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（別紙様式３） 
 

令和 2 年 3 月 31 日  
 
 

研究開発完了報告書 
 
 
文部科学省初等中等教育局長 殿 

 
 

住所    京都市中京区西ノ京東栂尾町 8 番地 
管理機関名  学校法人立命館 
代表者名  理事長 森島 朋三    印 

 
 
令和元年度スーパーグローバルハイスクールに係る研究開発完了報告書を、下記により提

出します。 
 

記 

 

１ 事業の実施期間 

   平成 31 年 4 月 1 日（契約締結日） ～ 令和 2 年 3 月 31 日 

 

２ 指定校名 

学校名   立命館慶祥中学校・高等学校 

   学校長名  久野 信之 

 

３ 研究開発名 

「共鳴」と「創造」マインドを育む ―世界に通用する 18 歳― 

 

４ 研究開発概要 

 将来の多文化共生の社会において、他者に「共鳴」し、新たな社会をともに「創造」できる人材

育成を目的とする。そのため、課題研究のテーマを「多文化共生を共に創る」とし、他者との学

び・活動・研究を進める。そして、人材育成のための教育システムの構築と具体的研究手法の確

立を目指すのが本校の研究開発である。今年度は、これまでの 4 年間の実績を活かしつつも、高

校 3 年生の課題研究講座を中心に、指定終了後を見据えた 1 年間のカリキュラム開発・実施・検

討を進めた。その結果、観光開発講座と国際社会講座においては新たな取組にも挑戦した。 

 

５ 管理機関の取組・支援実績  

（１）実施日程 

業務項目 実施日程 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

SGH 事業推進のための教職員臨時加配の継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
校内に SGH 推進機構を置くことへの支援 ○ ○        ○ ○ ○ 
教育課程研究開発支援      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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（２）実績の説明 

学校法人立命館の一貫教育部や部内の教育研究･研修センターおよび総合企画部国際連携課、

広報課、立命館大学国際部、キャリアセンター、立命館アジア太平洋大学（APU）との連携や

協力のもと、以下の項目に取り組んだ。 

・SGH 事業推進のための教職員臨時加配の継続 

⇒今年度に関しては、教員定数について、SGH 推進体制に留意し国際化推進のための教員加配を

継続して行った（1 名）。また、SGH 指定が終了する次年度においても、SGH の成果の継続の

ため、教員定数に国際化推進のための加配を継続することを決定した（1 名）。 

・校内に SGH 推進機構を置くことへの支援 

⇒立命館慶祥中高においては、今年度は SGH 委員会を校内分掌として設け、委員長と副委員長に

ついては担当授業時間についても可能な限り配慮した。次年度の体制についても検討中である。 

・教育課程研究開発支援 

⇒SGH の取組をより効果的にするために、教育課程の編成において各種助言を行った。 

・アクティブ・ラーニングの手法を用いた PBL 型授業や教科指導力向上のための教員研修支援 

⇒立命館一貫教育部に置いた「附属校教育研究・研修センター」の主催で、新任研修（年間 10 回）

や教科別研修、ミドルリーダー研修などを幅広く実施し、優れた教育実践や理論から学ぶ機会

を継続して提供した。教員は、これらの機会を通して、指導力向上に資する最新の指導法や、

アクティブ・ラーニングの手法を用いた PBL 型授業等について知識を深めることができた。 

・教員海外派遣研修・立命館大学教職大学院派遣支援 

⇒教員が年間で海外や大学院で研修に専念できる研修員制度を持っている。また、各校の主に英

語科以外の教員が英語力やグローバルコンピテンシーを獲得できるように短期（4 週間以内）海

外研修を一貫教育部の予算で継続して実施しており、立命館慶祥高校からは 2 名の教員を派遣

した。また、最新の教育理論について学び、教科指導力の向上を目的とした立命館大学教職大学

院での有給研修（2 年間）も継続し、立命館慶祥中高からはのべ 2 名の教員が参加している。 

・研究成果発表会、全国高校生フォーラムへの支援ならびに参画 

AL の手法を用いた PBL 型授業や教科指導力

向上のための教員研修支援 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

教員海外派遣研修支援・大学院派遣支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
SGH 研究成果発表会・全国高校生フォーラム

への支援・参画 
         ○ ○  

海外大学、海外中高、グローバル企業、研究

機関などさまざまな提携先の紹介 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

SGH 事業推進に向けた大学教員の派遣および

PBL 型授業や研究への支援 
  ○       ○ ○  

NPO や海外大学入学センターと連携した海外

進学希望者の支援 
   ○ ○   ○ ○   ○ 

提携大学を活用した高校生留学プログラム 

(ギャップイヤー短期・中期留学プログラムの実施) 
        ○ ○ ○ ○ 

英語トップアッププログラム実施    ○ ○    ○ ○   
SGH 成果普及支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
関係各機関との調整 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
SGH 運営指導委員会   ○        ○  
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⇒2 月 13 日（木）に立命館慶祥中高で開催された SGH 課題研究発表会の実施に関連して、立命

館大学の広報課等と連携し支援した。また、12 月 22 日（日）に東京国際フォーラムで実施され

た文部科学省主催「SGH・WWL・グローカル合同全国高校生フォーラム」への参加についても

支援を行うとともに審査員として協力をした。立命館慶祥高校からは、当日の全体総合司会の 2

名を出すこととなり、司会原稿の文部科学省とのやりとりも含め、支援した。  

・海外大学、海外中高、グローバル企業、研究機関などさまざまな提携先の紹介 

⇒立命館大学国際入学課や国際連携課と協働し、海外校の受入などをコーディネートした。 

・SGH 事業推進に向けた大学教員の派遣および PBL 型授業や研究への支援 

⇒立命館大学の教学部や各学部と連携し、特に課題研究の推進のために教員が相談に乗る仕組み

の構築に向けての準備が進んだ。 

・海外大学進学者が結成した NPO や海外大学入学センターと連携した海外進学希望者支援 

⇒立命館大学に、ANU と共同したグローバル教養学部（GLA）やアメリカン大学との共同学位を

得ることができる国際関係学部の Joint Degree コースが設置されたのを契機として、留学フェ

ローシップという NPO やダブリン・シティ大学（DCU）の Japan Office 等とも連携し、海外大

学への進学や留学を希望している生徒への啓蒙や相談を実施した。 

・提携大学を活用した高校生留学プログラム、特にギャップイヤー留学の実施 

⇒English Intensive Program を、高 3 の 1 月から 3 月にかけて立命館大学の学生交換協定大学でも

あり立命館がオフィスを置くカナダのブリティッシュコロンビア大学（UBC）で実施。また、

同じく立命館大学と学生交換協定を結ぶアイルランドのダブリン･シティ大学（DCU）でも、1

月から 4 週間の英語集中プログラムを実施し、立命館慶祥高校から 5 名が参加した。SGH での

学びを経た生徒が多数参加し、中心として活躍し、英語力の伸長のみならずリーダーシップの

面でも、大きく寄与した。 

・英語トップアッププログラムの実施 

⇒学校法人立命館一貫教育部が主宰し、立命館附属校に所属する生徒（英語の成績で一定基準を

超えた者）を対象に、英語力の一層の向上を目的として、TOEFL iBT○R テスト受験に向けての講

座を 4 期に分けて実施している。 

・SGH 成果普及支援 

⇒立命館大学広報課等の協力を得て、立命館大学と立命館アジア太平洋大学（APU）の SGU 関連

ホームページ（http://www.ritsumei.ac.jp/international/global_initiative/）に、立命館附属各校の SGH

研究開発に関するリンクを貼り、SGH 成果普及への一助とした。 

・関係各機関との調整 

⇒学校法人立命館一貫教育部が主管となり、文部科学省や大学、外部団体への問い合わせや相談

をはじめ、さまざまな折衝・調整を行った。 

・SGH 運営指導委員会 

メンバー：学内の SGH 委員会（上記）を事務局とし、以下のメンバー 

本田 優子 札幌大学教授 

八木 英雄 ㈱電通北海道プランニング・クリエーティブ局次長 

兼クリエーティブ部長 シニアクリエーティブディレクター 

藤澤 義博 ㈱シーラクンス 代表取締役社長 日本語教師 

内  容：実施状況報告・効果検証・今後の計画へのアドバイス等 

      ⇒今年度は、6 月と 2 月の 2 回に実施。貴重なご指導・ご助言をいただいた。 
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６ 研究開発の実績 

（１）実施日程 

業務項目 
実施期間（契約日 ～31 年 3 月 31 日） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

①通常授業での人材育成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ 

②アイヌ学習           ○  

③GA 講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ 

④海外研修：事前事後学習、

現地活動、報告会 
  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ 

⑤ボーダー・ツーリズム学習 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

⑥国内研修       ○      

⑦サハリン研修       ○      

⑧アイヌ文化学習 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

⑨国際社会海外研修       ○      

⑩アイヌ研修        ○     

⑪APU との高大連携講座     ○ ○ ○ ○     

⑫APU 学生団体との交流   ○          

⑬タイ研修      ○       

⑭SGH 課題研究発表会           ○  

⑮中学での取組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ 

⑯TOEFL-ITP 受験 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  

⑰留学生・訪問者受け入れ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ 

⑱ハーバード・MIT 研修          ○   

（※実施を予定していたが、新型コロナウィルスによる休校措置のため、実施できず。） 

 

（２）実績の説明 

・高校 1 年生「地域研究」（対象生徒数：323 名） 

①通常授業を通して、今後の学習に必要な探究心・情報収集の知識・発想力を身に付けた。 

②アイヌ学習：民族共生象徴空間「ウポポイ」の 2020 年 4 月 24 日に開館に関連し、様々なメデ

ィアでアイヌ特集が組まれている。その中で、株式会社３ミニッツが制作した、女性のエンパワ

ーメントを目的とした短編ドキュメンタリー作品「Future is MINE アイヌ、私の声」を教材と

して使用した。本校と提携を持つ平取町で暮らすアイヌの女性のリアルな声や、アメリカの先住

民保護の状況などを、映像を通して知ることができた。 

 

・高校 2 年生「海外文化研究」（対象生徒数：334 名） 

 今年度は統一テーマ「未来」を基に各コースが目的・獲得目標を設定し、研修先で交流の場が

あるコースにおいては、ディスカッションや交流プログラムを企画できた。また、海外文化研究

の学びを深めるため特別講座「Global Awareness」では、国際的な視点や新たな価値観・考えを

獲得でき、そして異文化に対する興味・関心を喚起できた。 

 

・高校 3 年生「特設講座（観光開発・国際社会・アジア学）」（対象生徒数：72 名） 

観光開発：今年度は、「観光を基軸とした地方の活性化」をテーマとして取り組んだ。JTB 北海

道に勤務する外部講師による定期的な講義や、立命館大学食マネジメント学部の教授による特別
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講義を通して、最新の観光業界の情勢、観光プランニングの具体的手法と、それをするにあたっ

て必要な「視点」・「心構え」のほか、実務的な体験講和を数多く授業の中で取り入れることがで

きた。 

国際社会：指定終了後を見据え、「多文化共生」をテーマとして取り組んだ。時間数を 1 時間増

やすことができ、アイヌ文化学習と外部イベント実施の 2 本柱で行った。アイヌ文化学習は、北

海道博物館の小川正人氏や平取町立二風谷アイヌ文化博物館の関根健司氏といった外部講師によ

る講義を中心に行った。外部イベントは、本校の国際教育を受けた生徒自身の経験を、校外の人

に知ってもらうことを目的に、生徒から行いたいという声が上がった結果、実施したものである。

本校最寄り駅のショッピングセンターとの渉外は先方の要望から教員が行ったが、それ以外のイ

ベント内容の企画・準備・実行は全て生徒自身が行ったため、単に授業を受けて考えることでは

得られない、発表力・企画力・運営力・コミュニケーション能力などを身に付けることができた。 

アジア学：昨年度、発表の回数を増やしたことを継続し、東南アジアをフィールドとした様々な

トピックについてのグループ・ペア・個人の発表を行った。本講座は立命館アジア太平洋大学と

の高大連携講座でもあり、3 名の教授・准教授の方の特別講義・発表を実施した。今年度は過去 5

年間で最も人数が少なくなったが、その分それぞれの発表の事前指導をより実施することができ、

プレゼンテーションそのものは過去最高の出来栄えとなった。（立命館アジア太平洋大学教授陣

からも同様のコメントをいただけた。） 

 

 上記 3 講座の受講生徒に対してのアンケート（前期 8 月・後期 1 月）を実施した。 

質問事項 

①あるトピックに関して、本・新聞・その他の媒体を利用して詳細に調べることができる。 

②あるトピックに関して、多角的・多様な視点から問題を分析することができる。 

③あるトピックに関して、他の人にわかりやすく説明することができる。 

④あるトピックに関して、プレゼン資料を作成することが得意である。 

⑤あるトピックに関して、わかりやすくプレゼンをすることができる。 

⑥グループ・ワークをすることが好きである。 

⑦多くの人に対してプレゼンをすることが得意である。 

⑧国際的社会問題を学ぶことが好きである。 

数値結果（肯定的回答の％） 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

前期 88.5 85.2 67.2 55.7 54.1 65.6 44.3 80.3 

後期 93.3 80.0 51.7 58.3 53.3 80.0 41.7 96.6 

前後期の伸び率 

① 4.8％↑ ③ 15.5％↓ ⑤ 0.8％↓ ⑦ 2.6％↓ 

② 5.2％↓ ④ 2.6％↑ ⑥ 14.4％↑ ⑧ 16.3％↑ 

 後期の肯定的回答が高い（80％以上）質問は①・②・⑥・⑧である。3 講座の学習を通して、調

査力と学習への高い関心を身に付けていることがわかる。伸び率がとりわけ高いのは質問⑥・⑧

である。色々な意見を聞き合い、協働して取り組む力を養い、社会的関心を高めることができた。 
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・SGH 国内・海外研修 

サハリン・道内研修：観光開発講座の「実習」として、ロシア共和国サハリン州ユジノサハリン

スクと、国内では本校と「地方創生人材育成制度」の協定を締結している自治体から幌延町・猿

払村・鶴居村・仁木町・黒松内町の 5 自治体を選び、それぞれの自治体で国内研修を実施した。

今年度のキーワードは「観光を基軸とした地方創生とインバウンド増加」とし、北海道・サハリ

ン両地の観光資源発掘・整理、魅力の発信及び観光プランニングを行い、高校生の視点から、北

海道への外国人観光客の誘致のための具体的な方策を考えた。また、今年度の新たな取組として、

道内研修で訪れた 5 自治体に対して、生徒自身が考えた観光プランの政策提言を行った。 

アイヌ研修：アイヌ住民が多い平取町を訪れ、平取町立二風谷アイヌ博物館で関根氏からレクチ

ャーを受け、アイヌ文化学習の講師である関根健司氏が二風谷小学校で行っている特別授業に参

加した。アイヌ文化継承の力を入れている平取町の取組を体験することで、本校の活動の意義を

再認識することができ、外部イベントへ向けた意欲を高めることができた。 

NZ 研修：昨年度から引き続き、NZ（Auckland と Whakatane）を研修先とし、「多文化共生」

をテーマに実施した。先住民族保護・先住民族文化継承の先進国である NZ の公立校でのマオリ

プログラムや、Auckland University of  Technology マオリ学部のマオリ文化プログラムを受け

ることで、どのようにして NZ がマオリ文化を保護・継承しているのかを知り、アイヌ文化の保

護・継承にどのように転換することができるのかを考えた。この研修とアイヌ研修（平取町）で

の学びは、SGH 全国高校生フォーラムの発表や 1 月の外部イベントに活用された。 

タイ研修：Bangkok YMCA との連携を利用し、山岳民族が複数共存する北タイ（Phayao 県）を

研修先として研修を実施した。今年度は「多文化共生」をテーマとし、生徒自身に交流先との企

画をプランニングさせた。高校生ならではの視点から、タイの多文化共生を知るための授業を作

り、現地の高校と YMCA Phayao center で実施した。事前に本校でも同様の授業をし、日本とタ

イの反応を比較し、日本の多文化共生に必要な視点を具体的に考えることができた。 

 

・SGH 課題研究発表会 

 高 3 の課題研究 3 講座の学習と国内・海外研修の経験をまとめたものと、課題研究論文優秀者

2 名の発表を行った。運営・司会は高 3 が行い、聴衆者は高 2 の次年度の課題研究選択者及び運

営指導委員メンバー・他校からの教員（6 名）と他団体からの 1 名であった。 

 

・課題研究以外の取組 

 高校での教育を見据え、中学でも学習・講演・研修を実施した。また、留学生を多数受け入れ、

210 名の訪問・交流があった。（目標値は 240 名であったが、新型コロナウィルスの影響で 1 月

中旬以降の受入依頼が全てキャンセルとなり、人数が減ることとなった。） 

 

７ 目標の進捗状況、成果、評価 

 最初に、平成 30 年度の完了報告書「８ 次年度以降の課題及び改善点」で示した 4 項目を、今

年度、どのように実施・改善したのかについて述べる。 

 

①地域との連携構築 

 次年度以降の SGH 指定終了後の課題研究継続のため、昨年度から引き続き、北海道十勝地方

の平取町との提携を強化した。具体的には、平取町立二風谷アイヌ文化博物館の学芸員である関
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根健司先生によるアイヌ文化学習（全 7 回）の実施や、二風谷小学校との交流を含むアイヌ研修

の実施である。また、北海道博物館との連携を新たに進め、北海道博物館で 4・5 月に実施された

TUKU IHO（ニュージーランド マオリ美術工芸学校の日本巡回展）で来日していたマオリ関係

者（高校生 16 名を含む）との交流を実施できた。 

（詳細は本校 HP を参照。https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/archives/13874） 

 さらに、観光開発講座において、北海道内の 5 自治体（幌延町・猿払村・鶴居村・仁木町・黒

松内町）で国内研修を実施し、その研修と 1 年間の観光についての学習を踏まえた観光プランを

検討し、自治体関係者（町長を含む）を招いた報告会を実施できた。 

 

②成果普及の強化 

 今年度特筆すべき成果普及としては、「国際社会」講座において生徒主催のイベントを校外に

おいて行ったことである。以下がその内容である。（詳細は報告書を参照。） 

国際社会講座 授業企画 「みんなで考える多文化共生」 

実施日：2020 年 1 月 22 日（水） 

時 間：10：00～17：00 

会 場：新札幌サンピアザ 1 階 光の広場 

目 的：国際社会講座の活動を地域の方々に知ってもらい、参加者の方々に日本と異なる文化

について新しい情報を得てもらい、興味を持ってもらう。 

イベント内容                      

①「巨大すごろくで遊ぼう」 

各マスには生徒が実際に行ったことのある国・地域の文化についてのクイズが書かれており、

参加者にはすごろくをしながらクイズに答えてもらい、様々な文化について知ってもらった。 

②「歌の紹介」 

国際社会講座で学んだアイヌ語の歌と、SGH NZ 研修で訪れたマオリの歌を紹介。 

先住民族の文化継承の一つの形として歌を取り上げた。 

③「ゲスト・生徒による講演会」 

国際社会授業の活動の紹介と、それに関するゲストスピーカーをお呼びして、講演を実施。ま

た、聴衆者参加型のミニワークショップも行った。 

 本校の最寄り駅の大型ショッピングセンター内部で実施したことにより、本校の活動を地域の

方に広く知ってもらう機会となった。また、生徒自身が本校での学びや経験を他の人に発表する

ことを通して、多文化共生についての肯定的意見を再認識することとなった。 

 また、観光開発講座の今年度の国内研修は全て連携を新設した北海道内の自治体から 5 つの自

治体を選び、それぞれで研修を行った。この研修の報告会も 2 回に渡って行い、各自治体の関係

者もご参加し、生徒自身が考えた地方創生の具体的戦略案を各自治体の町長の方々に向けてプレ

ゼンテーションを行った。各町長の方々からは講評をいただくことができ、この経験は生徒にと

って大変有意義なものとなった。 

 

③英語の強化 

 TOEFL-ITP®スコアは以下のとおりである。 
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 受験総数 平均 480 点以上 500 点以上 最高点 

高 2 333 名 430.69 点 40 名 22 名 633 点 

高 3 303 名 447.91 点 42 名 25 名 660 点 

昨年度と比較すると、高 3 の平均点は 7 点ほど上昇し、最高点も 17 点上昇した。高 2 につい

ては、480 点以上が 31 名、500 点以上が 2 名増加した。 

④課題研究の教材開発の完成 

 この課題については「８ ５年間の研究開発を終えて」にて述べる。 

 

 次に生徒の意識の変化を見る。測定方法はアンケートである。このアンケートは、大阪教育大

学科学教育センターの教授である仲矢史雄先生にご協力いただき、前期と後期の 2 回、「国際交

流への認識」というタイトルで実施した。国際交流についての質問が主なものであったため、高

校 2 年と 3 年の生徒を対象とした。アンケート結果は以下のとおりである。（アンケートの詳細

は報告書に掲載。） 

 前期 後期 差 

1 国際理解に関する個人的価値 83.8% 85.2% ↑1.3% 

2 国際理解学習における自己認識 47.7% 54.3% ↑6.6% 

3 国際理解の楽しさ 69.4% 72.1% ↑2.7% 

4 国際理解に対する道具的な動機づけ 67.0% 74.2% ↑7.2% 

5 国際理解に関する全般的な興味・関心 74.1% 79.5% ↑5.4% 

6 世界連帯意識 74.3% 77.9% ↑3.6% 

7 国際理解における自己効力感 63.6% 65.3% ↑1.7% 

8 他国文化の理解 67.6% 68.2% ↑0.6% 

9 人権の尊重 68.9% 70.5% ↑1.6% 

10 外国語の理解 56.8% 57.6% ↑0.8% 

【仲矢先生による分析からの考察】 

・前期後期の比較で 10 尺度中 10 尺度、全ての尺度で肯定的な認識が増加した。これは、昨年度

から続く傾向である。 

・後期の段階で 10 尺度中 10 尺度全てで肯定的な認識が過半数を超えており、学校全体として国

際理解の取組に対し生徒は意義を感じ取り組んでいることが示唆される。 

・昨年度は尺度 2「国際理解学習における自己認識」のみ前期 30％・後期 40％台であった。これ

に対し、今年度は 10 ポイント以上の改善がみられ、学校全体の取組が定着し、生徒の認識にも反

映が進んだ。 

・注目すべき変化は尺度 4「国際理解に対する道具的な動機づけ」の向上である。この尺度は、自

分の将来において国際理解に関する学習が有意義であると認識していることを反映しており、学

校全体として主体的に生徒たちが国際理解に関する学習に主体的に取組、かつその状況が向上し

ていることを示唆している。 

 

 次に、Benesse が実施している GPS-Academic®を客観的評価の結果・分析を記す。生徒の成

長を見るため、昨年度の受験結果と今年度の受験結果を載せる。（受験日当日の出欠に違いがあ

るため、若干人数が異なり、また、受験生とは学内推薦の生徒である。） 
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 批判的思考力 協働的思考力 創造的思考力 

高 3 

2019 

S A B C D S A B C D S A B C D 

0 32 81 13 4 0 31 68 27 5 3 39 60 26 3 

高 2 

2018 

S A B C D S A B C D S A B C D 

0 20 84 7 0 0 27 68 26 0 1 46 61 3 0 

（数値は人数。テストについては https://www.benesse-i-career.co.jp/univ/assessment/pdf/ 

gps_academic.pdf を参照） 

 昨年度の結果と比較して、評価「A」をとる生徒数が増加した。詳細に述べると、2 つ以上の思

考力で「A」評価となった生徒の人数は、高 2 年次では 18 名で高 3 年次は 17 名と 1 名減少した

が、3 つ全ての項目で「A」以上となった生徒の人数は 3 名から 13 名へと 10 名も増加した。高

校段階で目指すレベルが「A」評であることから、今年度 1 年間の様々な課題研究により、生徒の

思考力が高まったことがうかがえる。また、今年度から選択式問題と記述・論述式問題のそれぞ

れの結果もわかるようになり、選択式問題では「S」評価となった生徒人数は、批判的思考力が 6

名、協働的思考力・創造的思考力が 7 名であった。さらに、このテストは社会人も対象となるも

のであるが、総合評価で「S」評価が出ることは稀なことであり、創造的思考力において 3 名の生

徒が獲得したことは大きな成果である。 

 

 最後に、SGH 中間評価を受けた事項について述べる。本校の中間評価は以下の通りである。 

○課題研究の「進歩状況」と「生徒の成長」の段階を着実に進めている点は評価できる。 

○また、学校の特色を活かした高大連携や留学生の受け入れ人数の増加等については評価でき

る。 

○学校法人内の連携がよく図られているが、今後は地域の学校との連携をより緊密にし、成果

普及を強化することが望まれる。 

3 点目の「地域の学校との連携」が課題であるが、本項目の最初に述べたように、国際社会講座

における平取町との連携や観光開発講座における北海道内自治体との連携を、この 2 年間で進め

てきている。私立校である本校との特性を生かし、学校ではなく、自治体との連携を進め、大人

を巻き込んだ課題研究の実施や成果の普及を実施できた。 

 

８ ５年間の研究開発を終えて 

 

（１）教育課程の研究開発の状況について 

 「多文化共生を共に創る」を課題研究テーマにとした SGH 指定の 5 年間により、以下のよう

な学習活動を行う教育課程を開発することができた。 

① 「地域研究」（高校 1 年生対象） 

 国際社会に目を向ける前に、地元についての関心・興味を高めることと、北海道という地域だ

からこそ学べることを目的として「アイヌ学習」を行う。この 5 年間で関係を築けた外部講師の

方々の講演や、映像資料等を用いて、これまで持っていたアイヌに対する認識を変え、探究心を

刺激することを行っている。 

② 「海外文化研究」（高校 2 年生対象） 

 特別講座「Global Awareness」を 2017 年度に新設した講座である。この講座は 6 人の教員そ
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れぞれの特別授業を受け、国際課題を考えるための多角的な視点や解決力を身に付けさせること

と、生徒だけではなく、教員の SGH の取組への参加をより活発にすることを目的としている。教

科横断型かつ教科書を用いないスタイルであるため、生徒の積極的な授業参加を促すことができ

ている。また、教員も独自教材の開発を行うことができ、通常授業とは異なる生徒の取組を見る

ことができている。 

 上記の GA 講座以外でも、既存の海外研修において、共通テーマを設定し、事前・事後学習や

現地での活動にこのテーマを用いて一貫性を与えることを SGH により取り入れることとなった。 

③「観光開発」講座（高校 3 年生対象） 

 北海道を支える基幹産業として「観光」に注目し、多面的な探求を行い、観光を基軸とした地

域活性化に貢献することが目的である。JTB 北海道のスタッフを外部講師として招致し、年間を

通してチームティーチング形態の授業を実施し、専門的なアドバイスを受けつつ、高度な分析と

地域研究を行っている。また、本校と道内の自治体の協定を利用し、観光プランニングを机上の

みで行わず、現地訪問やインタビュー調査を実施している。さらに、1 年間の活動の最後には報告

会を実施し、協力自治体へ向けたプランニングを発表している。 

③ 「国際社会」講座（高校 3 年生対象） 

 国際社会における多文化共生を考える上で、少数民族の存在は重要となる。本校は北海道に位

置し、北海道で学ぶ者としてアイヌの歴史・文化に対する理解を深め、アイヌ文化保護・継承・

振興のあり方について学習することが本講座の目的である。北海道博物館の小川正人氏や平取町

立二風谷アイヌ文化博物館の関根健司氏による特別講義を実施し、研究者や第一線でアイヌ文化

継承を実践されている立場から、アイヌに関する様々な知識を提供していただいている。また、

単に知識を身に付けるだけではなく、そこに自分たちの意見を入れ、発信をする場（SGH 課題研

究発表会や全国高校生フォーラム、外部イベント等）も作り、成果普及を行っている。 

④ 「アジア学」講座（高校 3 年生対象） 

 東南アジアの知識を得るだけではなく、そこで得た知識を他の社会問題に置き換え、主体的に

解決策を考える力や、国・民族の違いを超えて解決しなくてはいけないという使命感・責任感、

他者との協働作業で重要となる協調性などを身に付けさせることを目的とする。そこで、多様な

民族が対立・共生する東南アジアについて、紛争・歴史・開発などのいくつかのテーマを設け、

個人作業ではなく、グループまたはペアによる発表を必ず行い、主体的な学習を行っている。こ

の発表は年に 5・6 回実施するが、その内の 3 回は立命館アジア太平洋大学との高大連携講座とし

て行い、大学の教授による課題と評価を受けることで、高校生レベルを超えた思考力・問題解決

力・プレゼンスキルを身に付けることができている。 

⑥「課題研究論文」（高校 3 年生対象） 

 課題研究論文の授業そのものは、SGH 指定前から行っていた活動と大差はないが、受講する側

の生徒に変化が見られた。研究対象の社会問題にアイヌ関連のものが入ったり（サイレントアイ

ヌの現状やアイヌ語の継承等）、国内・海外研修先でインタビューを行ったり、研究比較の対象

を海外地域にしたりするなどがその例である。 

 

（２）高大接続の状況について 

①立命館大学との高大連携 

 本校は立命館大学の附属高等学校であることから、大学の教授を招致した特別講義を実施して

いる。観光開発講座では、立命館大学人文学科地域研究学域と立命館大学食マネジメント学部の
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教授を招致し、地域研究やマーケティング等の特別講義を実施している。アジア学講座では、立

命館アジア太平洋大学の国際経営学部とアジア太平洋学部の教授を招致し、特別講義の実施と、

その講義に基づく課題研究発表（グループ毎のプレゼン）を行っている。（SGH 指定をきっかけ

により国際社会理解を深めるため、年間に招致する教授の人数を 2 名から 3 名へと増加させた。）

ただし、学校法人立命館の規程により、本校は遠方に位置することから、単位互換制度の実施は

できていない。 

②SGU（Super Global University）への進学推移 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

SGU 進学者数 171 188 189 137 178 

 高校 3 年生の約 6 割～7 割が SGU へと進学している。本校で様々な国際体験を積んだ生徒で

あるため、大学も国際的な経験を積むチャンスのある大学を選択する傾向が見られる。 

 

（３）生徒の変化について 

①英語力 

 指定期間の高校 3 年生の TOEFL-ITP®スコアは以下のとおりである。 

項目 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

平均点 429.67 点 438.37 点 431.68 点 441.29 点 447.91 点 

480 点以上 21 名 21 名 21 名 47 名 42 名 

500 点以上 12 名 12 名 16 名 24 名 25 名 

最高点 627 点 627 点 657 点 643 点 660 点 

 SGH 指定 1 年目の 2015 年度と最終年度の 2019 年度を比較すると、全項目において上昇して

いることがわかる。本校の SGH プログラムは英語に特化したものはほぼないが、SGH 指定をき

っかけとして国際社会への関心が高まった結果、海外との交流のツールである英語の習得の必要

性を生徒が自覚し、学習に取り組んだ成果である。 

②海外派遣生徒の推移 

 指定期間の本校在校生徒の海外派遣数は以下のとおりである。（数値は人数を表す。） 

 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

長短期留学 45 105 153 161 209 230 

海外研修 478 447 462 492 467 502 

合計 535 552 615 653 676 732 

 海外研修は、高校 2 年生には海外研修（全 8 コースから選択するもの）が設置されていること

から、SGH 指定以前（2014 年度）の数値も決して低いものではなかったが、指定後は、SGH 関

連の海外研修（サハリン・カナダ・ニュージーランド・タイ）以外の本校特別プログラム（ハーバ

ード研修・スタンフォード研修等）にも積極的に参加する生徒が増えたことにより、上記の数値

となった。また、生徒自身が応募をする長短期留学の人数は指定以前の「45」から「230」となり、

5 倍となった。SGH 指定が確かな契機となり、海外へ行く生徒が増えることによって、高校在学

中に海外経験を積むことの必要性を生徒一人ひとりが認識し、留学へチャレンジする生徒が増え

た結果であると言える。 

③意識の変化 

 測定方法はアンケートで、このアンケートは、大阪教育大学 科学教育センター 教授 仲矢史雄



12 

先生にご協力いただき、本校の高校 2・3 年生を対象に前期と後期の 2 回、「国際交流への認識」

というタイトルで実施した。全体平均（後期）の結果の推移は以下のとおりである。 

項目 2015 2016 2017 2018 2019 

1 国際理解に関する個人的価値 84.8％ 83.2% 79.3% 83.6% 85.2% 

2 国際理解学習における自己認識 42.0％ 41.0% 33.6% 44.6% 54.3% 

3 国際理解の楽しさ 72.5％ 66.6% 56.9% 69.3% 72.1% 

4 国際理解に対する道具的な動機づけ 68.3％ 67.9% 62.3% 69.4% 74.2% 

5 国際理解に関する全般的な興味・関心 73.3％ 74.7% 69.0% 77.1% 79.5% 

6 世界連帯意識  71.3% 72.3% 76.8% 77.9% 

7 国際理解における自己効力感 62.4％ 59.0% 52.8% 64.2% 65.3% 

8 他国文化の理解  68.0% 67.4% 69.1% 68.2% 

9 人権の尊重  75.8% 77.1% 77.3% 70.5% 

10 外国語の理解  57.9% 59.2% 61.8% 57.6% 

（2015 年度の仲矢先生の数値分析がそれ以降の年度のものと異なるため、一部数値が不明なもの

がある。） 

 年度により若干の差はあるが、10 項目中 9 項目で肯定的な認識が過半数を超えていることか

ら、学校全体としての国際理解の取組に対して、生徒が意義を感じ取ることができていることが

わかる。また、本校の SGH プログラムの目的であるマインド作りとして重要となる項目 1・3・

4・5 もそれぞれ 70％を超える数値となっていることから、本校の国際教育が機能していると言

えるであろう。 

④思考力の変化 

 2017 年度より Benesse が実施している GPS-Academic®を生徒の思考力を図る客観的評価と

して受験することとした。毎年高校 2 年次と 3 年次との比較をし、その年の生徒の変化を分析し

ていたが、ここでは高校 3 年次の結果を分析する。その結果の推移は以下である。（値は人数を

表す。） 

 批判的思考力 協働的思考力 創造的思考力 

2017 
S A B C D S A B C D S A B C D 

0 17 68 16 4 0 21 69 9 0 1 26 53 20 0 

2018 
S A B C D S A B C D S A B C D 

0 21 65 6 0 0 15 58 19 0 3 32 53 4 0 

2019 
S A B C D S A B C D S A B C D 

0 32 81 13 4 0 31 68 27 5 3 39 60 26 3 

 Benesse の分析によると、総合評価（選択式と記述・論述式）では批判的思考力が数値として

は高いが、「強みファインダー」（選択式問題の結果から B 以上かつ最も評価の高い力を「強み」

とする）では「協働的思考力」が本校の強みとされている。また、A 評価到達人数は「創造的思

考力」が最も多く、さらに「S」評価が毎年出ている。このことから、本校の研究開発の目的であ

る「他者に“共鳴”し、新たな社会をともに“創造”できる人材育成」が確実に行われていること

がわかる。 

 

