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特性を生かして,国際協力機構,文部科学省及び在日大使館と連携する
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1.研究の経緯
信州大学教育学部では, 2000年度から2002年度まで,ガーナ共和国小中学校理数科教
育改善計画を実施してきた.これは国際協力事業団(現在の国際協力機構JICA,以下JICA

と略す)の委託を受けて,広島大学教育開発国際協力センターを中心に福岡大学,宮崎大
学とのコンソーシアム体制で実施してきたものである.西アフリカ,ガーナ共和国の国外
研修には, 2000年度には吉田稔教授, 2001年度には榊原保志助教授(現在,教授), 2002

年度には勝木明夫助教授(現在,全学教育機構准教授)の理数科学教育講座に所属する教
員が派遣され理数科教育の実態調査を行った.また, 2004年度には｢シンポジウム

子ど

もの異文化探険一海外教師経験者たちに学ぶ｣, 2005年度には｢教育フォーラム

小･中

学校,高等学校,大学の国際理解教育の理論と実践報告｣を実施した･本共同研究の目的
は,大学共同利用機関としての国立民族学博物館の特性を活かして, JICA,文部科学省

及び在日大使館と連携する大学人を中心に,小･中学校,高等学校の教育現場で国際理
解教育の実践に従事している教師との共同研究を組織することで,学校現場でのニーズ
に対応した国際理解教育の理論と実践に関する研究を行うものである.なお,本共同研
究プロジェクトは, 2006年度国立民族学博物館共同研究プロジェクトの公募に申請して
採択されたものである.

2.研究組織と共同研究会
2.1研究組織の体制

研究組織は,研究代表者,共同研究員(館外研究員),共同研究員(館内研究員),特別

講師からなる.研究代表者は,阿久津昌三(信州大学教育学部教授)が務めた･大学関
係の共同研究員(館外研究員)には,青木澄夫(中部大学国際関係学部教授),クスビ･
サコ(京都精華大学人文学部准教授),大津和子(北海道教育大学教育学部(札幌校)敬

授),黒田則博(広島大学教育開発国際協力センター教授),酒井英樹(信州大学教育学
部准教授),佐藤郡衛(東京学芸大学国際教育センター教授),店田贋文(早稲田大学人
間科学学術院教授) ,藤田英樹(信州大学教育学部准教授,現在･鳥取大学教育学部准教
授),和崎春日(名古屋大学大学院文学研究科教授,現在･中部大学国際関係学部教授),
共同研究員(館内研究員)には,池谷和信(国立民族学博物館民族社会研究部教授),中

牧弘允(国立民族学博物館民族文化研究部教授) ,吉田憲司(国立民族学博物館文化資源

研究センター教授)を配置した.
国立民族学博物館の共同研究プロジェクトのなかで独創的であったのは小･中学校,

高等学校の教諭を大学共同利用機関のプロジェクトの共同研究員(館外研究員)に加え
たことである.国立民族学博物館開館30周年の歴史のなかでも噸矢となるものである･
特に,長野県における次世代の国際理解教育をめざす教員を養成するために,長野県下

の小学校教諭3名,中学校教諭2名,高等学校教諭3名を参加させた.小学校教諭は,
千葉節子(長野市立城山小学校教諭,現在･長野市立西条小学校教諭),中山晴美(小諸
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市立美南が丘小学校教諭,現在･ドバイ日本人学校教諭),西滞浩(長野市立中条小学校
教諭)の3名,中学校教諭は,百瀬顕正(信州大学教育学部附属松本中学校教諭,現在･

塩尻市立塩尻中学校教諭),渡辺正実(須坂市立東中学校教諭,現在･須坂市立常盤中学

校教諭)の2名,高等学校教諭は,菅沼節子(長野県下伊那農業高等学校講師,現在･
長野県飯田長姫高等学校講師),長嶋幸恵(長野県上田染谷が丘高等学校教諭,現在･長
野県軽井沢高等学校教諭),宮本由美子(長野県上田染谷が丘高等学校教諭)の3名であ
る.

