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特集	 総 合的な学習を参加型で創る

総合的な学習は、学習者の主体的な学習活動と、社会的課題を結

ぶ学習というふたつの側面から 「総合的」である必要があります。

その内容をどうするかは、まったくひとりひとりの教員および教員

集団としての学校に任されている形になっています。

しかし、これまで、教科書と教科の体系にのっとって指導してき

た教員、また、教科中心主義のカリキュラム構成というやり方にな

じんできた学校にとって、総合的な学習というのは新たな指導方法

と学校運営のシステムの確立を求められる課題なのです。

「学校が変わらなければならない」と言われますが、ではどう変

わればいいのか、どう変わつて行けるのか、誰か一人に答えがある

わけではありません。また、ひとつだけの正しい答えがあ

るわけではありません。だからこそ、ERICは、学校にかか

わるすべての人々、地域、子ども、教員が参加して総合的

な学習を実施していけるプロセスこそが大切であるという

ことを提起したいと思います。

21世紀に環境と人権に配慮した社会を実現していくため

に、人類共通の課題に参加して気づき、参加して未来を築

く国際理解教育が有効です。同じように、学校という社会

(コミュニティ)が環境と人権に配慮した社会として、総合

的に学べる場としていくために、そのプロセス自体に参加

が求められるのは当然です。

すでにERICでは、総合的な学習のカリキュラムづくりの

ためのワークショップや研修を実践してきており、このような方法

論が学校に求められているという参加者からの評価もいただいてい

ます。

すばらしい教育目標には、それに見合った手だてが必要です。

「ひとりひとりを大切に」という教育目標に対して、ERICが自尊

感情を育てるためのアクティビティという手だてを提案してきたよ

うに、総合的な学習を進めるのに対して、学校コミュニティを育て

るための参加型手法という手だてを、ぜひ、学校教育にかかわる

方々と共有していきたいと願つています。

教員研修、校内研修、カリキュラム相談、ERICが支援できる方

法はさまざまです。ともに学びの場づくりを進めていきましよう。

ご相談をお待ちしております。

(関連記事2～5ページ)
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効力感を高める国際理解教育を目指して

O学 校教育は学習者 と社会を緒ぶためのものであ

り、そのためには、ひとりひとりの社会的関心と行動

への意欲をつなぐ必要がある=「 気づき」から 「行

動」へ

○学習者の 「生きる力」をのばすこと、効力寮を高

めること=エ ンパワーメントの基本は 十参加」にある

ERiC国際理解教育センター 研修部直通0伊3800-9415	 FAX03-3800-9410



人権教育と総合的な学習

～香川県人権教育の夏期研修の成果 とこれか ら～

8月3～4日の2日間にわたり、230人の小 ・中 ・高 ・障害の先生方を

対象とした 5つ の分科会ワークショップに対してERICの 5人 のファ

シリテーターが担当して行いました。 (香川県教育委員会同和教育課

主催)

2日間で4セ ッションの研修。各分科会に分かれ、セッション1～

2で は流れのある参加型プログラムの体験、セッション3～ z冬ではそ

れをもとに総合的な学習をすすめる上での5つ の課題に対して各分科

会が各課題に取り組み、その成果を全体会で共有しました。

(以下アクティビティづくりの分科会を中心に、各分科会の成果物 ・

ファシリテーターのコメントから成果と課題をまとめてみました)