 



13 

（４）教師の変化について 

 本校は開校以来「世界に通用する 18 歳」を学校目標に掲げ、国際教育に取り組んできていた。

しかし、国際教育に力を入れる教員は関連講座を担当する一部に限られ、全教員が意識して行う

ようなものではなかった。2015 年度の SGH 指定をきっかけとして、講座単位ではなく、学年や

学校単位として国際教育を意識するようになった。とりわけ、GA 講座の新設により、多くの教科

の教員が関わり、担当教員を変えることにより、既存の教科書にとらわれない教育の在り方や教

材開発への興味・関心を高めることができた。また、2018 年度の SGH 全国高校生フォーラムに

おいて最高賞である文部科学大臣賞を獲得できたことで、本校の国際教育への自信を全教員が再

認識することができた。 

 さらに、高校 3 年生の SGH 研究開発 3 講座（観光開発・国際社会・アジア学）を担当する教

員のプロフェッショナル化を促進できた。それぞれがこの 5 年間、同じことを繰り返すのではな

く、1 年毎にカリキュラムにブラッシュアップし、外部講師の力を借りながら研究を進め、それぞ

れの分野の見識を広めることができた。その結果、海外研修に行った先でも、教育機関・行政機

関の方と話をする際にも戸惑うことなく本校の活動やその背景・目的を伝えることができ、研修

内容の充実化にもつながっている。 

 

（５）学校における他の要素の変化について 

①外部連携の新設・強化 

 本校の SGH の取組の一つの柱が「アイヌ」である。これは本校が北海道に位置することが大き

く関係し、北海道にある学校だからこそ多文化共生を考える上で真っ先に考えるべき課題として

「アイヌ」を取り上げた。SGH 指定前までは、中学校を中心としたアイヌ学習が行われていたが、

高校にはほとんどない状態であったので、指定をきっかけとして、前述の 1 年と 3 年を対象とし

た教育課程を作成し、内容の充実化を図るために、外部組織との連携を図った。平取町との連携

や北海道博物館との連携がそれである。 

 また、地方創生人材育成事業として、道内の 19 自治体（2020 年 3 月現在）と協定を結び、そ

の協定を利用した活動を観光開発講座にて行った。高校から本校へ入学する生徒の多くが石狩管

内以外の生徒であり、道内の自治体との連携を活用した教育活動をすることで、地元の活性化に

生徒自身が関われる可能性を持つことができている。 

②海外受け入れ生徒の増加 

 本校が受け入れた海外からの生徒（短期・長期）の人数は以下の通りである。 

2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

20 186 134 252 161 273 210 

（2019 年度は新型コロナウィルスの影響から 2・3 月の受け入れは全てキャンセルとなった。） 

 本校の生徒が海外へ行く人数も増えたが、本校にやってくる生徒の人数も増加している。とり

わけ 7 月は滞在海外生徒が多く、高校棟が実質的にグローバル化し、校舎にいながら海外を体験

できる空間作りができている。 

 

（６）課題や問題点について 

 本校構想調書での「課題研究の進歩状況」と「生徒の成長」5 段階の表（下記参照）を使い、5

年間の本校の取組の課題をまとめる。斜体部分がこれまでに実施・実現したものである。 
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 課題研究の進歩状況 生徒の成長 

第 1 

段階 

・特別講座のテーマの興味・関心 

 

・グローバル社会への興味・関心 

・対象生徒の保護者の理解 

・英語力（TOEFL ITP®テスト 400 点） 

第 2 

段階 

・特別講座のテーマへの理解 

・海外フィールドワーク実施 

・グローバル社会への理解 

・プレゼンテーション能力の習得 

・英語力（TOEFL ITP®テスト 430 点） 

第 3 

段階 

・SGH 課題研究発表会の実施 

・生徒企画によるフィールドワーク実施 

・学外との協力 

・プレゼンテーション能力の向上 

・英語力（TOEFL ITP®テスト 450 点） 

第 4 

段階 

・生徒提案による課題研究テーマ学習 

・SGH 課題研究発表会の生徒自主運営 

・SGH 国際シンポジウムの開催 

・英語による課題研究発表（IR コース） 

・課題研究への自発的・積極的参加 

・企画力・運営力の向上 

・英語力（TOEFL ITP®テスト 470 点） 

第 5 

段階 

・学外・海外との共同研究実施 

・SGH 国際シンポジウム（学外・海外との

共同研究発表を含む）の開催 

・外部との連携のための高い語学力 

・コミュニケーション能力の習得 

・英語力（TOEFL ITP®テスト 500 点） 

・海外大学進学者 10 名 

 本校の課題研究はグローバル社会で活躍するための素地として「共鳴」と「創造」マインドを

育むことに重点を置いている。そのため、英語力向上に特化したプログラムがなく、英語力の向

上が課題として残ってしまった。ただし、前述の「（３）生徒の変化」でも述べたように、平均値

は上昇しているため、今後の努力により目標数値を達成できるものと思われる。英語力の向上と

同時に、海外大学の進学者を増やすことも目指す。 

 また、SGH 国際シンポジウムを本校で開催することはできなかったが、多くの海外研修の場に

おいて本校生徒による発表の機会を設け、本校での学習活動を広く伝えることを行っている。大

規模なシンポジウム開催は検討課題であるが、海外生徒の受け入れ人数が増えている状況である

ことから、小規模なものの開催は可能であるため、次年度以降の喫緊の課題とする。 

 さらに、SGH 指定後の新たな教育を 3 年間受けた生徒がどのような道を進んでいるのかを経過

観察するということも課題である。新設の GA 講座は 2017 年度にでき、それにより現在の教育

課程となっているため、大学 1 年生（2020 年 3 月現在）が 1 期生である。本校で「共鳴」と「創

造」マインドを育んだ彼らが、将来、国際社会に貢献し、その姿を後輩たちへ見せることができ

る機会を作っていきたい。 

 

（７）今後の持続可能性について 

 5 つの項目について、次年度以降、どのように継続していくのかを述べる。 

①学習活動 

 「（１）教育課程」にて述べたように、SGH 指定期間で完成させた内容を実施していく。外部

講師の費用については、国際社会のアイヌ文化学習の外部講師費用は平取町との連携を利用した

ものであるため、実質無料であり、これまで通りの実施が可能である。また、立命館大学及び立

命館アジア太平洋大学との高大連携講座は、管理機関の援助があるため問題なく進められる。さ
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らにその他の関連費用については、教科予算・学年予算等を利用できるため、次年度以降も概ね

実施可能である。 

②国内・海外研修 

 SGH に関連した研修は国内が 2 つ（道内研修・アイヌ研修）、海外が 3 つ（サハリン研修・タ

イ研修・NZ 研修）ある。国内研修に関しては、指定期間に協定を結んだり、連携を取ったりする

ことができたことで、継続可能となっている。（日帰り形態をとったり、公共交通機関を利用し

たりすることで費用を抑えられる。）海外研修に関しては、本校の海外研修の再編成が偏在検討

されており、新たな海外研修コースとして参加人数を増やした形での実施を行う予定である。と

りわけ NZ 研修では、Auckland University of  Technology での特別プログラムは大変意義のあ

るものであったので、次年度から実施できるよう進めている。 

③外部連携の継続 

 「（５）学校における他の要素」にて述べたように、本校または学校法人立命館とすでに協定

を結び、連携を構築できている機関と活動しているため、指定後も問題なく活動を持続できる。 

④教員体制 

 SGH 委員会は解散となるが、教育課程は継続されるので、この 5 年間のノウハウを活用し、個

々の教員で研究を維持・発展させていく。また、高校 3 年の講座担当者は外部連携の継続に努め

る。さらに、高大連携に関しては、本校の担当分掌である高大連携部が音頭を取り、進めていく。 

⑤管理機関の関わり方： 

 本完了書の管理機関部分に書かれているほとんどのものを継続する。高大連携講座の事務作業

及び経済的支援は教育活動の維持に、教員海外派遣研修・立命館大学教職大学院派遣支援の継続

は教員の自己開発に、そして提携大学を活用した高校生留学プログラムは生徒の成長にとって重

要となるものである。 

 

（資料として、本校の特色ある特別講座が多数新聞に取り上げられたので、その一部を添付する。） 

 

 
【担当者】 

担当課 立命館慶祥中学校・高等学校 ＴＥＬ 011-381-8888 

氏 名 江川 順一 ＦＡＸ 011-381-8892 

職 名 副校長 e-mail egawa@spc.ritsumei.ac.jp 
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【SGH 関連新聞掲載】  

○高 3 観光開発講座  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇高 3 国際社会講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光開発講座研究発表会 (2020 年 2 月 18 日：釧路新聞掲載 ) 

アイヌ語学習 (計 12 回 ) 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 関根氏の取組  

（2018 年 8 月 31 日：読売新聞掲載 ) 

アイヌ特別講義Ⅰ 内閣官房参事官 佐藤氏を迎えて (2018 年 4 月 27 日：北海道新聞掲載 ) 
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全国高校生フォーラム文部科学大臣賞受賞  

（2018 年 12 月 18 日：北海道新聞掲載 ) 

アイヌ語学習最終発表会  

（2019 年 1 月 25 日：北海道新聞掲載 ) 

 

アイヌ語学習の取組  

(2018 年 11 月 25 日：北海道新聞掲載 ) 

国際社会講座の取組  

（2019 年 3 月 14 日：朝日新聞掲載 ) 
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【講座名】 地域研究  

【対象】  高 1 全生徒 323 名  

【期間】  基礎学習：通年、アイヌ学習：2 月  

【仮説】（本校構造調書より）  

高校 1 年次に地域の課題を考える学習を実施し、地域の課題について検討を行う。

このことにより、北海道に生きる自己について理解するとともに、現状分析のため

の探究心を喚起し、情報収集や調査研究の知識を獲得し、問題解決のための発想力

をつけることができる。  

【取組】  

①探究心・情報収集の知識・発想力などは、通常の授業をとおして育成した。  

②アイヌ学習：課題研究テーマ「多文化共生を共に創る」については、北海道におい

てはまずはアイヌ民族にかかわる取組を行う必要がある。アイヌは、日本政府が認

める唯一の先住民であるが、差別を受けていた歴史があり、存続・継承が危ぶまれ

ている（例：アイヌ語は UNESCO の絶滅危惧言語に指定されている）。北海道を

home とする本校生徒だからこそ、世界の諸問題を見る前に、地元の、そして日本

の問題であるアイヌについて学習することは大切である。  

 昨今、民族共生象徴空間「ウポポイ」の 2020 年 4 月 24 日に開館に関連し、様々  

なメディアでアイヌ特集が組まれている。今年度は、その中で、株式会社３ミニッ  

ツが制作した、女性のエンパワーメントを目的とした短編ドキュメンタリー作品  

「Future is MINE アイヌ、私の声」を教材として使用した。  

【成果と課題】  

（本報告書では「○＝成果」「●＝課題」とする。以下、全ページ共通である。）  

○通常授業をとおして、今後の学習につながる基礎的な力を身につけることができ

た。  

〇昨年度の反省を生かし、映像資料を用いた学習とすることで、集会形態以外でのア

アイヌ学習を実施できた。  

○アイヌ学習の事後アンケート（一部抜粋）  

・アイヌ文化を発信することによって、生活していけるものだと思っていましたが、

現状はそうではなく、自身の文化に誇りを持つことに対して苦悩している方がい

らっしゃることが分かった。  

・セミノールという部族の存在を知らなかったので、自分の見ていた世界は狭いな

と思った。「アイヌの様な先住民族を守るべきだ！」と言う為には、もっと他国の

そういう人々も勉強すべきだろうなと思った。  

・アイヌの方がどんなことを過去されてきたか、という負の歴史はしっていても、こ  

れからのアイヌがどうやって生活していくのか、という面については知らないこ  

とが多々あると思った。  
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・小学校の授業や北海道研修でも、アイヌについて沢山のことを学んだが、そのよう  

な環境に居ることができている私たちでさえ、学ぶたびに新しく知ることばかり  

なのに、そりゃ道外にいたらアイヌのことなんて全く知らず、ただ自分たちのお金  

が取られているだけだと思ってしますと思う。日本自体で学んでいくべきだと思  

う。  

・勿論、アイヌ民族で生活できているという事は、国内でも批判が起きていそうだ  

が、やはりそのような政策を増やしていかなければ、アイヌ民族として生きている

人で、未だに劣等感を持っている人や、伝承される機会がどんどん無くなってしま

うのだと、改めて思った。伝承は大事だが、その為の機会を作るのも日本の責任で

あるのだと、とても重く感じた。  

・地球上にはアイヌ以外にも、アイヌのように辛い思いをしてきた民族が沢山いる

のだと思った。中一の時は、あまりアイヌの話を聞いてもしっくりこなかったが、

今回この動画を見て、詳しくお話を聞きたいと思った。今は YouTube でアイヌ語

講座などをやっているので、今度見てみたい。  

○アンケートにもあるように、アイヌ学習を通して、無意識に持っていたアイヌにつ

いての偏見や認識の違いを自覚することができた。また、世界にはアイヌ以外にも

多くの先住民族が存在し、「多文化共生」を進めるには、そういった多くの先住民

族について知ることも重要であることを認識できた。  

 

●高校 3 年生が行っているような、深いレベルでのアイヌ文化理解を促すような学

習とはできなかった。  
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【講座名】 

海外文化研究  
（海外研修８コース：  

タイ・マレーシア・ベトナム・リトアニア＆ポーランド・ 
フィンランド・アメリカ・ガラパゴス・ボツワナ）  

【対象】  高 2 全生徒 334 名  

【期間】  
6 月～2 月（コース確定～事後報告・発表会）  

※実際に現地へ行ったのは 11 月 1 日～8 日（一部 10 月 31 日～7 日）  

【仮説】（本校構造調書より）  

高校 2 年次に「海外文化研究」として世界の課題を考える学習を実施する。海外

研修において、統一設定したテーマに基づき、全コースにおいて研修先相手国にあ

る交流校の生徒へプレゼンテーションとディスカッションを実施し、相手の意見と

の相違点や類似点を明確にする。このことにより、生徒は多様な価値観を形成する

とともに、異文化にある他者について相違を受け止め共感できる力をつけ、問題解

決のための発想力を獲得することができる。  

【取組】  

 今年度の統一テーマは「将来の自分」であり、学校交流があるコースにおいて、こ

のテーマを基にした企画を生徒自身が考え、実施した。  

タイ 

交流先：Chiangmuan Wittayakom School（高校）  

内容：テーマに基づいた企画を実施した。白地のうちわを用意し、ペアとなっ

た高校生と一緒に自分の夢を日本語・タイ語で書き合い、発表した。  

ベトナム 

交流先：コックホック高校  

内容：テーマに基づいたディスカッションをグループ毎に行った。 

ボツワナ  

交流先：Muan Secondary Senior School 

内容：テーマに基づいたディスカッションを実施した。 

リトアニア・ポーランド 

交流先：Lentvaris High School（ポーランド）  

内容：テーマに基づいたいくつかのトピックで現地校生徒とディスカッショ

ンを行った。  

フィンランド  

交流先：ヴァスキヴォオリ高校  

内容：テーマに基づいたディスカッションをグループ毎に行った。  

※アメリカ・マレーシア・ガラパゴスコースは交流先がなかったため、未実施。  
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【成果と課題】  

○現地の高校生との交流（ディスカッションなど）を通して、自分たちが持っている

価値観・考えとは異なる考えが複数存在することを実感できた。  

 

●事後学習の時間が少なく、体験・学習の共有が十分にはできなかった。  

※生徒の成果物として、本校英語フェスティバル（2 月実施）の代表生徒の発表（入

賞者）を次ページより掲載。  

 

 

 

 

 

ボツワナ研修  

ベトナム研修  タイ研修  

リトアニア・ポーランド研修  

フィンランド研修  
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Yuki Aihara 

The Murderer 
 

Did you know that there is one situation that is killing more people than war? Is it 

environmental contamination? Long working hours? People trashing tons of our beloved eho-

maki every year? What is it? It is unsafe water. The devastating matter of world hunger starts 

from unsafe water, since water is the foundation of life itself. 

“Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.” This is 

the sixth goal of Sustainable Development Goals. As the world set a high value on this problem, 

wastewater and unsafe water are causing serious pain for the people living in undeveloped 

countries. Water enables people of all ages, from babies to adults, to develop agriculture for 

living, to have an ordinary life like we have, and to work for happiness. All of these lead to an 

epic industrial advancement. Thus, I want you to know that everything we do and have, start 

from clean water.  

How can we, the developed countries, help the people suffering from unsafe water? 

Before answering it, I think you’ve heard of JICA, Japanese International Cooperation Agency. 

Their vision is to lead the world with trust, so that people all over the world can hope for a 

better future and explore their diverse potential. I believe JICA gives us the clue to answer my 

question. They would never leave by just giving money or food to the people suffering of 

hunger. The JICA workers actually go to a particular country, understand the situation, and 

think of a solution together. Then they share what they know that can help the people there. 

Therefore, people in the country learn new knowledge and carry out their new lives by 

themselves after the JICA workers leave. Sharing the know-how of producing and using clean 

resources are my answers to the first question. If we were able to share our knowledge, it could 

help more countries to take their own initiatives.  

So what can we actually share? A “Jokaso.” Have you heard of this word before? This is 

a Japan-made, wastewater treatment system which people install purification tanks onsite. The 

benefits of this Jokaso can bring about incalculable riches among undeveloped countries. 

Jokaso is effective in terms of cost friendliness, high disposal ability, short-term installation, 

and little landform restriction when installing. Japan uses this technology where people cannot 

connect to a centralized public sewage plant. So now, I want you to think. If you do not have 

any money, need to work for a living, and live far away from a city, don’t you think this is a 

wonderful solution? Customizing Jokaso to undeveloped countries, suffering from hunger, is 

what I believe is the most beneficial way of contribution.  

I can confidently say that safe water leads to more possibilities for people. If people can 

have just one bottle of safe water each day, the future can be so bright and productive. We all 

here can take action to this situation. Be friendly to our one and only Earth, and be responsible 

to what we do. And lastly, protecting water, our most crucial natural resource in our lives, is 

obviously the first thing to do for our world with no hunger.  
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Koto Nishino 

Changing Awareness of Disaster Prevention 
 

How many people in Japan do you think prepare an emergency kit in case of disasters? 

The answer is only 50 percent. This number is very low compared with the developed 

countries. Actually, Japan is technologically advanced and this technology has been used to 

make emergency kits. So, there’re many kinds of emergency kits in Japan. However, only half 

of the people in Japan have an emergency kit at home.  

Today, I’d like to introduce three emergency items which I recommend, so that as many 

people as possible will be interested in them. And after you listen to my presentation, you will 

find that an emergency kit is not only for a disaster but also for daily use.  

First, “#beORANGE MISANGA”. It’s not like a misanga. It’s made of parachute cord 

which has outstanding durability and strength. The misanga can withstand 200kg of weight 

and can be extended up to 2 meters. When a natural disaster occurs, you untie the braid 

paracord and use it in many ways. For example, lighting fires, clotheshorse, shoelace, 

hemostasis zone and so on. I think the best way that you put on it in your bag or something. 

The second emergency item is this chair. The name is “mamoris”. The back of the chair 

can be changed into a disaster helmet like this, and it can protect not only your head but also 

your back and neck that normal helmets can’t. I think a normal helmet takes up space and does 

not look good hanging on the wall at home. But the chair is combined with a helmet, so you 

can usually use it to sit and also as a helmet in a disaster. Also, we can see these products in 

public facilities such as museum and ward office. 

The third emergency item is a lantern. The name of this product is “carry the sun”. I 

brought it today and I’ll show to everyone. As you can see, it can pack flat like this, so it won’t 

take up space. Furthermore, it can grow different colors. It was my first time to experience 

blackout when an earthquake occurs in Hokkaido 2 years ago. But I actually had the lantern 

then, so I could overcome the blackout because it runs on by solar energy. It’s waterproof and 

strong, so it was useful when I took a bath especially. Moreover, it was very helpful when I 

was camping in Botswana last year for school trip. Actually, I use it as indirect lighting every 

day, too. Therefore, you can make the best use of it in many scenes.  

Now I think you understood that the latest emergency kits are not only for a disaster but 

also for daily use. Just disaster helmets, just flashlights, and just emergency items are already 

old ideas. 

In this era, we need to emergency kits that can be daily used. We have to prepare for a disaster 

even if they occur tomorrow. 

Let’s reconsider your awareness of disaster prevention. It’s you who protect yourself. 
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Yoh Natsuizaka 

Biostimulants Save Lives 
 

9 million. This is the number of people who die from hunger and hunger-related diseases 

every year. While I spent 10 seconds reading the first few sentences, a child has died from 

hunger somewhere in the world.  

We all have heard before that world hunger is a serious problem in our world today, but 

do you actually know how serious world hunger is? In 2016, 815million out of 7.6 billion 

people in the world were suffering from chronic undernourishment. It was on the decrease but 

in some regions, the prevalence of undernourishment is rising again. Also, the number of 

people who suffer from undernourishment is expected to grow as the world population grows. 

There are many causes of world hunger but the principle cause of it is poverty. They 

simply can’t afford food. However, that’s not always the case. Poor public policies, climate 

change, and lack of productive farmland can also be factors. They can’t get food because they 

can’t grow food.  

How can we solve this problem? Ending poverty is going to be a fundamental solution, 

but this is too difficult. So, I focused on solving the lack of productive farmland. The reason is 

because more farmland to produce crops would be needed to feed the growing population. So, 

should we grab our chainsaws and start cutting down trees to get more land? No because 

obviously, deforestation harms the environment. Then how can we produce more crop on a 

limited area of farmland? Using biostimulants is the perfect solution. A biostimulant can be a 

product of nature or a manmade chemical that stimulates natural processes to enhance or 

benefit nutrient uptake, nutrient efficiency, tolerance to abiotic stress, and crop quality. They 

differ from agrichemicals since they do not harm our health nor the environment. Another 

good thing about it is that many things can be used as biostimulants, such as this strange 

looking seaweed and even food waste which is one factor that is effecting world hunger. 

Developing and promoting the use of biostimulants leads to an efficient and a sustainable 

farming. 

Like I said, millions of people are suffering from hunger in our world. There are many 

causes of world hunger and lack of productive farmland is one of them. Using biostimulants 

is an effective solution that would get us one big step closer to ending world hunger. It may 

take a long time, but we have to end world hunger.    
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【講座名】 Global Awareness 【対象】  高 2・221 名  【期間】  通年  

【目標】  

6 人の教員それぞれの特別授業を受け、国際課題を考えるための多角的な視点や解

決力を身につけさせる。また、生徒だけではなく、教員の SGH の取組への参加をよ

り活発にする。  

【講座内容・取組】  

 高校 2 学年の海外文化研究を、海外研修関連の学習以外にも深め、世界への関心

を喚起することを目的とし、2 学年の文系生徒（SP クラスを除く）を対象とした学

校設置講座が「GA（Global Awareness）」である。これは教科横断型の講座であり、

複数教科の教員が担当となり、それぞれが多種多様なテーマに基づく 4 時間完結型

の授業を展開する。今年度は英語科・社会科・理科・国語科・数学科・体育科の教員

が担当した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果と課題】  

○4 時間という短い内容であるが、教科書を用いない独自教材の開発を行うことがで  

きた。また、これまでこのような授業を担当したことがない教員も、通常授業とは

異なる生徒の取組を見ることができた。  

○高校 2 年生の生徒が SGH の取組を具体的に・実践的に知ることができた。  

○授業が海外研修の前に実施した際は多角的なものの見方などを身につけさせるこ  

とができ、研修後では内容をフィードバックし、学びを深めることができた。  

 

●グループ課題をする際、授業内では時間が足りないため授業時間で行わせたが、

人によって参加姿勢が異なり、生徒間で不公平感が出ていた。グループの人数など

を考え直す必要がある。  

●今年度は新型コロナウィルスの影響で、事後アンケートが実施できず、生徒の評

価を取ることができなかった。  

 

各担当のテーマ  

英語科：Technology changing people 

社会科：「世界がもし 100 人の村だったら」を使用したグループワーク  

理 科：薬害事件の背景・教訓から技術革新を考える  

国語科：日本の若者（国際比較調査を用いたグループ討議）  

数学科：発見的推論・実験からの考察   

体育科：スポーツから世界をとらえる  
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【講座名】 対象 3 講座（観光開発・国際社会・アジア学）  

【対象】  高 3・72 名  【期間】  通年（週 3 時間の授業※国際社会のみ 2 時間） 

【仮説】（本校構造調書より）  

高校 3 年次には、立命館コースの文系生徒全員に対し、世界の課題の深掘にチャ

レンジするステージとする。ここでは、3 つの特設講座（観光開発・国際社会・アジ

ア学）において、異文化に生きる人々と共に学び、活動・研究する。  

【取組】  

次ページからの各講座を参照  

【成果と課題】  

8・1 月にアンケートを実施し、その結果から分析を行った。  

質問事項  

①あるトピックに関して、本・新聞・その他の媒体を利用して詳細に調べることが  

できる。  

②あるトピックに関して、多角的・多様な視点から問題を分析することができる。 

③あるトピックに関して、他の人にわかりやすく説明することができる。  

④あるトピックに関して、プレゼン資料を作成することが得意である。  

⑤あるトピックに関して、わかりやすくプレゼンをすることができる。  

⑥グループ・ワークをすることが好きである。  

⑦多くの人に対してプレゼンをすることが得意である。  

⑧国際的社会問題を学ぶことが好きである。  

数値結果（肯定的回答の％）  

 ①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  

前期  88.5 85.2 67.2 55.7 54.1 65.6 44.3 80.3 

後期  93.3 80.0 51.7 58.3 53.3 80.0 41.7 96.6 

前後期の伸び率  

①  4.8％↑  ③  15.5％↓  ⑤  0.8％↓  ⑦  2.6％↓  

②  5.2％↓  ④  2.6％↑  ⑥  14.4％↑  ⑧  16.3％↑  

○後期の肯定的回答が高い（80％以上）質問は①・②・⑥・⑧である。3 講座の学習

を通して、調査力と学習への高い関心を身につけていることがわかる。  

○伸び率がとりわけ高いのは質問⑥・⑧である。色々な意見を聞き合い、協働して取  

り組む力を養い、社会的関心を高めることができた。  

●減少率が高いのは項目③である。1 年間を通して課題のレベルを上げていることか

ら、この結果になったと分析する。ただし、項目⑤の肯定的回答は前後期の差がほ

とんど無いことから、課題のレベルに合わせてプレゼン能力を上げることができ

た。  

※3 講座それぞれの成果と課題については次ページからの各講座を参照  
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【講座名】 観光開発  【対象】  高 3・18 名  【期間】  通年  

【目標】  

 観光が北海道を支える基幹産業として注目し、地域活性化の観点から多面的な探

求を行う。立命館慶祥高校は、北海道の 17 の地方自治体と「地方創生人材育成制度」

の協定を締結している。この授業では観光を基軸とした地方の活性化に貢献するこ

とを目標とする。また、道内のインバウンド増加率と比較して、ロシアからの観光客

の増加率は非常に低いため、北海道と地理的に近いロシアとの交流が促進されるよ

う、高校生の視点でサハリンと北海道の観光地としての魅力と両地域の交流の可能

性を探り、北海道とロシアの関わりを学びながら交流の課題を考察する。学習を進め

るにあたり、JTB スタッフとティームティーチングで授業を進め、専門的なアドバ

イスを受けつつ、高度な分析と地域研究を進めることを目指す。  

【講座内容・取組】  

①4～7 月  
・観光プランニングの基礎事項を学ぶ。特に、地域活性化としての観光産業につ

いて学ぶ。  
・JTB 北海道による授業で「産業としての観光」の基礎を学ぶ。  
・生徒が観光プランニングしたい道内自治体を選択し、SWOT 分析を通じてその

地域の魅力を発掘し、地域のプレゼンを外国人留学生に向けて行う。  
②7 月～10 月  

・サハリンと北海道の歴史・文化・地理を学ぶ。  
・協定締結地方自治体関係者と連携し特別講義とフィールドワークを行う。  
・サハリン研修の事前研修を行う。インタビュー調査の準備。  
・立命館大学食マネジメント学部・田中浩子教授による特別講義の実施。  

③11 月～2 月  
・フィールドワークをもとに、対象自治体の観光を基軸とした地方創生案プレゼ

ンテーションを行う。サハリン地域研究の報告書の作成し、2 つを関係各所に提

言する。  

【成果と課題】  

○JTB 北海道に勤務する外部講師の指導により、最新の観光業界の情勢、観光プラ

ンニングの具体的手法と、それをするにあたって必要な「視点」・「心構え」のほか、

実務的な体験講和を数多く授業の中で取り入れることができた。  

○実地調査の方法、プレゼンテーション、報告書（レポート）の書き方等、大学の学

びスタイルを授業内で実践し、それらの手法と技術を身につけることができた。  

〇年度末に報告会を挙行し、1 年間学んだ内容の総合と提言をすることができた。  

●「年度末の報告会での提言策定」を 1 年間の目標とし、研修前の事前準備や・事後

プレゼンテーションなど作業に取り組ませた。研修の本数から事前準備と取材先

の交渉等に多くの時間を要した。次年度は対象自治体を絞り、担当するそれぞれの

生徒に適確な助言や指示を与え、遅滞無くプロジェクトを進行させる為には、授業

者のさらなる力量向上が求められる。  

※生徒報告資料として外部向報告会③での発表データ(一部)を 29 ページから掲載し

ているので参照願いたい。   
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【観光開発講座の授業風景】 
〇観光開発講座「学習発表会」の様子 

 

 

 

〇ご来賓の各町村長の方々 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猿払村班の発表 黒松内町班の発表 

仁木町班の発表                 鶴居村班の発表   

猿払村 伊藤村長    鶴居村 大石村長 

幌延町班の発表 

仁木町 佐藤町長    黒松内町 鎌田町長 

幌延町 野々村町長 
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【講座名】 国際社会  【対象】  高 3・34 名  【期間】  通年  

【目標】  

「多文化共生を共に創る」を課題研究テーマに、北海道で学ぶものとしてアイヌの歴

史文化に対する理解を深め、文化振興のあり方について学習する。この講座をとおし

て、自分と異なる立場に「共鳴」し、仲間と協同して着地点を「創造」できる思考力

と行動力を獲得することを目指す。  

【講座内容・取組】  

①「北海道とアイヌ」をテーマに北海道とアイヌの歴史の概要を学ぶ。  

②北海道のアイヌの歴史を考える上で重要となる「北海道旧土人保護法」の制定背  

景・内容・実情・課題等を学ぶために、北海道博物館の小川正人氏（学芸副館長・ 

研究部長・アイヌ民族文化研究センター長）を招いた特別講義を実施した。  

③先住民族保護の先進国である NZ のマオリについて学ぶために、TUKU IHO（NZ 

マオリ美術工芸学校の日本巡回展）で来日していたマオリ関係者（高校生 16 名を  

含む）との交流を実施した。  

④「アイヌ文化学習」を実施。特別講師として平取町立二風谷アイヌ文化博物館の関  

根健司氏を招き、全 7 回の特別講義を実施した。  

⑤今年度の新たな取り組みとして、外部イベントを企画・実施した。  

【成果と課題】  

○昨年度はアイヌ語に重きをおいたが、今年度は指定最終年度ということで、アイヌ

文化全般にテーマを広げ、カリキュラムを完成させた。  

○アイヌ学習については、研究を進める専門家の方々を招いた特別講義を中心に行

った。生徒にとっては、専門家からご教授いただく大変貴重な機会となり、そのこ

とを自覚し、全ての授業に積極的・主体的に取り組んでいた。また、講師の方々に

とっても、ご自身の経験・研究を高校生に伝える機会となっており、より良い連携

関係を構築することができた。  

○成果普及として、地域の方々を対象とした外部イベントを実施することができた。 

 

※生徒の成果物として、外部イベントについての報告を 41 ページより掲載されてい

るので参照願いたい。  
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【国際社会講座の授業風景】 
〇NZ の TE PUIA・Raukura（高校生ハカチーム）交流 

 

 

  

 

 

 

 

〇アイヌ特別講義 I 北海道博物館 講師：アイヌ民族文化研究センター長 小川正人氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇アイヌ文化特別講義（計 7 回） 講師：平取町立二風谷アイヌ文化博物館 関根健司氏 
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【国際社会講座  授業企画】  
「みんなで考える多文化共生」  

 

●実施日：2020 年 1 月 22 日（水）  

●時 間：10：00～17：00 

●会 場：新札幌サンピアザ 1 階光の広場  

●目 的：国際社会講座の活動を地域の方に知っても  

らい、参加者の方々に日本と異なる文化に  

ついて新しい情報を得てもらい、興味を持  

ってもらう。  

●内容  

①「巨大すごろくで遊ぼう」  

各マスには生徒が実際に行ったことのある国・地域

の文化についてのクイズが書かれており、参加者には

すごろくをしながらクイズに答えてもらい、様々な文

化について知ってもらった。  

 

 

 

  