2.2共同研究会の実施

(1)平成18年度の共同研究会
①2007年1月12日(金)

午後1時30分〜

国立民族学博物館第2セミナ一室

阿久津昌三｢国際理解教育の現代的課題｣
黒田則博｢日本の国際教育協力の手法‑7つの協力プロジェクトの比較分析から｣

青木澄夫｢中高生の国際意識一国際理解短歌コンテストから見えるもの｣
②2007年1月26日(金)

午後1時30分〜

国立民族学博物館第2セミナ一室

佐藤郡衛｢『共生』を軸にした国際理解教育の実践‑神奈川県川崎市の取り組みから｣

藤原孝章｢国際理解教育･国際協力とみんぱくの文化資源｣
③2007年2月17日(土)

午後1時〜

信州大学教育学部W503講義室

菅沼節子｢下伊那農業高等学校の国際理解教育の実践｣
阿久津昌三｢『開発教育を学ぶ人のために』の企画案を中心として｣
④2007年2月18日(目)

午前10時〜

信州大学教育学部W503講義室

佐藤裕之｢『共生』を軸に学校をつくる/ 『共生』の授業にどう取り組むか｣

池谷和信｢国際理解と社会科教科書のなかのアフリカ｣
渋滞文隆｢コメント｣

中牧弘允｢国立民族学博物館を活用した博学連携の国際理解教育｣
⑤2007年3月17日(土)

城島

午後1時30分〜

国立民族学博物館第4演習室

徹｢記者が見た信州の国際理解教育｣

石上俊雄｢青年海外協力隊訓練所の国際協力の実践｣
篠崎泰昌｢開発援助の潮流一内発的発展‑向けての国際援助の世界での取り組み｣
(2)平成19年度の研究内容
①2007年10月12日(金)

午後1時〜

国立民族学博物館第4演習室

ウスビ･サコ｢仏語圏のアフリカの学校｣

大津和子｢英語圏のアフリカの学校｣
②2007年10月13日(土)

午前10時〜

国立民族学博物館第4演習室

阿久津昌三｢日本人学校に見る『日本人』概念の再検討｣
宮下健治｢ナイロビの日本人学校｣
小谷将紀｢ドイツの日本人学校｣
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小島

勝｢日本人学校論‑異文化間教育史の視点から｣

③2007年12月8日(土)

午後1時30分〜

国立民族学博物館第1演習室

阿久津昌三｢滞日アフリカ人の生活戦略プロジェクト｢新宿歌舞伎町及び大久保調査｣

川田q薫｢在日ナイジェリア人のコミュニティー同郷人団体の設立と役割から見える
定住化の道程｣

高畑

幸｢在日フィリピン人の組織化と地域社会‑の参加‑名古屋市中区栄東地区を
事例として｣

④2007年12月9日(日)

午前9時30分〜

国立民族学博物館第1演習室

店田鹿文｢滞日ムスリム人口の出身地地域別生活実態一関東大都市圏における在日ム
スリム調査(2005/2006)年より｣
盛

弘仁｢コメント｣

岡井宏文｢滞日ムスリムによるモスクの設立とイスラーム組織の活動｣
盛

恵子｢コメント｣

(3)平成20年度の研究内容
①2008年5月23日(金)

午後1時30分〜

国立民族学博物館第3演習室

阿久津昌三｢国際協力と人類学の『知』の実践｣
小林論子｢長野県教員等ネットワーク｣
山形茂生｢21世紀の国際支援一国際協力の現場から｣
②2008年7月12日(土)

午後1時〜

信州大学教育学部第1会議室

｢長野県グローカル･ネットワークの構想のために一多文化共生社会における民･

官･学･博の協働体制｣
第1部

長野県教員等ネットワークの構築

小林論子｢JICAボランティアにおける現職参加教員制度の意義｣

中山晴美｢アフリカを知ろう一国際理解教育実践報告｣
北村静香｢ケニアの紙芝居を作ろう‑国際理解教育実践報告｣
田速芳明｢アフガニスタンとの交流一国際理解教育実践報告｣
千葉節子｢コメント｣