セッション上の最初は戸惑いも見られましたが、子どもたちの気

になること/い いところを紹介し合うと、一気に共感的な雰囲気に包

まれました。一方 「いいところはないんですけれど…」という声も開

かれました。また自分自身が効力感を感じていないことに気づいた人

も多かつたようです。

子どもたちの課題として話していたことが、自分自身の課題でもあ

ること、教師自身のセルフ・エスティーム (自尊感情)・ 効力感を高

めることが必要なことが改めて確認されました。

セッション2の しめくくりとして、子どもの効力感を高めるため

にできることをグループ毎にまとめた例は右の通りです。その他 「教

員の横のつながり強化/よ いことは保護者にも」という項目があり、

教員の孤軍奮闘ではなく、学校全体 ・保護者との連携が子どもの効カ

感につながるということが共有されたのは成果だと感じています。

セッション3で は、総合的な学習の時間を活かすための 5つ の課

題に、各分科会で挑戦しました。

「アクティビティづくり」分科会では、小 ・中 ・高 ・障の先生の

混合グループを編成し、人権教育に関連することでできていることを

共有するプロセスは 「身近にこんな実践があつたんだ。自分だけで抱

え込まなくてもいいんだ」という力づけにつながったようです。その

後、課題や悩みを共有すると 「小学生の内に自分の感情を見つめ、表

現する力がついていると助かるなあ」など中学の先生の本音も開か

れ、結果として 「感性が弱い、日常接しない集団 (障害者/高 齢者)

への偏見が強いこと」が共通の課題として挙げられています。

この課題をもとに、伝えたい概念と12のものの見方 ・手法を応用し

て具体的なアクティビティ (授業)を 考え、共有しました。 (アクテ

ィビティ例は省略します)
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子どもの効力感を高めるためにでき

ること (例)

・多くの体験
・小さな目標/自 分の達成度がわか

る工夫
・やったことをプラスにとらえる

(短所を長所に)
・話しをよく聴く
・表現し、認め合う場づくり (よい

ところ/あ りがとうカード…発表/

掲示/冊 子)

1層 ロ	 セ ッション1～ 2	 13:側～

17:00

気づきから行動へ

参加型プログラムの体験
茅5分科会同時進行

1日 日	 セ ッション 3	 18:30～ 20:00

課題の共有を総合的な学習に活かす
*各 分科会でひとつを担当

1.ア クティビティをつくる

23流 れのあるプログラムをつくる

3,カ リキュラムをつくる

4.学 級コミュニティを育てる

5.学 校コミュニティを育てる

2日 ロ	 セ ッション4	 9:側 ～1位30

各分科会課題のまとめ/全 体会準備
全体会	 共 有からの新たな一歩

①各分科会の概要報告 (ファシリテータ
ーより)

② l～ 5の分科会参加者5人グループで

学んだことの共有

③各自これからできること



「プログラムづくり」分科会では、起承転結の4行 文章を書いて

実際に使えるアクティビティを考えました。ストーリー (論理性)の

もたせ方が参考になったとのことです。

Tカリ寺ュラムづくり」分科会では、集団づくり・年間行事との

関連に配慮しお互いを認め合う集団づくりの土台のもとに問題解決を

考えるというポイントが提示されています。

「学級コミュニティを育てる」分科会では、コミュニケーション

には時間とエネルギーがかかりますが、必要なことであり、手だてが

与えられれば、互いに支え合うことができるということを実感できた

ことが成果であり、現場での応用が求められることが確認されまし

た。

「学校コミュニティを育てる」分科会では、地域との連携も含め

て可能性を共有しました。子どもたちに伝えたいこと、地域の大人と

分かち合いたいことなどテーマや活動につながる多くの 「やりたいこ

と」が出されました。地域の中で、様々な課題に取り組む新しいパー

トナーとどのように出会い協力して学習をつくっていけるか、その担

い手は誰かという現実的なところが課題となりました。

5つの分科会とともに、人権教育の2つの課題のひとつ、無力感を

効力感につなげるためプロセスの体験 ・手だての共有は深まりました

が、身近な問題に終始し、もうひとつの課題である社会的無知 ・無関

心を脱し、社会的共感 ・行動を進める、グローバルな視点から考える

プログラムの体験 ・応用が今後の課題だと考えています。

ERIC通信
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プログラム例

起 :子どもたちは、友だち関係

に悩み、流行に流されがちで

す。

承 :他人の目が気になったり、

自分に自信がないからでしょう

か。

転 :自分をらしさを発見し、自

信をもてることが必要です。

結 :自分と他人のよさを認めら

れる子どもは、差別や不平等に

立ち向かうことができるでしょ

う。

***	 千 葉県野田市の中学校の取り組みを紹介します	 ***

4月 から毎月土曜日2時間X2「FTを1～ 3年生縦割の選択授業
とし、生徒は 『参加型人権教育 ・啓発ガイドブック』 (編集協
力 :ERIC、発行 :地域改善啓発センター)の 13のプログラムのい
ずれかに参加。
教師は毎回同じプログラムを担当し、生徒の反応などをもとに
改善を加えながらすすめている。後期は学んだことをもとに生徒
自身がテーマ学習に取り組む予定。課題は、職員研修のあり方
と中学生対象の応用だそうで、10/2に公開発表会も開かれます。