イベント告知ポスター 
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②「歌の紹介」  

国際社会講座で学んだアイヌ語の歌と、SGH NZ 研修で訪れたマオリの歌を紹介。 

先住民族の文化継承の一つの形として歌を取り上げた。  

 

 

 

③「ゲスト・生徒による講演会」  

国際社会授業の活動の紹介と、それに関するゲストスピーカーをお呼びして、

講演を実施。また、聴衆者参加型のミニワークショップも行った。  

◆第 1 講演「アイヌを身近に！」  

 “nin cup”のヴォーカリスト 川上容⼦様 
 

アイヌ漫才 ペナンペ・パナンペ様   

アイヌ、マオリの歌の紹介 

配布した歌詞カード 
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◆第 2 講演「マオリから学んだこと」（生徒発表）  

内容・活動及びイベント趣旨に関する説明(3 分) 

・生徒発表「マオリから学んだこと」(5 分)  

・意見交流(20 分) 

・まとめ（1 分）  

 
生徒発表「マオリから学んだこと」原稿  

マオリは、今年行われたラグビーW 杯で、オールブラックスが試合前に披露するパフォ

ーマンス、ハカで有名になりました。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ハカは

ニュージーランドの先住民族マオリに伝わる伝統的な戦の前の踊りです。戦に出陣と

いうときに、死ぬ覚悟をしっかりと決め、自分たちを鼓舞し相手を威嚇する意味で踊

られてきたものです。そんなマオリにも、北海道のアイヌと同じような過去がありま

す。ずっと昔からマオリの人々は NZ の土地で狩猟などを中心に暮らしてきました。し

かし今から約 1000 年ほど前に、イギリス人が入植してきたことでマオリには感染病な

どが広がり、その権力をすり減らします。1840 年にはイギリス人とマオリの間でワイ

タンギ条約が結ばれますが、その内容は英国女王のもとに資源などを保障される少し

不平等なものでした。さらに同化政策などが行われ、文化や言葉は衰退していきまし

た。そこからアメリカから始まった先住民族権利運動を背景に、条約を改正したワイ

タンギ条約法を結びました。このような歴史を持つマオリですが、現在ニュージーラ

ンドの人口のおよそ 15%をしめています。人数は少ないですが、大学や高校ではマオリ

語の授業が行われるなど文化に対する意識はかなり高いです。さらに言語ではマオリ

語が母国語に指定され、文化を尊重する動きが強いです。そんなマオリの人々と、私た

ちは 4 月に交流を行いました。一緒にスポーツを楽しんだり、伝統的な踊りを教えあ

ったりしました。彼らはニュージーランドで、マオリのパフォーマンスを受け継いで

いる高校生のグループです。ニュージーランドのコンテストで優勝し、代表として博

物館や学校で交流をしていました。彼らはとても楽しく、今でも SNS を通じて繋がっ

ている人がたくさんいます。私たちは彼らから、文化への意識と誇りを学びました。彼

らは少数民族ですが、自分たちの文化を一層広げようと努力を行っていました。しか

しその理由には自分が先住民族だからではなく、マオリだから、マオリだからやるも

のだという意識があります。自分の文化を誇りに思っているからこそ、こういった活

動が盛んになり、先住民族が生きやすい、少数派が生きやすい国づくりにつながって

いると考えます。この交流の感想として、『同年代だけど自分の文化への意識が違って、

感銘を受けた。』『いままでのアイヌに関する学習に加え、マオリの現状を知ったこと

でより理解が深まった。』『マオリと比べてアイヌ文化は伝承活動が不十分だと感じ

た。』などの意見がありました。この交流を通じて得たことは、その後の学習や今回の

イベントなどに生かされています。ご清聴ありがとうございました。 
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 参加者には紙とペンを配り、そこに意見を記入してもらった。また参加者 1 人に

つき生徒が 1 人ついて、話しながら意見を伺った。それを集約して、答えごとに意

見を読み紹介した。これを 2 回行った。  
以下の 2 問に関して意見を集めた。  
 

［問 1］20XX 年、秋にあるアイヌ人の男性が川で鮭を捕りました。目的はアイヌの

伝統的な儀式のためです。そこに警察が通りがかり、注意を受けました。アイヌの

男性「先住民族であるアイヌには、伝統的な行事のために川で鮭を捕る権利がある。」

警察「ルールはルールで、アイヌかどうかは関係ない。」アイヌと警察、どちらの言

い分が正しいと思いますか？  
 

［問 2］ニュージーランドのような多文化共生社会で暮らしたいですか？  

北海道に住む人々のなかで、アイヌに関して関心が高い人が多いことがうかがえ

た。第 2 の質問と照らし合わせると、自身の生活の中に多文化を意識する場面はい

くつかあるのではないかと考えられる。また日本が多文化共生社会だと感じている

人が一定数いた。第 2 の質問に関しては、今回の生徒発表に直接つながるものであ

った。  

 

 

◆第 3 講演「JAIC 職員としての多文化共生」JAIC 北海道  野吾奈穂子様  

 

 

 

[講演内容 ] 

・JICA ってなに？  
・SDGｓってなに？  
・SDGｓをもっと身近に！歌から理解する  

SDGｓ  
・世界はこんなに広い！世界の面白くて  

楽しい文化  
・外から見た日本の文化の素晴らしさ  
・それぞれの素晴らしい文化や民族が  

共生していくには  
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●参加者アンケート結果（10 代～70 代までの 72 名が回答していただいた。）  

5 段階回答の質問（肯定的回答の数値）  

①異文化について理解することができたか？  94.4％  

②異文化について関心を持つことができたか？  98.6％  

③多文化共生について理解できたか？  93.1% 

 

感想（一部抜粋）  

・若い学生さんの熱心な受け答えに好感が持てました。クイズが面白かった。（40

代男性）  

・すごろくの企画が良かったです。また企画してください。（50 代男性）  

・JICA の職員の話などは聞いたことがなかったのでためになりました。高校生

との会話形式で、かたすぎず聞きやすかったです。（30 代女性）  

・世界中の文化が理解できるような気持になり、色々と知りたくなりました。（70

代女性）  

・クイズも面白く、わかりやすく、理解できました。（60 代女性）  

 

●生徒事後アンケート結果（一部抜粋）  

・日頃多文化共生について考える機会がない方をターゲットにしたイベントであっ

たが、参加者の多くはそういった人たちには見えなかった。開催場所の関係で、こ

のイベントに興味がない人も巻き込めていたと思う。北海道のアイヌに対して、批

判的な意見もあったが、アイヌ自体を否定するようなものではなかった。そう言っ

た意見も含め、日頃ニュースや新聞を通じて多文化共生という言葉が広がっている

証拠なのかなと感じた。いい機会になったと考える。またイベント全体に関して、

全員で協力できたとは言えないと思うが、それぞれの思いや努力に対する結果は出

ると思う。  

・今まで人前で何かするというと学校での発表くらいしかしてきてなかったので、

普通の一般の人・初めて見る人に自分がしてきた事を説明した経験がなかったので、

とても勉強になった。あと、自分が行ってきた海外研修先についてもう一回考えて

調べてみることによって興味が深まってもう一度勉強になった。  

・私たちが授業を通して学んだことも、他の人たちは全く知らなかったりしたもの

がたくさんあったので、共有できる機会があるのはとても良いことだと感じた。今

回のように多文化共生のために、様々な体験をし広める活動をする必要があると思

った。  

・参加者の方が思ったよりも優しくて、多くの人が多文化について考えているんだ

なということがわかった。今後もこういったイベントを開催していこうと思った。  



1
2

3
4

★Ainu ★Maori★Saami

Irankarapte
Enjoy the Difference

Ritsumeikan Keisho Junior and Senior High School  №2701
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【2019 年度全国⾼校⽣フォーラム ポスター発表スクリプト】 

 
イランカラプテ. We are from Ritsumeikan Keisho High School. We've thought about 
multicultural society through Ainu culture learning.- What is a multicultural society? As a 
multicultural nation, is Japan a multicultural society ? To answer these questions, we came up 
with The path to a Multicultural Society. The First step is "Ignorance and Indifference". It 
means people have no interests in other cultures. The Second step is “Mindfulness". It's when 
people understand and have interest about different cultures. The third step is “Action". 
People do something to coexist with each other. Finally, the Forth step is "Enjoy the 
Difference". People have no fear about experiencing new cultures. 
 
Of these Four, Japan is at the second step. In order for japan to reach the third step, the Ainu 
spirit is crucial. Irankarapte, a greeting in Ainu language not only means Hello, but also “can 
I touch your heart?” Irankarapte symbolizes the Ainu spirit and their empathy for others. We 
learned the Ainu language in the Ainu class. we also had a trip to Nibutani Elementary 
Schoolʼs Ainu language class. Nibutani is a town where many Ainu people live. In Hokkaido, 
there are locations which are trying to coexist with Ainu culture. 
 
In order to compare the Ainu and other indigenous people abroad, we went on a New Zealand 
trip and a Finland trip. The Maori and Saami have similar backgrounds, such as history, to the 
Ainu. However, now their societies are starting to include the indigenous peoples. For 
example, children in New Zealand are required to learn about the Maori language and culture 
from elementary school. In Finland, many schools have geography taught in the Saami 
language. By doing so, they pass on the Saami knowledge and technology. We believe New 
Zealand and Finland are on the third step of our path to Multicultural society. 
 
From these experiences and our ideas, we planned an event to help Japan by reach the third 
step. Itʼs titled “Letʼs think about Multicultural Society”! We don't have many opportunities 
to think about multicultural society. Our target is people who don't have any strong opinions 
about multicultural society. We want these people to be able to comprehend a multicultural 
society and accept many differences, so we could solve the radical problems of ignorance and 
indifference. We plan to have the event on January 22nd, 2020. We rehearsed two weeks ago 
in our school. Here's a picture. The event will have lectures, Sugoroku based on our 
experiences abroad, singing and so on. We hope our event serves as a destination to provide 
many people such opportunities. Thank you for listening. イヤイライケレ 
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【講座名】 アジア学  【対象】  高 3・20 名  【期間】  通年  

【目標】  

東南アジアの知識を得るだけではなく、そこで得た知識を日本が抱える問題や他

の社会問題に置き換え、主体的に解決策を考える力や、国・民族の違いを超えて解決

しなくてはいけないという使命感・責任感、他者との協働作業で重要となる協調性な

どを身につけさせることを目標とする。そこで、多様な民族が対立・共生する東南ア

ジアについて、紛争・歴史・開発などのいくつかのテーマを設け、詳細な学習を行う。

また、アジアの抱える社会問題に取り組む活動をより深く理解するために、北タイで

の研修プログラムを実施する。   

【講座内容・取組】  

①国際協力理解：国家間の援助をテーマに、国際協力の在り方や援助の捉え方・視点な

どを学習・考察  

ダイヤモンド型ワークを用いて、国際協力に必要な観点を学習・考察

②APU 学生 NGO 団体 PRENGO の特別講義：SGH タイ研修に向けた学習  

③3 テーマ別学習：カンボジア内戦、東ティモール独立、ミャンマー（ビルマ）の民主化  

の 3 テーマをグループでそれぞれ発表した  

④APU（立命館アジア太平洋大学）との高大連携講座：  

教授 3 名（李准教授・淵ノ上教授・井口教授）による講義と生徒の発表  

⑤アジアの戦争・紛争：第二次世界大戦時の沖縄戦、ミャンマー（ビルマ）の紛争  

⑥開発・支援ワーク：北タイの山岳民族の村を舞台に具体的な開発・支援について考察

⑦SGH タイ研修：今年度の研修内容の検討、授業実施、事後発表  

⑧自由課題に基づくグループ発表  

【成果と課題】  

○プレゼンテーション資料の作成や発表を苦手とする生徒も、度重なる発表を通し

て、苦手意識を克服し、成長することができた。また、今年度は初めて、1 年間の

学習の集大成としてテーマ設定を自由とするグループ発表を最後に行った。この

課題を通して問題発見力や解決力、独創性などが身に着いたことを図れた。  

○当初はアジアについて興味を持たない生徒もいたが、様々なトピックを取り上げ

た講義・発表を通して、アジアの多様性や多文化の魅力を知り、普段からアジアに

もっと目を向ける意欲を持たせることができた。  

○全てのトピックでグループ（またはペア）ワークをし、常に自分と異なる意見に触

れ、自分の意見とどのように合わせ、一つのプレゼンを作るかを試行錯誤させるこ

とで、より多角的な視点を身に着けさせられた。  

 

※生徒の成果物として、高大連携講座（淵ノ上教授の回）での発表データ（一部グル

ープ抜粋）を 50 ページから掲載しているので参照願いたい。  
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【アジア学講座 授業風景】 
〇立命館アジア太平洋大学公認サークル 学生 NGO 団体「PRENGO」の特別講座 

 

〇高大連携講座第 1 弾：立命館アジア太平洋大学 淵ノ上秀樹教授 

 

〇高大連携講座第 2 弾：立命館アジア太平洋大学 李根煕教授 

 

〇高大連携講座第 2 弾：立命館アジア太平洋大学 井口由布教授 
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【研修名】 アイヌ研修  【参加生徒】 高 3・国際社会受講生徒  

【期間】  2019 年 10 月 25 日  

【目標】  

アイヌ文化についての知識を深め、国際社会の学習・活動に活かす。  

【内容】  

アイヌ文化学習の外部講師である関根健司氏（二風谷アイヌ博物館の学芸員）が行っ

ている二風谷小学校のアイヌ語学習への参加し、また関根氏による博物館展示のレ

クチャーを受けた。  

【成果と課題】  

○日帰り研修とすることで加生徒の人数を多くすることができ、国際社会の受講者

全員で同一の学び・経験をすることができた。  

○昨年度に引き続き、地域の学校（二風谷小学校）との連携を活かすことができた。 

○アイヌ人口が高い平取町にある二風谷小学校が一つ使命として行っている授業に

参加し、授業実施の経緯・目的等を校長先生から直接お聞きする機会が持てた。こ

のことにより、自分たちが行っているアイヌ文化学習の重要性を実感することが

できた。  

○二風谷小学校の授業の進め方や博物館でのレクチャーなどで得た知識を、今年度

の新たな取り組みである外部イベントの内容へ活かすことができた。  

○NZ 研修での発表や 12 月の全国高校生フォーラムのポスター・プレゼン作成に、

この研修で得たものが詳細かつ具体的な内容を考える上で活用できた。  

 

生徒感想（一部抜粋）  

◎「二風谷小学校での活動」について  

・二風谷小学校の生徒たちが一生懸命アイヌの勉強をしている姿勢、校長先生のお

話でのアイヌ文化を広めていこうという気持ちの大きさ、二風谷町のアイヌ文化

への関りを間近で体験できてよかった。  

・最近ラグビーワールドカップなどで、よくマオリのハカを踊る場面をよく見るけ

れど、やはりそこで浸透してきたのは小さな頃からの教育があったからこそだと

思う。文化継承をするためにも、二風谷小学校の取り組は尊重されるべきだと思

うし、もっと広がるべきだと思う。  

・アイヌの人々が少数でなく多数派である地域でのアイヌに対する考え方、文化継

承をする姿勢を見る事が出来て勉強になりました。アイヌ語は文字がないので、

繰り返し何度も話すことで習得する…など、1 回の授業に多くの工夫があるのが

見受けられてアイヌ文化を必死に残そうとする姿に感銘を受けました。また、廊

下にはアイヌ語のポスターを数多く目にし、アイヌ語が身近に感じられるように

なっている環境の違いも衝撃がありました。  
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・私たちも授業の一環でアイヌ文化に触れているが、二風谷小学校の小学生たちは

アイヌと共に生活しているのだと強く感じた。幼いころから自分のルーツを学ぶ

ということ、そしてそれを学べる環境の素晴らしさを改めて実感した。  

 

◎「二風谷アイヌ博物館での活動」について  

・資料館での関根先生のガイドで初めて知ることが多かったので、とても有意義な

時間になりました。動物を捕らえる罠がよく見るとシンプルな造りだけれど、理

にかなっていて、先人の知恵が素晴らしいと思いました。  

・アイヌについての博物館に行くには初めてだったので、全てが新鮮でとても勉強

になりました。文化から暮らしや祭りの仕方などが分かってよかった。詳しくど

ういう経緯があってその道具が発展したのか、カムイ（神）に対する敬意など日本

の文化と異なることがたくさんあって面白かった。  

 

◎全体をとおして学んだこと  

・二風谷町に行く前までは二風谷という地も知らなかったが、実際に行くことによ

ってアイヌ文化と共生しているという市民性を肌で実感することができた。欧米

で育った人が英語を堪能に話せるように、二風谷小の子供たちはアイヌ語を当た

り前のように使い、学んでいることにとても驚いた。今までアイヌは授業で学ぶ

文化という認識しかなかったが、これを機に授業を超えた学びに入りたいなと感

じた。  

・アイヌを特に身近に感じることができる平取に行くことができて、同じ北海道に

住民の 3 分の 2 がアイヌ民族の血が流れていることを知ったとき、決して他人事

ではなく、北海道民である自分たちがもっとよく知り、存在を主張できるように

なるべきだと思いました。  

・全国的にみるとアイヌの割合は本当に少ないし、アイヌ語を学んでも、それを生

かす機会がほとんどないが、北海道出身としてアイヌ人の自然を大切に守ってい

く姿や文化を大切にしたいと思ったし、アイヌ文化に誇りを持ってアイヌの言語

を学び続けたいと思った。全国で 1 番アイヌについて学ぶ高校の生徒の一人とし

て、二風谷に訪れることができて本当に良かったし、アイヌ語話者の貴重な方か

ら学べていることに感謝します。  

・二風谷小学校の校長先生のお話が頭の中に残っている。「ここ二風谷の出身者はこ

の土地に誇りをもって生きていって欲しい…」。産業のない街と語っていた校長の

中では、やはり「廃校」になってしまうという諦めと、その中で残り何ができるだ

ろう…と模索し続けた姿が見受けられて。そして結論として二風谷アイヌに誇り

を持つという、自分たちの境遇に感謝をするということになったと思う。  
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【研修名】  サハリン研修・道内 5 自治体研修  

【参加生徒】  

道内：18 名（黒松内町：4 名、  猿払村：4 名、  鶴居村：4 名、   

仁木町：3 名、  幌延町：3 名）  

サハリン：4 名  

【期間】  

猿払・幌延：9 月 29 日（日）～10 月 1 日（火） 2 泊 3 日  

黒松内・仁木：10 月 3 日（木）～10 月 5 日（土） 2 泊 3 日  

鶴居：10 月 20 日（日）～10 月 22 日（火） 2 泊 3 日  

サハリン：10 月 28 日（月）～10 月 31 日（木） 3 泊 4 日  

【目標】  

 観光開発講座の「実習」として、ロシア連邦サハリン州ユジノサハリンスクと、国

内では立命館慶祥高等学校と「地方創生人材育成制度」の協定締結自治体の中から、

黒松内町・猿払村・鶴居村・仁木町・幌延町を生徒たちが選択し各自治体を訪問、実

地での地域調査の手法と情報の整理術、提言方法を学ぶ。今年度のキーワードは「観

光を基軸とした地方創生と・インバウンド増加」とし、北海道・サハリン両地の観光

資源発掘・整理、魅力の発信及び観光プランニングを行い、日本及び北海道への外国

人観光客の誘致のための具体的な方策やその政策提言を関係各所に行う。実地調査

の中では複数回のインタビューを行うほか、サハリン研修では学校訪問・交流を行う

などさまざまな人々と交流を図ることで、他者理解と多文化共生マインドの育成を

図り、未来を担うグローバル人材を育成することを目標とする。  

【日程】  

◎5 自治体研修  

 ①  猿払村チーム  幌延町チーム  

1 日目  特急ライラック 15 号・サロベツ 1 号で幌延へ  

2 日目  ・猿払村役場（村長・副村長表敬・

懇談）  

・鬼志別漁港・牛乳と肉の館視察・

インタビュー  

・猿払村漁業協同組合ほたて総合化

工場視察・インタビュー  

・Q マート、さるふつまるごと館・ 

夢喰館視察・インタビュー  

・幌延町役場（村長・副村長表敬・

懇談）  

・幌延町内視察、オトンルイ風力発

電所視察、北緯 45 度線モニュメン

ト、幌延ビジターセンター視察・イ

ンタビュー、パンケ沼・秘境駅視察  

・豊富温泉街視察  

3 日目  ・エサヌカ直線道路、モケウニ沼、 

カムイト沼、旧浜猿払小（現：郷土

資料館）視察、ホテル猿払インタビ

ュー  

・幌延町トナカイ観光牧場視察  

・深地層研究センター視察  

※両チームとも幌延町から沿岸バ

スで帰札  
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 ②  黒松内村チーム  仁木町チーム  

1 日目  函館本線快速・普通列車でニセコ町へ  

2 日目  ・道の駅くろまつない視察・インタ

ビュー  

・ねっぷ牧舎視察・インタビュー  

・歌才ブナの家・ブナセンター視察・

インタビュー  

・黒松内町役場（町長表敬・懇談） 

・仁木町役場（副町長表敬・インタ

ビュー）  

・フルーツパーク仁木、山田園、今

井ファーム、ミニトマト出荷貯蔵施

視察・インタビュー  

 

3 日目  ・歌才ブナの森視察  

・トワ・ヴェール視察・インタビュ

ー ※両チームとも函館本線普通

列車・快速列車で帰札  

・Niki Hill’s 視察・インタビュー  

・鮨処哲取材・インタビュー  

・紅果園、仁木町観光案内所視察・

インタビュー  

 

 ③  鶴居村チーム  

1 日目  特急スーパーおおぞら 3 号・阿寒バスで鶴居村へ  

2 日目  ・鶴居村役場（村長・教育長ほか表敬・インタビュー）  

・酪楽館視察・インタビュー、つるぼーの家・ハートンツリー視察  

・鶴居どさんこ牧場視察・インタビュー  

・ホテルグリーンパーク鶴居インタビュー  

3 日目  ・村民の森、伊藤サンクチュアリ、情報館、音羽橋、鶴見台、幌呂市街、

下雪狸分譲地、尾根内ビジターセンター、釧路湿原視察、  

特急スーパーおおぞら 6 号で帰札  

◎サハリン研修  

1 日目：オーロラ航空 4537 便  新千歳空港出発・ユジノサハリンスクへ 

2 日目：北海道サハリン事務所訪問（表敬・所長インタビュー）  

    第 1 ギムナジア学校訪問・文化交流・アンケート調査・懇談 

    サハリン州郷土博物館視察 

    サハリン州政府表敬訪問（観光課職員へのインタビュー込み） 

    ガガーリン公園視察 

3 日目：ロシア正教会・勝利広場・終戦記念碑視察  

山の空気取材・インタビュー  

    稚内市サハリン事務所訪問（表敬・所長インタビュー）  

    製菓会社 CAKO 訪問（工場見学・インタビュー）  

    Go Sakhalin（取材・社長インタビュー）  

4 日目：シティーモール視察 オーロラ航空 4536 便  ホムトヴォ空港出発・札幌へ  
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【成果と課題】  

○両研修とも、観光開発講座の「実地実習」として位置づけることができ、通常授業

と、深く関連付けさせ、机上の学び・現場の学び双方を実施できた有意義な研修が

実施できたといえる。  

○5 自治体研修では、初の取り組みであったにもかかわらず、自治体側の全面協力で

調査を行うことができた。教育委員会や企画政策課・企画財政課職員が取材先のア

ポイントメントや現地での移動手段確保等事前準備等のあらゆる点において尽力

してくれた。また、すべての自治体から首長・副首長をお招きし事前学習での特別

講義を実施できたほか、事後の提案プレゼンテーションを同じくすべての自治体

代表者の前で披露をすることができた。  

○サハリン研修は道庁、ノマド（旅行会社）、道サハリン事務所、サハリン州政府と

密に連携をとり、全面的な協力のもと昨年度に引き続き実現することができた。今

年度は各所への取材・アンケート・インタビュー調査も行ったが各所が柔軟に調

整・対応していただくことができ、学校法人立命館と道庁、サハリン州政府との教

育連携協定は効果が遺憾なく発揮された。また、第 1 ギムナジア交流を通じて人

材交流・文化交流をすることができたほか、今後も連携・受け入れをお互いに加

速・促進させていくことを確認できた。  

 

●今年度も講座受講者のモチベーションと主体性に課題が残った。サハリン研修に

は観光開発講座選択者のみに募集を絞って選抜・実施したが、特に事前学習のイン

タビュー質問作成・整理の部分でやや主体性に欠けるなど課題が残った。同時並行

して行われる課題研究授業との棲み分けと生徒負担感を意識した授業づくりと目

標設定が今後も課題である。  

●本年は通年テーマとして「地方創生」をテーマに考察を進めたが、対象自治体を複

数設定してしまったことで、ティームティーチングで授業を進めていてもなお、授

業担当者の各班のプロジェクトの進捗把握、学習支援、精度向上に苦慮した部分が

大きかった。自治体ごとの特殊性もあり一斉講義のなかでプロジェクトを掘り下

げてゆくことが難しく、年間を通じて班ごとの作業時間が多くなってしまい、基本

的知識のインプットやケーススタディ等概論の授業が少なくなってしまったこと

が生徒の考察の深さにも関係してしまい、反省であった。  

●今年度も年度末の報告会において、生徒たちによる一定の『提言』に到達すること

ができたが、報告内容作成過程や『提言』の実効性・考察の射程などは、まだまだ

物足りないと言わざるを得ない。引き続き指導者自身がテーマに対する理解や指

導力をつけ、より内容豊かな成果物を対外的に示せるよう取り組んでゆきたい。  

 

※生徒作成の 2019 年度サハリン研修報告書については、次ページから掲載されてい

るので参照願いたい。  
 



58 
 

立命館慶祥高等学校 

スーパーグローバルハイスクール事業 

 
2019 観光開発サハリン研修生徒報告書 

 
 

 
 

 

研修期間：2019 年 10 月 28 日（月）～10 月 31 日（木） 

研修場所：ロシア連邦 ユジノサハリンスク市 

研修メンバー： 高校 3 年生 観光開発講座受講生 4 名 
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〇フォトギャラリー  

  
研修メンバー4 名@新千歳空港      第 1 ギムナジア生徒による学校紹介・案内  

 

 

  
立命館慶祥高校学校紹介          ロシア観光事情アンケート調査  

 

 

     CAKO 社インタビュー風景         Go Sakhalin 社インタビュー後談  
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①サハリン研修に臨むにあたり 

  
今回の研修参加動機は、サハリンと北海道は昔、交流があったのにも関わらず現在は交流人口、

関係人口ともに少ない状況であるため、その改善策を考えたいと考えたからである。研修前のサハ

リンのイメージは、多くの日本人が住んでいた歴史があったため、日本統治時代の建築物が未だ残

る土地で、日本人も一定サハリンには居住していると思っていた。実際研修の中で見学したサハリ

ン州郷土博物館や王子ヶ池の神社跡などには漢字で書かれている石碑が残っていたり、「ふるさと」

という日本料理屋を経営していらっしゃる方は、ユジノサハリンスク市の名誉市民の称号を付与

されているという話を聞き、日本とサハリンの「繋がり」を感じた。現地では、「ロシア人の日本

への良いイメージと悪いイメージの比率は７：３なのに対し、日本人は 3：7」というお話を、駐

在する日本の方にお聞きした。私たち日本人の印象とロシアの人々の間に大きなイメージの差が

あることに驚かされた。（有田） 

 
私は、サハリンには日本統治時代の名残でまだまだ日本風の建物物や文化的要素が残っている

と考えていた。街もあまり活気にあふれている、というようなイメージがなく、北海道の地方都市

と近いイメージを持っていた。実際訪問してみると、ユジノサハリンスクへの玄関口のホムトヴォ

空港のビルは古めかしい感じがしたが、空港から車で 5 分も走ると、一気にヨーロッパ風の建物が

増え、市街地は開発が進み拡大している様子が見て取れた。自身が抱いていたサハリンのイメージ

と大きく異なり、大変驚かされた。なぜ、今回サハリン研修に参加したかというと、私は将来、日

本と海外を、観光を軸につなぐ仕事に就きたいと考えているためである。今回のテーマである、「サ

ハリンと北海道をつなぐ観光プランニング」を考察することは、将来の自身の夢も具体的なものに

なるのではないかと考えた。私自身、サハリンについては、日本史の授業で習う知識ほどしか知ら

なかったが、事前学習や現地でのフィールドワーク、インタビューを通して知識を深めることがで

きたと実感している。（菅井） 

 
私はサハリンに対し、「北海道と距離的には近いが、交通手段が限られており、また、お国柄な

どから気軽に行くことができる場所ではない」という印象を抱いていた。サハリン州は人口も少な

く、ユジノサハリンスクもひっそりとした静かな街だとイメージを持っており、現地には未だ日本

が支配していた歴史から建造物などはたくさん残っているということを事前学習で学んだ中で、

そこに住む人々は、日本に対してあまり良いイメージを持っていないのではないかと考えた。観光

の視点からは、特に有名な観光地や、サハリンならではの名産品といったものはあまり無く、プラ

ンニングに一定の困難さも感じていた。参加動機としては、北海道と地理的、歴史的に大きな関わ

りのある場所であることから、現在の日本と何らかの共通性やつながりがあるかどうかを調べた

かったこと、また、そもそもロシアという国それ自体に興味があったからである。（高橋） 

 
 研修に行く前のサハリンのイメージは、 日露戦争後に日本が南樺太を領有したという歴史があ

ることから、かつての樺太の中心都市であった、ユジノサハリンスクには昔の日本統治時代の建造

物などが街に残っており、 それらはサハリンの人々にとって、どのくらい関心寄せている歴史な

のだろうかと考えていた。日本とは歴史的つながりだけでなく、地理的にも日本に大変近い位置に

存在することから、日本との文化的な共通点も存在するのではないかと思っていた。私の祖母は、

戦争中にユジノサハリンスクに少しの間住んでいたということを聞いたことがあった。ゆえに、私

は今年観光開発の授業中でサハリンの話がでるたび興味が増していった。そもそも私は、サハリン

研修に行くことができるという理由からこの観光開発講座を選択した。ユジノサハリンスクの歴

史やロシアの食、文化、観光事情について興味があり、日本との関係性も学習したいと思ったため、

この研修に参加した。（田湯） 
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②研修行程と各研修地での研修内容 

1 日目 10 月 28 日(月) 
時間 場所 内容 

15:00（日本時間） 新千歳空港国際線ターミナル 集合 

18:30～19:00 頃 ユジノサハリンスク 
ホムトヴオ空港 

着後、宿泊先ホテルへ移動 

19:30 頃 ホテルサハリンサッポロ 到着、チェックイン 
19:45～21:00 夕食（マルーシャ） 店のシンボルがマトリョーシカ。ロシア伝統料

理 の ボ ル シ チ 、 ビ ー フ ス ト ロ ガ ノ フ 、 
シーバクソンジュースに舌鼓。 

21:00～21:30 スーパー（ピエールヴィ） 新鮮な食材が豊富。チーズなどの乳製品や牛乳

の種類が豊富。日本の調味料や食品も高価で販

売されている。 
21:45 ホテルサハリンサッポロ 着後、ミーティング。 

日目 10 月 29 日(火) 

時間 場所 内容 

8:30 ホテルサハリンサッポロ 出発 

9:00〜9:30 北海道サハリン事務所 表敬訪問。佐藤知至氏・出野翔太氏。サハリン情

報取材を実施 
10:00～12:20 第 1 ギムナジア 双方が学校紹介、観光開発アンケート調査、学校

見学、焼き絵制作、パンケーキづくり、生徒・教

員と一緒に作ったり、懇談するなどした 
12:45～13:45 ガガーリンホテル 昼食。ロシア料理バイキング 

13:50～14:40 サハリン州郷土博物館 見学。館内や屋外展示場には、日露戦争中・日本

統治時代に使用されていたものが多く展示され

ていた 
15:00～16:30 サハリン州政府庁舎 表敬訪問。ブトゥハノフ経済発展翔副大臣ほか 5

名、観光関連インタビュー 
16:45～17:30 ガガーリン公園 見学 

17:45 頃 ホテルサハリンサッポロ到着 一旦帰着 

18:30～19:30 レーニン広場 
サイゴン（夕食） 

広場周辺散策後、レストランへ。 
朝鮮出身の人も多く、種類が豊富な韓国料理を

食べる 
19:45～21:30 市街地ナイトウォーク 第 1 ギムナジアの生徒とコミュニケーションを

とりながら、中心地の観光名所を紹介してもら

い、日本文化やロシアのことについて話し合っ

た 
21:30 ホテルサハリンサッポロ  

3 日目 10 月 30 日(水) 
時間 場所 内容 

8:45 ホテルサハリンサッポロ 出発 

9:00〜9:30 ロシア正教会 見学。お祈りの時間と重なったため、市民がお祈

りを捧げている様子を生で見ることができた 
10:00〜11:20 山の空気 見学。サハリンで人気のアクティビティや、新た

な計画、新設宿泊施設についてなど観光関連イン

タビューを実施 
11:15～11:50 市場「アジア・シチ」見学 市民の買物の様子や暮らしの様子を見ることが

できた 
12:05〜12:45 昼食（セリ・パイエーリ） 学食形式で注文。ローカル価格。 
13:20〜14:30 稚内市サハリン事務所 所長三谷将氏に姉妹都市・サハリン事情ほか主に

道北地域との交流に関してインタビューを実施 
15:15〜16:00 CAKO（製菓会社）工場 見学。ロシア食文化関連インタビューを実施 
16:10～16:45 勝利広場・樺太神社跡地 見学 
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17:00〜17:45 GO Sakhalin オフィス ロマノフ社長にサハリン観光・情報発信について

インタビューを実施 
18:00 頃 ホテルサハリンサッポロ 一旦帰着 
19:00～20:15 夕食（133） ロシア各種肉料理を食べる 
20:30 ホテルサハリンサッポロ  

