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会員の皆様方には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、日本国際理解教育学会第 31 回研究大会を下記の日程で開催することになりました。会員の皆様は
もとより、国際理解教育にご関心をお持ちの方々にも、ご参加くださいますようご案内申し上げます。
第 31 回研究大会実行委員長

多田孝志

大会会場：金沢学院大学（Zoom によるオンライン開催）
大会日程：2022 年6 月10 日（金）
・11 日（土）
・12 日（日）

研究大会前日プレイベント 2022 年 6 月10 日（金）
午後「世界と繋がる北陸経済」

＊一部、現地対面開催
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連絡先：日本国際理解教育学会第 31 回研究大会実行委員会
金沢学院大学教育学部内
E-mail：jaie31kenkyutaikai@gmail.com
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第 31 回研究大会プレイベント（現地開催を Zoom によるオンライン配信）
2022 年 6 月 10 日（金）15：00～17：30

世界とつながる北陸経済 ～その実態と課題、求められる人材～
世界とつながる北陸経済の実態や課題を踏まえ、今後の地域経済において活躍する国際人材を考える。
今回のプレイベントでは、第Ⅰ部の基調講演において、人口減少下にある地域経済を活性化する上で、世界
とつながることの重要性を指摘し、それを受けて、第Ⅱ部では、大企業から中堅・中小企業、製造業から非製
造業までの事業者に登壇していただき、海外との多様なつながりの実態やその中で求められる人材像を発信
してもらう。そして、プレイベントの総括として、これら事業者から発信された指摘を踏まえ、専門家等から、
今後、どのような国際理解教育が必要かをコメントいただく。
プログラム
第Ⅰ部：基調講演
「人口減少下において地域経済の活力を高めるために」
佐藤淳（金沢学院大学経済学部）

第Ⅱ部：パネルディスカッション
「世界とつながる北陸経済と求められる人材」
パネリスト：
近藤高行（会宝産業株式会社）
庄田正一（金澤八家（金沢ホテル懇話会）
）
難波翔太（三協立山株式会社）
車多一成（株式会社車多酒造）
三浦秀平（三谷産業株式会社）
コメンテーター：
釜田聡（上越教育大学）
藤原孝章（同志社女子大学）
森茂岳雄（中央大学）
米山芳春（国際協力機構・JICA 北陸センター）
コーディネーター：
豊田欣吾（金沢学院大学経済学部）

3

第１日目 6 月 11 日（土曜日）
自由研究発表 第 1 分科会～第 6 分科会（10:00～12:00）
自由研究発表は、発表 20 分、質疑応答 10 分の 30 分です。30 分の発表時間終了時には、途中であ
っても直ちに終了をお願いしますので、ご了承ください。
◆第１分科会（ 11－A 分科会 ）
司会：中山 博夫（目白大学）
（１）中国における国際理解教育研究の回顧と今後の課題
鄒

聖傑（厦門大学）

（２）A study on youth's digital civic engagement using grounded theory
-Focusing on its implications on digital citizenship educationSujeong Lee (Lecturer, Seoul National University)
（３）Factors Influencing Literacy of Immigrant Students
SK, Jeong (Ph.d student, CNU), HB, Park (Professor, CNU)
（４）Narrative Inquiry on Long-term International Volunteering Experiences
Go, Sukyung (Yonsei Univ. Master’s Candidate)
◆第 2 分科会（ 11－B 分科会 ）
司会：中山 京子（帝京大学）
（１）外国人市民のライフストーリーを通して地域日本語教育を考える
金久保 紀子（筑波学院大学）
（２）価値調整学習を取り入れた国際理解教育の試み
―感染症対策を題材とした授業における学習者の価値の変容―
周星星（岡山大学大学院）
（３）ポストコロニアル時代における環太平洋意識の育成
―連帯性を養う教材開発に向けて―
中山 京子（帝京大学）
東 優也（海老名市立東柏ケ谷小学校）
居城 勝彦（東京学芸大学附属高等学校）
（４）中学生への継承語教育、
「一日一語みゃーくふつ」の試み
―消滅危機言語の宮古語の継承を問う教育実践―
藤田 ラウンド 幸世（横浜市立大学）・謝敷勝美（宮古島市立久松中学校）
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◆第３分科会（ 11－C 分科会 ）
司会：福山 文子（専修大学）
（１）隅田川地域実践にみる持続可能性につながる学びのありよう
林

