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八王子国際協会が進める国際理解教育 

 

第１章 国際理解教育のめざすもの 

 

１．国際理解教育の必要性 

社会のグローバル化が進展し、国境を越えた人、物、金、情報の行き来がますます活発

になっている現代にあって、未来を築き、次の時代を担う子どもたちに、多文化共生社会

で生きる資質を育てるとともに、人々が平和に共存できる世界を目指して、異文化理解を

深めるための国際理解教育が求められている。 

同じ地球上に共に暮らしている私たちであるが、現実社会をみれば、貧困、飢餓、紛争、

資源、環境、人権などの様々な問題を抱えていることが認識できる。このようなグローバ

ルな課題解決のためには、それらの課題を身近な問題として捉え、なぜだろうと考え、行

動することにより、多様な文化をもつ人々が相互に支え合って生きていることが大切であ

る。さらに、自己と他者の文化の違いを認め、自己の文化のみならず、他者の文化をも尊

重することを学び、相互に対立するのではなく、広い視野をもって協調することの重要性

を共有することが可能となる。そのような視野に立った教育が、国際理解教育である。 

 

 ２．八王子国際協会における国際理解教育のこれまでの活動 

（１）八王子国際協会のこれまでの取り組み  

八王子国際協会の前身である八王子国際交流団体連絡会（2004 年設立）には、JICA 八

王子研修センターが 2005 年に閉鎖されたこともあり、学校授業への外国人の派遣要請

が増え、2006 年に同連絡会の中に、国際理解教育実行委員会が発足した。その委員がボ

ランティアとして知り合いの外国人を連れて小中学校を訪問して、国際理解教育の授業

に協力した。2008 年には、八王子国際協会が設立され、組織的に活動できるよう国際理

解教育委員会が立ち上がった。この委員会では、学校と外国人とボランティアの委員が

綿密に授業の打ち合わせを行い、学校での国際理解教育への協力をした。2008 年には、

年間 12～13 校の依頼に対応して国際理解教育を行った。しかし、2011 年度からの「総

合的な学習の時間」の時数の削減と、小学校での「外国語活動」導入の決定等の影響も

あって、2010 年度以降、学校からの依頼が激減した。また委員会では国際理解教育のあ

り方やその目的等について議論を重ねた結果、全体的に見直すために、2010 年度で委員

会を休止した。 

（２）現状と課題 

2011 年 4 月からは、学校から依頼があった国際理解教育授業への協力は、事務局扱い

となり、事務局で学校との打ち合わせや外国人講師との調整などを行ってきた。依頼件

数は、2011 年が 6 件、2012 年が 4 件とそれほど多くはないが、熱心な取り組み姿勢をも

つ学校が多い。また、授業プログラムの展開のひとつとして、JICA 多摩地区デスクとの

連携は欠かせないものとなっている。学校からの依頼内容に応じて国際理解教育の授業

をコーディネートし、ときにはファシリテート（facilitate）し、また協力してくれる外国
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人講師に授業の目的、ねらいを説明する作業を事務局だけで対応することが、困難な状

況として挙げられる。 

 

３．国際理解教育を進めるにあたっての地域の特性と課題 

・ 八王子市では現在約 9,000 人の外国人が暮らしており、出身国はアジアや南米を中心に

90 か国を超えている。外国籍の子ども（児童・生徒）は 300 人を超え、外国にルーツを

もつ子どもは、潜在的にさらに多いと考えられており、その数は増加傾向にある。 

・ 各学校には外国にルーツをもつ子どもたちがいて、異なる文化を有する子どもたちが

共に学んでいる。 

・ 学園都市八王子市内の 23 大学等には 3,000 人余の留学生が在籍している。 

・ 外国人市民にとって言葉の壁のみならず、医療、教育、住宅、就労等の問題は大きく、

文化・宗教による習慣の違いから誤解を生じることもある。多様な文化背景をもつ多年

齢層の人々と日本人市民とのより深い相互理解が求められている。 

  

第２章 八王子国際協会が取り組む国際理解教育 

 