第2部 長野県日本語教育ネットワークの構築
春原直美｢長野県外国籍住民学習支援の現状と課題｣
熊谷

晃｢長野県における日本語教育一民･官協働ネットワーク化の取組み｣

中牧弘允｢コメント｣

③2008年9月20日(土)

午後1時〜

国立民族学博物館第4演習室

若林チヒロ｢ガーナを暮らす日本人妻子の生活戦略｣
山田真実｢日本人が見あたらない『日本の街』一二New ForeignerTbwn｣

川村千鶴子｢多文化都市･新宿の深層‑ 『｢移民国家日本｣と多文化共生論』 (明石書
店)を中心として｣
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④2009年2月28日(土)

午後1時30分〜

国立民族学博物館第7セミナ一室

春原直美｢長野県の外国籍住民学習支援と民･官･学協働の政策づくり｣
佐久間孝正｢外国人の子どもの受け入れ施策にみる自治体間格差と国家｣

(4)平成21年度の研究内容
①2010年2月6日(土)

午後1時30分〜

国立民族学博物館第2演習室

研究成果報告書に関する編集会議
②2010年3月20日(土)

午後1時〜

信州大学教育学部M301講義室

青少年のための国際理解教育の祭典

3.国際理解教育の理論と実践
(1)国際教育協力プロジェクトの教訓

黒田則博は｢日本の国際教育協力の手法…7つの協力プロジェクトの比較分析から｣と
題して発表を行った(広島大学教育開発国際協力研究センター, 2006).青木澄夫はコメ
ンテーターの役割をはたした.これらの共同研究員はいずれもJICAと連携を図りながら
大学教育の実践を行っている研究者である.黒田則博がJICAとの連携で国際教育協力に
従事しているのに対して,青木澄夫はJICAタンザニア駐在事務所長から大学教員に転身
した経歴をもっている. JICAと連携した大学を拠点とする国際教育協力の手法について,
(a)事業案件発掘･形成過程, (b)プロジェクトのデザイン, (C)国内支援体制, (d)
投入, (e)現地でのプロジェクトの実施方法, (f)成果の各観点の比較研究から,各観点
別の教訓はきわめて重要な提言である(黒田2007a, 2007b).

(2) ｢共生｣を軸にした国際理解教育

佐藤郡衛は｢『共生』を軸にした国際理解教育の実践‑神奈川県川崎市の取り組みから｣
と題して発表した.報告の概要は, (a) ｢国際化｣のパラダイムの転換, (b) ｢国際｣とい
う枠組みを変える必要がある, (C)国際理解教育の取り組み‑川崎の事例, (d) ｢共生｣

を軸にした国際理解教育, (e)この実践から見えてきた視点一分析の視点にもなる, (f)

国際理解教育の授業づくりからなる.川崎市における多文化共生の学校づくりの経緯につ
いては佐藤郡衛(2001)を参照されたい. ｢共に生きる教育｣とは何か, ｢共生｣を軸に学

校をつくるにはどのようにしたらよいのか, ｢共生｣の授業にどう取り組むか, ｢共に生き

る授業｣をどのようにしたらよいのかを中心に発表があった.この実践を通して,多様性
(差異と共通性),相互依存･相互理解,比較,参加･共同,自己肯定感,未来志向(課題

解決を通した創造)という分析の視点から国際理解教育の授業づくりはどうようにすれば
よいのかについて具体的な提言があった.

佐藤郡衛の研究発表を受けて,信州大学教育学部で開催した共同研究会では『 ｢共に生き

る子ども｣を育てる国際理解教育』の共編者の佐藤裕之を特別講師として招聴した.佐藤
裕之(川崎市立殿山小学校教頭,前･川崎市総合教育センター指導主事)は｢『共生』を軸

に学校をつくる/ 『共生』の授業にどう取り組むか｣と題して発表した.佐藤郡衛が川崎

‑

5

‑

市総合教育センターの専門員として多文化共生社会の学校づくりに連携してきたという経
緯があるからである.川崎市には｢国際理解教育｣を課題にして｢長期研修員(川崎市総
合教育センターに1年間所属)と研修員(各学校に所属し,月に数回センターで研修)が
指導主事と共に授業づくりと実践を行い,その成果を発信していくという制度｣がある･

佐藤裕之は長期研修員と研修員との共に授業づくりと実践のための指導にあたった(佐
藤･佐藤

2006;佐藤

2005). ｢共生｣を軸にした国際理解教育のためにどのように教員

と指導主事と大学教員が協働するのかというひとつのモデルとなった.これは長野県総合
教育センターも学ぶべきであろう.