4 日目 10 月 31 日(木) 
時間 場所 内容 

9:40 ホテルサハリンサッポロ チェックアウト、出発 

10:00〜11:30 シティーモール 土産物購入ほか 

12:00 ユジノサハリンスク 
ホムトヴォ空港 

到着 

13:30 ユジノサハリンスク 
ホムトヴォ空港 

出発 

14:30（日本時間） 新千歳空港国際線ターミナル 到着 

 

③取材メモ 

・北海道サハリン事務所（佐藤所長・出野主査） 

2018 年で北海道とサハリンは協定締結（北海道・サハリン州友好・経済協力提携）20 周年。新

千歳からユジノサハリンスクまで週 5 便飛んでいることを知らない人が多く、運賃が高いことも

あり、ビジネス目的の人ばかりで、観光客は少ない。ユジノサハリンスク、成田間のほうがユジノ

サハリンスク、新千歳間のよりも運賃が安いことも北海道とサハリンの交流人口が増えない要因

であるとされる。他には、サハリンには遊ぶところというイメージがないことも要因。実際は、ス

キーなどの自然を利用したアクティビティがある。しかし、それは北海道でも可能である。サハリ

ンとロシアの他の観光地との差別化が必要で、サハリンは日本時代のものや大自然などの観光資

源がある。サハリンはアジアの雰囲気を持っているが、ウラジオストクはアジアに近いにもかかわ

らず、街並みがヨーロッパということで人気な観光地となっている。 

 
日本からサハリンに観光客を呼び込むための取り組みとして、日本からサハリンへ飛行機を利

用する客は、ビジネスで行き来する人が現状多い。一般客は、飛行機の料金が高いためあまり利用

しない。サハリン州政府として格安航空路線新設を検討しているとのこと。また、ウラジオストク

を始め、極東ロシアでは電子ビザの導入により、以前より観光がしやすくなった。サハリンにもこ

の流れが来ており、今後の観光客増加が見込まれている。ロシアで日本人に人気の観光スポットは、

極東地域ではウラジオストク。街並みがヨーロッパのように綺麗で成田や関空などから直行便が

飛んでおり、2 時間ほどで行くことができる。若い女性に人気の観光スポット。 

日本人が持っているサハリンやロシア観光のイメージは良くないものが多いそうである。楽し

くなさそうとか、ロシア人は怖いなどのイメージ。現在サハリンに来る人は「人の行ってないとこ

ろに行きたい」、「昔の日本統治時代の建物・遺構を見たい」という、どちらかといえばコアな人た

ち。現状はビジネス客が多い。 

（日本の人の印象を変えることが必要・サハリンを知ってもらう工夫が必要！） 

 サハリンにより入込客数を増やす方策として、「他との差別化をしないと観光客は来ない」との

こと。実はアクティビティが多いが知られていない現状。（スキーやバギーを体験する人には北海

道の人は少ない）。電子ビザの取得が可能になったことは観光を考えてゆくうえで大きな前進。週

5 で千歳からユジノサハリンスクに飛行機が飛んでいるが、内訳はビジネスで来る人が多い。飛行

機運賃が高く、北海道路線より東京（成田）線の方が値段が安く、北海道の人より東京の人の方が

価格設定的には来やすい。景色が素晴らしい場所は豊富だが、そこまで行くのが大変。車で何時間

もかかってしまったり、トイレが途中ない、といったインフラ整備が課題である。 
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・第 1 ギムナジア 

第 1 ギムナジアの生徒 2 人と先生方が学校案内をしてくれた。その後立命館慶祥側から学校紹

介のプレゼンをしたあと、20 名程の生徒に北海道・サハリン観光に関するアンケートに回答して

もらった。（日本文化体験・交流は時間の都合上開催できなかったため、お土産としてけん玉・羽

子板・筆ペン・折り紙をプレゼントした。）その後、焼き絵の体験をした。サハリンでは、技術の

授業は男子のみ、家庭科は女子のみの授業とのことである。その後ブリヌイというクレープの生地

のようなものをつくり、紅茶を飲みながら、生徒・教職員とともに懇談した。第 1 ギムナジアの生

徒は積極的に日本語で話しかけてくれた。学校の設備に ICT 機器が導入されていた。教室内には

実際に体験して学ぶことが可能な、まるでゲームのような教材が多数置いてある。学校には数か所

にプーチン大統領の写真が飾ってあり、愛国心を感じた。第 1 ギムナジアの生徒は日本語の勉強に

とても熱心で、たくさん日本語で質問してくれた。英語も堪能。私たち慶祥生にとっても良い刺激

となり、言語学習を頑張ろうと感じた。 

                                                  

・サハリン州政府にて観光関連インタビュー 

 サハリン州政府では以下のような質疑応答をした 

Q 1. 電子ビザの発行により、サハリンをはじめロシアへの観光がしやすくなったと思うが、航空

券代も比較的高い日本とサハリン間で LCC の導入予定はあるか。 

A1. ユジノサハリンスク空港では LCC の受け入れを検討している。 

既存の航空会社路線、オーロラ航空では、半年前にチケットを買えば半額近い値段で買える。

また、預け入れ荷物なしだとさらに安くなる。（出張で利用するビジネスマンには大変良い

が観光客向けではない 

Q2. 観光客をサハリンに呼び込むために工夫していることはあるか。 

A2. 観光インフラを整備している。3 年前に観光情報センターの Go Sakhalin を開いた。その

ホームページや、各種 SNS を用いてサハリンの良いところを PR している。日本の旅行会社

とも協力。来年プロモーションツアーを実施予定。 

Q3. サハリンの人達は日本に来たいと思っているのか？また、サハリンの人たちの日本に対する

印象とは。 

A3. 興味をもっている。サハリンの人達は親日家が置く、札幌へ行くことも多い。千歳―ユジノ

サハリンスク便は週 5 便もある。日本の印象はおもてなしの精神がある。歴史がある。観光

が充実している。美味しい料理がある。 

Q4. サハリンにいるトナカイについて（国内研修地幌延町との交流の可能性を探る質問） 

A4. 数種類のトナカイがいる。南部に育成ファームがあってトナカイの角のエキスの温泉があ

る。北には野生のトナカイがいる。クジラをみることができるツアーが夏にあり、そこでト

ナカイをみることができる。サハリンにトナカイは 3 千頭います。3 種類のトナカイがいま

す。サハリン州南部には育成ファームがある。その育成ファームには、トナカイのツノから

のエキスの温泉があり、入れる。北には野生のトナカイがいます。サハリン州は北から南ま

で千キロメートルあるので、トナカイは北から南へ行きづらく、移動しにくい。コルサコフ

あたりにトナカイそりができるファームがある（4 頭）。トナカイやクジラを見たい人が夏

にサハリンの北に行けるツアーがある。他のところからトナカイを採っているので問題は

少なくなっているように考えます。カムチャッカ地方。ロシアは広いので色んな地域から搬

送している。 
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Q5. サハリンに来る観光客は 2 万人と聞いたが、日本人が一番多いのか。 

A5. 2018 年には 30、000 人を突破。そのうち観光客が 22、000 人。 
日本人は 7、500 人（クルーズ船含む）。 

                                                  
・山の空気(ゴールヌィヴォズドフ)インタビュー 

ユジノサハリンスクを代表する観光地、スキー・リゾート。質の高いコース整備が次々とされて

いる。山腹にはコテージを建設中。景色が綺麗で、2 か所の展望台から街を見渡せる。ロシアの別

荘、ダーチャが山のふもとに建つ。2020 年にスキーの国際競技会が開かれ、2021 年には子供アジ

アオリンピックも開催予定。山の空気では以下のような質疑応答をした。 

 
Q1. どうやって観光客を呼び込んでいるか。 

A1. ラジオ、TV 番組、インターネットで宣伝している。 

Q2. サハリンではどんな冬のアクティビティが人気か 

A2. スキー、スノーボードは半々ぐらいの割合で人気。魚釣り、そりも人気。 

Q3. 客の年齢層について 

A3. 18～45 歳が多い。スノーボードをしている人が半分、スキーが半分で、レンタルも行なっ

ている。 

Q4. 日本人はどれくらい来ているのか。ロシア以外ではどこから来る人が多いか。 

A4. 12 月～4 月に約 1、000 人。80%はロシア人です。モスクワからが多い。外国人は残りの

20％程度で、ドイツや日本、韓国から来る人が多い。北海道には多いオーストラリアからの客

は少ない。 

Q5. 観光客が山の空気に来るには、どんな交通手段を利用してくるのか。 

A5. タクシーを利用するか、 無料シャトルバス路線。市内主要ホテルとの間に結ばれている。 

Q6. 今後の計画は。 

A6. 予定がいっぱいです。新しくできるコテージ（シャレー）は Long Stay 客用新しいシャレ

ーは、街まで近いし、スキーのコースも近いので便利です。2020 年頃に大きい大会を行う

予定（国際競技大会）。2021 年には「子供アジアオリンピック」。2024 年には若者の中で新

しい赤山で行われる大会がある。2027 年にはパラリンピックが開催される構想も。 

Q7. 人工降雪は毎年使っていますか？ 

A7. 吹雪で 2 メートル積もることもあるが、去年はスノーマシーンも使った。 

                                                 
・稚内市サハリン事務所にてサハリンと北海道の交流関係インタビュー（三谷所長） 

1945 年までは定期航路が存在。稚内とサハリンの交流は文化・スポーツ交流など非常にさか

ん。現在サハリン→稚内の観光客は全盛期より減少傾向。2018 年まで存在したフェリーが今年

度は運休で。稚内市サハリン事務所としても交渉を続けているが、運航再開までには多くの困難

がある様子。 

 
Q1. サハリンと北海道をつなぐツアーの開催予定はありますか？ 

A1. 以前はあったが、今は需要があまりなく、予定していない。1999 年から 2015 年には、約

200 人乗れる大型船の運航をしていた。この船は、人だけでなく貨客船として、荷物も運ぶ

ことができるため、サハリン市民が稚内のホームセンターやドラッグストアで買い物して帰

ることも多かった。船のメリットは、沢山荷物を持っていけること。稚内とサハリンを結ぶ

船がなくなった今、人々が行き来するには、新千歳空港を経由して行くしか方法はない（遠

回り）。稚内からサハリンまでフェリーで 5 時間だが、飛行機では飛行距離が短すぎるため
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運航は難しい。（平成 3 年、4 年頃には稚内空港からサハリンの空港までの航路を試験運航し

たが、近すぎて廃止となった） 

Q2. サハリンにもトナカイがいると聞いた。幌延町のトナカイ観光牧場とサハリンの「トナカイ交

流」について、アイディアを持っているが、どう思うか。 

A2. トナカイの交流はいい案だと思うが、トナカイなどの動物は輸送するにあたって、検疫が大

変厳しく、国が管理するもの。実現するのは難しいと思う。 

（幌延町とサハリンの交流案として、トナカイを使った観光プランニングを提案したいと

考えていたため、残念だったが、稚内とサハリンを結ぶフェリーが復活すれば不可能なこ

とではないと思うので、少しでも早くフェリーが復活することを願う。） 

Q3. サハリン州政府も押している「山の空気」のスキー場としての魅力は。 

A3. 雪質はそこまで良くはない。北海道の方が良いのでは。日本（特に北海道）のスキー目当て

の観光客がこれから増える可能性は低いと考える。何か「変わったこと」をしなければ日本

からの観光客は増えないのではないだろうか。 

Q4. 稚内市からサハリンに来る観光客はどれくらいいるのか。 

A4. 稚内からサハリンへ行く人は少ない。来る人は、親が樺太に住んでいた人や、旅慣れた東京

の人が旅行としてサハリンに来る。 

Q5. 北海道とサハリンの交流人口はどのように増やそうとしていますか？ 

A5. 魅力発進をしている。サハリンには稚内に馴染みがある人が多い。（スポーツ団体やダンスで

の文化交流などが行われている）観光目的でサハリンから稚内に行く人はいない。日数もかか

る上に費用もかかる。交通手段の「パターン」が少ないため、サハリン内の交通ルートを整備

しなければならない、という課題がある。山の空気の整備が次々と進められているが、今サハ

リンはインフラ整備が途上。個人旅行客に向けた対応が必要。 

                                                 
・CAKO(製菓会社)工場見学・ロシア文化インタビュー 

2013 年に設立、2016 年に製造を始め、150 品目をつくっている。 

砂糖の入っていない菓子も製造。ロシア国内の天然の原料にこだわっていて、練乳・小麦粉・砂糖

はシベリア産、ベリー類はサハリンの森からとっている。現在はロシアのみの販売だが、日本への

販売も視野にいれているという。 

 
Q1. この工場の概要（設立年、製造品目、生産量、主な出荷先）を教えてください。 

A1. 2013 年に設立。初めは建設や機械の仕入れ、レシピ作り。2016 年からは製造開始した。150

品目のお菓子を作っている。製造開発を続けている。今は砂糖の入っていないお菓子を作る

研究をしている。1 トンのお菓子が作られています。 

Q2. 原料は主にどこの産地のものを使用していますか？ 

A2. シベリアからの原料を使用。使っているベリーはサハリンの森で、採集している。練乳・小

麦・砂糖はシベリア産。 

Q3. 日本や外国に輸出していますか？（計画はありますか？） 

A3. ロシア国内のみの販売です。2019 年 10 月、北海道で行われた「アグリフー 

ドプロジェクト」にお菓子を出品した。日本は市場として大変興味深いのでビジネスパート

ナーをつくりたい。 

Q4. ここで製造されている商品の特徴やセールスポイントを教えてください。 

A4. 質の高い材料を使っていること。ロシア産のものは質が高く、天然。質が一番大切です。 

Q5. 人気の（売れ行きの良い）商品を教えてください。また、何故それが人気だと思われるか？生

産者のお立場からお聞かせください。 

A5. ゼヒール、パスチラ、マーマレード、クッキー、プチチカが人気です。プチチカは会社によ
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って味が違う、伝統的なお菓子です。小さいゼヒールはロシア人は好きではないので、大き

くしています。 

Q6. ここで製造されている商品の特徴やセールスポイントを教えてください。 

A6. ロシア人がお菓子を買うときに価格は大切です。まず試食を行う→口コミを 

もとに改良→デザイナーがパッケージデザインをつくる（パックのデザインはお客さんの意

見を元にしています）。専属のデザイナーがいる。お菓子セットはクリスマスやお正月に売れ

て、販売量が増えます。ロシアのお正月は 1 月 7 日です。クリスマスより、お正月の方がメ

インです。天気によって売り上げも変わってくるので、天気予報もチェックし製造したりも

している。 

                                                  
・Go Sakhalin 社 サハリン観光関連インタビュー 

会社として観光客を増やすため旅行会社との協力や大阪展覧会に出展したり、国際展覧会 JAT

に参加し、サハリンの魅力を発信している。パンフレットは日本語、英語があり、中国語、韓国語

も追加予定。サハリンの観光における弱点は英語表記が少ないことと述べていた。 

 
Q1. サハリンに来る観光客はどこの国の人が多いですか？ 

A1. ロシア人の次には韓国人が多い。サハリンには、昔から朝鮮から移住してきた人が多いため。 

Q2. 観光客に人気なサハリンの観光地は？ 

A2. 歴史関連遺産、自然の美しい場所など様々あるが、人によって違う。例えば、若者が東京か

ら来たとき、漫画「ゴールデンカムイ」の影響を受けてサハリンへ来た人も。歴史（一番大

事）が面白い。自然の美しさなら「アニワ岬」。秘境巡りをしに来る人もいる。 

Q3. 日本人とその他の国の観光客で「求めるもの」の違いはどんなことがあるか。 

A3. 日本はサービスレベルが高い。あと、日本人は「全部好きだ」と言います。 

（サハリンへ観光しに来た日本人に尋ねたときに往々にしてそう言うそう） 

Q4. 他の街にサハリンが誇れるもの（こと）は何ですか？ 

A4. 1 番サハリンは面白いところではないだろうか。良いところ。ロシアを見るならぜひサハリ

ンにおいでください。 

Q5. パンフレットなどは何ヶ国語対応していますか？ 

A5. 日本語、英語、韓国語。11 月に中国も追加する予定。2 年前から日本語パンフレットも作成

し始めた。 

Q6. どのようにサハリンの魅力を PR しているのか？ 

A6. 大阪で行われた展覧会や、「アグリフードプロジェクト」に参加した。国際展覧会「ジャット」

に参加もしました。JTB など日本の旅行業者とも会ったり、HIS 主催のセミナーにも参加し

ている。PR はインターネットブログを通じて発信も。来年夏から、名古屋や大阪などにも

新規路線を就航させ、サハリンへの路線を増便する予定（15 便）。国立会社だからガイドは

ない。旅行会社と協力している。 

（4 名がとったメモを合わせて整理した） 

                                                
④研修を終えて 

有田 新之助 

 Go Sakhalin 社でのインタビュー時に、 現在のサハリン観光の問題点として挙げられていた、

「英語表記がないこと」は、実際各種観光地を訪問した際、不便だった。通訳・ガイドの方がいな

いとレストランで注文することも難しく、街の標識を読むこともできないため、まだ個人旅行は難

しい地域であると感じた。ここから私は、反対にロシア人が日本に来るときに、より来やすくなる

ためには、観光地や情報発信にもいてロシア語対応の必要性があると強く感じた。取材して分かっ
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たことであるが、飛行機の運賃が高額であること（2020 年 1 月現在のエコノミー・Y クラス札幌

起点－ユジノ間往復は 84、700 円、ユジノ起点－札幌間往復は 650 ユーロ）船の定期航路が存在

しないことは、交流人口を増やす大きな壁になると感じた。ロシアの人たちは北海道に来て、買い

物や飲食を楽しみたいという人もギムナジアのアンケートより存在していることが分かったが、

高い移動費のため日本に訪れるのを諦めているロシア人が少なからずと存在すると思う。ゆえに、

サハリンから日本への観光客を増やすためには、サハリンから北海道に来る観光客には、滞在中に

使える特典付きの商品券配布や旅行者向け割引チケットを配布したり、道内の移動費を観光客向

けに安く設定すれば、よりロシアの人たちも北海道に来やすい環境になるのではないかと考えた。 
 

菅井 春那 
 私は今回の研修に参加して、日本とサハリンの交流人口を増やすためには交通手段の整備・拡充

が重要だと思った。現在、日本からサハリンに行くには新千歳空港または成田空港からユジノサハ

リンスク・ホムトヴォ空港に行くしか手段が存在しない上、運賃も高額である。2015 年までは、

稚内とサハリンを結ぶ定期フェリーが存在したものの、利用者の減少により、2019 年現在では運

航休止されていることを知り驚いた。私はそのような状況からサハリン観光に行く日本人、反対に

日本に旅行に来るロシア人を今後増やしてゆくためには、昨今話題の、LCC 路線の新規開通を提

案したい。サハリン州政府におけるインタビューで、LCC の提案してみたところ、州政府として

も検討中との返事をいただいた。私は、LCC の開通により、より手軽に旅行ができるようになる

ことで、両国が身近な存在となり旅行がしやすくなると考える。現在サハリンと日本を行き来する

のはロシアのオーロラ航空のみであるため、日本の LCC の会社（peach、 Jet star）などが飛ぶ

ようになれば、電子ビザの発行による簡便化と重なって、より観光客が増えるのではないかと考え

た。稚内とサハリンを結ぶフェリーの復活も貨物輸送の観点から考えてゆかねばならないが、人の

交流活性化のため、LCC の開通も第 1 に提案を考えてゆきたい。 
高橋 歩  

私はサハリン島という場所が、日本にはない豊かな自然に恵まれ、また魅力的な観光名所もたく

さんあることから、ネイチャーツーリズムを中心にサハリン観光を活発化することは可能である

と考えた。しかし、私自分にもいえることであったが、サハリン研修に参加する前に、北海道に住

む身でありながらそもそもどのような場所か、名産品は何かなどを知る機会は少なく、またそれを

知っている人も少ない。取材をしてみて分かったことは全体的に観光に関する PR がまだまだ不足

していることである。現在のサハリンが売り出している観光コンテンツは、正直言って他地域にお

いてもできることばかりである。そのことから「サハリンといえば何か？」。「ならでは」のアクテ

ィビティ開発や「らしい」観光名所の売り出しと、それらを中心にした情報発信をする必要がある

と考えた。 
 

田湯 亜蓮  
普段の生活の中で、他の国の文化や習慣に触れる機会は多くはないが、こうしてユジノサハリンス

クを訪問することができ、本当に勉強になることが多かった。どんなに北海道とは近くても（飛行

機で札幌から 1 時間）、日本とは違った、今まで関わることのなかったロシアの文化や習慣に触れ

ることができた。極東最大の正教会で、女の人はスカーフを巻いて髪を隠さないと教会の中に入れ

ないといったルールを私自身も体験したり、第 1 ギムナジアの生徒たちが日中も、そして夜も寒い

中私たちとコミュニケーションをとって、街中を案内してくれたことなど、これまでに知らなかっ

たロシアに関する様々な知識や、物事の考え方・視点を備えることもできた。私が提案にむけて重

要視したことは、稚内↔コルサコフ間定期航路の復活である。そうすることで、稚内市あたりに住

んでいる日本人が遠回りをしてサハリンに行くということが無くなるうえ、船は航空機より安く

たくさんの荷物を運べるため、両地域の物流網確保と促進につながるからである。そしてたくさん

の魅力が詰まったサハリンを、諸外国にうまく PR できていない（足りない）と感じたため、新た

な PR 方法を考えたり、変えてゆくよう提案したい。 
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【研修名】 NZ 研修  【参加生徒】  4 名  

【期間】  2019 年 10 月 15 日～21 日  

【目標】  

先住民保障政策の先進国であるニュージーランド（Auckland と Whakatane）を

研修先とし、「マオリとの共生を学ぶ」をテーマに、マオリの文化をどのように保護

し継承しているのか、どのような問題があるのかを現地学習・活動・インタビューを

通して調査することを目標とする。この学びにより、「多文化共生」をより具体的・

詳細に考えることができるようになる。  

【日程】  

day1：移動（新千歳→成田→オークランド）  

day2：オークランド到着→AUT（オークランド工科大学）マオリ文化講座受講  

            アイヌについての発表＋意見交換  

   →ファカタネへ移動→ホストファミリーとの対面  

day3：Whakatane Intermediate School でのマオリ文化プログラム  

day4：終日 Whakatane Intermediate School でのマオリ文化プログラム  

→地域密着型「マラエ」訪問（Whakatane 地域のマオリについて学ぶ）  

day5：終日ホストファミリーと過ごす  

day6：午前ホストファミリーと過ごす→午後オークランドへ移動  

day7：移動（オークランド→成田→新千歳）  

【成果と課題】  

○昨年度と同様に AUT の Jayson King 教授によるマオリ文化の特別講義を受講す

ることができた。NZ に着いた直後であるが、この講義により NZ のマオリ政策の

歴史や意義、概要を知ることができ、その後の Whakatane での活動の良いスター

トとなった。  

○今年度は 4 月に本校にてマオリの高校生との交流が実施できていたことにより、

それぞれの学習においてより具体的な議論をすることができた。  

○国際社会の授業で学んできた日本のアイヌの状況と NZ のマオリの状況の違いを、

様々な面で知ることができた。  

○Whakatane Intermediate School のマオリ文化プログラムは、昨年度と担当者は

代わっていたが、昨年度以上に有意義な内容となっており、多くの経験ができた。 

○昨年度の反省を生かし、滞在日程に週末を入れ、生徒とホストファミリーが交流で

きる時間を増やした。  

○研修での経験を、SGH 全国高校生フォーラムの発表や今年度の新たな取り組みで

ある外部イベントに大いに活かすことができた。  

※生徒作成の 2019 年度 NZ 研修報告書については 69 ページから掲載。また、  

AUT でのアイヌ発表は 77 ページから掲載されているので参照願いたい。  
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マオリ民族のステータスを表すモコのタトゥーペイント 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マオリ研究の第一人者でもある Jason King 教授のレクチャー 

○AUT オークランド工科大学 

○Whakatane Intermediate School での活動 

全校集会に参加 

Multiculturalism room でのマオリ語クラスの生徒の授業に参加 

授業の様子 
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【2019 年度  SGH NZ 研修日程表】 
 

DATE  PLACE  TIME  REMARKS 

DAY1 

10/15 

TUE. 

新千歳空港集合 

  新千歳空港発 

 

成田空港着   

成田空港発 

12:00 

13:05 

 

14:50 

18:30 

新千歳空港２階 ANA 国際線乗継カウンター付近   

チェックイン、荷物預け、保安検査後、搭乗、成田空港へ 

 

着後、保安検査後、搭乗口へ移動   

オークランドへ向けて出発           《機中泊》 

DAY2 

10/16 

WED. 

オークランド空港着 

オークランド 

 

 

オークランド空港着 

オークランド空港発 

ファカタネ空港着 

9:05 

 

 

 

 

17:30 

18:35 

19:20 

着後、入国審査、荷物受取、税関審査、オークランド市内へ 

★高等教育機関におけるマオリ文化研究 

◆AUT（オークランド工科大学）にて 

Jason King 教授によるマオリ文化講座   

終了後、オークランド空港へ移動   

荷物預け、チェックイン 

ファカタネに向けて出発 

着後、専用車にて市内視察を経て現地校へ 《ファカタネ泊》 

DAY3 

10/17 

THU. 

 

  

 

ファカタネ 

 

  

 

終日 

【テーマ：先住民マオリとの共生】 

★学校教育におけるマオリ文化 

◆現地校交流(Whakatane Intermediate School) 

‐マオリ語クラス授業参加 

‐学内マオリ文化活動参加 

‐アイヌ文化紹介、発表 

‐マオリ文化とアイヌ文化 意見交換   《ファカタネ泊》 

DAY4 

10/18 

FRI. 

 

 

ファカタネ 

 

 

終日 

【テーマ：先住民マオリとの共生】 

★マオリ文化の地域との結びつきを視察 

◆マオリと  NZ 自然保護活動(Kiwi Bird Sanctuary) 

◆地域密着型「マラエ」訪問       《ファカタネ泊》 

DAY5 

10/19 

SAT. 

 

 

ファカタネ 

 

終日 

 

ホストファミリーと過ごす 

                   《ファカタネ泊》 

DAY5 

10/20 

SUN. 

ファカタネ 

 

ファカタネ空港着 

ファカタネ空港発 

オークランド空港着 

オークランド空港発 

ホテル着 

8:00 

 

15:30 

16:45 

17:30 

19:00 

19:15 

集合時間までホストファミリーと過ごす 

 

各家庭の送迎にてファカタネ空港集合 

着後、荷物預けチェックイン   

経由地オークランドへ移動 

着後、空港内レストランにて各自夕食 

専用車にてホテルへ移動       《オークランド泊》 

DAY6 

10/21 

MON. 

ホテル発 

オークランド空港着 

オークランド空港発 

 

成田空港着 

成田空港発 

新千歳空港着 

7:30 

7:50 

9:50 

 

16:50 

17:55 

19:40 

専用車にて空港へ 

チェックイン、荷物預け、出国検査後搭乗口へ 

成田空港へ向け出発 

 

着後、入国検査、荷物受取、税関、乗継 

新千歳空港へ向けて出発   

新千歳空港着 → 解散 
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Ⅰ．オークランド工科大学訪問 
 

15 日午前、私たちは新千歳空港を後にして成田空港を経由し、16 日午前にオークランド国際空

港に降り立った。その後、オークランド市内を観光したのちニュージーランドの国立大学である「オ

ークランド工科大学(AUT)」を訪問した。オークランド工科大学はオークランド市内中心部にあり、

マオリなどに関する学習をする民俗学や経営学、教養、工学をはじめとする理系などの様々な学部

に分かれている。またオークランド工科大学は日本の一般的

な大学とは違い、まるでオフィス街かのようにキャンパス街

として学び舎を構えている。オークランド工科大学に到着後、

私たちは食堂に案内され大学のスタッフや学生たちと昼食

を共にした。昼食後、私たちは「マラエ」と呼ばれるマオリ

文化にとって極めて重要な集会場のような場所に案内され

た。マオリの慣習では、初めてマラエを訪問するものは「ポ

フィリ」と呼ばれる正式な歓迎の儀式を受けなければならな

いとされている。  

具体的にポフィリではスピーチや歌、踊り、ホンギと呼ばれる挨拶などを行う。そこで迎える側

の集団(タンガタ・フェヌア)と来訪者(マヌヒリ)が互いに言葉を交わし、関係を築き異なる集団が

一体化することがポフィリの意義である。私たちはこのポフィリの儀式に参加し、友好の意を示す

とともに、嵐の「ふるさと」を歌唱した。その後、私たちはマラエでマオリ研究の第１人者である

Jason King 教授のレクチャーを受けた。レクチャーの中ではマオリ語による挨拶や歌、講義を通

してマオリ文化や歴史について学ぶことができた。Jason 教授のレクチャー後、私たちは北海道の

先住民族である「アイヌ民族」についてのプレゼンテーションを行った。アイヌ語が UNESO の

「きわめて危険な状態にある言語」として認められていることや倭人がアイヌの人々に対して行っ

た「同化政策」、そして私たち IR コースの生徒が国際社会という授業の一環で取り組んでいる、ア

イヌ語学習について紹介した。その後オークランド工科大学に日本から留学中の学生らに大学の構

内を案内してもらった。私たちは日本の大学とは違った学習環境やシステムにとても驚いた。 

 

 

Ⅱ．マラエでのマオリ学習 
 
 マラエとは、マオリの人々にとっての“トゥランガワエワ

エ”(自分たちが所属する場所)として認識するとても重要なも

のであり、集会や祝い事の時など、その部族にとって重要なイ

ベントに対して用いられている。 私たちは、今回の研修で大

きく 2 個のマラエを訪れた。まず 1 つ目は、研修初日に訪れ

た 学 生 が マ オ リ に つ い て 学 ぶ こ と の で き る 大 学 、

AUT(Auckland University of Technology)のキャンパス内に

設置されているマラエだ。ここのマラエでは、“チャレンジ”という儀式を訪問者側は受ける。これ

は、歓迎のサインであり初めての訪問者に対して必ず行われる。入室後、歓迎の言葉を相互に交わ

し、Jason King 教授からマオリに関するレクチャーを受けた。レクチャーでは、マオリの歴史・

文化などの説明と、実際にマオリ語を用いたコミュニケーション方法を学んだ。 

2 つ目は、研修 3 日目に Whakatane Intermediate School の先生方に連れられて行った

Whakatane の中で最も由緒あるとされているマラエである。そこでは、マオリ特有の入場や儀式

体験・最新型のプロジェクションマッピングを用いたマオリについての物語鑑賞・建築物(マオリ

の集会所について)の歴史について記載されている建物の見学をした。 
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 最初に、集会所に入る際にマオリの方々が私たちに対して歓迎の意味を示す歌を歌ってくれた。

訪問者は原則、マオリの方々に対して無礼であるため、歯を見せ笑ってはいけないという事・建物

内に入る前に靴を脱ぐことが決められている。入場後、私たちは向かい合って座ったのち、マオリ

の方々からのマオリ語での歓迎の言葉と歌を受け取った。この一連の儀式は、“ポフィリ”と言い始

めてマラエを訪れる訪問者にたいして行われる正式な歓迎の儀式であり、これによって訪問者の神

聖さを取り除きマラエの人々と一体化することが出来ると言われている。その後私達からもお礼の

言葉と歌を披露し、マラエの中で最も特徴的である彫刻を多く施した“テ・ファレヌイ”という部族

の先祖の一人の体を模したとされている内装を見学した。 

 着席した私たちは、その後数分間のマオリの歴史に関するプロジェクションマッピングを鑑賞し

た。プロジェクションマッピングは、建物の特徴的な彫刻を最大限に活用したものとなっており、

英語の説明ではあったがマオリの神々とはなぜ生まれたのか、またマオリ文化はどのように人々に

浸透していったのかなどの大枠を理解することが出来た。 

 その後“マラエ・アテア”に移動し、NZ のお菓子や飲み物を飲

みながらカパ・ハカの学生大会の VTR を鑑賞し、マラエに向か

い入れてくれたマオリの方々との交流を行った。体験を終えス

クールに戻る前に、マラエという建築物がどのような経緯で建

立されたのか詳しく記載されている別館へと行き、実際に過去

に内装の柱として利用されていた木彫りの彫刻を見せてもらっ

た。 

 

 

Ⅲ Whakatane での生活 
  

16 日夕方、私たちはオークランド国際空港からおよそ 1 時間の距離にある Whakatane に飛行

機で向かった。Whakatane という地域はニュージーランドの中では小さい町ではあるが、マオリ

民族の人々が多く暮らしている地域であり、マオリの歴史上重要な滝や洞窟などがある。 

 Whakatane 空港では私たちがお世話になるホストファミリーたちが迎えに来てくれていた。私

たちは今回、男女 2 班に分かれて 2 つの家庭にホームステイさせていただいた。私がお世話になっ

た家庭はホストファザーが仕事の都合で不在とのことで、ホストマザーとホストブラザー、2 人の

ホストシスターが私を歓迎してくれた。空港を後にして、私たちは夕食のためにマクドナルドを訪

れた。やはり日本とは違い、味も量も全く異なるものであった。帰宅後、改めて挨拶をして日本か

ら持参したお土産をお渡しすると、普段全く見かけない日本製品に楽しんでいた。 

 滞在 2 日目以降は、3 日間 15 時まで現地のインターミデ

ィエイト・スクールで活動したのち、ホストファミリーとド

ライブやミニゴルフ、映画館での映画鑑賞など素晴らしい時

間を過ごした。また彼らは私の完璧とは言えない英語にも耳

を傾けてくれ、日本の文化や暮らしなどについての会話を楽

しんでくれた。なによりラグビーワールドカップ期間中であ

ったため、ラグビーの話題でも大いに盛り上がった。滞在最

後の日には、ホストファミリーの友人らも集まり、私のため

にホームパーティーを開いてくれた。私は、お世話になった

お礼として日本のカレーライスを振舞った。また集まった全員に日本語の漢字での名前をプレゼン

トした。彼らはその漢字のかっこよさや意味にとても喜んでいた。 
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Ⅳ．Whakatane Intermediate School での活動 
 

