 

 教職で必要なものを知れて良かった。 

 政治家を目指す中で様々なことが知ることができた。しっかりと考えて行動したいと思う。 

【Ⅵ】今後どのようなテーマのシンポジウムに参加したいですか? 

 私は国語の教職課程を取っているので国語教育についても気になる。国語教育についてのテーマもあれ

ば良いなと思った。 

 これからの教育、教育者の在り方について。 

 第 1回シンポジウムのテーマが、原点だと思う。小・中・高の各段階に、日本語を母語としない子供達

が入学して学んでいる。どのように指導して行けば良いのか、効果的な学習指導にはどのような方法が

あるかということを継続して行うことが良いのではないかと思った。「共生」「受容」ということを本日

は考えた。大変勉強になった。本日はありがとうございました。 

（東京都立竹台高等学校 副校長 土崎祐一郎） 

 もっと色々なジャンルやテーマのシンポジウムに参加したいと思った。 

 今後の英語教育について 

 AI（翻訳機器等）の効果的活用 

 この様な内容のシンポジウムにまた参加したい。 

 内容が面白く、もっと個性的で、４．５時間もかからないシンポジウムがいい。 

 興味を惹かれるようなもの。 
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