(3)博物館を活用した国際理解教育
共同研究会では,博物館を活用した国際理解教育を主題とするものについては,藤原孝
章｢国際理解教育･国際協力とみんぱくの文化資源｣,池谷和信｢国際理解と社会科教科書
のなかのアフリカ｣,中牧弘允｢国立民族学博物館を活用した博学連携の国際理解教育｣の

研究発表を企画した.

藤原孝幸(同志社女子大学現代社会学部教授)は国立民族学博物館を活用した国際理解
教育･国際協力の授業づくりを提案した.藤原孝章は,世界の視点から国際協九開発途
上国の情報(貧困･開発),外国の文化資源･遺産というGloballssues,国内の視点から
多文化共生,地域の外国人との共生,教室の中の外国人の子どもとの共生というLocal and
Nationallssuesをとりあげ,国際理解教育･開発教育の知見･みんぱくの文化資源･ JICA

/青年海外協力隊員の経験をもとに教材開発の視点と課題を明らかにした(藤原

2009)･

池谷和信(館内研究員)は高等学校の教科書地理A,地理Bを題材に発表した.特別講

師として招聴した渋滞文隆(信州大学教育学部教授)から貴重なコメントをいただいた･
昨年,国立民族学博物館の展示が新装されたが,世界の諸地域の展示を見て,教科書の世

界がまさに展示されていることを目の当たりにして,小･中学校,高等学校の児童･生徒

のための博物館の機能がいかに重要であるかを再認識することができた.中牧弘允(館内
研究員)は森茂岳雄,多田孝志とともに『学校と博物館でつくる国際理解教育』をまとめ
ている(中牧,森茂,多田

2009).長野県の場合には,小･中学校,高等学校の修学旅

行では京都･奈良をはずせないため国立民族学博物館を訪問する日程をとることがきわめ
て困難であるが,リトルワールド野外博物館との連携によって博物館を活用した国際理解
教育を実践している.
(4) JICAと連携した国際理解教育

大学及び博物館が国際協力及び開発援助にどのように貢献できるかを認識するために,
石上俊雄(JICA駒ヶ根訓練業務長),篠崎泰昌(信州大学国際交流課長,現在･ JICA駒
ヶ根総括チーム長),山形茂生(JICA駒ヶ根所長,現在･ニジェールJICA駐在員),小

林論子(JICA長野県国際協力推進員)のJICA関係者を特別講師として招聴した.石上
俊雄は｢青年海外協力隊訓練所の国際協力の実践｣ ,篠崎泰昌は｢開発援助の潮流一内発的
発展‑向けての国際援助の世界での取り組み｣,山形茂生は｢21世紀の国際支援一国際協
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力の現場から｣,小林論子は｢JICAボランティアにおける現職参加教員制度の意義｣と題
して研究発表を行った.現職教員特別参加制度は2001年度に文部科学省とJICAとの連

携により創設されたものである.この制度で派遣された現職教員の約93%が参加してよか

ったと回答している.教員として質的に向上しているという著しい成果がみられることに
期待したい.

JICAとの連携については,西揮浩らがJICAの協力を得て｢長野県教員等ネットワー

ク｣を構築した.長野県教員等ネットワークは, 2005年度に,当時の長野県教育委員会義
務教育課長よりJICA駒ヶ根に,外国人が急増している長野県において外国籍児童･生徒

の教育が大きな問題になっており,このような問題に対応できる人材の発掘する依頼があ
ったことが発端となっている.特に,海外青年協力隊の経験者のなかで教師になっている

人材のデータベース化がもとめられて構築されたものである.海外渡航経験がある教師た
ちが自分たちの体験をもとに国際理解教育の実践を行っていることが長野県教員等ネット
ワークのホームページから実感することができる(阿久津