マオリ民族の方々が昔から移住されているファカタネに滞

在中、私たちは Whakatane Intermediate School に通いま

した。Whakatane Intermediate School は、マオリ民族に関

する学習に特化していて、ほとんどの生徒がマオリ民族につ

いての授業を受けています。学校の敷地内には、マラエとい

うマオリの集会場といわれるものがあります。そこで、私た

ちはマオリ語クラスの生徒たちと一緒にマオリ文化に関する

授業を受けました。その授業では、最初に生徒のみなさんが Tena Koutou Katoa というマオリ語

での自己紹介をしてくれました。そのあと、マオリ語の歌を、歌詞の意味と振り付けを教えても

らいながら一緒に歌いました。そのほかに、マオリ民族の方が階級やステータス、権力、家系を

表すモコというタトゥーのペイントをしてもらい、民族衣装を着させてもらいました。また、マ

オリ民族の方がパフォーマンスをするときに使う、ポイというものを作

り、それを使ったポイダンスを教えてもらい、全校生徒の前で発表しまし

た。 

授業見学では、座って先生の話を聞くという日本の授業とは違い、実際

に生徒たちが活動するというアクティブな授業が多く、先生も明るく面白

い方ばかりでした。Whakatane Intermediate School の先生方や生徒たち

は、私たちをとても温かくむかえてくれました。私たちは、マオリ文化を

学んだり、現地の学校生活を体験したりと、充実した時間を送ることがで

きました。 

 

 

Ⅴ．ホームステイ 
 

16 日午後からは 5 日間、ファカタネというマオリ民族の方々が多く居住する地域で過ごした。

ファカタネはニュージーランドの中でも非常に小さな町であるが、マオリ民族の歴史に深く関わる

洞窟、滝、岩がある。 

私たちは今回、2 つの家庭にホームステイさせていただいた。ニュージーランド出発日にホーム

ステイ先を変更するハプニングが起こったが、新しいホストファミリー宅で快適なホームステイを

させていただいた。ファカタネ空港でホストマザーに歓迎してもらい、その後ホストファミリー宅

でホストファザーに歓迎してもらった。その後、夕食を共にし、到着した時間が遅かったためその

日は早めに就寝した。 

2 日目と 3 日目はホストマザーの勤務先でもある Whakatane 

Intermediate School にて生徒と交流した。学校交流が終わった後、

ファカタネが一望できる丘に行ったり、ホストファミリー宅に近い

オホペビーチに行ったり、買い物に行ったりして、いかにもファカ

タネらしい生活を過ごすことができた。 

4 日目はファカタネから少し離れたロトルアでホストファミリー

と過ごした。ロトルアのレジャースポットであるスカイライン・ロ

トルアにてルージュを体験した。午後からは、Kiwi Encounter at 

Rainbow Springs というキウイの保護施設に訪れた。この施設には

キウイのほか、ニュージーランドにしかいない鳥類や爬虫類の展示も行っている。特別に生後 2 日

のキウイを見せてもらうことができた。キウイは飛べない鳥であることから、野生動物に襲われる
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とほぼ逃げられず、私たちがファカタネに滞在した際にも野生のキウイの羽が散乱している現場を

目撃した。 

最終日にホストファミリーと別れる際、ホストファザーと鼻と鼻を触れさせるマオリのあいさつ

であるホンギをした。ニュージーランドにマオリの文化が浸透していることに驚きつつ、滞在中の

思い出がよみがえりとても寂しかった。 

 

 

Ⅵ．感想 
 
〇生駒 萌 

 今回の SGHNZ 研修を通じて、一つ強く感じ、考えさせられることを発見した。それは、マオリ

とアイヌは同じような民族であってもその国での浸透度が大幅に違うということだ。これは、NZ

での観光や Whakatane Intermediate School での文化体験で一番実感したことであり私がこの

研修で目標としていた「アイヌとマオリの違いを発見する」というものの答えであると私は考えて

いる。アイヌは、道内のほんの一部の人にしか自分事として捉えられていなくその文化や言語は消

滅の危機にさらされているのが現状であるのに対して、マオリはその存在が一般化されているうえ

にマオリの人もそうでない人も同様にマオリ語を使い、マオリの建築物を大切にし、マオリの文化

とともに生きていた。私たちは、表面上では消滅の危機にさらされているアイヌ文化やアイヌ言語、

アイヌの人々を「保護していこう！」「発信していこう！」と言って働きかけ、新たな博物館や、法

律が作られているが私は、根本的な解決にはなっていないと思った。アイヌの人々、そして文化を

これから先も本当に守っていくのなら過去の文化や歴史ばかり展示するのではなく、今を生きるア

イヌの人々も私達も暮らしやすいような環境を作り、わざわざアイヌを特別扱いし学んで発信する

のではなくそれらが、自然に浸透していき、いずれ相互に心地よく住みやすい環境を作り上げてい

くことが大切なのではないかと考えた。今回の研修での学びや発見がなければここまで深く考える

こともなく、このような考えには至らなかったと思うので私は、この研修に参加することが出来た

ことは自分の人生のプラスになったのではないかと感じている。 

] 
〇高橋 萌花  

ニュージーランドに行って思ったことは、日本よりも先住民族に対する教育が先進的だという

ことである。初日にオークランド工科大学に訪れた際に、学校の施設としてマラエがあったり、

校内図や教室名がマオリ語で書かれていたりした。さらに、オークランド空港では、ウェルカム

ボードにマオリ語と英語が用いられていた。これらのことから、ニュージーランドは日本よりも

先住民族の知名度が高く、かつニュージーランド人の生活にはマオリの文化が浸透していると感

じた。国民の生活の中に当たり前のようにマオリ語やマオリの文化が存在していることに日本と

の違いを感じ、とても驚いた。 

続いて訪れた Whakatane Intermediate School でのマオリクラスの授業に参加した時、ダンス

や歌を一緒に踊ったり歌ったりしたことで、生徒との距離を縮めることができた。その時にダン

スや歌などはコミュニケーションに有効なツールであると感じ

た。授業でハカを実際に踊ったことで、ラグビーニュージーラ

ンド代表のオールブラックスが躍るハカの意味についても理解

することができた。学校訪問の最終日のアッセンブリーで、授

業中に歌った歌をマオリクラスの生徒と歌ったときは、寂しさ

が込み上げてきた。今も、生徒と一緒に歌った歌は覚えてい

る。 

そして、ニュージーランドにはマオリの文化を誇りに思い、
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そのすばらしさを広めようとしている人が多かった。マラエに訪れた際、マオリの伝統舞踊を見る

機会があり、説明をしてくれた職員さんからは、マオリ文化に誇りをもっていることがひしひしと

伝わってきた。ニュージーランド人はマオリを誇りに思っており、それを継承していこうという姿

勢を感じることができた。ニュージーランド人のマオリに対する姿勢が本当の意味での「共生」で

あると感銘を受けた。 

 
〇會田 璃音 

私は、このニュージーランド研修を経て、民族に対する意識が高まりました。ニュージーラン

ドという国は、マオリ民族を尊重する意識が高く、ニュージーランドの子供たちは当たり前のよ

うにマオリ文化を学習していて、英語とマオリ語の両方を喋れる人が多くいて感心た。私は、ア

イヌ民族に深く関わりのある北海道に住んでいるので、アイヌ民族やアイヌ文化の注目が増えて

きている今、なにをするべきかを考えるきっかけになった。 

 ホームステイでは、ホストファミリーにニュージーランドのいろいろなところに連れて行って

もらったり、たくさん英語でコミュニケーションをとったりと有意義な時間を過ごすことができ

た。 

 他の国に行き、現地の生活や文化、民族について学んだり、現地の方とたくさん関わることが

できて、勉強になる、とても貴重な経験をすることができた。この経験を活かし、今後の活動に

つなげていきたいと思う。 

 
〇鎌田 優太 

 私が今回、ニュージーランド研修を通して感じたことは主に 2 つある。 

 1 つ目に、日本とニュージーランドにおける先住民に対する政策や世の中の風潮の違いである。

日本ではアイヌ民族に関する学習はほとんど行われていないが、ニュージーランドで訪れたインタ

ーミディエイト・スクールではマオリ語のクラスがカリキュラムの中にあり、生徒らが普段からマ

オリの文化に触れることができる環境がある。その一方で、日本では教科書に載っていることにつ

いて学習するだけである。これでは先住民族に対する十分な知識を補うことができないばかりか、

理解をも得られないのではないだろうか。ホストファミリー曰く、ニュージーランドでは一部の人

を除いて、ほとんどの人々がマオリ語を話せるという。そればかりではなく、ニュージーランドの

国家は英語だけではなく、マオリ語での歌唱するのである。日本との違いはここまで明確なのであ

る。 

 2 つ目は、私の新しい家族についてである。彼らは事前に多少の連絡はとってはいたものの初対

面の私を優しく迎え入れてくれ、家族の一員にしてくれた。私の英語は完璧とは言えないものであ

るが、ホストマザー・ファザーだけではなく、子どもたちもしっかりと耳を傾けてくれ会話をして

くれた。家族だけではなくホストファミリーの友人たちや、日曜日の礼拝で行った教会で出会った

すべての人々が、私を温かく迎え入れてくれた。日本とは違った何か温かいものを感じた。彼らと

の交友は研修から約２か月経った今でも続いている。 

 私はこの研修で手にした学びや出会いを一度きりのものにはせずに、私の一生の財産として活か

していこうと思う。その一歩として、私は帰国後からマオリ語

の学習を独学で進めている。そしてホストファミリーとして私

を迎え入れてくれた彼らとは、この先も交友を続けていきた

い。そしていつの日かまたどこかで再会できることを今から心

待ちにしている。 

 最後にこの研修を支えてくださったすべての方々に感謝の

意を表したい。心から感謝をしている。 

Nga mihi nui kia koutou! 
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【オークランド工科大学での「アイヌ文化について」プレゼンテーション】 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainu’s thought is one of the most popular aspects of 
Ainu people. Kamuy is the keyword to understand the 
Ainu.    It  is generally translated as God. Ainu people 
think that kamuy exists in everything in the world. For 
example, in trees, forests, deer, fish, and even in tools! 

Good morning,  ladies and gentlemen.  I’m Rion Aida, Moe Ikoma, Yuta Kamata and Honoka Takahashi 
from Ritsumeikan Keisho senior high school in Hokkaido, Japan. We’d like to say thank you for gathering 
today. And also thank you for taking the time. First, I will say hello to you in Ainu language. This means ~ 
in Ainu language. 

First of all, have you ever heard of the Ainu? The Ainu are the indigenous people of Hokkaido, Japan. 
Hokkaido is the northernmost part of Japan. The Ainu people live by hunting and food gathering.    And 
they speak Ainu language that is very unique. Next, I will talk about Ainu life. Ainu clothing has various 
kinds of ingredients and patterns depending on the area. It has many kinds of types like work cloth and 
formal dress. The Ainu cuisine is made from salmon and deer they hunt, and wild acorns and wild plants 
they gather in the forest, and millet and potatoes they grow in the field. When they eat, they say "Hinna 
Hinna" with gratitude for the ingredientsThey live in a house called “Chise” in Ainu language. It was made 
with plants or grass. 

Also, bears are regarded as God for Ainu people. 
Recently, a Japanese manga (cartoon) about the 
lifestyle of Ainu has been published.   
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Ainu. Ainu New Law” was established in 2019.  “This was the first time that Ainu people was recognized 
as an indigenous people of Hokkaido by the Japanese government. And the purpose of the law is to ban 
discrimination against Ainu people and to protect the Ainu tradition. 

Next, I’d like to talk about Ainu language. 
Look  at  this  chart.  This  chart  describes  the 
disappearing  languages  by  UNESCO.  And  the 
chart  says  Ainu  language  is  “critically 
endangered” language. In 2017, there are only 5 
people  all  over  the  world  who  speak  Ainu 
language.  There  are  some  languages  that  only 
few  people  are  still  talking  and  using  in  Japan. 
But, Ainu language has the lowest number of its 
speakers in Japan. 

Next, we will introduce the laws related to Ainu. In 
1898, “A  Japanese  law  to protect native people  in 
Hokkaido”  was  established.  This  law  was  called 
“Assimilation  Policy”  and  forced  Ainu  people  to 
study Japanese and to stop the traditional Ainu life. 
Ainu people were discriminated by Japanese people 
and forced to have the same life as Japanese people. 
A word “Dojin” was  used  to mean “local  person”. 
However,  after  the  Taisho  era,  the word began  to 
have insulting meaning for local people including   

The title of it is Golden Kamuy. Kamuy means god in 
Ainu language. We can learn about Ainu culture and 
the war between Ainu people and “Wajin”, Japanese 
people through this manga (cartoon). 
 

 

Now, Ainu people spend their lives just the same as 
Japanese people, but many people think that Ainu’s 
lifestyle is still the same way it used to be. There are 
two  reasons why many people  think  like  that.  The 
one  is  most  museums  only  introduce  or  display 
Ainu’s  lifestyle  long  time  ago.  The  other  is  some 
wrong  information  about  the  Ainu  has  been 
reported. he  assimilation  policy  established  in  the 
Meiji  era  made  it  impossible  to  inherit  Ainu 
language. There  are  several  people  called  “silent 
Ainu” who cannot say “I am Ainu”. 

According  to  a  questionnaire  on  whether  or  not 
Ainu  discrimination  exists,  72%  of  Ainu  people 
answered “Yes”, but only 18% of those who are not 
Ainu answered “No”. The result shows that there 
is  a  difference  in  the  perception  of  Ainu  culture 
between Ainu and those who are not. 
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In March  2019,  a  space  to  show  Ainu  culture was 
opened at Sapporo Station. The name is "Minapa", 
meaning  “laughing  in  a  large  group”  in  Ainu 
language. It shows Ainu culture with light and sound. 
The symbol of this apace is an owl called  “イウォル 
ン パ セ  カ ム イ ".  It  means  “Revered  deity  who 
protects each person’s sacred spaces”. 

In May of this year, our IR students interacted with 
Raukura  team  who  Rotorua  Boys  &  Girs  High 
School’s  Kapahaka  team  at  SGH.  SGH  is  Japanese 
government’s program. And SGH is short for Super 
Global High  school. Our  school’s  theme  for  SGH  is 
living  in  a  harmony  with many  ethnic  groups. We 
danced  together  “yosakoi”  dance,  a  traditional 
dance  of  Hokkaido.  The  Raukura  showed  us 
Kapahaka. 

In  2020,  “Upopoi”,  a  symbolic  space  for  ethnic 
harmony, will open in Shiraoi, Hokkaido. “Upopoi” is 
an Ainu  term meaning “singing  in  a  large people”. 
Upopoi  is  a  collection  of  three  facilities.  In  2020, 
“Upopoi”, a symbolic space for ethnic harmony, will 
open in Shiraoi, Hokkaido. “Upopoi” is an Ainu term 
meaning  “singing  in  a  large  people”.“Upopoi“  is  a 
collection of three facilities.   
■National Ainu Museum The exhibition introduces 
history and culture from the Ainu’s perspective. 
 ■National  Ainu  park This  is  an  experiential  field  museum.  It  has  a  variety  of  experience  programs 

including traditional dance performances. ■Memorial facility It is a memorial place for Ainu people. It 
will be built on the east side of Lake Porot. This is the first national museum featuring indigenous Ainu 
people. However, only 4.6% Japanese people recognize the museum currently. 

We  took Ainu  language  lecture  by Mr.Sekine.He  is 
the  president  of  Nibutani  Ainu  culture museum  in 
Biratori town, Hokkaido. He told us a song. It was one 
of the famous Japanese nursery rhymes.   

We sing the song in the Ainu class. Let’s sing together. 
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【研修名】 タイ・パヤオ研修  【参加生徒】  4 名  

【期間】  2019 年 9 月 20 日～26 日  

【目標】  

パヤオ県にある NGO 施設 YMCA パヤオセンターとバーンタム村に滞在すること

で、多文化共生を考える一つの経験を得て、これまでと異なる視点・意見・考えを持

てるようにすることが目標である。SGH 指定最終年度であるので今年度は「多文化

共生」をテーマとし、新たな分野の知識・経験の獲得を目指す。  

【日程】  

day1：移動（新千歳→成田→バンコク→チェンライ→パヤオ） 

day2：センターでの活動  

（人身売買問題についての講義、タイ文化体験、子どもたちとの交流）  

day3：センター近隣校での活動（本校生徒によるワークショップ実施、交流企画）  

day4：センターでの活動  

（本校生徒によるワークショップ①実施、タイ北部の多文化社会学習）  

day5：センターでの活動  

   （本校生徒によるワークショップ②実施、文化交流企画）  

day6：センターでの活動（センタースタッフとの総括）  

→移動（パヤオ→チェンライ→バンコク）  

day7：帰国（バンコク→成田→新千歳）  

【成果と課題】  

○「多文化共生」という大きなテーマから、生徒自身がタイの高校生や子ども達と共  

に考えたいトピックとして「LGBTQ+」を取り上げた。昨今注目されている多文化

共生の一つのトピックであるが、日本ではまだ議論が進んでいる状態ではない。そ

こで、「性別が 20 ある」と言われるタイの現状を、自分たちでワークショップを

することで学ぶことができた。また、この学びを帰国後に授業で共有をし、研修参

加者以外の生徒も、多文化共生を進める上での一つの新たな視点を獲得すること

ができた。  

○前期までのアジア学の学習を活用し（とりわけ立命館アジア太平洋大学の学生

NGO 団体 PRENGO による特別講義）、参加者の興味を引き出すようなワークシ

ョップの企画・内容を検討し、実施することができた。  

 

●共通言語が英語ではなくタイ語であるので、時間が限られた中では、たくさんの内

容を盛り込むことはできなかった。  

 

※生徒作成の 2019 年度タイ研修報告書については次ページから掲載されているの

で参照願いたい。  
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〇現地高校生（Wittayakom School）との交流とディスカッション  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○YMCA パヤオセンターの活動  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LGBT について 

のディスカッション 
 
昼食会の様子 

センター職員による人身売買についての講義 

アクティビティ（自己肯定感を高める取り組み） 
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【2019 年度  SGH  タイ研修日程表】 
 

DATE  REMARKS 

DAY1 

9/20 

FRI. 

07:00 –  新千歳空港集合 
07:45 – 09:20 –  新千歳空港  ‐    成田空港  (NH 2152) 
10:50 – 15:20 –  成田空港  – Bangkok Airport (TG641) 
17:10 – 18:40 ‐ Bangkok Suvarnabrumi Airport – Chiang Rai Airport (TG2136) 
18:40 ‐ Arrive at Chiang Rai International Airport 
19:00 ‐ Dinner at food shop in Chiang Rai city) 
20:00 ‐ Proceed to Phayao center 22: 00 ‐ Arrive at Phayao Center 【パヤオセンター泊】 

DAY2 

9/21 

SAT. 

08:00 ‐ Breakfast 
08:30 – Leave for Chiang Muan Wittayakom School. Exchange with high students on 

  the topic of “Diversity of sex and gender” and “LGBT” in Thailand and 
  Japan and lectures or activities by Japanese students at Chian Muan 
  Wittayakom School 

12:00 – Lunch with students at Chiang Muan Wittayakom School. 
13:00 – Leave for Phayao center 
14:00 ‐ Phayao center presentation ‐ Field trip around at the center.   

‐ Learning how to cook Thai sweet dessert 
18:30 ‐ Opening Dinner Khan Toke‐ Welcome ceremony 
21:00 ‐ Take a rest                                                                                 【パヤオセンター泊】 

DAY3 

9/22 

SUN. 

08:00 ‐ Breakfast with children 
09:00 ‐ Helping cleaning together with Phayao children. (Sweep the leaves、 
              cleaning center with children、  catching crabs at the rice field etc.)   
11:00 ‐ Lecture or activities by Japanese students 
12:00 ‐ Lunch with children at Phayao center.                               
13:30 ‐ continue lecture and activities by Japanese students. 
15:00 ‐ Folk play from the various of tribal tribe culture   
16:00 ‐ Free time   
17:00 ‐ Work in vegetable farm with children 
18:00 ‐ Dinner with children at Phayao Center 
19:30 ‐ Recreation games from children ‐ Learning Thai – Japanese language   
20:30 – Take a rest                                                                                  【パヤオセンター泊】 

DAY4 

9/23   

MON. 

08:00 ‐ Breakfast at Phayao Center 
09:30 ‐ Learning human rights and Human Trafficking issue. 
12:00 ‐ Lunch with staffs 
13:30 ‐ Sight seeing place at Wat Sri Chum  、Dokkhamtai district ( Teak wood Temple where will be 

understood the multicultural of Northern people in Thailand)   
15:00 ‐Preparing Japanese night   
16.30 ‐ Go to the local market ‘Baan Pin’ with Children 
18:00 ‐ Dinner with children at Phayao Center 
19:30 ‐ Japanese Night/ Learning Japanese Culture.( Activities by Japanese students) 
21:00    Take a rest                                                                         【パヤオセンター泊】 

DAY5 

9/24 

TUE. 

08:00 ‐ Breakfast with staffs 
09:00 ‐ Learning and exchange experience with staffs 
12:00 ‐ Lunch with staffs 13:30 – Shopping at Tribal crafts shop. 
15:00 – Take a rest.    16:00 ‐ Sport activity with children 
18:00 ‐ Farewell dinner 
19:30 ‐ Farewell activities ‐ Performance from children. 
21:00    Take a rest                                                                         【パヤオセンター泊】 

DAY6 
9/25 

WED. 

08:00 ‐ Breakfast at Phayao Center 
08:30 – 10:00 Evaluate and reflection study trip with staffs 
10 :00 ‐ Cleaning and Packing luggage 
10:30 ‐ Leave for Chiang Rai International Airport.     
12:00 ‐ Lunch at food shop on the way   
13:00 – 14:00 ‐ Elephant Trekking at Ruammit Karen village. 
15:00 – Shopping at Big C Department Store in   

Chiang Rai city Leave for Chiang Rai Airport 
17:00 – Check in TG 2137 and take dinner at Chiang Rai Airport 
17:30      Dinner at Chiang Rai Airport 19:10 – 20:35 Take the domestic flight   

(TG 2137) to Suvarnabrumi International Airport.   
23:50 – 9/26 08:10 Bangkok –  成田空港  (TG 0642)                 【機内泊】 

DAY7 
9/26 

10:20 – 12:05  成田空港  –新千歳空港(NH2153) → 解散 

 

 



84 
 

Ⅰ．パヤオセンターについて 
 

パヤオセンターの正式名称は「子どもとその家族を人身売買及び商業的性的搾取から守るため

の生活質向上プログラム」。主に人身売買や性的搾取の「予防」を行う施設である。バンコク YMCA

財団の一部として設立されて今年（2019 年）で 27 年目を迎えるこの施設には、現在 7 歳から 18

歳の男子 8 人、女子 25 人の計 33 人が暮らしている。また、私たちのような日本の高校生を含め

た支援団体が毎年 100 人以上、世界各国から訪問する。 

 
1．目的 

パヤオセンターの目的は、以下の 5 つに分類される。 

▽パヤオセンターでの共同生活を通して、生活質の向上 

▽学校でキャンペーン活動 

▽ライフスキルの向上のためのトレーニング 

▽地域キャンペーンや啓発活動 

▽公共機関や NGO とのネットワーク 

 

Ex) 
・子ども議会の開催…パヤオセンターの子ども達は、議長、秘書、会計、施設グループ、食事

グループ、農業グループ、宿舎グループのいずれかに振り分けられる。こうして一人一人に仕

事を持たせることで、子ども達の生活質の向上を図っている。 

・星の制度…日用品の寄付があった時、これらは一度スタッフの手によって保管される。子ど

も達は施設内でのボランティア等を通して「星」を集める。この「星」を集めることで、自分

の欲しい商品を手に入れることが出来る。 

 
2．受け入れ基準 

パヤオセンターの入居基準は以下通り。 

▽身体的・精神的・性的暴力を受けている 

▽人身売買のリスクが高い 

▽教育不足である 

▽貧困・経済不足である▽過去に性産業に関与した大人

が周りにいる 

▽HIV/AIDS 患者の親権者を持つ子ども 

これらの要件を複合的に満たす子どもが入居の対象となる。 

 
＊親に拒絶された場合 

パヤオセンターの職員が両親に直接会いに行き、村の人からの情報や子ども本人の証言を基に、

子どもが家にいることで起こりうるリスクについて伝える。それでも子どもの引き取りを拒絶

された場合、県と協力して公式な書類を制作し、法的に子どもを引き取る。 

 
＊家庭に戻すタイミング 

家庭の経済状況と今までに想定されていたリスクがないか十分に調査した上で、高校卒業や中

学卒業の区切りの良いタイミングで子どもを受け渡す。 

3．パヤオセンターの課題 

パヤオセンターは、ネット上でのクランドファンティングや日本・ヨーロッパ・個人からの寄

付、ハンディクラフトの売り上げを中心に運営を行っている。しかし、設立 27 年目の今でも、施
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設として不十分な点は数多く存在する。例えば、建物のメンテナンス、台所・水道の工事、壁の

修正等だ。そしてこれらの問題を解決するには資金が必要となる。 

 
4．最後に 

人身売買の被害者を減らすためには、パヤオセンターのような、人身売買問題に取り組む施設

が必要である。そこで「今後、センターでの受け入れ人数をさらに増やしたいと考えていますか。」

という質問を投げかけたところ、「今の予算・施設・スタッフの状況ではまだまだ解決していない

ことがたくさんあるため、受け入れ人数を増やすということはあまり現実的ではない。」という回

答が返ってきた。年間 100 人以上の個人や団体に支援されながらもこうした返答が出てくること

には少し驚いたが。しかし、例え施設として苦しい状態が続いても、人身売買根絶のためにこれ

からも子ども達の受け入れという。そのため、日本やタイ国内を中心に協力者を増やし、今後の

パヤオセンターの運営のためにも支援者可能な範囲で支援を続ける必要がある。 

 

 
Ⅱ．パヤオセンターでの活動                     

 
パヤオセンターで子どもたちと自己肯定感を高めることを目的としたアク

ティビティを行った。 

 
1．自己肯定感とは 

自己肯定感とは、ありのままの自分を受け入れることである。自己肯定感を高めることで、自信

がつき積極的になれる。しかし、自己肯定感が低いことは一概に悪いことであるとは言えない。

失敗や危険から遠ざけ、助けてくれる大切な信号となってくれる場合もある。だが、自己肯定感

が低い状態が続くと、何事にも後ろ向きになり、行動が消極的になってしまうという負のループ

に陥ってしまう。自己肯定感が高いと、前向きに解釈でき、積極的に行動することができる。ま

た、自己肯定感とは壁に立ち向かっていくことができる心の土台であり、幸せな人生を送るうえ

で最も大切な感覚であると言われている。 

 
2．この活動の実施を考えた背景 

このセンターの子どもたちは、さまざまな事情を抱えている。子どもたちだけでなく、私たち

にも言えることでもあるが、これから先、なにかつらい場面に合うかもしれない。そこで、自己

肯定感を高めることで自信につながり、壁にぶつかったときに乗り越えていける力になると思い、

今回のアクティビティを考え、実行した。 

 
3．活動内容 

アクティビティの内容は、まずグループになり、自分の良いところを模造紙に書く。次に、同

じグループのメンバーから自分の良いところを伝えてもらい、そのことも模造紙に書く。そのあ

とは全員の前で自分の良いところを自分で発表する。次に、自分の良いところを黄色い花の形の

紙に書く。最後に黄色い花をビーズと糸を使い繋げていき、タイの国花であるゴールデンシャワ

ーになり完成である。このゴールデンシャワーはパヤオセンターに飾られた。 

 
4．最後に 

自分の良いところを自分で言うのは恥ずかしいことかもしれないが、楽しく発表し、自信に繋

がったのではないかと思う。アイディアを出し合ったり、買い出しに行ったりなど、事前準備は

大変だったが、子どもたちだけでなく、私たちにとっても良い経験ができて良かった。今回のア
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クティビティを通して、皆で 1 つのものを作り上げることで達成感を感じ、また、子どもたちの

成長に繋がったのではないかと思う。これからも子どもたちにゴールデンシャワーのように輝く

笑顔でいてほしいと思った。 

 
Ⅲ．人身売買について 
 
1．はじめに 

 私たちが「YMCA パヤオセンター」と呼ぶ施設の正式名称は、「子どもとその家族を人身売買

および商業的性的搾取から守るための生活質向上プログラム」である。この名称の中に含まれて

いる「人身売買」について、2019 年 9 月 23 日に施設の方々が教えてくださった。 

 
2．人身売買の概要 

 人身売買は三つの点から考えることができる。 

1 つ目は「目的」、二つ目は「方法」、三つ目は「手段」である。 

 「目的」は、被害者の搾取である。具体的には、性的欲求を満たすための卑猥な行為や売春な

どの、性的搾取である。他にも、遠洋漁業の労働力や工場の労働力にするために強制的に労働さ

せること、奴隷にすること、そして臓器売買をするために臓器の提供源とすることがある。 

 「方法」は、例えば、タイ北部の山岳地帯や、その他の国境付近にて、被害者になる人を探し、

だますことで、バンコクなどに連れてくることをいう。だます際には、給料の高い職‐例えば飲

食店の仕事‐があると、被害者に伝える。山岳地帯や国境付近は、第一次産業‐特に農業‐に力

を入れているため、給料が低く、貧困に悩まされている。そのため、賃金の高い都市部での労働

は、被害者にとっては非常に魅力的なのである。また、バンコクなどの都市部から国外に送り出

すことも、方法として挙げられる。その際に金銭を媒介にしてバンコクの人間から国外の人間へ

と所有者が代わる。「バンコクの人間」や「国外の人間」は「ブローカー（仲介業者）」と呼ばれ、

利益を得るのである。 

 「手段」には、詐欺、欺もう、誘拐、暴力や言葉による脅迫など、権力の不正な濫用が挙げら

れる。「権力の不正な濫用」としては、被害者が親によって望まぬ相手と結婚させられることがあ

る。その際に金銭の授受があるとのことであった。 

 人身売買の被害者について、改めて簡潔に表現する。人身売買の定義は被害者が子ども（18 歳

未満）であるか、大人（18 歳以上）であるかで変わるため、それぞれについてまとめる。子ども

が被害者の場合、人身売買とは、「誰かが子どもを連れて行くあるいは子どもに強制することによ

って、不正な利益を追求すること」とあらわされる。被害者が大人の場合、人身売買とは、「誰か

が大人を騙すあるいは大人に強制することによって不正な利益を追求すること」とあらわされる。 

 被害者が大人の場合、騙すことが人身売買を構成する要素になる。一方、被害者が子どもの場

合は、騙す、騙さないに限らず、「子どもを連れて行く」ことが人身売買を構成する要素になる。 

 
3．人身売買の形態‐被害者が被った害など 

 被害は大きく 6 つに分けることができる。 

 
・1 つ目は「強制売春」、 

・2 つ目は「ポルノコンテンツの制作・頒布」、 

・3 つ目は「利益のために性を利用するその他の形態」、 

・4 つ目は「強制労働」、 

・5 つ目は「物乞い」、 

・6 つ目は「臓器売買」である。 
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 1 つ目の「強制売春」は、被害者を売春宿‐売春させるために多くの被害者が「監禁」されて

いる施設‐などの、「所有者」の目が届く範囲に置き、強制的に被害者に客を取らせ、性交させる

ことをいう。性交の際に性病に感染することや、望まぬ妊娠をしてしまうことなどがある。また、

性交するために支払われる金銭は、被害者に与えられることなく、被害者の「所有者」が受け取

るため、「所有者」は不正な利益を得ているのである。「売春」という言葉は、女性が性交するこ

とを指す言葉であるが、少年（男子）も被害者に含められている。 

 
 2 つ目の「ポルノコンテンツの制作・頒布」は、10 年前には見られなくなったもので、新たな

被害ということができる。生放送で卑猥な内容を配信させ、さらに放送を録画することによって

脅迫‐生放送の内容を頒布するなど‐し、被害者が身を退けないような状況をつくりだす。自身

の状況に耐えられなくなった被害者が、自ら命を絶つこともある。また、仮にポルノコンテンツ

から身を退くことができたとしても、インターネット上に載せられた画像や映像によって、将来

的に苦しめられることもある。 

 前述した通り、タイの人身売買に関する法律は、日本と比べて先進的である‐詳細は後にまと

めることにする‐。その一例として、ポルノコンテンツを拡散させる行為‐「いいね！」や「リ

ツイート」など‐をした場合、拡散させた人を裁くことのできる法律がある。 

 3 つ目の「利益のために性を利用するその他の形態」は、性感マッサージや、プリティーガー

ル・プリティーボーイ‐宴会の会場に派遣され、お酌をしたり、性的魅力のある踊りをしたりす

る女性・男性‐などが挙げられる。性感マッサージは、マッサージだけでなく性交することも含

まれる。タイの女性が韓国に渡ることもある。プリティーガール・プリティーボーイは、バンコ

クなどの都市部に見られる。しかし、農村部に見られることもある。農村部は都市部の公務員の

出張先であるため、重宝されるとのことであった。 

 私たちが施設の方々に人身売買について説明を受けた日（9 月 23 日）の一週間前（9 月 16 日）

に、プリティーガールが死亡する事件が起き、タイ国内でも話題になっていた。事件の概要は以

下の通り。ホームパーティーに派遣されたプリティーガール（以下：被害者女性）が「集団」に

強姦され、亡くなってしまったのである。被害者女性は「集団」に強姦されたこと、また強姦以

前にアルコールや薬物を摂取させられていたことから、被害者女性の死因をつくりだした人間を

特定することが困難になっている。9 月 24 日に読んだタイの新聞では、被害者女性はアルコール

中毒で亡くなったと報道されていた。 

 4 つ目の「強制労働」は、遠洋漁業などの労働力として、過酷な労働環境‐働かない場合は海

に「棄てられる」ことなど‐の元で労働を強いられることである。遠洋漁業の被害者はタイ北部

だけでなく、タイ南部の人も見られる。また、ロヒンギャ‐タイ北部の山岳地帯やミャンマー（ビ

ルマ）北部の山岳部に暮らしていたものの、現在は迫害されている民族‐の人々も被害者になっ

ている。 

 5 つ目の「物乞い」は、路上に座り込み金銭を要求する行為である。被害者の背景には「所有

者」がおり、「所有者」によって決定された稼ぎの最低基準量を満たすことができなければ、暴力

をふるわれたり、食事を供給されなかったりする。しかし、子どもの状況を案じ、金銭を与える

と、すべて「所有者」の不正な利益になるのである。また、物乞いを強制させられる被害者は、

人々に同情されるため、顔色を悪くする薬物を摂取させられることがある。 

 被害者に金銭を与えると「所有者」の利益となり、与えなければ暴力を振るわれるなどすると

いうディレンマ‐相反する二つのことに板挟みになり、どちらとも決めかねる状態‐とも思われ

るが、施設の方の一人が、金銭ではなく食料などの、直接子どもたちに利益があるものを提供す

ることや、被害者にではなく被害者を支援する団体を援助するなどの方法があると、教えてくだ

さった。 
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 6 つ目の「臓器売買」は、インドや中国で見られる、人身売買の形態である。摘出される臓器