１．ねらい 

多文化共生社会が進む中、子どもたちは学校教育や様々なメディアからの情報を通して、

世界における日本について個々に知識を獲得している。しかし、それにより異文化に対す

るステレオタイプな認識が形成されていることも事実である。そこで、国際理解教育を通

して、子どもたちに多様な視点に立って事象を認識し、社会に関心をもつように導くこと

が第一歩である。 

周りを見れば八王子市には、異なる文化背景をもつ多様な外国人が身近に住んでいるこ

とや、外国にルーツをもつ友だちとともに学んでいることがわかる。また、学園都市とし

て多くの大学等がある八王子市には、留学生が 3,000 人以上在籍している。彼等の文化、

価値観を理解し、尊重する態度を育むことは多文化共生社会で暮らしていく子どもたちに

とって大きな力となる。子どもたちが、将来、自立して社会と関わっていけるように、自

己を尊重するとともに他者を尊重して、相互にコミュニケーションできる力を身につけさ

せることが求められている。 

さらに、これからの時代を担う子どもたちが、地球上で起きている様々な出来事は自分

たちの生活と密接に係わっており、相互依存の関係にあることを、国際理解教育のプログ

ラムを通して学び、主体的に現代社会の課題に取り組む力を育成することも大きなねらい

である。現在の自分たちの立場で何ができるか、どのようにして行動につなげられるか、

持続可能な多文化共生社会の実現のために考え、行動する力を育むことが肝要である。 

 

２．内容 

他者との違いを認め、相互に尊重し合える多文化共生の土台となるのは、まず、国際理

解教育の学習領域における知識を得ることである。その上に立って、実際に文化の違いに

触れ、それを実感すること、違いの中から共通点を見出すこと、交流を続けて“共感的に
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理解する”こと、そしてそのような体験学習の過程を経て、意識・態度の変容、さらには

行動の変容につながっていくことが可能になる。 

国際理解教育をより効果的に実践するために考慮すべき点として、「学習領域」、「対象」、

「方法」、「他機関との連携」の４項目を挙げ、それぞれについて、将来に向けて可能性を

追求していきたい点を挙げる。 

（１）学習領域： 

一つの題材やねらいを選んだ上で、柔軟に他領域との重なりの部分にも発展させるこ

とが重要である。 

①それぞれの国、地域の固有の文化、歴史、伝統、習慣や価値観を学ぶ。 

②持続可能な地球社会の形成に関する課題―人権、環境、平和、開発等の問題を学ぶ。 

③地域社会での文化、習慣、価値観の違いから生じる差別、いじめの問題を考える。 

④八王子市の地域特性を生かせる題材を使う。（アンケート内容参照） 

⑤コミュニケーション力、自己確立の向上をめざす。 

（２）対象： 

より広く国際理解教育を浸透させていくためには、学校の教育課程の全領域におい

て実践することが効果的と考える。価値観や態度が固定化されていない段階で始める

方が、良好な効果が期待できる。また子どもたちに大きな影響をもつ教員も対象とし

て重視する。同時に実際の日常生活場面で触れ合う地域住民への働きかけも重要であ

る。 

①小・中学校の児童生徒及び教員 

②地域住民（日本人市民、外国人市民、留学生） 

（３）方法： 

国際理解教育を実践するにあたり、その方法に関して考慮すべき重要な視点を挙げる。 

①学習形態 

・自ら課題を発見する主体的な学習 

・能動的に取り組むことのできる参加型の体験学習 

・学習者、指導者、協力者等の相互交流を通して、新たな学びが生まれる協同学習 

・事前の調査や事後の振り返りを大切にする学習 

・継続性を重視した学習 

②学習の場や講座の種類 

・学校と八王子国際協会との連携する授業 

・様々な国の外国人講師、留学生による講座 

・JICA 国際協力推進員等の協力を得る出張型の出前講座 

③多様な講師の活用 

・地域在住の外国人 

・地域 23 大学等の留学生 

・海外での職業経験・生活体験の豊富な人材 

④研修会 

・講師の養成 

3 



 

 

・コーディネータの養成 

・一般市民への啓蒙 

（４）他機関との連携 

①八王子市多文化共生推進課 

②八王子市教育委員会 

③学校 

④JICA 多摩地区デスク 

⑤地域 23 大学等（留学生、八王子国際フレンド、大学生） 

 

３．実践のための具体的なプログラム 

第一に、実践しやすいことが肝要である。資料や活用できる人材についてのきめ細かな

サポートや配慮を含んだプログラムを開発し、提供する。 

 

（１）異文化を知り、理解するプログラム 

身近なもの、人を通して、地球上には様々な文化や生活、伝統、宗教等があることを知

り、その共通点や違いを理解する。食生活や地域、外国の文化等をテーマにして、ディ

スカッションや調べ学習をする。 

＜実践プログラム＞「八王子の食卓から世界を知ろう」「地球の食卓」「地球家族」 

 