カリキュラム偶

(アクティビティ例)

1学期 :自分 ・友だちを知ろう

(フルーツパスケット/三 段議

法)	 	 中 学級づくり

2学 期 :自分 ・友だちを見つめ

よう (よいところ探し)

キ人権週間などに

3学期 :お互いを思いやろう

(多数派 ・少数派体験ゲーム/

対立の場面の日―ル ・プレイ)
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第8回	 フ ァシリテーター ・ラーエング ・ネットワーク

総合的な学習のための学習材づくり

7月26日のファシリテーター ・ラーエング ・ネットワークは、市レ

ベルで、総合的な学習を進めるための学習材づくりに取り組んでいる

鎌倉市教育委員会の研究員の方々と、学習者が主体的に活用できる学

習材について考えました。

当日のプログラム	 2時 間

1)問 題提起

総合的な学習とは何か、学習者が主体的に学ぶことを支援するシス

テムとは

2)現 状の共通認識

教科/教 科外、できていること/や りたいこと

誇れること/残 念なことは何か

3)総 合的学習に含めたい要素は何か

(やりたいことに焦点を当てながら)

この含めたい要素こそカリキュラム、教材の評価の視点となります

4)上 記の含めたい要素は、発達段階に応じてどのような課題として

クリアしておかなければならないか。

その際、生涯学習につながる小 ・中 ・高での教育と考える

5,ERICで作成中 (パイロットバージョンを含む)の 4種の学習材につ

いて、実際の授業での活用の可能性を検討する

総合的な学習においては、これさえやればよいといった学習材は

あり得ません。だからこそ、今ある教材の一つ一つを分析していく

ことは個々の実践の質を高めるうえで大きいのではないでしょう

か 。

また、教材作成者の狙いの設定や構造化の枠組みは、それがその

まま利用できるか否かにかかわらず、年間を通じたカリキュラムを

策定する際に参考になるでしょう。

今回は、教材づくりをテーマに進めましたが、各先生の学校の現

状をふりかえった場合、やはりどのように学校コミュニティの合意

を形成していくか、そして、教材開発にあたっては、どの発達段階

の何の力をサポー トするための学習材を作ろうとしているのかを明

確にしておくこと (カリキュラム)が 大切なのだということが改め

て確認されました。

当日資料 :Lずs	 Cornmunicatc1/わたしからはじまるコミュニケーショ

ン/作 文指導/対 立から学ぼう―サプリメント
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第10回	 フ アシリテーター ・ラーエング ・ネットワーク