‐脳など‐や、摘出の方法、摘出する際の環境‐衛生的か否かなど‐によっては、被害者が亡く

なることもある。 

 また、新たな形態として「代理母出産」というものがあり、人身売買の形態は日を追うごとに

「発展」しているのである。 

 
4．人身売買の原因 

 人身売買の一つとして、「貧困」が挙げられる。 

 ほかの原因としては「生活の質の向上への欲」が挙げられる。「スマートフォン」などを手に入

れたいと思う子どもが、「スマートフォン」と引き換えにして「所有者」の手に渡るのである。 

 「貧困」や「生活の質の向上への欲」以外にも、「友達からの紹介」や「教育不足」などの原因

がある。一つの原因ではなく、複数の原因が重なる場合もあり人身売買の原因は複雑化している。 

 
5．人身売買に関する法律 －日本との比較も交えて－ 

 前述したように、タイの人身売買に関する法律は、国連の規定にのっとっているが、日本の法

律はそうではない。例えば、タイの法律では、人身売買の被害者を「被害者」として扱うが、日

本の法律では、密入国者や不法滞在者などの「加害者」として扱うのである。そのため、人身売

買の被害者‐日本の法律に従えば「加害者」‐は、強制送還されるのみなので、必要な世話を受

けることができない。 

 タイの人身売買に関する法律の制定は、1996 年から始まり、以降、人身売買の形態に合わせて

法整備が進んでいる。しかし、法律は人身売買の形態の「発展」に対応して制定されるため、「最

先端の形態」に、常に後れを取っている。また、賄賂によって警察職員が加害者を見逃すことも

あるなど、課題が山積している。 

 日本には「人身売買」に関する法律は存在しないため、被害者を「加害者」として扱っている。

そして、日本は「人身売買」の「加害国」であるという事実が存在しているのである。 

 

 

Ⅳ．LGBT について 
 
1．交流内容 

 私たちは、タイの高校生とパヤオセンターの二カ所で LGBT に関するワークショップを行っ

た。まず初めに LGBT の説明はせずに、日本人からとある劇を披露した。その劇は、片方の女性

が仲の良い同性の友人に、自分は同性愛者であるということをカミングアウトするものであった。

そして、生徒や子供達に劇を見て感じたことを聞いた後に、LGBT という言葉を聞いたことがあ

るかどうか尋ねた。そして最後に「カミングアウトした同性の友人と今まで通りに受け入れられ

るか」という質問を行った。 

最後の質問について、高校生は YES と答える人がほとんどであったが、パヤオセンターでは、

男女で反応が異なった。女の子たちは皆が YES を選択したが、男の子の中には、受け入れられな

いという反応を示す子も数名いた。理由は、自分の村で LGBT 当事者を見たことがなく、実感が

沸かないからというものだった。また劇に関しても、高校交流とパヤオセンターの反応が異なっ

ていた。私たちはこの原因の一つに、パヤオセンターがタイの少数民族出身の子供を多く受け入

れているからではないかと考えた。 

さらに、日本人とタイ人でもいくつか異なる点があった。それは、LGBT が身近な存在になっ

ているか否かの違いだ。タイでは、自分が同棲愛者であることを第三者に伝える、もしくはオー

プンにする人が多い。また、トランスジェンダーの生徒が心の性別に従った体の性別とは違うト
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イレを使用している様子も日常となっている。しかし、この光景は日本ではあまり考えられない。

日本とタイで LGBT に関する意識が異なるのは、LGBT が身近な存在になる環境が生活の中で当

たり前になっていることが分かった。 

 
【詳しい質問内容】 

① LGBT という言葉を知っていますか？ 

② あなたがこの立場だったら友達を続けますか？という質問をして付箋に 

yes/no/I don't know で答えを書いてもらった。 

③なぜタイは LGBT について先進的か 

④LGBT に関する実体験はあるか 

 
【結果】 

A「高校交流の場合」 

① 知らないという人がほとんどだった。 

② 28 人中“yes”が 24 人“I don't know”が 4 人で“no”はいなかった 

“yes”の人の意見 

・自分のことを好きではないから気にしない 

・気にしないでお泊まりもできる 

“I don't know”の人の意見 

・親友だと思っていたのにどうすれば良いかわからない 

・自分は LGBT を好きではない 

③ 保健の授業では思春期などは教わるが LGBT について触れられないが、友達に当事者がい

たり外見でわかったりするのでわかる 

④後輩の男の子が男の子と付き合っている。など同性カップルの存在が普通だった。体は男の

子だが女の子っぽい動作をする子を冷やかす子もたまにいるがいじめにはなっていない。 

 
B「パヤオセンター」 

① 知らない人がほとんどだった。 

11 人中“yes”が 8 人で“no”が 3 人で“I don't 

know”が 1 人でした。 

“no”は全員男の子でした。 

② “yes”の人の意見 

・おかまの友達がいる 

・女性が男性に関する嫌な経験をして女性を好きになることがある 

・なんの問題もない 

“no”の人の意見 

・ゲイの子といると自分もそうなのではないかと思われてしまうかもしれない 

・怖い 

・体が男で心が女の人とは友達は無理 

“I don't know”の人の意見 

・その子は村の出身で村に LGBT 当事者の人がいなかった 

・学校に当事者入るけれど、LGBT 当事者と知っていたら仲良くならない 

③ タイ社会は受け入れているが田舎の村では男らしさや女らしさが尊重されている 

④中 1 と小 6 に女の子同士で付き合っている人がいる 

先生はしらないがみんな知っている 
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学校にとても外見が可愛らしい体は男の子だが心が女の子の子がいる。その子は女子トイレ

を使用するが可愛い見た目をしているので誰も気にしていない。 

 

 
Ⅴ．感想 
 
〇原 いこい 

9 月 20 日から 26 日の 7 日間、SGH のプログラムの一環であるタイ研修に参加しました。タ

イでは主に、2 つの学びを行いました。 

1 つ目は、人身売買についてです。私たちが宿泊したのは、「YMCA パヤオセンター」という、

人身売買の「予防」を行っている施設です。日本に暮らしていると、人身売買というワード自体、

あまり身近ではありません。しかし、日本は人身売買の最大の受け入れ国という事実を知り、日

本の問題としても考えていかなければいけないということに気づきました。 

また、「パヤオセンターを運営している中で、困難はあります

か」と質問したところ、運営費用が不足しているという返答があ

りました。パヤオセンターには、年間 100 人以上のボランティア

が訪問します。これほどまでに支援を受けているパヤオセンター

でも費用が足りていないことから、団体が無料で活動を行うこと

の難しさを知りました。 

2 つ目は、LGBT についてです。タイはニューハーフが多い、

LGBT に寛容な国である、というイメージを持っていた私たちは、性の多様性をテーマに、現地

の高校生やパヤオセンターの子ども達と活動を行いました。そこでは、タイ人は「LGBT」とい

う言葉をあまり認知していないこと、認知していない一方で同性愛や性同一性障害をオープンに

している人が多いということを聞きました。このことから、タイでは自然と自分というものをオ

ープンにできる環境が整っているのではないかと考えました。 

また、女らしさ、男らしさについて話し合いました。そこでは、山岳地帯では子供を産むとい

うことが重要であること、性別ごとに役割が厳しく決まっていることを聞きました。そこで、「性

別によって役割は変わると思う？」と質問したところ、「そんなことない。私のお母さんはお父さ

んより強い」と答えてくれた子がいました。このように考える人が多いため、タイでは自分の性

をオープンにできる人が多いのではないかと考えました。 

 今回タイ研修に参加して、自分の考えが固定されていたことに気がつきました。人身売買や

LGBT の問題は、学んでも学びきれないものです。しかし、問題の本質を知らずに解決策を模索

することや、勝手に偏見を持ってしまうことは恐ろしいことであると感じました。特に LGBT は、

制度が作られるなど近年日本でも注目の高い事柄です。人身売買の当事者や LGBT にあてはまる

人は少数です。そのため、タイで学んだ知識を広げることが必要であり、私たちにしかできない

ことだと思います。 

 
〇山下 彩芽 

 私は、今回のタイ研修で LGBT や人身売買について学びました。私は研修に行く前、前提とし

ていじめがなくならない現状があるから LGBT の人たちへの差別もなくならないのではないか、

と思っていました。また、LGBT の人たちに対して寛容になるためには教育に取り入れる必要が

あるのではないか、と考えていました。しかし、タイで現地の高校生とディスカッションした結

果、私の概念は打ち壊されました。タイの人たちは LGBT の人たちに対して寛容であるというの

は私たちが想像していた通りでした。私が驚いたのは、彼らが LGBT について意味などを詳しく

知らなかった点についてです。また、いじめまではいかなくても、からかいなどが普通にあるの
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に、LGBT の人たちへの差別がないことを不思議に感じました。LGBT について教育を受けてお

らず、知識がないのに、自然と受け入れられていて素晴らしい国だと思いました。 

 パヤオセンターでも LGBT について話し合いました。その際、親の影響で子どもの性が変わっ

てしまったという話を聞きました。子どもは幼いころ、いい影響も悪い影響も受けやすいため、

私はそれを教育に生かすべきだと思いました。もちろん、教育を受けなくても自然と様々な性が

受け入れられる社会が一番良いと思います。しかし、日本ではそれができていません。したがっ

て、私は言葉の表現に気を付けたり、保健や道徳の授業で LGBT について取り上げるべきだと思

いました。 

 今回、パヤオセンターの子どもたちと約一週間過ごしました。また、人身売買についてセンタ

ーで学びました。世界ではこんなかわいい子どもたちが人身売買の被害にあっていると考えると、

子どもたちの笑顔を見るたびに悲しい気持ちになりました。子どもたちは私たちに希望を与えて

くれる、かけがえのない存在です。子どもたちを救うには、まず現状を知ってもらうことが必要

だと感じます。これは、LGBT の人たちが自分らしく生きていくことに関しても同様です。報告

会など、大勢の人に伝えることができる機会を使い、学んだことを伝えていきたいです。 

 私は、最初「アジアの国に行ったことがないので行ってみたい」といった軽い気持ちでタイ研

修に応募しました。不純な動機であったため、事前活動で最初はメンバーに負担をかけてしまい

ましたが、学んでいくうちに自分の考えを持つようになり、最終的には少しはメンバーの力にな

れたのではないかと思います。 

 また、将来、北海道 YMCA で働くことに興味をもつきっかけにもなりました。今回、このよう

な機会を与えてくれた先生方や家族、支えてくれた通訳の方、暖かく迎えいれてくれたパヤオセ

ンターの方たちに感謝を伝えたいです。 

 

〇中西 彩優 

・パヤオセンターについて 

 私は今回の旅でパヤオセンターはとても素敵だなということを再認識しました。スタッフの方

が、携わっている全ての方の子供達を助けたいという気持ちや、良い思いをして欲しいという善

意で成り立っていると痛感しました。人のために生きるというスタッフの方々の生き方にも感動

しました。将来自分も見習えるようになりたいです。研修で訪問させてくださって感謝の気持ち

でいっぱいです。 

・パヤオセンターの子供たちについて 

 去年も海外研修でパヤオセンターに行きました。今年は去年より

も子どもと関わる時間が多かったと思います。その中で私が感じた

のは、やはり子どもたちは優しいです。笑顔は魅力的でジョークを

たくさん言ってくれましたが、それらは私たちを安心させてくれま

した。子どもたちの方から積極的に関わってくれたことはとても嬉しかったです。しかし、私は

不思議に思うことがありました。それは、私は母が小さい頃から私に優しくしてくれるから、人

に対してどう優しくしたら良いか知っています。ですが、子どもたちの中にはもしかしたら、小

さい頃に寂しい思いや深い傷がついた経験がある子もいると思います。なので、どこで暖かさに

触れたのだろうと疑問に思いました。きっと、パヤオセンターという施設のスタッフさんや年長

の子が暖かさに溢れているのかなと思いました。私よりも色々な事に気づいて、気を使ってくれ

た私よりも体が小さい子どもたちをとても尊敬しました。 
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・パヤオについて 

 私たちは基本的にパヤオセンターの中にいたのですが、2 回だけパヤオのローカルマートのよ

うな出店があるところに行く機会がありました。そこではジャージの上下が日本円にすると約

800 円で売っていました。私はとても驚いて思わずたくさん蹴ってしまいました。他にも色々な

食べものやアクセサリーなどが日本では絶対売っていないような値段で売っていました。その場

では安くて嬉しいなとしか思っていませんでした。しかし、パヤオセンターに戻ってその話をパ

ヤオセンターのスタッフの方としていると、その背景には何があるのか考えてほしい、その安さ

は現地の人にしたら普通だよと言われて嬉しかっただけの自分が情けなくなりよく考えました。

私たちはチェンマイのスーパーにも行きましたが、値段は全然違いました。服でいうと 3 倍も値

段が違いました。私は驚きました。例えば札幌と旭川での服の値段は変わりがないので田舎だか

ら安いということをここまで感じたのは初めてでした。初めて貧困という問題の現実的な片鱗に

触れた気がしました。 

 
〇常本 亮太 

 SGH タイ研修での経験は、非常に意義深いものとなりました。多文化主義を主題に添えて、セ

クシュアリティ、人権、人身売買、山岳少数民族などについて学びました。高校二年生の海外研

修でタイを訪れ、その研修を機に、人身売買、女性の権利や人権、また、政治学や経済学など、

非常に幅広い分野の社会問題を、できる限り、妥協することなく、学びました。一年たって再び

タイを訪れ、改めて私自身の至らない点を見つけ、また成長も感じました。 

 ジェンダーについては、現地校と YMCA パヤオセンターで

二度の学びを通して、同じタイ国内においても、環境が違えば

感じ方も違うことを学びました、しかしながら、タイは心の性

別や身体の性別に関係なく、その人の得意な分野を生かそうと

する空気を感じることができました。手先が器用な人は、裁縫

の分野で花を咲かせていたり、歌が得意な人は、音楽の分野で

花を咲かせていたりと、その人の性別に限らず、作品や能力を

正当に評価するように感じました。日本では、性別を必要以上

に気にしている気がしてなりません。何度も言うようですが、性別ではなくその人の能力や人と

なりを見つめる空気は、とても過ごしやすいものだと思います。 

 人権、人身売買についても学びました。一年前に初めて人身売買を知り、無関心であることを

恥じたときから、自らの成長を感じることができたと嬉しく思っています。しかしながら、一年

間、書籍で学んでいるうちに、無意識にバディと人身売買という問題が遠のいてしまっていまし

た。一年ぶりにバディに再会し、人身売買と目の前で笑っている少年少女とが、強く結びつきま

した。今後の学習を進めるうえで、原点に立ち返り、YMCA パヤオセンターでの光景と人身売買

や人権の問題を強く結びつけながら学んでゆかなくてはと、思いました。 

 最後に、引率してくださった江口明子先生、そして YMCA パヤオセンターのスタッフの方々、

子どもたち、また JTB の方々、両親など、こうしてタイで貴

重な経験をすることができるように支えてくださったすべて

の方に、御礼申し上げます。今後も人のつながりを意識しなが

ら、多文化主義に向けて、ひいては社会問題に向けて、学びを

深めたいと思います。 

 ありがとうございました。 
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【企画名】  2019 年度 SGH 課題研究発表会  

【参加生徒】  

運営：高 3SGH 対象講座生徒  

聴衆：高 2 の次年度対象講座選択者 89 名・  

   運営指導委員メンバー・他校からの参加教員（8 名）・  

   一般参加者（3 名）  

【日時】  2020 年 2 月 13 日  

【目標】  

この 1 年間の SGH の取り組みを本校の SGH 主対象である高校 3 年生のものを中

心に発表し、課題研究発表会を実施する。運営・司会を高 3 に任せることで、生徒の

自主性を発揮させる。また、次年度の学びの中心となる高校 2 年生に聴衆として参

加させることで、次年度の学びへ向けた意識を高めさせる。  

【内容】  

高 3 課題研究発表：観光開発・サハリン研修、アジア学・タイ研修、  

国際社会・ＮＺ研修（一部英語による発表）  

12 月の高校生フォーラムのポスター発表（英語）  

高 3 課題研究論文の発表：優秀論文執筆者 2 名  

 岩城晴華「カムイユカラを国語科で取り扱うことによってアイヌ語を含むアイヌ  

文化の継承はできるのか。」  

 生駒萌「“Sub ベジコレクター”で目指す地域活性化―非可食野菜の有効活用―」 

【成果と課題】  

○数週間にわたって発表の準備を進めていく中で、1 年間の学びを振り返ることがで

き、生徒自身が学びや成長を実感することにつながった。また、これまで各講座で

培ったプレゼンテーション能力を大いに発揮することができた。  

○単なる学習・研修の内容の報告ではなく、実践や提案などを必ず入れ、自分たちの

考えの「発信」に力を入れることができた。  

○高校 2 年生は、次年度学ぶそれぞれの講座の学びを知ることができ、学習・参加意

欲を高めることができた。また、先輩方の質の高い発表を見ることで、今後の自分

の発表活動に活かすようにすることもできた。  

 

他校からの参加者の感想（一部抜粋）  

◎「高 3 課題研究  観光開発講座・サハリン研修」について  

・高 2 生の方々が積極的に質問しており、活発な質疑応答がなされていたのは、驚

きました。普段の授業や教育活動の成果だと感じました。  

・もっと長く聞きたくなるような発表でした。特に政府や旅行社へのインタビュー

で何をえたのか、という点をより知りたくなりました。政府へ提案された、という

素晴らしい取り組みと思いますので、全部まとめると良い記録になると思います。  
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◎「高 3 課題研究  アジア学講座・タイ研修」について  

・難しい内容をよく調べてまとめられていていたと思いまうす。日本ではまだまだ

遅れている多様な価値観の受容について、今後どのようにフィードバックしていく

のかが課題だと感じました。  

・言葉遣いや設問の受け答えに節度ある姿を感じました。“自分事に変わった”瞬間

の感覚を大切にして、是非これからも様々な問題に向き合ってください。  

 

◎「高 3 課題研究  国際社会講座・NZ 研修、ポスター発表」について  

・発信されたこと、とても良かったと思います。発信と同じくらい発信した結果を

まとめて、成果を検証することも、とても大切と思いますので、そちらも聞きたか

ったです。  

・チームワークの良さをとてつもなく、感じました。  

・練習量が見えるような、とても素晴らしい発表でした。  

 

◎「高 3 論文  課題研究論文発表（岩城）」について  

・課題研究論文としての完成度が高く、実践してみたいと思わせる迫力がありまし

た。国語だけでなく、教科横断の取組として皆さんのように公立高校でも学んでい

ければと感じました。  

・プレゼンテーションがよく練られていて、訓練されている。ハードルの高い質疑

への対応も、自分の言葉できちんと述べている。  

 

◎「高 3 論文  課題研究論文発表（生駒）」について  

・仮説→立証の流れが非常にわかりやすく、実現可能性を感じさせます。自分の足

で汗をかきながら取り組んでいるのが大変すばらしい。  

・着眼点と発想力が素晴らしいが、それをイベントにする実行力が更に素晴らし

い。  

 

◎全体を通してのご感想  

・発表者全員が真剣に丁寧に対応されていたのが大変印象的でした。何より質問に

対する受け答えにスキル・マインドが身についていることが感じられました。  

・課題の設定から成果報告まとめまで大変なご苦労をされ、準備されていることが

伝わってきました。ホストファミリーの確保や安全面の確認、危機管理体制の確

立など多くの課題を乗り越えて素晴らしい実践をされていることに感心致しまし

た。  

※高 3 課題研究発表資料として次ページから掲載。また課題研究論文は 104 ページ

から掲載されているので参照願いたい。  
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【講座名】 課題研究  【対象】  高 3R コース文系 118 名  【期間】  通年  

【目標】  

本講座の最終課題である 10,000 字を超える論文の執筆をとおし、論文執筆の基礎

から、テーマ・問題設定や調査・アンケート実施の方法、問題分析や自分の主張の正

当性をどのように証明するかなど、様々なことを身につけさせる。また、高校 3 年間

で得た学習（知識と経験）の集大成として、地域に視点を向けたテーマとし実現可能

な主張をさせることで、調査力・発想力・解決力を身につけさせる。  

【講座内容・取組】  

①論文作成の基礎知識  

②発表ⅰ：1 人 5 分で自分が取り上げる問題・課題とそれに対する主張を発表し、教  

員及びクラスメイトから指摘を受け、精選する。  

③発表ⅱ：発表ⅰを受け、懸賞論文のテーマを発表。  

④懸賞論文作成：夏期休業明けに提出  

⑤発表ⅲ：懸賞論文（1,400～3,000 字）の問題・主張を 10,000 字論文へ向けたもの  

へと変更。教員・クラスメイトからの指摘を受ける。  

⑥論文（10,000 字以上）作成：冬期休業明けに最終提出。  

⑥発表ⅳ：提出した論文の内容について発表。これが最終発表となる。  

⑧課題研究論文優秀者発表会：  

講評者として立命館大学副総長上野隆三教授を招き，2 月 6・7 日に実施した。  

成果  

○大学生になるにふさわしい論文執筆力・問題発見力・調査力・解決力を身につける  

ことができた。  

○今年度は全コースの生徒に対してインタビューを実施することを課した。その結  

果、それぞれの主張に説得力を増すことができ、懸賞論文の受賞にもつながった。 

○Benesse が実施している GPS-Academic®を客観的評価として導入している。詳  

細な結果は完了報告書にも記載したが、昨年度の試験結果（高 2 の 2 月実施）と

今年度の実施結果（高 3 の 8 月実施）を比較すると、2 つ以上の思考力で「A」評

価となった生徒の人数は、高 2 年次では 18 名で高 3 年次は 17 名と 1 名減少した

が、3 つ全ての項目で「A」以上となった生徒の人数は 3 名から 13 名へと 10 名も

増加した。また、今年度から選択式問題と記述・論述式問題のそれぞれの結果もわ

かるようになり、選択式問題では「S」評価となった生徒人数は、批判的思考力が

6 名、協働的思考力・創造的思考力が 7 名であった。さらに、このテストは社会人

も対象となるものであるが、総合評価で「S」評価が出ることは稀なことであり、

創造的思考力において 3 名の生徒が獲得したことは大きな成果である。  

※生徒成果物として次ページより 1 万字論文（一部）が掲載されているので参照願

いたい。  
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カムイユカラを国語科で取り扱うことによって 
アイヌ語を含むアイヌ文化の継承はできるのか。 

岩城晴華 

 

第 1 章 序論 

 アイヌとは、日本の先住民族であり、その多くは北海道に居住している。アイヌ文学とは、

アイヌが口伝いで伝承してきた、アイヌ語で著された文学である。アイヌ文化は北海道を中心

にその伝承活動が行われている。2020 年、北海道白老町に国立施設「民族共生象徴空間」が

開設される。そして 2019 年 4 月、国会では｢アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す

るための施策の推進に関する法律｣が成立した。しかし一方でアイヌの人々の生活は厳しい。

2017 年に北海道庁が行った「北海道アイヌ生活実態調査」では、北海道に住むアイヌの人々

は 13、118 人。そのうち生活保護を受給している人の割合は 36.1%だ1。同年の北海道全体の

受給率が 3.08％、全国では 1.69％であることと比べると、アイヌの人々の生活保護受給率は

高いと言える2。また 2019 年 9 月 1 日に紋別市でサケを捕獲したアイヌ民族の男性が警察に

制止される3という事案が起こっている。このような事案は何度も起こっており、またそれに

対し 2018 年 8 月、国連の人種差別撤廃委員会が日本に土地や資源に関するアイヌの権利保護

を勧告したにもかかわらず状況は変化していない。このように日本及び北海道においてアイヌ

の文化や権利は守られているとは言えない。加えて、アイヌ語は UNESCO から消滅危機言語

“UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger”に指定された4。これでは、アイヌ語

をはじめとするアイヌ文化が十分に継承されているとは言えない。私はこういった現状を克服

し、アイヌ語や文化を伝承していかなければならないと考える。またアイヌが持つ自然観を継

承し、現代の社会に活かしていくことで、日本は自然や他者を尊重できる社会に変わっていく。

アイヌという存在を認め、尊重していくことは、多文化共生社会の形成にもつながる。そこで

アイヌ文化を継承していく手段のひとつとして、アイヌ文学、kamui yukar を国語の授業に

取り入れることを提案する。まず先進例としてニュージーランドの例を取り上げた。更に北海

道の釧路市阿寒や千歳市にある小学校で行われているアイヌ文化学習について触れた。その上

でアイヌ文学を国語の授業に取り入れたときの効果を、直接的効果と間接的効果の 2 点に分

けて考察した。以上を踏まえて、実際の指導方法に必要な工夫について論じた。これには従来

の日本文学における詩教材の指導方法を基にした。その結果、アイヌ文学を国語科の授業に取

り入れることで、アイヌ語およびアイヌ文化を継承することは可能だという結論を得た。 

第 2 章 ニュージーランド及び北海道の諸地域の先進例 

2－1 ニュージーランドの先進例 

                                                       
1 『北海道庁』「北海道アイヌ生活実態調査」（参照日 2019 年 11 月 30 日） 
www.pref.hokkaido.lg.jp/file.jsp?id=1122121  
2 「生活保護の現状について 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 資料

４」（参照日 2019 年 11 月 30 日） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000164409.html  
3 「産経新聞オンライン」『許可得ずサケ数十匹捕獲 アイヌ男性、先住権主張』（参照日

2019 年 11 月 30 日） 
https://www.sankei.com/life/news/190901/lif1909010013-n1.html  
4 UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger（参照日 2019 年 11 月 30 日） 
 www.unesco.org/languages-atlas  
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 この提案の前に先住民族に関する学校教育の先進例について述べる。 

 まずニュージーランドでは、 

 

ニュージーランドの言語政策をさらに進める必要性の高まりから、 1992 年に 

Aoteareo:Speaking for Ourselves （The Waite Report）が出された。この中で、（１）マ

オリ語の復興（２）成人の読み書き能力の養成（３）子供たちの第二言語としての英語能

力養成と母語能力の維持（４）成人の第二言語としての英語教育（５）国際語能力の養成

（６）英語以外の言語による言語サービスの６項目が優先的に施策されるべきであるとし

て挙げられた。（中略）重要なポイントとしては、公用語の一つであるマオリ語の再活性

化、英語を母語としない非英語話者が日常生活に支障をきたさないよう英語能力の向上を

図ること、国際社会での経済競争を生き抜いていくために必要な言語能力の向上、そして、

個人のアイデンティ ティおよび人権に関わる母語維持や言語サービスの問題が挙げられ

る。5 

 

マオリ語の再活性化という点において、「初等学校の段階では、教育言語としてマオリ語が使

用される学校はいろいろあるが、全ての授業がマオリ語のみによって行われているフル・イマ

ージョン・スクール（Full Immersion Schools）としてカウパパ・マオリ（Kura Kaupapa Maori）

がある。2001 年７月１日の時点でカウパパ・マオリの数は 59 校であり、全国のマオリの総生

徒数の 3.3％にあたる 5、010 人が通っている（Ministry of Education、 2002）。」6このほか

にもマオリの児童に対し、「マオリの言語・文化を教える就学前教育機関としてはコハンガ・ 

レオ（Kohanga Reo）が設置されている。（中略）さらにはやはりマオリの言語・文化の教授

に重点を置いた高等教育機関としてワナンガ （Wananga）がある。」7この背景には、学習す

る生徒の保護者からマオリ語を第 2 言語教育として求める声が強いという現状がある。第 2

言語習得によるメリットには、職業につながったり、旅行先で使える言語を求める声が多い。

マオリの子供にとってマオリ語の学習は自己のアイデンティティ形成に向け有用な手段であ

る。よって「近年、中等学校で学ばれている言語別の生徒数は、日本語、フランス語、マオリ

語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語、中国語、以下その他、の順に多い。第 2 言語は必修で

はないが、マオリ語を学ぶ生徒はいる。」8 

このように保護者の意向やアイデンティティを背景に、ニュージーランドの第 2 言語教育

としてのマオリ語学習は政府からの援助を受けながら成立している。ここで重要な点がマオリ

語で学べる教育機関であるフル・イマ―ジョン・スクールである。これはマオリ語を通してほ

かの学習を行うことでマオリの世界観の継承に大きく貢献している。 

このようにアイヌとマオリ双方の歴史には、迫害や同化政策、土地の奪い合いなど共通点が

多いにもかかわらず、現状は大きく違う。ここからマオリとニュージーランドの例を参考に学

                                                       
5 上野 昌之「<研究ノート>北海道における地域教育の考察 : 阿寒湖畔の小中学校における

アイヌ文化学習を中心に」『埼玉学園大学紀要』 人間学部篇、2018 年 12 月 
https://saigaku.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_action_common_download&ite
m_id=1189&item_no=1&attribute_id=73&file_no=1&page_id=13&block_id=21 
6 前掲脚注 5 に同じ。 
7 前掲脚注 5 に同じ。 
8 前掲脚注 5 に同じ。 
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べることは、その持続可能なカリキュラム作りと歴史に関する指導方法、先住民族の言語でほ

かの内容を学習することの有効性である。 

 

2－2 北海道での取り組み例 

さらに北海道での取り組みとして、まず釧路市阿寒の例を挙げる。阿寒湖小学校では「アイ

ヌ文化名人」という授業が行われている。この授業では地域の文化素材を学習するために、ア

イヌ民族の古式舞踏を習得する。この習得には、毎年学年ごとで同じ演舞を披露するため、去

年その演舞を行った６年生が地元の方の指導の下、５年生に教えるという形をとっている。こ

うして文化の継承というものを学ぶ。演目は主に「輪踊り」と「舞・唄」の 2 つだ。実際にそ

ういった授業を受けた方9にお話を聞いた。踊りを習得した後、幼稚園での発表が印象に残っ

ているそうだ。またこういった地元の方との交流を通し、その後の生活でより深く地域との関

わりが生まれたそうだ。そうした点でも、この学習の意義がみられる。 

 このように阿寒湖周辺地域では、アイヌの人々が多く居住していることもあり、アイヌ文化

の伝承が教育を通じて積極的に行われている。しかしこの方法の問題点として「アイヌ民族の

置かれた状況や社会的な葛藤を理解していくことができるのか」10という点があると、阿寒周

辺地域のアイヌ文化学習について研究している上野は指摘している。文化学習だけでアイヌ民

族と和人の関係を理解することは難しく、相互の理解・共生する社会の形成のためには、これ

までの阿寒湖周辺の両者のかかわりについて学ぶ必要がある。つまり文化に触れるだけではア

イヌの地位向上にはつながらない。 

また島津は北海道における「アイヌ文化学習」の事例として千歳市立末広小学校の例を挙げ

ている。「1993 年より「アイヌ文化学習」を全校で実践している千歳市立末広小学校では、

1996 年にアイヌの伝統的家屋である「チセ」を空き教室に復元するなどの取り組みも行って

いる。（中略）本授業の活動を通じて教師が子どもたちに学んでほしいことは、以下の３点で

あった。 

 

１．アイヌ民族の伝統的な暮らしの中で、狩猟はとても重要であったこと。獲物はカムイ

モシリ （神の大地）のカムイが、よいアイヌのところへ肉や毛皮持って来てくれるもの

だと考えていたこと。その考えが、より良いアイヌの民族の暮らし・社会を作っていたこ

と。 

２．昔のアイヌの子どもは、コタン（アイヌの集落）の広場でこんな遊びをしながら漁（猟）

の練習をして、大人と一緒に働ける日を夢見ながら楽しんでいたということ。 

３．自分の手と自然素材で生活用具も遊び道具も作っていたこと。子どもたちも知らず知

らずのうちに、自分で生きていく技術を身につけていた素晴らしい伝統があること。 

（末広小学校「アイヌ文化学習」指導案より）11 

                                                       
9 松岡耕平（立命館慶祥高等学校 学生 阿寒湖小学校 2013 年度卒業生）LINE インタビュ

ー、2019 年 8 月 30 日 
10 前掲脚注 5 に同じ。 
11 島津礼子「北海道における「アイヌ文化学習」の可能性と課題 ─ ESD の観点から ─」
『広島大学大学院教育学研究科紀要』 第三部 第 67 号 2018 ｐ71-79 2018 年 10 月 
https://ir.lib.hiroshima-
u.ac.jp/files/public/4/46809/20190117145036671751/BullGradSchEducHU-
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 また同小学校では教職員の校務分掌に「地域連携係」を設け、アイヌ文化学習の担当者・窓