加奈子（桜美林大学）
・宮野 祥子（桜美林大学）

（２）地域の中の被抑圧者と国際理解教育
―隅田川地域実践にみる構造的暴力への抵抗・連帯と多層的コミュニティ―
林

加奈子（桜美林大学）

（３）生命系の観点からみる地域コミュニティの変容と学びのダイナミズム
―隅田川地域実践における持続可能性を読み解くために―
宮野 祥子（桜美林大学）
（４）
「移動する子どもたち」と日本語教育の推進に関する法律
―多文化教育政策の視点から見た可能性と課題―
福山 文子（専修大学）
◆第４分科会（ 11－D 分科会 ）
司会：南 美佐江（奈良女子大学）
（１）オンライン環境下での留学生との交流活動を通じた国際理解教育
―日本の小学校外国語活動における実践の考察―
王

小雨（鳴門教育大学大学院）

（２）国際協働学習における協働性
清水 和久（金沢星稜大学）
（３）中等教育における長期交換留学に関する一考察
荒川 裕紀（明石工業高等専門学校）
（４）バーチャル留学が効果的な学生の特徴は
髙城 宏行（玉川大学）

◆第 5 分科会（ 11－E 分科会 ）
司会：手嶋 將博（文教大学）
（１）
「海外スタディツアー」がもたらす学びとは何か？
―「自文化アイデンティティへの批判的省察」を視点としてー
岡井 美咲希（広島大学大学院）
（２）グローバル人材育成を目的としたスタディツアーの現状と課題
―上智大学実践型プログラム「アフリカに学ぶ」オンライン実践事例より―
山﨑 瑛莉（上智大学）
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（３）高等学校の先導的な海外研修を通じた国際理解の資質・能力の育成
―スーパーグローバルハイスクールとユネスコスクールの事例をもとに―
藤井 三和子（兵庫県立神戸商業高等学校・兵庫教育大学大学院）
（４）海外教育研修のオンライン化の効果
―「アメリカ学校教育研修」の新たな試み―
手嶋 將博（文教大学）
・ミクーチ 淑美（株式会社 Ripple 生涯教育研究所）

◆第 6 分科会（ 11－F 分科会 ）
司会：桐谷 正信（埼玉大学）
（１）地方における在住外国人への日本語・生活支援
―地域のネットワークづくりの試みと課題―
服部 圭子（近畿大学）
（２）異文化との出会いを取り入れた多文化共生教育研究の動向
―接触仮説の教育への応用の傾向と課題―
赫連 茹玉（岡山大学大学院）
（３）学級経営における多文化共生教育
―“ちがいを認める”教員研修からみえるもの―
山田 文乃（立命館大学／兵庫教育大学大学院）
（４）多文化教育の単元開発と単元の再構築にむけた試み
－多様性の尊重と社会正義の実現の視点を手がかりとして－
中澤 純一（東京未来大学）

総 会：Zoom によるオンライン総会（13:00～14:00）
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公開シンポジウム（現地開催を Zoom によるオンライン配信）
2022 年 6 月 11 日（土）14:00～17:00