学校コミュエティを育てる～総合的な学習の推進のために

8月24日のファシリテーター ・ラーエング ・ネットワークは、学校

コミュニティを育てるには?と いうテーマで行いました。

総合的な学習をどのような内容と手法 ・活動形態による場にして

いくのか。これを創造し、実施し、評価していくのが 「学校コミュ

ニティー」です。 「学校」のコミュニティーとしてのありようを共

有し、総合的な学習推進の課題と学校でのカリキュラムづくりに取

り組むためのプログラムが吹田市から来られた4人 の先生方を中心

に行われました。

セッション1の流れはコミュニティ ・ビジョン*に 基づいていま

す。参加型のさまざまな手法を用いながら、コミュニティ内のコ

ミュニケーションや共通理解、メンバー同士の相互理解を進めなが

ら緩やかな合意形成を積み重ねていく過程です。参加型の手法はこ

のような話し合いの中で生きてくることを改めて実感しました。

このような参加型手法が、教員同士の協力や対立から学ぶ経験か

ら、教員個人だけではなくコミュニティとしての効力感を高め、柔

軟で前向きな推進体制をつくることができるのです。今回でも、じ

つはそれが一番重要であり解決の必要にせまられた学校自体の課題

でありことが現状分析の中でも触れられました。

セッション2は、グループに分かれて行いました。その中では、

知識理解のレベルではかなり実践もカバーされているが、課題解決

のための行動や提言活動などが授業の中で位置づけられていなかっ

たとの意見もありました。それは子どもだけでなく、大人にとって

も共通した課題であることも。

であるからこそ、私たちコミュニティの課題は 「人類共通の課

題」として子どもたちとともに学んでいきたいのです。学校がコ

ミュニティとして創造的な課題解決の場となっていく必要がありそ

うです。

参加者からは 「こんどは自分の学校で、この過程を実践したい」

という声がありました。モデル校を設定し、定期的に公開でみんな

で学ぶ場をつくるなど、可能な形で学校コミュニティを育てる経験

を重ねていきませんか?

(当日のプログラムの成果については、まとめがあります。紙面の

都合上掲載することができませんでしたが、ご興味のある方は、

ERIC研修部までお問い合わせください)
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ネコミュニティビジョン

半構造化された合意形成のた

めの会議およびプロセスの手法

当日のプログラム

セッション 1

総合的な学習の推進のために
～推進体制づくり

1)過 去の共有

総合的な学習だといえる過去の経験

2)現 状分析～総合的な学習推進の課題は

何か

人 ・もの=ハ ー ド・金 ・情報=ソ フト

出されたものの中で重要なものを取り

上げ、解決策を考える

3)未 来のビジョン

理想の展開を演じる

4)行 動計画

年間のカリキュラムデザインを考える

セッション2

総合的な学習のカリキュラムづくり

])現 状のカリキュラム分析

環境教育の4つ カリキュラム例 :

重要度 ・実践度分析

2)テ ーマにせまる

3)発 達段階を考える



EttCの 海外ボランティア派遣事業

ず	 ワ ールドー研修&派 遣プログラムー

M口E.E.T.ザ 	 ワ ール ドは、国際理解教育の基本を身につけた指導 	 M.E.E.T`ザ ワールドの特徴
1	 世界と出会う

者をボランティアとして海外に派遣するプログラムです。	 	 	 	 	 	 	 2ア ジアの子どもたちに、国際理解

そのために月1回、4回連続、24時間にわたる事前研修で国際理解 	 	 3	 最 晶鋒駆晋習現こ、世界のこと

教育の概念やス辛ルを身につけます。

事前研修では、(D参加型アクティビティを活用した国際理解教育の

基本	 12)自分たちの抱える課題について共通理解・合意形成するため

の参加型手法	 0異 文化コミュニケーション能力	 CI語学教育を通し

ての国際理解教育の実践	 3ボ ランティアの′い構え	 の 5つのことが

身につきます。

M.E.E口T.ザ 	 ワ ール ド	 ボ ランティア研修は右のような方々に

とって有用なプログラムです。

海外派遣は時間的に無理だという方も、ぜひ研修にご参加くださ

い 。

ERItC通信
ERIC	 主 催研修のお知 らせ

を伝える

・海外で仕事をする人

・語学教員

・日本語指導ボランティア

・在住の外国人へ通訳を行うボランティア

・海外協力NCOス タッフ

・国際交流団体関係者

。学校教員

・教員を志望をする学生

・海外協力に関″心のある学生

ボ ランティア派遣先

○カンポジア派遣

カンボジア教育支援基金との協力で、プレイベン州の公立

中学校で、英語の授業時間を活用して実施するプログラム

です。 (派遣ボランティアには英校 2級程度の英語力が求め

られます)

○バングラデッシュ派遺

現地のコーディネーターの方が、教員宿舎を提供してくれ

ます。現地はダッカから90キロ離れたゴパルゴンジ県。中

等学校で、英語の特別授業を実施します。 (派遣ボランティ

アには英検 2級程度の英語力が求められます)