口として機能させている。そしてアイヌ文化学習にかかわる外部講師との連携を密にしてお

り、講師の方々も末広小でしっかりと学習できることに関し、社会のアイヌ民族に対する理解

が深まることに寄与している実感があるそうだ。12 

このように北海道ではアイヌ語やアイヌ文化の継承に関する教育として、地域を有効に活用

した学習が盛んにおこなわれている。こういった活動を全道、全国に展開していくには課題が

多いが、先進例として十分参考にできる。ここから気づいたこととして、アイヌ文化学習にお

いては 3 つの要素が重要になる。まず地域の方の協力だ。教員側の知識には限界があるため、

地域のアイヌの方の存在は必要不可欠である。次に楽しさだ。楽しんで文化に親しむことが生

徒にとっても重要である。アイヌについて教えることを目的に行うだけではなく、生徒自身の

アイデンティティをはぐくむことを意識する必要がある。最後に教員のやる気である。いずれ

の学校もアイヌ文化学習を重要視し、積極的に自ら窓口となろうという教員の存在があった。

第 4 章ではこういった点を意識し考察していく。 

 

 

第 3 章 アイヌの自然観と、アイヌ文化学習の目的及び期待される効果 

 3-1 二風谷小学校アイヌ文化学習から考えるアイヌ文学学習の効果 

 住民の 70%以上がアイヌである平取町二風谷の博物館で働く傍ら、北海道の諸地域でアイ

ヌ語を教えている関根は、アイヌ語を公用語とし、話せることで就職につながるような未来を

期待している。また関根が年間１０回授業を行っている二風谷小学校の校長は「アイヌ語を学

ぶことでその文化や価値観に触れてほしい」としている。同じ小学校でアイヌ語及びアイヌ文

化を取り扱っている両氏だが、その目的は大きく異なる。 

これを踏まえ、アイヌ文学を学習することの効果として以下を挙げる。 

 

［ⅰ］直接的効果 

 ・アイヌ語の絶滅を防ぐ。 

 ・アイヌ文化への親しみを持つ。 

 ・アイヌの自然観や文化に触れる。 

［ⅱ］間接的効果 

 ・豊かな心や想像力、思考力をはぐくむ。 

 ・異文化理解を深め、多文化共生を意識する。 

 ・アイヌ文化を日本の文化の一つとして認識する。 

 

直接的効果について、アイヌ文学はアイヌ語で著されているため、単語や簡単な文法などの

アイヌ語は伝承することができる。つまりこの学習により、完全な絶滅はある程度防ぐことが

できる。またアイヌ文学は、アイヌ独自の自然観に基づいて形成されているものである。アイ

ヌ独自の自然観とは、すべてのものにカムイという存在を認めるものである。このカムイの定

義について中川は 

                                                       
Part3_67_71.pdf  
12 中原直彦（千歳市⽴末広⼩学校教諭）メールインタビュー、2019 年 11 ⽉ 11 ⽇ 
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この世で何らかの活動をしていると考えられ、人間にできないようなことをするもの、

人間のために何らかの役に立ってくれているもの13  

 

としている。アイヌは北海道の厳しい自然を生き抜いてきた狩猟民族であり、そこには身近な

存在である動物たちとの共生があった。動物など自然から恵みを受けてきたアイヌの考え方

は、日本文化と共通する部分も多い。日本語には「八百万の神」という考え方があるが、これ

はカムイとよく似ている。ここではその自然観をよく反映した、イヨマンテという儀式につい

て紹介する。萱野は著書『アイヌ歳時記』のなかで 

 

二月に降る雨のことをアイヌたちはキムンカムイポフライェプ(クマ神子供洗いの雨)と

いって、穴グマ(冬眠穴にいるヒグマ)狩りの目安にしたが、昨日までは腰までの深さの雪

が 1 回の雨で表面が凍る。(中略)日本語では穴と言う言葉になるが、アイヌはカムイチセ

といって、見たところでは穴であってもその向こう側では神が人間と同じに火を焚き、人

間と同じ姿でくらしていると考えていた。一二月の吹雪の日を選んで足跡をくらませて穴

に入り、春の三月に二頭から三頭の子グマを連れて穴から出てくるのを見て、これはまさ

に神業であり、神だと思ったのである。飲まず食わずの三ヶ月、子どもを産んで育て、走

りまわる子グマといっしょにいる親グマの姿から、二月の雨の頃には穴の中に子グマがい

ることをアイヌたちは知っていた。穴の入り口に棒を立ててその先に縄を結び、縄の端を

後ろの立木にしばり、クマが急に穴から出ないようにしてから、穴の中の親グマを弓矢ま

たは鉄砲で撃ち殺す。その後で穴に潜り込んで、目も開かず大人の両方の手のひらにすっ

ぽりと収まるほどの大きさの子グマを家に持ち帰って、一年ほど神の国からの客とした。

アイヌはクマを、神の国からアイヌのところへ広い風呂敷に肉を包み、それとともに熊の

胆(胆嚢)という薬などをお土産に背負ってきてくださる神と思っていた。その神の子ども

を授かった場合は大切に育てて、一年後に神の国の親元へ送り帰すのが、世にいわれるイ

オマンテ(クマ送りの行事)であり、これは村をあげての祭りであった。14 

 

と、自身も参加経験のあるイヨマンテについて説明している。以降の記述でもその手順を中心

に儀式の意味や込められた思いについて書いてあるが、それらを見てもアイヌ民族は狩猟に伴

って動物や自然に深い敬意と感謝の念を持っていることがわかる。そしてこれらの文化と口承

文芸のかかわりについて、島津が 

 

 このようなアイヌ民族の培ってきた知識、自然観は、彼らの口承文芸を通して知ること

ができる。鮭を無駄にする人間たちを神々が罰するという物語や、熊が人間に賜物をもた

らして神の世界に帰って行くという認識には、アイヌの自然観が顕著に表れている。15 

 

                                                       
13 中川裕『アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」』集英社、2019 年 
14 萱野茂『アイヌ歳時記 二風谷のくらしと心』筑摩書房、2017 年 
15 島津礼子「先住民アイヌの知識、自然観と持続可能性 ─アイヌの口承文芸に焦点を当てて

─」『広島大学大学院教育学研究科紀要』 第三部 第 66 号 2017 ｐ69-77 2018 年 10 月 
https://ir.lib.hiroshima-.ac.jp/files/public/4/44808/20180213101021140507/BullGradSchEd
ucHU-Part3_66_69.pdf  
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としているように、口承文芸を学ぶことでその文化、知識、自然観に触れることができる。 

間接的効果として挙げたように、アイヌ文学を国語の授業で扱うことによって国語の定義が

日本語から日本語アイヌ語にひろがる。日本文化を、アイヌ文化を含めた全体のものと認識す

ることになる。これにより日本文化はより一層発展する。日本文化とは異なる、アイヌ文化を

理解する教育を通じて 

また島津は「アイヌ文化学習」と ESD（持続可能な開発のための教育：Education for 

Sustainable Development）との関連について 

 

ESD は、持続可能な社会づくりの担い手を育むために、環境、貧困、人権、平和、開

発などの幅広い分野から課題をとらえ、解決を目指す教育である。新しい学習指導要領

とも関連して、分野をつなげるのみならず、多方面から分析、考察し、それらを結集し

統合して方法と結論を導く能力が求められる。現在、主に北海道を中心とする授業実践

である「アイヌ文化学習」の現状を把握し、考察することは、北海道外のアイヌ文化を

教える人材や教材に乏しい地域においても、学習として取り上げていくための参考とな

り得ると考える。「アイヌ文化学習」を ESD の教材として用いる可能性も生じるだろ

う。16 

 

としている。よってアイヌ文化に見られる自然観を継承することは ESD につながる。自然

と常に共生してきたアイヌにはその知識や考え方があり、そこには学び現代に生かすべき点が

非常に多いからだ。またこれは国語の授業という決められた枠内で学習することでより効果が

得られるが、しっかり練り上げられた指導要領が肝要である。 

3－2 言語教育と異文化理解 

また文学を国語の授業で取り上げることを言語教育と捉えると、アイヌ文学を国語の授業に

導入することには「異文化理解」という側面がある。これについて田中はまず英語教育につい

て「現在日本の外国語教育が帯びている使命の一つに 「異文化理解」がある。英語教育にお

いては、中学校・高等学校ともに文部科学省の学習指導要領にその記述がある。」としたうえ

で、「(1) 異文化」ないしは「異文化理解」の定義がはなはだあいまいな中で、何を持って「異

文化理解教育」の対象ないしは目的とすべきなのか。(2) 限られた時間の中で行われる初級外

国語教育において、「言語教育」と「異文化理解教育」をそれぞれどのように位置づけ成果を

上げるか。」17という 2 つの問題点を指摘している。さらに高校指導要領から 

 

また第 2「各言語の目標及び内容」の 3「指導計画の作成と内容の取扱い」の（2）に

は以下のような記述がある。 

(2) 教材は、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことなどのコミュニケーション能力

を総合的 に育成するため、実際の言語の使用場面や言語の働きに十分配慮したものを取

り上げるものとする。その際、英語を使用している人々を中心とする世界の人々及び日本

                                                       
16 前掲脚注 14 に同じ。 
17 田中一嘉「初級第 2 外国語学習の意義と効用 ──大学専門外外国語におけるドイツ語学習

を例に──」『群馬大学教育学部紀要 人文・社会学編』 第 66 巻 101－110 頁 別刷 2017 年 
https://gair.media.gunma-u.ac.jp/dspace/bitstream/10087/11042/1/09%20GKJIN-
TANAKA.pdf  
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人の日常生活、風俗 習慣、物語、地理、歴史、伝統文化や自然科学などに関するものの

中から、生徒の発達の段階 及び興味・関心に即して適切な題材を変化をもたせて取り上

げるものとし、次の観点に配慮する必要がある。  

ア 多様なものの見方や考え方を理解し、公正 な判断力を養い豊かな心情を育てるのに

役立つこと。 

 イ 外国や我が国の生活や文化についての理解 を深めるとともに、言語や文化に対する

関心 を高め、これらを尊重する態度を育てるのに役立つこと。  

ウ 広い視野から国際理解を深め、国際社会に 生きる日本人としての自覚を高めるとと

もに、国際協調の精神を養うのに役立つこと。18 

 

という 3 つの観点に触れたうえで、ここから「「異文化理解」は、少なくとも基礎的な外国

語能力を前提とし、その習得の後に行われるべきものととらえられているということである」

19と考察している。さらに「それでは「異文化」とは何か。異なる文化が必ずしも「外国文化」

のことを指すとは限らない。男性 文化、女性文化、子供文化、大人文化などがあるように、

文化とは、言語や国の内外を問わず、階級、 性、地域、年齢、などなどさまざまな次元に存

在する。したがって、一個人が複数の「異文化」に同時に所属することも可能であり、実際に

そうなっている。」20という記述からもわかるように、これは日本というすでに一定の文化を

持った地域にあるアイヌ語やアイヌ文化にも共通しているといえる。そこで日本の学校教育に

おける問題として「上述の学習指導要領からもうかがえるように、 「異文化」 、「異文化理

解」は、ほぼもっぱら自国の文化に対する外国の文化としてとらえれている。」21という点を指

摘している。そこで初等外国語教育における「異文化理解教育」について考察している。 

 

言語の構造を学ぶということは外界の自立的な再構成の方法を学ぶことであり、異なる

言語の構造を学ぶということは、異なる 外界の自立的な再構成の方法を学ぶということ

になる。これはまさに、2．2 で提案した「文化」すなわち 「ものごとの見方、世界の捉

え方」の学習の重要なひとつであり、溝上・柴田の言う「自分の物の見方 や世界観を修

正」すること、すなわち「単なる外国 に関する断片的知識を提供するだけの表面的な異

文化理解」ではない「自己変革」を伴う「異文化理解」と言えるのではないだろうか。 し

かもこのような「異文化理解」は、言語の体系 的な構造を背景として行われるので、生

活習慣、地理・歴史などの単なる事実の羅列的な提示にとどまらない、高等教育の場にふ

さわしい知的なものにもなろう。22 

 

ここから初等外国語はその目的についてコミュニケーションだけではなく、異文化理解があ

ると指摘している。さらに「逆に外国語教育という言語教育の中に位置づけられることによっ

てはじめて可能になる「異文化理解」も当然あるはずである。」23とあるように、アイヌ語教

                                                       
18 前掲脚注 16 に同じ。 
19 前掲脚注 16 に同じ。 
20 前掲脚注 16 に同じ。 
21 前掲脚注 16 に同じ。 
22 前掲脚注 16 に同じ。 
23 前掲脚注 16 に同じ。 
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育をひとつの外国語教育とみなしたとき、異文化理解につながる可能性が生まれる。それは国

語の授業内で教えることとの矛盾があるように思われる。だがアイヌ語を自国の文化として

認めることと、自身の文化とは異なる文化だと認識することは矛盾しない。 

このように直接的効果とは、アイヌ語を授業内で扱うことの効果であり、間接的効果とは国

語の授業内で取り扱うことで得られるメリットである。 

 

 

第 4 章 日本文学における詩教材の指導方法と kamui yukar の指導方法 

アイヌ文学には様々なジャンルがあるが、ここでは詩である kamui yukar を主に取り扱う。

Kamui yukar は独特の節をつけて語られる口承文芸の一つで、神をうたったものである。し

かし神といっても先述した通りその定義は広い。そのため知里幸恵の「アイヌ神謡集」には、

兎や小オオキリムイの自ら歌った謡もあれば、通常アイヌの中ではカムイとされない蛙の自

ら歌った謡なども収録されている。kamui yukar はアイヌ語の作品であり、口承文芸である。

このように従来国語で取り扱ってきた教材とは大きく異なった特徴を持っている。それを国

語の授業内で取り扱うにあたり、その指導方法は工夫されたものである必要がある。その工夫

とは第 1 に、口承文芸であることに留意し、CD 教材を併用する。第 2 に簡単なアイヌ語の学

習を行う。第 3 にアイヌの歴史や自然観について触れるという点だ。 

 これらの工夫について詳しく述べる前に、従来の詩教材の指導方法について触れる。濱川は

「大きく変化する社会に対応し、新しい時代をよりよく生きる力を育成するために、中学校国 

語科においては、言語教育の立場から、自らの力で文章を読み、ものの見方や考え方を広げ、 

自分の意見や考えをもつことのできる生徒の育成が求められている。」と考える立場から、 

 

「詩教材の価値について考えてみると、詩は作者の思考や心情が短い語句に凝縮され、精

選・吟味された言葉との出会いや、言語感覚を磨くなど、読むことの能力を育成する上で

効果的な教材になり得る。生徒は、作品中の言葉と主体的に向き合うことによって、想像

力を働かせ、作者の思いに触れることができる。そして、自分なりに読み取ったことを他

者との練り合いによって確かめ、より深く読み取っていく。このように詩教材においては、

読み手側の主体的な学習を創り上げていくことで、より深い読みへと深化させ、ものの見

方や考え方を 豊かにすると考える。」24 

 

と言っている。これは日本語やアイヌ語、その他の言語に共通していることである。また濱川

はその指導方法を具体的な指導計画を挙げながら研究している。そこでは「主体的に学習する

ために、書き込みや初発の感想を生かした詩教材において、生徒が学習課題を設定し、読み深

めるための相互交流について研究する。」ということを研究目標に据えているが、この初発の

感想を生かすことでよりのちの学習が効果的になると指摘している。ここでは初発の感想を

得るために、指導計画の 1 時間目では音読を行わせるとしている。また「読み深めている状態

とは、作品の世界や言葉に真剣に向き合い、作者のものの見方や考え方に触れ、自らの在り方

や生き方を振り返りながら読むとともに、他者との交流によって、多様な見方や考え方に触れ

思考を広げ、主題により迫った状態だと捉える。」とし、詩を読むときの作者に関する情報と

                                                       
24 前掲脚注 16 に同じ。 
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他者との交流の重要性に触れている。さらに「作者のものの見方や考え方を捉えさせるために

は、その思いが凝縮されている言葉に目を向け、自分の生き方と関わらせて読むことが大切で

ある。」としている。 

 こういった指導方法は、詩教材という点において日本語であることやアイヌ語であること

は関係がなく、共通のものだと考える。この研究を応用してアイヌ文学・kamui yukar の指

導方法を考察する。 

 まず先ほど触れた口承文芸であることに留意し、CD 教材を併用するという点だが、濱川の

指導計画では音読をすることによって得られる初発の感想を重要視している。アイヌ語の発

音は日本語とは大きく異なり、カタカナやアルファベットで表記された物だけでは音読がし

にくい。そこで実際にアイヌの方による音声 CD を教材として併用する必要がある。またこれ

は日本文学にはない口承文芸という特徴に触れ、アイヌ語を継承することにもつながる。 

 第 2 の簡単なアイヌ語の学習を行うという点に関して、kamui yukar はアイヌ語で著され

ているため、原文をそのまま理解することは難しい。しかしアイヌ語の単語を知ることや文構

造に関する予備知識を持つことは、決して無駄ではない。そこにはアイヌが持つ自然観などが

凝縮されており、これらに触れることでより理解が深まる。 

 第 3 にアイヌの歴史や自然観について触れるという点では、日本文学における詩教材の学

習と同様、作者について触れることが重要だという背景がある。アイヌ文学は家族や村ごとに

口伝いで伝承されるものであり、それをまとめたのが知里幸恵である。つまりアイヌ文学は 1

人ではなく、アイヌ民族全体が作った文学ともいえる。よって作者をアイヌ全体ととらえたと

き、アイヌの歴史学習の必要性が見えてくる。またアイヌの自然観や現状を理解するうえでそ

の歴史は必要なものである。ある程度の流れは押さえておくべきである。 

 従来の日本文学における詩教材で用いてきた国語の指導方法を、「口承文芸であることに留

意し、CD 教材を併用する。」、「簡単なアイヌ語の学習を行う。」、「アイヌの歴史や自然観につ

いて触れる」という点を工夫すればアイヌ文学、kamui yukar に応用することは可能である。 

 これらの考察を踏まえ、以下のような教材例を作成した。ここでは知里幸恵のアイヌ神謡集

（岩波新書）より、兎が自ら歌った謡を参考にした。別途提出した資料を参考にしてほしい。 

 

 

第 5 章 結論 

 アイヌ文学を国語科の授業に取り入れることでアイヌ語およびアイヌ文化を継承すること

は可能かという問いを立てた。ここから、アイヌ文学を国語科の授業に取り入れることでアイ

ヌ語およびアイヌ文化を継承することは可能だという結論を得た。しかしこれはアイヌ文化

継承のひとつの手段であり、日本政府をはじめとする公的機関や国民ひとりひとりが果たす

べき役割はまだ多く残っている。またこれは文化継承やアイヌ語の消滅を防ぐためでもある

が、アイヌ語の消滅危機は日本政府が行った同化政策によって招かれたものである。アイヌ語

を使用することや儀式を禁止し、アイヌとして生きることを強く制限した。その結果アイヌの

人々はその誇りを失い、自分の子供や孫にアイヌ語を教えず、アイヌ語を母語として話す者は

現在 2 人になった。この現状を改善していくためには日本政府の全面的な協力が不可欠であ

る。それは経済的な援助だけにとどまらない。序論でも述べた「民族共生象徴空間」の開設や

「アイヌ新法」などをはじめ、対策は急務である。本論文ではそれを踏まえ、教育面でのアプ

ローチを考えた。北海道アイヌ協会などと協力し、ニュージーランドなどの例を参考により制



113 
 

度を整える必要がある。 
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『ワークシート①』 

兎が自ら歌った謡 Isepo yaieyukar “Sampaya terke” 

アイヌについて 

◎アイヌについて 

主に北海道を中心に住んでいる、日本の先住民族。アイヌに対して、アイヌではない日本人

のことを和人という呼び方をする。和人とアイヌは交易を通し古くから交流していたが、その

後いくつかの闘争を経て日本政府はアイヌに対し、アイヌ語を禁じるなどの同化政策を行う。

現在は北海道内におよそ 1 万 7 千人住むといわれているが、アイヌであることを隠す人も多

い。またアイヌ語は消滅危機に瀕しており、文化の継承などの問題が多く残っている。 

 

◎知里幸恵について 

知里幸恵は 1903（明治 36）年、この記念館のある現在の登別本町 2 丁目、ヌプルペッ（登

別川）沿いで生まれ、幼少のころを過ごしました。父高吉、母ナミは、知里と金成の出身のア

イヌです。７歳のとき旭川に移り住み、19 歳まで母ナミの姉、金成マツや、祖母モナシノウ

クと共に旭川で暮らしました。 

幸恵は、アイヌで初めてアイヌの物語を文字化した『アイヌ神謡集』の著者として知られて

います。13 篇のカムイユカラ（神謡）が収められているこの著作のアイヌ語表記と対訳、及

び序文は高い評価を受けています。1922（大正 11）年５月、幸恵は上京しますが、心臓病の

ため、同年 9 月 18 日、19 歳という短い生涯を閉じました。アイヌとしての民族意識と誇りを

しっかりと持ち、アイヌ語を伝えるという使命を果たした幸恵は、没後、その著書と、そこに

こめられた精神によってさまざまな人たちに感銘を与えて続けています。 

（知里幸恵銀のしずく記念館 https://www.ainu-assn.or.jp/ainupeople/index. html） 

 

◎カムイユカラとは 

アイヌ語の物語には、日本の昔話に近い内容を持つ散文説話や、ユカラ yukar の名前で知

られている長大な英雄叙事詩など色々なものがあります。動物を中心としたカスイたちを主人

公とする楽しいお話がたくさんあります。ここではまずカムイユカラというものがどういうも

のであるか解説しておくことにしましょう。カムイユカラのアイヌ語名称カムイユカラは日本

語では古くから「神謡」と訳されており、幌別出身の知里幸恵という人が 1923 年に出版した 

『アイヌ神謡集』という本によって広く知られています。カムイユカラの主人公と人称のカム

イユカラはその名前の通りカムイの歌うものです。主人公は自然界のさまざまな生き物たち

や、火や雷などの自然現象が中心であり、そうしたカムイたちが自分の体験したことを物語り

ます。 

（中川裕・中本ムツ子『カムイユカラでアイヌ語を学ぶ』p103 より） 
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『指導案』 

アイヌ神謡集より 

兎が自ら歌った謡 Isepo yaieyukar, “Sampaya terke” 

知里幸恵 編訳 

学習指導案 

時程 内容 備考 

事前学習 ・アイヌについての調べ学習 ワークシート①を穴埋め式にする。 

1 時間目 ・学習目標の確認。 

・調べ学習について確認や解説 

・日本語で読む。 

・感想を共有する。 

 

 

声に出して読む。 

ワークシート②に書き込む。 

2 時間目 ・アイヌ語で読む。 

・感想を共有する。 

・アイヌ文学について紹介する。 

・知里幸恵について紹介する。 

ワークシート②に書き込む。 

 

ワークシート①を活用 

3 時間目 ◎本文学習 

・登場人物を整理する。 

・カムイについて説明。 

・単語学習 

 

 

ワークシート①を活用。 

4 時間目 ・場面１までを解説。 

・音声学習 

場面 1→最初から話が転換するまで 

CD を使って音声を流す 

5 時間目 ・場面２までを解説。 

・音声学習 

場面 2→場面 1 の終わりから，兎が火

にかけられる前まで 

6 時間目 ・場面３までを解説。 

・音声学習 

場面３→場面２の終わりから，兎が胸

を撫で下ろすまで 

7 時間目 ・場面 4までを解説。 

・最後の 1行を重点的に，アイヌの

自然観について触れる。 

・音声学習 

場面 4→場面 3の終わりから最後まで 

8 時間目 ・感想をまとめる ノートに書く 
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『本文』 
Isepo yaieyukar, “Sampaya terke”   

兎が 自ら歌った謡「サンパヤ テレケ」  

   

Sampaya terke   

サンパヤ テレケ  

Tu pinnai kama re pinnai kama terkeash 

hane   

二つの谷、三つの谷を飛び越え飛び越え  

shinotash kor yupinekur oshi ekimun 

payeash.   

遊びながら兄様のあとをしたって山へ行きました．  

Keshtoanko yupinekur oshi payeash 

ingarash ko,   

毎日毎日兄様のあとへ行ってみると  

Ainupito kuare wa anko, ne ku yupinekur  

人間が弩を仕掛けておいてあるとその弩を兄様が  

hechawere ranke, newaanbe chiemina kor 

patek   

こわしてしまう、それを私は笑うのを  

okayashpe nekushu, tananto shui   

常としたいたのでこの日もまた  

payeash wa ingarash awa, sennekashui   

行って見たら、ちっとも  

shiran kuni chiramuai   

思いがけない  

yupinekur kuorokush wa rayaiyaise koran.   

兄様が弩にかかって泣き叫んでいる．  

Chiehomatu yupinekur samaketa   

私はビックリして、兄様のそばへ  

terkeash wa paye ash awa, yupinekur   

飛んで行ったら兄様は  

chish turano ene itaki  

泣きながら云うことには、  

“Ingarkusu chiakinekur, tantewano   

これ弟よ、今これから  

ehoyupu wa eoman wa   

お前は走って行って  

akor kotan kotanoshmakta eshirepa chiki   

 

 

 

 

私たちの村の後へ着いたら  

‘Yupinekur kuorokush na, hu ohohoi !’ ari   

兄様が弩にかかったよ―、フオホホーイと  

ehotuipa kushnena.”   

大声でよぶのだよ．」  

hawash chiki,   

私はきいて  

chieesekur echiu kane, orowano   

ハイ、ハイ、と返辞をして、それから  

tu pinnai kama re pinnai kama terkeash hane   

二つの谷、三つの谷を飛び越え飛び越え  

shinotash kor sapash aine,   

遊びながら来て  

chikor kotan kotanoshmake chikoshirepa.   

私たちの村の村後へ着きました．  

Otta eashir yupinekur unuitekai   

そこではじめて兄様が私を使いによこしたことを  

chieshikarun, tanrui hotuye chiki kushne awa   

思い出しました、私は大声で叫び声を挙げようとした  

yupinekur nekontapne unuitek awa   

が、兄様が何を言って私を使によこしてあったのか  

oar chioira. Chiashtushtekkaash   

すっかり私は忘れていました．そこに立ちつくして  

chieyaishikarunka, kipnekorka oar chioira.   

思い出そうとしたがどうしてもだめだ．  

Orowano hetopo shui   

それからまた  

tu pinnai kama re pinnai kama   

二つの谷を越え三つの谷を越え  

horkaterke horkatapkar chiki kane,   

後へ逆飛び逆躍びしながら  

yupinekur ottaani un arkiash wa   

兄様のいる所へ来て  

ingarash awa nepka isam.   

見ると誰もいない．  
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Yupinekur ouse kemi shirush kane shiran.”   

兄様の血だけがそこらに附いていた．  

  （ari anko oyakta terke）   

  （ここまでで話は外へ飛ぶ）  

“Ketka woiwoi ketka, ketka woi ketka.”   

ケトカ ウォイウォイ ケトカ、ケトカ ウォイ ケトカ．  

keshtoanko kimta payeash,   

毎日毎日私は山へ行って  

Ainupite arewaan ku chihechawere,   

人間が弩を仕掛けてあるのをこわして  

newaanbe chiemina kor patek okayash awa   

それを面白がるのが常であった所が  

shineanta shui, neaita ku aare kane   

ある日また、前の所に弩が仕掛けて  

shiran kiko, utorsamata pon noyaku  

あると、その側に小さい蓬の弩が  

aare kane shiran,   

仕掛けてある、  

chinukar chiki   

私はそれを見ると  

“Eneokaipe nep aekarpe tan ?”   

「こんな物、何にする物だろう．」  

yainuash chiemina rushui kushu   

と思っておかしいので  

ponno chikeretek, nani kiraash kusu   

ちょっとそれに触ってみた、直ぐに逃げようと  

ikichiash awa sennekashui shirki kuni   

したら、思いがけ  

chiramuai, nea ku oro chioshma humi   

なく、その弩にいやという程  

chimonetoko rorkosanu.   

はまってしまった．  

Kiraash kushu yayehotuririash ko   

逃げようともがけば  

poo yupkeno aunnunba enewa poka   

もがくほど、強くしめられるのでどうする事も  

ikichiashi ka isam kusu chishash kor   

出来ないので、私は泣いて  

okayash awa unsamata hemantaanpe   

いると、私の側へ何だか  

chitursere, ingarash awa, chiakinekur   

飛んで来たので見るとそれは私の弟  

ne kanean. Chienupetne wa chiutarihi   

であった．私はよろこんで、私たちの一族のものに  

chikoashuranure chiuitek awa   

この事を知らせる様に言いつけてやったが  

orowano chitere ikeka, nep humi ka 

oararisam.   

それからいくら待っても何の音もない．  

Chishash kor okayash awa, unsamata   

私は泣いていると、私の側へ  

ainukurmam chishipushure. Ingarash awa   

人の影があらわれた．見ると、  

kamuishirine an Ainu okkaipo   

神の様な美しい人間の若者  

sancha otta mina kane, unuina wa   

ニコニコして、私を取って、  

hunakta unani. Ingarash awa   

どこかへ持って行った．見ると  

poro chise upshoroho kamuikorpe   

大きな家の中が神の宝物で  

chieshikte kane shiran.   

いっぱいになっている．  

Nea Okkaipo apeare wa, か 

彼の若者は火を焚いて、  

tanporo shu hoka otte, sosamotpe etaye wa,   

大きな鍋に火をかけて、掛けてある刀を引き抜いて  

chinetopake rush turano taukitauki   

私のからだを皮のままブツブツに切って  

shuoro eshikte, orowano shuchorpoke 

eusheush   

鍋いっぱいに入れてそれから鍋の下へ頭を突き

入れ突き入れ  

ape are. Nekonaka ikichiash wa   

火を焚きつけ出した．どうかして  

kiraashrushui kusu ainu okkaipo shikuturu   

逃げたいので私は人間の若者の隙を  

chitushmak korko ainu okkaipo unoyakun   
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ねらうけれども、人間の若者はちっとも私から  

inkar shiri oarisam.   

眼をはなさない．  

“Shu pop wa chiash yakun, nepneushi ka   

「鍋が煮え立って私が煮えてしまったら、 

なんにも  

chierampeutek toi rai wen rai chiki etokush.” 

ari   

ならないつまらない死方、悪い死方をしなければ

ならない．」と  

yainuash kane, ainu okkaipo shikuturu   

思って人間の若者の油断を  

chitushmak aine, hunakpaketa,   

ねらってねらって、やっとの事  

shine kamahau ne chiyaikattek,  

一片の肉に自分を化らして  

rikun shupa chiyaikopoye, shuparurkehe  

立ち上る湯気に身を交えて鍋の縁に  

chikohemeshu, harkisotta terkeashtek,   

上り、左の座へ飛び下りると直ぐに  

soyo terkeash, chish turano,   

戸外へ飛び出した、泣きながら  

terkeash kane pashash kane, kiraash aine   

飛んで息を切らして逃げて来て  

chiunchisehe chikoshirepa,   

私の家へ着いて  

eashka yaikahumshuash.   

ほんとうにあぶないことであったと胸撫で 

下した．  

Shioka nu inkarashi awa,   

後ふりかえって見ると、  

yayan ainu use okkaipo nekuni patek,   

ただの人間、ただの若者だとばかり  

chiramuap, Okikirmui kamui rametok    

思っていたのはオキキリムイ、神の様な強い方  

ne ruwe ne awan.   

なのでありました．  

Yayan ainupito are ku ne kuni chiramu wa,   

ただの人間が仕掛けた弩だと思って  

keshtokeshto irara ash wa, Okikirmui   

毎日毎日悪戯をしたのをオキキリムイ  

rushka kusu noyaponku ari   

は大そう怒って蓬の小弩で  

unraike kusu ikia korka, chiokai ka   

私を殺そうとしたのだが、私も  

pashta kamui chime somoki ko, toi rai wen rai   

ただの身分の軽い神でもないのに、つまらない死

方、悪い死方  

chiki yakne chiutarihi ka, yaierampeutek 

kuni   

をしたら、私の親類のもの共も、困り惑うで 

あろう  

chierampoken unekarkar kusu,   

事を不憫に思って下されて  

renkaine kiraash yakka somo unnoshpa   

おかげで、私が逃げても追いかけなかった  

ruwe ne awan.   

のでありました．  

Eepakita, hoshkkino anak, isepo anak   

それから、前には、兎は  

yuk pakno netopake rupnep nea korka,   

鹿ほども体の大きなものであったが、  

tankorachi an wen irara chiki kusu   

この様な悪戯を私がしたために  

Okikirmui shinekamahawe pakno okayash 

ruwe ne.   

オキキリムイの一つの肉片ほど小さくなったのです．  

Tewano okai autarihi, opittano, enepakno   

これからの私たちの仲間はみんなこの位の  

okai kunii ne nangor.   

からだになるのであろう．  

Tewanookai Isepoutar, itekki irara yan.   

これからの兎たちよ、決していたずらをしなさるな．  

ari Isepotono poutari pashkuma wa onne.   