コロナ後の新しい社会の創造に果たす若者の役割と国際理解教育
―若者の葛藤と社会参画が生み出すもの―

大会テーマである「コロナ後の国際理解教育を考える」は、未曽有のコロナ禍にある 2020 年代をどうとら
え、新しい社会の構築に果たす国際理解教育の役割を問うものである。ユネスコ憲章の「人の心に平和の砦を
築く」の実現に始まる国際理解教育は、常につながりや関係性のあり様を問い、豊かな共生社会の実現をめざ
してきた。その意味で、今まさに「共に生きる」とはどういうことなのかをわたしたちは問われているのだと
いえよう。
本シンポジウムでは、前半、多様な背景を持つパネリストからの問題提起を受けて、後半では、研究者、実
践者だけでなく、これからの社会を構築する若者を交えて、共創的対話の場を創造し、これからの社会のあり
方や人々の生き方を探り、新しい社会の創造のためにわたしたちが育てたい人間とはどのような人間であり、
その育成のために国際理解教育がどのような役割を果たし得るか、ともに考えたい。
パネリスト：
吉備 久美子（金沢21世紀美術館）
吉田 一翔 （株式会社創生ななお）
木村

聡 （能登高校魅力化プロジェクトコーディネーター）

その他、学生代表が数名登壇予定

コメンテーター：
石森 広美（北海道教育大学）
中山 京子（帝京大学）
永田 佳之（聖心女子大学）
山西 優二（早稲田大学）
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第 2 日目 6 月 12 日（日曜日）
自由研究発表 第 7 分科会～第 12 分科会（9:30～12:00）
自由研究発表は、発表 20 分、質疑応答 10 分の 30 分です。30 分の発表時間終了時には、途中であ
っても直ちに終了をお願いしますので、ご了承ください。
◆第 7 分科会（ 12－A 分科会 ）
司会：宇土 泰寛（椙山女学園大学）
（１）
「豊かさと経済」をテーマにした中学・高校公民科における授業実践
岸本 直子（早稲田摂陵高等学校）
（２）長崎さるく的まち歩きと学校での共通体験の共有化の実践
―丹波市在住外国人との信頼関係構築のためにー
高嶋深央（兵庫県立柏原高等学校）
・久保哲成（兵庫県立柏原高等学校）