（２）自国と他国の文化・価値観を尊重するプログラム 

留学生や外国人ゲスト、日本人の異文化体験から学び、自分の文化、価値観等と同様

に、他の国の文化、価値観等を認め、尊重する。自尊感情、共感力、コミュニケーショ

ン力を育む。 

＜実践プログラム＞「新発見！八王子王国とその姉妹国」、外国人講師（留学生）の話、

JICA 海外青年協力隊員の話 

 

（３）行動につなげるプログラム 

現在、地球上にはどのような問題があり、それを解決するために様々な国や立場の人

が働いている。地球上の課題、貧困、医療、紛争、資源、環境、人権、などを考える。

そのうえで、自分にできることを考え、地球市民としての意識を持ちながら周りの人と

共有し、行動につなげる。 

＜実践プログラム＞「世界がもし 100 人の村だったら」、「貿易ゲーム」、 

JICA 発行小冊子「学校に行けない世界の子どもたち」、 

「世界の水問題」等 

 

 

４．サポートの概要 

（１）サポートの内容 

・授業で使用する教材の提供 
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・国際理解教育授業に関する相談 

・国際理解教育授業の企画 

・外国人・日本人講師による授業への協力 

  

（２）サポートの手順 

ステップ１：授業実施に関する問い合わせ 

電話、FAX、E メールによる問い合わせ 

・どのような目的でどのようなことをしたいのか、実施時期、授業時間などの相談に

応じる。 

 

ステップ２：授業の企画 

授業内容についての具体的な検討 

・対象学年にふさわしい内容やテーマ、授業の流れなど、必要に応じて提案する。 

・講師（外国人、日本人）、ファシリテータの必要性を検討する。 

・適切な教材を紹介する。 

 

ステップ３：教材の選択 

授業に必要な教材の紹介やその利用方法の提案 

・授業の内容にふさわしい教材例を紹介する。 

A 八王子国際協会で開発した教材 

a 新発見！「八王子王国」とその姉妹国（小学校 3・4 年生向け） 

b 八王子の食卓から世界を知ろう（小学校 5・6 年生向け） 

B 既成のプログラム 

  開発教育協会（DEAR）や国際協力機構（JICA）等の教材 

・その他の教材の入手方法を紹介する。 

 

ステップ４：講師の協力依頼 

プログラムに適した人材の紹介 

・外国人講師は、授業内容に応じた役割を担う。 

・日本人講師は、海外での体験をもとに国際理解を深める役割を担う。 

・ファシリテータは、ゲームやワークショップなどを取り入れて、国際理解教育授業

への導入をスムーズにするなど、授業の補助を行う。 

※学校は、別紙「申込書」にて協力を依頼する。 

 

ステップ５：実施内容の確定 

授業のねらい、時間配分、外国人講師の参加のしかたなど 

・担当教師、八王子国際協会のコーディネータ、外国人・日本人講師などと内容の詳

細を確認する。 
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ステップ６：授業の実施 

・八王子国際協会のコーディネータが、外国人講師等を引率して学校を訪問し、円滑

な授業実践の補助をする。 

 

ステップ７：交通費支払、給食交流 

・学校は、講師に交通費として所定の金額を支払う。 

・小学校においては、児童と講師との給食交流を推奨する。 

 

ステップ８：授業後の報告 

・学校は、授業終了後２週間以内に所定の用紙またはそれに準ずる用紙で、報告書を

八王子国際協会へ提出する。 

・学校は、児童・生徒の授業に関する感想文があれば、八王子国際協会へ提出する。 

 

※１～６のいずれのステップからも対応できます。 

また１～６の各ステップのみの対応もできます。 

 

  ５．推進体制   

    八王子国際協会が取り組む国際理解教育事業は、協会内に設置する国際理解教育委員

会が中心となって推進する。 

    同委員会の委員は、理事長が推薦する会員および公募会員によって構成する。 

本委員会の運営に当たって、委員長および副委員長を置く。委員長および副委員長は委

員の互選による。 
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a.『［援助］する前に考えよう 参加型開発と PLA がわかる本』 

b.『世界がもし 100 人の村だったら』 

c.『新・貿易ゲーム［改訂版２］ 経済のグローバル化を考える』 

d.『世界の食卓 フォトランゲージ』 

e.『レヌカの学び』 
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    ④ 日豪交流基金「オーストラリア体験セット」 

   ⑤（公財）かながわ国際交流財団「世界の子ども暮らしボックス」「カレーキット」 

   ⑥ JICA 横浜海外移住資料館「移民トランク」（紙芝居、移民カルタ）、他 

               

＊2015 年 3 月現在のデータに基づいています。 

 