と兎の首領が子供等を教えて死にました 
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「Sub ベジコレクター」で目指す地域活性化 
―非可食野菜の有効活用― 

生駒萌 

 

第 1 章 序論   

「規格外野菜」とは、農協や生産者団体によって市場に出荷するための規格に該当しない

野菜のことである。近年では規定にもランクをつけ、規格外野菜であっても業務用として出

荷されたりするケースも存在する。規格外の主な例としては、主に二種類存在する。一つは

形の歪さや傷などの味には問題はないが外見の問題で規格外に該当してしまうもの。(以下、

可食野菜)二つ目は、外見には問題はないがその野菜自体が病気にかかっていて食べる事がで

きないもの(以下、非可食野菜)だ。1近年では農家の直売所経営が盛んになったことから、可

食野菜のような「食べることのできる」規格外というものは減少傾向にある。しかしこうい

った可食野菜は普通の野菜よりも安く買い取られてしまい、売れば売るほど赤字になる。そ

のため直売所を備えていない農家は赤字を防ぐために、非可食野菜は勿論、可食野菜も収穫

せず廃棄してしまうのも現状である。私は、食べることができるはずだった可食野菜は勿論、

何らかの理由で非可食野菜に振り分けられてしまった野菜も農家が丹精込めて栽培したのに

もかかわらず廃棄されるのは勿体無いと感じた。私だけではなく、多くの人がこの現状を知

ったとき同じように感じるはずだ。そこで、「野菜＝食べる」という概念に囚われず規格外野

菜の中の非可食野菜を「野菜＝アートの道具」として利用し、地元の規格外野菜について知

ってもらうことで、地産地消が進行し将来的な地域活性化を促すことを目的とし、地元旭川

市の農家で発生する非可食野菜を回収する地元野菜復興チーム「Sub ベジコレクター」

(Substandard vegetable collector)を立ち上げた。また、実際に 2 回のイベントを行い、地元

野菜と地域活性化について更に考察した。その結果、「廃棄されてしまうはずだった非可食野

菜を用いた企画を行うことによる地域活性化は可能である」という結論を得た。 

 

 

第 2 章 現状説明 

第 1 節 規格外野菜・食料廃棄について 

まずは、規格外野菜についての現状に触れる。 

 

2008 年度の 1 年間において、日本国内で発生した食品系廃棄物の総量は、環境省の統計

によれば 1、851 万トンであり、そのうち一般廃棄物が 1、532 万トン、産業廃棄物が

319 万トンである（3）。生産あるいは製造段階で発生するものは産業廃棄物、流通段階

（食品流通業、食品卸売・小売業）や外食産業で発生するものは事業系一般廃棄物、家

庭で発生する調理くずなどは家庭系一般廃棄物と分類される（4）。この 1、851 万トン

の食品系廃棄物のうち、再生利用されているのは 455 万トンであり、再生利用率は

24.6％にとどまっている。再生利用されているのは事業系・家庭系をあわせた一般廃棄

物から 158 万トン（食品系一般廃棄物発生量の 10.3％）、産業廃棄物から 297 万トン

                                                  
1 あさひかわ農業協同組合営農企画部青果課 因幡淳一郎様インタビューより 2019 年 8 月

15 日 
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（食品系産業廃棄物発生量の 93.1％）（5）である。産業廃棄物がリサイクルされやすい

理由としては、同じ種類の廃棄が大量に同じ場所から発生することが挙げられる。一般

廃棄物については、多種類の品目が少量ずつ分散して発生する特徴があるため、リサイ

クルの機会や手段がかなり制限される。ただし、食品廃棄物発生量の統計値は複数存在

する。前述した環境省の推定値はすべての一般廃棄物、産業廃棄物の実態調査の中から

食品廃棄物をやや粗く推定したものである（6）。同じ 2008 年度の 1 年間で、農林水産

省の推計によれば、食品産業からの食品廃棄物等年間総発生量は 2、315 万トンである。

この数値は食品リサイクル法による定期報告結果に加え、それで把握できない部分を「食

品循環資源の再生利用等実態調査結果」により補完する方法で求めた推計値である（7）

ため、環境省の統計とは情報源と計算方法が異なる。 業種としては食品製造業からの発

生が 1、861 万トンと最も多く、総発生量の 80.4％を占める（8）。この推計値には家庭

系の発生量が入っていないにもかかわらず、食品廃棄物の年間発生量は環境省のデータ

より 500 万トンも多い数値となっている。このようなデータの乖離は、食品廃棄物の排

出についての実態把握が非常に困難であることを示している。いずれにしても概算で、

年間ほぼ 2、000 万トン前後の食品廃棄物が日本国内で発生しているという目安である。

これだけでも膨大な量であるが、さらに問題なのは、これらの統計に加算されていない

食品系廃棄物が存在することである。それは、圃場で規格にあわない、あるいは経済的

に出荷が見合わないなどの理由で出荷されずに残される生産物、あるいは出荷の際に落

とされる部位などである。この量も入れると、食品系廃棄物の排出総量はさらに増大す

る。農林水産省が把握しているデータによれば、未利用バイオマス賦存量として、農作

物の非食用部が年間約 1、400 万トン（そのうち堆肥や飼料、家畜敷料等へ利用されて

いるのは約 30％）存在する（9）。ただし、佛教大学大学院紀要 社会学研究科篇 第 42 

号（2014 年 3 月）この数値には非可食部分も含まれており、かつ生産者が可食部分の

廃棄量を正確に把握する必要性がないため、圃場における食品系廃棄物の総発生量は不

明である。2 

このように、食品廃棄物が多く発生しているうえに規格外野菜も含む農作物の排気量

は各農家や農協によって規定が異なるため、その総発生量も不明である。生産者が、廃

棄してしまう食用として成り立たない規格外野菜(非可食野菜)を回収し、規格外野菜の

認知に繋げたいと考えた。 

 

第 2 節 旭川市について 

次に、旭川市の経済状況についてだ。私の住んでいたころの旭川市の中心市街地には、

居住機能のほか、商業機能、業務機能、娯楽機能など多様な都市機能が集積していた。

しかし、郊外での居住や大型集客施設の展開などが進み、「買物」、「外出」、「レジャー」

等の目的地の選択肢が増えたことで、徐々に中心市街地の賑わいが失われていった。(中

略) 

大手であるデパートが撤退し、旭川市のシンボルともいえる買物公園も現在では閑散

                                                  
2食品系廃棄物処理と減量に向けた取り組みの現状及び将来性についての研究 
─圃場における廃棄野菜をシート加工して有効利用する試み─ 田 村 有 香  
https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/DS/0042/DS00420L001.pdf  

参照日：2019 年 10 月 20 日 
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とし店舗の多くはシャッターを閉めている。 

 本市においても、他の都市の例に漏れず、同様の状況にあり、昭和 54 年当時、1 日当

たり 36 万人の通行量があった平和通買物公園の通行量は、ここ数年 11 万人程度にとど

まっている。 (中略) 

「買物」、「外出」、「レジャー」などの主な目的地が中心市街地であった時代とは異なり、

現在は、郊外や近隣自治体を含め多くの選択肢が提供されている状況にあり、中心市街

地の相対的な価値や魅力が低下していると言える。さらに、相対的な価値や魅力の低下

は、徐々に店舗が減少していくという状況を招き、絶対的な価値や魅力が失われつつあ

る。このため、中心市街地に来る必要がある場合か、集客力の高いイベントが開催され

ている期間以外は、中心市街地に行きたいという気持ちになかなかつながっていない状

況にあると考えられる。小売業販売額に目を向けると、平成 3 年には市全域で 480、513

百万円であったものが、平成 26 年には、462、278 百万円と微減状況であるのに対して、

中心市街地では、平成 3 年に 145、345 百万円であったものが、平成 26 年には 72、771

百万円と半減しており、平成 3 年に 30.2%あった中心市街地のシェアは平成 26 年には

15.7%まで落ち込んでいる3。 

 

表１ 

『旭川市「中心市街地活性化基本計画」（３）商業・空き店舗』より引用 

  

地元のこれ以上の衰退を避けるべく、今迄とは違った形で地域活性化を促す方策を次章に

て検討する。 

 

第 3 章 「Sub ベジコレクター」結成 

非可食野菜を利用した地域活性化の促進には、まず非可食野菜を主体的に地元農家から回

収する必要がある。よって、旭川市に「Sub ベジコレクター」を作成する。まず、地元広報

                                                  
3旭川市「中心市街地活性化基本計画」

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/700/735/747/749/p005614_d/fil/171201_chuukat
sukeikaku.pdf 参照日：2019 年 7 月 7 日 
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誌での宣伝、地元市場へのチラシ張り出し等でメンバーの募集を行いメンバーが集まり次第

協力して頂ける地元農家に、病原体に掛かっている・腐敗している等、食用として成り立た

ない非可食野菜を回収しに行く。この時、回収することのできる非可食野菜が毎イベントご

とで異なっている事、またその量が一定ではないことからイベントの実施規模が左右されて

しまうという持続可能にするうえでの問題が懸念されるが、この二つを課題として捉えるの

ではなく、コレクター側の発想力向上につながると思い、回収する野菜の種類・量に制限は

設けない。回収し終えた野菜についてコレクターは、安全面を考慮しながらどのような利用

方法にするかを考え、下準備を行う。下準備を完了したうえで対象の教育施設(保育園、小学

校)4に訪問し、イベント参加者に可食野菜と非可食野菜含めた、規格外野菜についての簡単

な説明を行う。対象の教育施設では、あらかじめ下準備を済ませた非可食野菜を用いて児童

が各々その非可食野菜をアートの道具として利用してもらい、コレクター側が事前に準備し

た工程でアートを作り上げてもらう。作成するアートは主に二種類で、一つ目は児童が個々

に作成し完成したものを自宅に持ち帰り私生活で使ってもらえるような作品。これを作成す

る狙いとしては、非可食野菜を用いたこのイベントに記憶としての思い出と物品としての思

い出を与えることで非可食野菜の存在を身近に感じ興味を抱いてもらうということだ。二つ

目は、児童全体乃至、少人数グループに分かれてもらい地元市場や農家などで展示させても

らえるように作成する大きな作品。一般市民に見てもらいやすい場所に展示することで「Sub

ベジコレクター」の広い世代からの認知、非可食野菜の認知と地元野菜を消費しようという

気持ちの促進を図りたい。 

 

 

第４章 「Sub ベジコレクター」としての活動、可能性と課題  

第 1 節 イベント実現に向けての準備 

非可食野菜はその時期によって出る品目も量も異なるため、毎イベントごとにコレクター

が安全面や園児への伝達のしやすさなどを考慮し回収した野菜をどのような用途で利用する

のか考えなければならない。よって、コレクターとしての活動を行う前に私一人で農家に訪

問し非可食野菜が現在どのように扱われているのか視察とともにインタビュー活動を行う必

要があると考えた。協力してくださる農家さんを探し、原崎農園の原崎拓也さん(以下、原崎

農園)が協力してくださることになった。原崎農園もほかの農家同様、可食野菜については直

売所や業務用としての売り上げを獲得しており、廃棄物として残ってしまうようなものはす

べて非可食野菜に該当するものであった。また、気候変動とともに作る野菜の種類と選別後

廃棄される野菜の発生量も異なるため、イベントを行う際は、毎度決まった工程のイベント

を行うことは厳しいということが分かった。よって、コレクター側は、毎イベントごとにそ

の非可食野菜にあった用途を対象者の人数や時間などのイベント自体の規模を考慮しながら

考えなければならない。 

                                                  
4 対象を保育園と小学校に設置した理由としては、まだ好き嫌いの選別も少なく何事に関し

ても興味関心がある年代だと考えたからだ。また、幼いころから自然と規格外野菜に触れる

ことで将来意識的に規格外野菜や地産地消に対する意識を芽生えさせるためである。 
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図 1 回収させていただいた規格外野菜（8 月 8 日) 

 

仮にイベントを行うことになったとしても、原崎農場の野菜を用いることを想定し、訪問

時(8 月 8 日)に農場にあった廃棄する予定の非可食野菜を少しいただいた。(図 1) 

イベントを実現させるためには、まず食用として成り立たない規格外野菜をアートの道具

として利用することができるか自ら実験する必要がある。実験を行うために原崎農場から図

1 のように 8 月時点で多く廃棄されていた「尻腐りトマト」「虫食い大豆」の二種類を回収さ

せてもらった。 

 

第 2 節 作品サンプル作成 

 今回のサンプル作成では園児に思い思いの作品を作成してもらうこと、園児も簡単に作る

ことのできる作品であること、以上の二点を意識し非可食野菜を安全に利用できる方法を考

えなければならない。まずは、回収した二種類の非可食野菜の特徴を調べ大まかな利用方法

を考えた。「尻腐りトマト」は、名の通り下の部分が腐り始めてしまっているというのと同時

に、水分を多く含んだ野菜なのでそのまま利用するのは難しいと思い、薄くスライスし天日

干しして様子を見ることにした。一方の「虫食い大豆」は、虫に食われ小さな穴が開いてい

るもの、亀裂が入っているだけで見た目や形にそれほど問題はなくトマトとは違い水分も含

んでないのでそのまま塗装などして使うことにした。トマトの天日干しと、大豆の塗装を終

え乾燥させている合間に、自宅にあったいくつかの残り野菜を用いた、野菜ハンコの作成と、

それぞれスライスと塗装を終え天日干しにしている二種類の非可食野菜を園児の力でどのよ

うに利用した作品に仕上げるか考えた。まだ幼く、手先も不慣れなことが多いと想定しコレ

クター側は園児がなるべく簡単にかつ学習要素も含めつつも楽しんでこのイベントに臨んで

もらえるようなものを考えなければならない。 
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図 2 作品のサンプル(8 月 8∼9 日) 

 

園児の鋭い五感に着目し「聴覚」と「視覚」に焦点を絞り用途を考え、原崎農場から回収

した非可食野菜二種で尻腐りトマトの天日干し、虫食い大豆の「きらきら光るマラカス」を、

自宅にありもう利用しない野菜の残り(パプリカ・ピーマンの先端と尻部分)を用いて「野菜

ハンコの絵葉書」と、計三種類の作品サンプルを作成した。(図 2) 

今回の作品サンプル作成を行ったことで、いくつかの課題を発見した。一つ目は、「尻腐り

トマト」を天日干ししたことで、野菜の水分量によっては薄くスライスしたのち天日干しに

するという工程には時間を要してしまうという事だ。「尻腐りトマト」の場合、完全にアート

の用途として用いることができるまでの状態になったのには大体 1 日を要した。今回は、イ

ベントを実際に行うわけではないため完璧に乾燥するところまで限りなく時間を設けること

ができたが実際に天日干しを要する野菜でのイベントを行うことになった場合は、事前に回

収することのできる野菜と農家を調査したうえで、天日干しにかかる時間を考慮し非可食野

菜を回収しに行かなければならない。二つ目は、コレクター側が負担する道具と、参加者側

に準備してもらう道具の割合についてである。今回の作品サンプルの場合で考えると、「きら

きら光るマラカス」に用いるペットボトルや、「野菜ハンコの絵葉書」に用いる画用紙につい

ては、参加者側に事前に伝え持参してもらうことができるがマラカス用スパンコール・ハン

コ用インク台等は、必ずしも参加者側が持参できるとは限らないため多少はコレクター側が

負担しなければならない。そのため、コレクター側が負担できる道具の量に制限を設けなけ

ればならないという考えに至り、その量を二種類までとすることにした。(コレクター側が負

担する場合も、無償で回収・利用できるものに限る。) 

 

 

第 5 章 コレクターとしての活動 

第 1 節 論文を書くにあたってのイベント①実現可能性 

 この論文を書くにあたって、実際にコレクターとしての活動を行うことにした。食用とし
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て成り立たない規格外野菜をアートの道具として用いることができるのか実験する必要があ

ると考えたからだ。このイベントが成功しない限り別の方策を考えなければならない。 

 

 今回のイベントの際も以前作品のサンプルを作成した際に非可食野菜を提供してくださっ

た原崎農場のもとに野菜を回収しに行った。(図 3)前回のサンプル作成時の課題点を考慮し

今回は早めに下準備を済ませることが可能な時間帯に農場へ訪問した。野菜は、前回の訪問

時よりも量と種類を多めにいただくことにした。今回のイベント対象者は幼稚園児であるた

め色とりどりで形も様々な野菜のほうが目を引くと考えたからだ。 

 回収後、①幼稚園児に触ってもらう、見てもらう用の野菜、②作品作成前に行う規格外野

菜についての簡単な説明(今回は、対象年齢が低いので紙芝居)用の野菜、③実際に作品とし

て用いるために下準備をしなければならない野菜(以下、番号)というように回収した野菜を

大きく三種類に区別した。③は、トマト、パプリカ、茄子、ピーマン等、計六種類の野菜が

あったので半分は「野菜のしおり」用として、薄くスライスし、もう半分は「野菜スタン

プ」として用いるためにカットした。また、前回同様今回も大豆を大量に頂いたので、大豆

は四等分してそれぞれ赤、青、金、銀にスプレーで塗装した。③の下準備が終わり、それら

を天日干ししている合間に②の野菜の準備に移った。園児の頭に規格外野菜についての説明

が入りやすいように、紙芝居に用いる野菜をキャラクター化させることにした。また、同様

の理由から、捨てられてしまう立場の野菜たちが園児たちに助けを求めるという形でその後

作品作成にスムーズに進めるようなストーリーにした。 

 すべての準備を終え、イベント当日の工程確認と道具をそれぞれの容器に移し前日の準備

としては、余裕をもって完了することができた。今回のイベントは単独で行っているため、

すべての作業を一人でこなさなければならなかったがコレクターのメンバーが集まった際は

作業を分担化させ効率よくしていくことができ、それによってもう少し作品も凝ったものが

できるのではないかと感じた。 

図 3 イベント前日：農家訪問とイベント下準備(10 月 24 日) 
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 イベント 2 時間前に、今回イベントを引き受けていただく旭川隣保会第 1 こども園(以

下、こども園)に向かい園長先生と担当クラスの先生との最後の工程確認等含む、ミーティ

ングを行った後、園児が作品を作りやすい環境づくりを担任と話し合いながら作成した。

(図 4) 

担任からの紹介の後、前日に作成した、③で廃棄されてしまう規格外野菜について説明し①

を用いて少しの間園児に廃棄されてしまう野菜たちを実際に観察してもらい下準備を行った

②での作品作成を始めた。 

表 2 

手順説明 

図 4 イベント当日：イベント 2 時間前最終準備(10 月 25 日) 

図 5 イベント当日：イベントの様子(10 月 25 日) 
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図 6 イベント実施後：園児作品(10 月 25 日) 

 

 右から、「野菜のしおり」、「大豆のマラカス」、「野菜ハンコの絵葉書」(図 6) 

こども園でのイベントを終え、実際に非可食野菜を用いたイベントを行うことが可能であ

るということが証明できた。また、食用として成り立たない野菜と、自分たちがいつも食べ

ている野菜は違うということをこのイベントを通して知ってもらうことができたのでコレク

ター結成の目的は十分に達成できたと言えるだろう。しかし「Sub ベジコレクター」のメン

バー公募をどのようにしていくのか、また活動をどのように発信していくのかということや、

活動自体の持続可能性については依然証明できていない。次節では、それらの課題を解決す

る方策を考えていく。 

 

第 2 節 『Sub ベジコレクター』のメンバー公募 

 イベントを通じた規格外野菜の認知やそれによる地域活性化の促進については前節までで

可能であると感じたが、同様に課題も見つかった。メンバーを公募と活動の認知を目的とす

る宣伝を行うにあたって、印象付きやすく一目で「Sub ベジコレクター」についてだと認知

してもらいたいと思い、チームのロゴマークを作成することにした。5このロゴマークは、実

際にイベントを行う際に用紙を利用する場合にも用紙にこのロゴマークを印刷しより多くの

人の目に留まるようにしたいと考えている。 

図 7 ロゴ完成版 

                                                  
5 ロゴマーク作成の狙い…ロゴは会社・企業のシンボルであり、 人間の第一印象の 80％ 
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 実際にイベントを行った際に回収した非可食野菜の写真を用いたロゴマーク(図 7)“S”の文

字だけ目立たせることによってより広告を人目に付きやすくすることが狙いだ。6 

 

第 3 節 論文を書くにあたってのイベント②持続可能性 

 こども園でのイベントを終え、非可食野菜を用いたイベントとそれによる規格外野菜の認

知、地元野菜への意識向上までは可能となったが、持続可能性についてはまだ証明できない

状態である。また、イベントの対象を幼稚園児だけではなく小学生も含めることにした7こと

から、実際に小学生向けにイベントを作成し、実現可能か考察する必要があると考えた。 

 小学生とのイベントという事で、どのような内容であれば、授業に支障をきたすことなく

実施出来るか考え、小学校で行われる読書週間を利用し、絵本と非可食野菜を絡めたイベン

トを作成することに決めた。実際に、野菜がテーマであり小学生の興味を引きそうな絵本を

探し、『やさいのおなか』、『やさいのせなか』という二冊の絵本と絡めたイベントを行うこと

にした。次に実際に協力してくれそうな読書週間のある旭川市の小学校を調べ今回は、旭川

市向陵小学校(以下、向陵小)の全学年で計六回イベントを行えることになった。向陵小では

朝読書週間というものが授業の一環として行われているため、今回のイベントは、全学年を

2 日間に分け絵本の紹介とともにイベントを実施する。野菜の回収については、前回に引き

続き原崎農場に協力してもらう。 

 

 
図 8 小学校でのイベントに向けての準備活動 (11 月 18 日) 

 

 『やさいのせなか』という絵本では、様々な野菜の表面を紙と鉛筆を用いてその特徴的な

形をかたどり、読者に問題として提示するというような内容である。よって、今回回収する

                                                  
6 初めに目に入るイメージは第一印象を大きく左右し、企業や店舗、商品の顔であるロゴマ

ークは、頭で考えている以上に見る人に大きな影響を与える。 
LOGOexpert 「ロゴを作る目的とは何ですか？」 
https://logo-expert.biz/question_07-14.html 参照日：2019 年 11 月 5 日 
7 「食べることのできない野菜がある現状を学びながら楽しめるイベントを行う場合、あな

たはどこを対象としますか」というアンケートでの、小学校”50.4%”という回答のもと(10
月 30 日時点 / 107 名回答) 
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非可食野菜はなるべく表面の凸凹したものが良いと判断した。原崎農場に現在の非可食野菜

の品目を訪ねるとこの時期の廃棄というものはあまりないが、飾り用のミニ南瓜なら廃棄す

る予定だということだったので、回収しに行った。回収できたミニ南瓜は計 62 個に対して、

当日イベントを行う向陵小の学年団最大人数は 64 人ということと、1、2 年生の作業の簡易

化を図るために、そのうちの二十個はミニカボチャの凹凸部分を小さくカットすることにし

た。今回、コレクター側でアート作成時に配る黒クレヨンと白紙の紙を用意した。配布する

紙は、実際にイベントで作品を作成後各々自宅に持ち帰ってもらうため、前節で作成したロ

ゴマークも今回のイベント名(紹介する絵本の名前)とともに印刷した。(図 8) 

 

図 9 向陵小でのイベント様子(11 月 19∼20 日) 

 

 朝読書週間の 1 時間分をいただき、実際に飾り南瓜を用いたイベントを行った。最初に絵

本の紹介を絵本内に掲載されている野菜の背中の白黒模様を生徒にクイズ形式に紹介してい

き、今回のイベント内容に興味を持ってもらったところで飾り南瓜と規格外野菜・食用とし

て成り立たない野菜が日本にはたくさんあるということについて説明し、紹介した絵本を模

範に作品を作るという流れで実際にイベントを 2 日間行った。(図 9) 

 
図 10 生徒作品 
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図 11 生徒からの感想 

 低学年は白紙の紙に飾り南瓜の模様を出してもらうという作業、高学年は低学年よりも

作業効率が良いので二つ模様を出してもらい、そのうちの一つを黒い模造紙に自由に貼り付

けてもらうことにした。(図 10) 実際に完成した模造紙アートは今回のイベントの冒頭で紹

介した絵本とともに向陵小の図書館に展示してもらい、イベントを通して感じたことや発見

などを図書館に訪れたときに思い出してもらえるようにした。 

 

 

 

 今回のイベントで、「食べることのできない野菜がたくさん存在しているという事を初め

て知ったからお家で出る野菜はしっかりと食べようと思った。」「農家さんのお家に行って自

分も食べることのできない野菜をもらって今度は違う野菜で野菜の背中を作ってみたい。」

など、私が、「Sub ベジコレクター」を通してイベント参加者に伝えたかったことがしっかり

と伝わったのではないかと感じた。(図 11) 

 

第 4 節 2 回のコレクター活動を終えて 

 計二回のコレクター活動を通じて、「Sub ベジコレクター」という活動は、規格外野菜につ

いて発信していくだけではなく、コレクター側も大きく成長していけるものだと感じた。そ

の時期によって異なる規格外野菜とイベントの参加者に見合ったイベント内容を真剣に考え、

準備していくことでコレクター活動を行う際の知識もアイディアの質も向上していくため参

加者により楽しんでもらえるようなイベントを、活動回数を重ねることで作ることが出来る

ようになると感じた。また、実際にイベントを行うことで、多くの参加者が楽しみながら規

格外野菜について認知していき、自然と食べることのできる野菜はちゃんと食べようと思う

その過程を近くで見ることができることで、コレクター側の意欲向上につながっていくので

はないかと思った。「Sub ベジコレクター」での活動は、コレクターと参加者、両者に良い効

果をもたらしてくれる存在なのだ。 
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第 6 章 結論 

規格外野菜をもったいないという気持ちと、地元旭川市の衰退を何とかしたいという気持

ちから始まり、「野菜=食べる」という概念に囚われないで別の視点があるのではないかとい

う考えから、実際に規格外野菜をアートに用いるというイベントを旭川市で行い地域活性化

につながるのか、持続可能性は高いのか考察した。野菜を食べずに道具として用いることへ

の懸念、市民の規格外野菜に対しての意識は持続するのか、など課題も存在するが、企画実

践を通して「Sub ベジコレクター」を用いたこの企画実施は必ず有効であると言える。外見

はとても大切な価値判断の一つであることには変わりないが、農家がどの野菜も丹精込めて

育てていることにも変わりはない。市場というステージに立つことができなかった規格外野

菜にだって別で輝けるステージがあるはずなのだ。規格外野菜を利用したこのイベントは今

後、規格外野菜の減少促進は勿論、地産地消を軸とした旭川市活性化の礎になるであろう。

「Sub ベジコレクター」が活動することで、市民全体で地産地消を意識していく地域になっ

ていくことが可能になるのではないだろうか。 
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高校教育課程表【2019年度（令和元年）】

文系 理系 文系 理系(SSH) 文系 理系 IR JB LA SS(SSH)
国語総合 4
現代文Ｂ 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
古典Ｂ 3 3 3 3 2 2 2 2 2
○国語演習 3
世界史Ａ 2
世界史Ｂ ▲3 ▲3 ▲3 ▲3 ▲3 ▲3
日本史Ｂ ●4 ●4 ●4 ●4 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3
地理Ｂ ●4 ●4 ●4 ●4 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3
現代社会 2
倫理 ▲3
政治・経済 ▲3 ▲3 ▲3 ▲3 ▲3
数学Ⅰ 4
数学Ⅱ 4 4 4 4
数学Ⅲ 6 6
数学Ａ 3
数学Ｂ 2 2 2 2
○数学演習 3 3 3 3
物理基礎 2
物理 □3 □2 □3 3
化学基礎 2 △3 △3 △1
化学 3 2 3 3
生物基礎 2 2
生物 □3 □2 □3 3
地学基礎 △3 △3 △1
○SS物理化学 ■1
○SS化学生物 ■1
○科学実験 2
体育 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
保健 1 1 1 1 1
音楽Ⅰ ★1 ★1 ★1 ★1 ★1
美術Ⅰ ★1 ★1 ★1 ★1 ★1
○音楽特講 ◇3
○美術特講 ◆3
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 4
英語表現Ⅰ 2
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 4 4 4 4
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 6 6 4 4 4 4
○ScienceEnglishⅠ 1
○ScienceEnglishⅡ 2
○スピーチ 2 2 1
○ＴＯＥＦＬ 2 2 2

家庭 家庭基礎 2 2 2 2
情報 社会と情報 1

現代科学Ⅰ
現代科学Ⅱ
SS研究Ⅰ
SS研究Ⅱ
SS課題研究Ⅰ 1
SS課題研究Ⅱ 1
SS課題研究Ⅲ 4
Global Awareness 1
Science Awareness 1
課題演習Ⅰ 2 2
課題演習Ⅱ 2 2
中国語 ◇3 ◇3
フランス語 ◇3 ◇3
ドイツ語 ◇3 ◇3
司法講座 ◆3
起業家講座 ◆3
会計士講座 ◇3
アジア学講座 ◇3
国際社会 3
メディアデザイン ◇3
マスコミ特講 ◇3
日本文学特講 ◇3
表現特講 ◆3
観光開発講座 ◆3
スポーツと健康 ◆3
課題研究 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

○：各教科の学校設定科目 1年次　★1か2年次　●4から1科目選択 3年次　●3から1科目選択 3年次　◇3から1科目選択

2年次　★1から1科目選択 3年次　▲3から1科目選択 3年次　◆3から1科目選択

2年次　△3から1科目選択 3年次　△1から1科目選択

2年次　▲3から1科目選択 3年次　□3から1科目選択

2年次　□2から1科目選択

2年次　□3から1科目選択

2年次　■1から1科目選択

公民

数学

合計
ＬＨＲ

保健体育

芸術

外国語

学校設定

総合的な探究の時間

理科

国語

地歴

立命館慶祥高等学校

教科 科目 1年
2年 3年

SP 普通 難関大・SP 立命館
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【立命館慶祥高校 2019 年度（令和元年） SGH 国際理解への認識調査】 

 
1）あなたは、次のことについてどのように思いますか。 

A）国際交流は、自分の身の回りのことを理解するのに役立つものだと思う 

B）大人になったら国際交流の経験を様々な場面で役立てたい 

C）国際交流の考え方の中には、他の人々とどう関わるかを知るのに役立つものがある 

D）学校を卒業したら、国際交流の経験を利用する機会がたくさんあるだろう 

E）国際交流は、私にとって身近なものである 

2）あなたは、国際理解についての学習に関する次のことについてどの程度そうだと思いますか。 

A）テストで国際社会に関する知識が問われた時は、たいていうまく解答することができる 

B）学校で教わっている国際理解の考え方はよく理解できている 

C）国際社会に関する知識の内容ならすぐに理解できる 

D）国際社会に関する知識なら、初めて習う内容でも簡単に理解できる 

E）国際社会に関する知識なら、比較的ハイレベルな内容でも自分には易しい 

F）私にとって国際社会に関する知識の内容は簡単だ 

3）あたたは、次の事柄についてどのように思いますか。 

A）国際交流についての知識を得ることは楽しい 

B）国際交流の話題について学んでいるときは楽しい 

C）国際交流について学ぶことに興味がある 

D）国際交流についての本を読むのが好きだ 

E）国際交流についての課題を考えている時は楽しい 

4）あなたは、次の事柄についてどの程度そう思いますか。 

A）私は自分の役に立つとわかっているので、国際交流について勉強している 

B）将来自分が就きたい仕事で役に立つから努力して国際交流に関する科目を勉強することは大切だ 

C）国際交流に関係する科目を勉強することは、将来の仕事の可能性を広げてくれるので、私にとっ

てやりがいがある 

D）私は国際交流に関係する科目からたくさんのことを学んで就職の役に立てたい 

E）将来勉強したい分野で必要となるので、国際交流に関係する科目を学習することは重要だ 

5）あなたは、次の国際交流について学習することに、どれくらい興味や関心を持っていますか。 

A）国際社会における日本の役割 

B）歴史に関する話題 

C）地理に関する話題 

D）政治に関する話題 

E）経済に関する話題 

F）国際交流の手法 

G）英語に関する話題 

H）国際的な視点で説明すること 
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6）あなたは、次の事柄についてどの程度そう思いますか。 

A）地球温暖化を防止するために、二酸化炭素などの排出を抑える努力をしていきたい。 

B）世界平和の維持に関心がない 

C）廃棄物による土壌・水・大気の汚染状況について知りたい 

D）世界の自然をまもるために活動している国際機関を支援したい 

E）世界平和の維持に努めている機関を支援したい 

F)第三世界の子どもたちが教育の機会に恵まれるよう支援していきたい 

7）あなたは、次の課題を自分自身でするとしたら、どの程度できると思いますか。 

A）世界に紛争がひんぱんに発生する地域とそうでない地域が存在する理由について説明すること 

B）世界の平和を脅かす問題について、様々な立場・角度から説明すること 

C）国内外の貧困問題について、なぜ起こるのか説明すること 

D）国内外の災害問題について、なぜ起こるのか説明すること 

E）環境問題を扱った新聞記事を読んで、何が国際的に問題なのかを読み取ること 

F）食品ラベルに表示されている英語の説明を理解すること 

G）地球温暖化が、低地に住む人々の生活にどのように影響するかを予測すること 

H）海洋汚染について、何が国際的に問題なのか説明すること 

8）あなたは他国文化の理解について次のことについてどの程度あてはまりますか。 

A）国で起きたいくつかの歴史的事件について詳しく説明できる 

B）世界の三大宗教の特色を説明できない 

C）外国で信仰されている宗教をいくつか挙げることができる 

D）海外に行ったら、地元の人の習慣に触れたいと思う 

E）外国の伝統文化を紹介するような番組は見ない方である 

F）世界にどのような宗教があるか知りたい 

G)国の文化を理解したいとは思わない 

H)異なる文化に触れることは、興味深い体験だと思う 

I)各国に見られる独自の習慣を尊重したい 

9）あなたは、次のことについてどの程度あてはまりますか。 

A）外国人とはあまり話をしたくない 

B）色々な国の人たちと知り合いになるのは楽しい 

C）多くの外国人と友達になりたいと思う 

D）出身国によって待遇に差があってもやむを得ないと思う 

E）貧しい国の人ならば、意見が軽視されることがあってもやむを得ない 

F）ある民族が他の民族により劣っていると絶対に考えてはいけないと思う 

10)あなたは次のことについてどの程度あてはまりますか。 

  A) 英語などの外国語で書かれた新聞や雑誌が読める 

B) 自分の言いたいことを英語などの外国語で表現できる 

C) 外国人から英語で話しかけられたとき答えることができない 

D) 外国語で書かれた新聞や雑誌には関心がない 

E) 今後、外国語検定「英検、仏検、TOEFL、TOEICなど」を受験しようとは思わない 

F) 今後、様々な国の言語を学ぶ気はない  
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全体比較 2019 年度（令和元年） 前期・後期 
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Ⅹ
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国
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R1前期全体
(n=398)

83.8% 47.7% 69.4% 67.0% 74.1% 74.3% 63.6% 67.6% 68.9% 56.8%

標準誤差 1.1% 1.9% 1.8% 1.9% 1.6% 1.3% 1.9% 0.9% 1.1% 1.3%

R1後期全体
(n=377)

85.2% 54.3% 72.1% 74.2% 79.5% 77.9% 65.3% 68.2% 70.5% 57.6%

標準誤差 1.1% 2.0% 1.8% 1.8% 1.5% 1.2% 2.0% 1.0% 1.2% 1.5%
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