2008). JICAの事業仕分けの

対象となりかけたが教員等の熱意で再構築された.
(5)長野県グローカル･ネットワーク構想のために

①国際理解教育実践報告

城島徹は,毎日新聞社長野支局長(現在･毎日新聞社大阪本社生活報道センター長)の
時代に,国際理解教育の実践を行っている教師たちを取材したルポをまとめている(城島
2006).また,本共同研究プロジェクトでは｢長野県グローカル･ネットワーク構想のた

めに｣と題して, ｢長野県教員等ネットワークの構築｣と｢長野県日本語教育ネットワーク

構築｣と題して共同研究会を開催した.中山晴美が｢アフリカを知ろう一国際理解教育実
践報告｣ ,北村静香(坂城町立坂城小学校教諭)が｢ケニアの紙芝居を作ろう一国際理解教

育実践報告｣,田適芳明(千曲市立治田中学校教諭,現在･泰阜村立泰阜中学校教諭)が｢ア

フガニスタンとの交流一国際理解教育実践報告｣と題して研究発表をした.これらの教諭
は筑波大学教育開発国際協力研究センターでも発表している.
菅沼節子は, ｢長野県内のインターアクトクラブとJICA･JOCA･地域との連携｣と題

して高等学校の現場における国際理解教育実践報告をしている.多文化共生社会を創造す
るために個と個,個と集団,集団と集団とを結びつけるフアシリテ一夕‑の必要性を提起
した.

②外国籍児童･生徒の学習支援活動
春原直美((財)長野県国際交流推進協会常任理事兼事務局長, 2009年3月退任)は｢長
野県外国籍住民学習支援の現状と課題｣,熊谷晃(長野県農政部農業政策課長補佐,現在･

出向中)は｢長野県における日本語教育一民･官協働ネットワーク化の取組み｣と題して
研究発表をした.これらの発表者は,平高史也･野山広･春原直美･熊谷晃編『共生‑ナ
ガノの挑戦‑民･官･学の外国籍住民学習支援』 (信濃毎日新聞社, 2008年)を出版して
外国籍児童･生徒の学習支援活動を訴えている.これらの学習支援活動を見ると｢民｣ ｢官｣
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｢学｣との連携が機能していない実情にたまりかねて,講演を聴いた平高史也(慶鷹義塾

大学総合政策学部教授)に支援をもとめてサンタ･プロジェクトを立ち上げた.しかしな
がら,これらの熱意のある人たちによるボランティアに依存しているのが実情である.こ

のような実態を打破するためにはどうしたらよいのかを模索するために,佐久間孝正(立
教大学社会学部教授,現在･立教大学名誉教授)が,外国人集住都市を中心とする事例を

中心に｢外国人の子どもの受け入れ施策にみる自治体間格差と国家｣と題して発表した･
この研究発表を受けて,春原直美が｢長野県の外国籍住民学習支援と民･官･学協働の政

策づくり｣と題して発表した.長野県のなかでも自治体間格差があることが明らかになっ
た.

(6)外国人集住都市の実態
本共同研究プロジェクトには,青木澄夫,阿久津昌三

ウスビ･サコ,大津和子,黒田

則博,店田鹿文,和崎春日,池谷和信,吉田憲司の共同研究員がアフリカ研究を行ってい

るという特性を生かして滞日アフリカ人を中心とする外国人集住都市に研究対象を絞って
実態を解明しようとした.
阿久津昌三は｢滞日アフリカ人の生活戦略プロジェクト｢新宿歌舞伎町及び大久保調査｣

と題して研究発表をした.新宿歌舞伎町にはガーナ人 六本木にはウガンダ人が多く働い

ているという実態報告がある.川田薫(名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程)は｢在
日ナイジェリア人のコミュニティー同郷人団体の設立と役割から見える定住化の道程｣と
超して発表した.これは新宿歌舞伎町を中心とするナイジェリア人のコミュニティ実態調
査である. ｢新宿｣を通時的,共時的に分析するために,川村千鶴子(大東文化大学環境創

造学部准教授)は｢多文化都市･新宿の深層‑ 『｢移民国家日本｣と多文化共生論』 (明石
書店)を中心として｣と題して発表を依頼した.また,週刊文春編集部で特派カメラマン
として滞日外国人の写真を撮っている山田真実は｢日本人が見あたらない『日本の街』 ‑
New Foreigner lbwn｣と題して発表した.これは映像で見る滞日外国人の実態が明らか

になった.