○中国派遣

上海の公立中学校で、日本語指導のポランティアとして、

少なくとも半年以上は滞在できる方を派遣いたします。上

海国際交流協会を通して派遣先を斡旋してもらいます。 (ロ

本語教師の資格があることが望ましいですが、必携では	 あ

りません)

いずれの派遣についても、ERICの国際理解教育の理念の

理解と参加型指導方法および語学指導のカリキュラムと含

わせたプログラム立案を研修を通じて習得された方を中心に

派遺しています。

ボランティア研修プログラム

第 1回	 国 際理解教育の基本

内容	 セ ルフエスティーム、異文化理解コミュニケー

ション、対立から学ぼう

時期	 9月 23国 (祝)	 10:00～ 5:00	 6時 間

第2回 	 コ ミュニティの課題 ・人類共通の課題

内容	 コ ミュニティ意識と課題、環境 。人権の気づき

のアクティビティ、ポランティアについて考える

時期	 10月 23日 (土)	 10:00～ 5:00	 6時 間

第 3田 	 テ ーマに沿ったプログラム体験とファシリテー

ションについて

内容	 ジ ェンダーについてのプログラム体験、課題分

析、ファシリテーション技術について

時期	 11月 23日 (祝)	 10,00～ 5100	 6時 間

第 4回 	 未 来のビジョンと行動計画

内容	 未 来のシナリオづくり、行動計画づくり

時期	 12月 23日 (祝)	 10:00～ 5:00	 6時 間

場所 :4回ともEttC事務所4F5F

参加費 :¥20000(研 修のみ	 派 遣はご相談ください)

申込先 :ERIC研修部	 03-3800-9415	 ま で

EttC国 際理解教育センター	 研 修部直通03-3800-9415	 FAX03-3800-9410



G畑チ=ジェンダー ・アウェアネス ・プログラム

ファシリテーター養成セミナー

こ避 研究会は、ジェンダー ・アウェアネス ・プログラムについての

研究会や各地でセミナーを実施しています。

この度、Gメぜの実践とファシリテーターのネットワークが広がるこ

とを目指して、ファシリテーター養成セミナーを開催することにいた

します。

参加型のジェンダーのワークショップに興味のある方やファシリテ

ーターを目指す方は、ぜひこの機会にご参加ください。

セミナーのプログラム

11/21(日)

セッション1	 ジ ェンダーとわたし

セッション2	 ジ ェンダーとコミュニティ社会

セッション3{解 Pゝとは何か ・ファシリテーターの心構え

11/22(月 )

セッション4	 ジ ェンダーと地球的諸課題

セッション5	 テ ーマに迫る一課題の明確化

セッション6	 プ ログラムづくり

11/23	 (火祝)

セッション7	 プ ログラム実践/評 価

セッション8	 対 象別にプログラム作成

セッション9	 推 進の課題

ERIC通信
ERIC	 主 催研修のお知 らせ

G鮮 ファシリテーター養成セミナー

日時	 11月 21(日 )～ 23圏 (火)

3日関とも10:00～ 17:00

場所	 ERIC事 務所4F5F

参加費	 ¥15,000(資 料代込)

振込先	 郵 便振替

00180-5-710744

日座名称	 ERIC事 務局

本GAPフ ァシリテーター養

成セミナーと明記下さい

定員	 15名 (振込先着順)

主催	 こ避 研究会	 ERIC

申込先	 ERIC	 金 光 ・加藤

あなた もNGOで 働 いてみ ませ んか ?

ERIC	 学 生イ ンター ン募集 !