高畑幸(広島国際学院大学現代社会学部専任講師)は｢在日フィリピン人の組織化と地
域社会‑の参加一一名古屋市中区栄東地区を事例として｣と題して発表した.高畑幸は滞日
フィリピン人の実態調査を学問的に流行する前から実施していること, ｢名古屋｣を対象と
する滞日アフリカ人との住み分けの実態を解明するためである.

滞日外国人のなかでもムスリムを研究対象としているのは早稲田大学であるが,店田鹿
文は｢滞日ムスリム人口の出身地地域別生活実態一関東大都市圏における在日ムスリム調
査(2005/2006)年より｣,岡井宏文(早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程)

は｢滞日ムスリムによるモスクの設立とイスラーム組織の活動｣と題して発表した(岡井
2007).これらの発表に対して,盛恵子(名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程)は

｢東京ジャーミイに集うセネガル人‑ムリッド教団信徒のダイラ活動と相互扶助｣,盛弘仁
(名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程)は｢家族の拡大と名付け‑セネガル人ミュ
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‑ジシャンのバックグラウンド｣と題して発表した.在日外国人に関する実態調査は移民

研究の流行ともなっているジャンルであるが,多文化共生の学校づくりなどとの連携が必
要となることを再認識した.外国人集住都市の実態調査は,教育学,文化人類学,社会学
との学術的な連携を必要とする領域である.

(7)日本人学校に見る｢日本人｣概念の再検討
若林チヒロは｢ガーナを暮らす日本人妻子の生活戦略｣と題して発表をした.ガーナに
暮らす日本人の生活を通してアクラ補習授業校の実態が明らかになった.具体的には,日
本人学校及び補習授業校に見る｢日本人｣概念の再検討という新たな課題が浮びあがった.

日本人学校の事例については,宮下健治(伊那市立西箕輪中学校教諭)が｢ナイロビの日
本人学校｣,小谷将紀(山形村立山形小学校教諭)が｢ドイツの日本人学校｣と題して発表
をした.海外にある教育施設には,日本人学校,補習授業校,私立在外教育施設,その他

の日系教育施設,現地校,国際学校がある.日本人学校とは｢日本国内の義務教育と同等
の教育を行う目的で設置されている全日制の教育施設で,文部科学大臣が認定した学校｣

であり,補習授業校とは｢主として現地校などに通学しながら,土･日曜日や平日の放課
後を利用して日本国内の学校で学ぶ国語や算数などの基幹科目を日本語で学習するための

教育施設｣である.戦後の日本人学校については佐藤郡衛が｢日本人性｣の問題との関係
で論述しているので,小島勝(龍谷大学文学部教授)を特別講師として招聴することで戦
前の日本人学校の系譜と展開について異文化間教育史の視点から発表した.

これらの視点から｢日本人｣概念を再検討する試みはアフリカの日本人学校及び補習授
業校の実態調査を計画している.具体的には,エジプトのカイロ,ケニアのナイロビ,南
アフリカのヨハネスブルクの日本人学校とエチオピアのアジスアベバ,ガーナのアクラ,
ジンバブェのハラレ,コートジボワールのアビジャン,タンザニアのダルエスサラーム,

チュニジアのチュニス,モロッコのラバトの補習授業校を研究対象とすることで｢日本人｣

概念を再検討することができる.

(追記)

本稿は,平成22年度国立民族学博物館共同研究成果報告会(平成22年7月1日,国立
民族学博物館第4セミナ一室)での発表にもとづくものである.なお,これらの共同研究
プロジェクトで得られた知見･提言については,国立民族学博物館調査報告(SER)とし
て公表する予定である.
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