ERICは下記のようなことに興味のある方を募集しています。
・本のデザインやレイアウト、編集
・国際理解教育の教材開発
・資料室の使いやすいシステムづくり
・主催研修を企画立案
・ファシリテーション ・ス辛ルの向上	 	 	 	 	 	 淳

条件

男女年齢は不問。週2～4日

事務所に来ていただける方。

できれば、パソコンの経験の

ある方。

お問い合わせ

EttC事務局	 加 藤まで

03-3800-9415これ以外にも作業のお手伝いをしてくださる方、お知らせください。

ERIC国 際理解教育センター	 研 修部直通03-3800-9415	 FAX03-3800-9410



ERiC通信
ERtCからのお知らせ

クロマグロの悲劇 	 ア クテ ィビティセ ッ トについて

お待たせしております。第 1号にて募集させていただいたクロ
マグロの悲劇	 ア クティビティセットは、10月を目標に制作を進め
ております。申し込みをされたみなさまもうしばらくお待ちくださ
い。
また、引き続いてセットの申し込みを受け付けております。

クロマグロの悲劇とは、環境における資源の有限性という概念を伝
えるためのアクティビティであり、子どもも大人も熱中することは
保証済みです。
このような一つのアクティビティから、海の生態系へと発展でき

ますし、また水利権の問題とからめてグローバルな人間活動の取り
組みを理解するところへも繋がります。
もちろん、ハーディンの共有物の悲劇がこのアクティビティのベ

ースにはあり、その点について議論を掘り下げていくことも可能で
しょう。
すぐれたアクティビティには力があります。ぜひ、一度お試しく

ださい。セットのお申し込みは研修部まで。

伝言板

松山および関西方面で活動さ

れていた藤井誠さんが 「国際理

解教育情報センター」を東京で

設立されました。10年前から、

様々なワークショップや研修を

共有してきた方であり、活動の

理念は共通したものであると信
じております。

しかし、名称がまぎらわしい

のも事実ですので、ご注意くだ

さい。

現在、出版、プロジェクトな

どでの協力関係は一切ありませ

ん。

(事務局長	 角 田)

/輛 喜定期購読の話扇百喜
~~~~~~― ――――十一――――――十_＼

1続撃謬 験で響簿筆縛鍮 瑳 	 甑 襴 麟 後愚 亀提掛轡 塩
1鳳浦盛垂横横筈f遼を雷獲遅k慰景声

無料でお送りいたします。購読を継続される場合は、年間¥

|■駅IC事務所では第 2金 曜日午後6100～ 8,00	 ERIC事 務所にて運営会議を行っています。運営会議
は開かれた会議を目指しており、現在、教育活動やNGO活 動でお困りの方、ERICにご興味のある方、参
加型手法を使って課題を解決したい方などどなたでも参加できます。お近くに来られた際などぜひお立
ち寄りください。みなさまの参加をお待ちしております。

■事務所	 活 動時間
月、火、木、金曜日	 午 前10:00～午後6:00です。事務所にご来訪の際はど一報いただけると幸い

です。

■資料室利用のご案内
ERIC資料室には、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなどの英文文献1000点以上、人権、

環境に関する日本語文献が800点以上あります。みなさまの研究の一助としてご利用ください。
利用料金 :入室料¥500(コ ーヒー付)

EERICス タッフ募集
ERIC事務局では、スタッフ、インターン、アルバイト、ボランティア、ファシリテーター、書籍販売
のプロモーションと様々な形でのERICに関わってくださる方を募集しております。ERICとともに21世
紀の教育をつくっていきませんか?ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。

■ERIC	 ホ ームページ&Eメ ール	 ア ドレスをご利用ください
ホームページ	 http//wttvttry_nd.orsP/―eric―net/
Eメール 	 	 	 GdC― 田Otry―nct.orjp

甲書籍購入・研修参加 (ERIC通信購読料)費 用は下記の口座に振込をお願いします。
書籍専用	 	 郵 便振替	 00160-3‐547794	 田座名称	 駅 よC
研修参加費・ERIC通信購読料

郵便振替	 00180-5-710744	 口座名称	 ERIC事務局

ERI C国 際理解教育センター	 E R I C通 信	 第 3号	 年 4	 1 H l発行	 発 行責任者	 角 田	 尚 子

〒11 4 - 0 0 1 3 	 東 京都北区東田端 1- 1 4 - 1 	 岩 瀬ビル

総合案内	 03-3800-9414	 FAX	 03-3800-9410

研1場部 	 03-3800-9415	 注 |】阪部 	 03-3800-9416
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