（３）産官学連携の SDGs アクションの意義 ―持続可能な「あらかわチャレンジ」を目指して―
増田 有貴（村上市立荒川中学校・上越教育大学大学院）
（４）UNESCO School のネットワークを通じた学びの可能性
―大阪 ESD の 10 年からみえる「質」と「継続性」―
畠山尚之（大阪府立淀川清流高等学校・大阪大学大学院）
（５）大陸間 SDGs 教育プロジェクトの展開と支援・教育活動の変化
宇土 泰寛（椙山女学園大学）
◆第 8 分科会（ 12－B 分科会 ）
司会：小林 亮（玉川大学）
（１）ソーシャル・デザイン SDGｓノートブックを用いた学習
飯沼 瑞穂（東京工科大学）
（２）持続可能な社会の創り手と非認知能力の育み
石川一喜（拓殖大学）
（３）エスニック・スタディーズを通した社会情動的学習の実践
田中淳子（サンフランシスコ市立クラレンドン小学校）
（４）グローバル・シティズンシップの具体像とウクライナ ―学習ニーズのある側面―
伊井直比呂（大阪公立大学）
（５）
「正義の対立」の解決スキルと地球市民性
小林 亮（玉川大学）
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◆第 9 分科会（ 12－C 分科会 ）
司会：石森 広美（北海道教育大学）
（１）初等外国語教育における国際理解の扱いに関する一考察
―外国語科の目標に着目して―
石森広美（北海道教育大学）
（２）国際理解教育の視点から考える小学校外国語教育の授業づくり
―よりよいコミュニケーションを考え、実践する態度と能力の育成ー
東優也（海老名市立東柏ケ谷小学校）
（３）ICT を活用した高校英語科における国際理解教育の授業実践モデルと評価方法の構築
―カンボジア・ネパールの高校生との動画交流から日本を見つめ直す―
吉田 夏帆（兵庫教育大学大学院）
・南 優希（関西学院大学大学院）
（４）国際理解教育における ICT の活用実践
―テレビ会議システムを用いた国際交流での課題点に着目して―
岩舩尚貴（上越教育大学附属中学校）
（５）コロナ禍における国際交流事業を捉える
平澤香織（早稲田大学大学院・横浜市立東高等学校）
◆第 10 分科会（ 12－D 分科会 ）
司会：丸山 英樹（上智大学）
（１）コンセプトマップを活用した学習内容と SDGs のつながりに関する実践
―中学校社会科公民的分野 D(1)世界平和と人類の福祉の増大を事例に―
菊池 徹（横須賀市立久里浜中学校）
（２）地球市民の一員として、Well-being を実現しようとする児童の育成
―SDGs を意識した教科横断的な学びを通して―
土屋 京子（千葉大学教育学部附属小学校）
（３）
「ESD for 2030」を基盤とした学習者中心の ESD に関する一考察
森田 育志（神戸大学附属中等教育学校・大阪公立大学大学院）
（４）ESD 実践を担う教師の教育観の変化に関する研究
―研究開発学校「グローバルシティズンシップ科」実践を事例に―
松倉紗野香（埼玉県立伊奈学園中学校・上智大学大学院）
（５）共生への学びに向けた大学における「深い ESD」の背景と実践ニーズ
丸山 英樹（上智大学）
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◆第 11 分科会（ 12－E 分科会 ）
司会：吉村 雅仁（奈良教育大学）
（１）国際バカロレア教育における社会情動的スキルの育成
―ホリスティックアプローチによる学び―
菊地恵美子（仙台育英学園高等学校）
（２）学校図書館におけるグローバル・シティズンシップの育成
高松美紀（東京学芸大学附属国際中等教育学校）
（３）危機下における多様な背景の高校生・若者が支える地球市民教育の模索と考察
大滝修（東京経済大学）
（４）国際理解教育への意義：OECD Future of Education and Skills 2030
―OECD ラーニングコンパス(学びの羅針盤)2030 とは―
阿部裕子（東京福祉大学）
（５）パレスチナ問題を題材に紛争当事者相互の立場を考える授業の実践
―対立する立場でのロールプレイと、現地滞在経験者の活用―
木村泰之（島根県立出雲高校地理教諭、元島根県立隠岐町島前高校）
久保英士（JICA 職員、現海士町役場/JICA グローカルコーディネーター）
内藤徹（フリーランス、元 JICA 職員）
◆第 12 分科会（ 12－F 分科会 ）
司会：成田 喜一郎（東京学芸大学）
（１）国際理解教育の素地を養う中学校道徳科教材の開発と授業提案 ―「日・中・韓三カ国協働による「異
己」理解共生を目指した国際理解教育のプログラム開発」研究成果の汎用化における一試案
天野幸輔（名古屋学院大学）
（２）国際理解教育におけるレゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドの可能性
糀広大（広島大学大学院）
（３）学習者の学びを引き出す「本質的な問い」を軸にした国際理解教育実践の分析
―高等学校地理歴史科「地理 B」のセルフディベートを事例に―
津山直樹（中央大学大学院）
（４）日中交流の誤解・摩擦事例について
―在日中国人留学生を対象とした半構造インタビュー調査を基に
周勝男（兵庫教育大学連合大学院）
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ACCU ワークショップ「みんなで語ろう、これからの国際理解」（大会参加登録不要）
主催：公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター
日 時：2022 年 6 月 12 日（日）9 時 30 分～12 時
形 式：zoom
U R L：https://us02web.zoom.us/j/84189442966?pwd=ZUJCSVJLOEFSdkUzNk9HRDhpZ052QT09
ミーティング ID: 841 8944 2966

パスコード: 051738

テーマ：みんなで語ろう、これからの国際理解
＜趣旨＞
公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）は、ユネスコ（UNESCO）の理念に沿って、多様な文化が尊重さ
れる平和な社会の実現を使命として 1971 年に設立され、教育と文化の分野においてアジア・太平洋地域の連携・交流お
よび持続可能な社会の実現を推進する団体としてさまざまな事業を展開してきました。COVID-19 の拡大が ACCU の事業
の柱の一つである国際交流を取り巻く環境を大きく変えたことは言うまでもありません。ACCU もこれまでの国際交流、国際理
解、国際協働のあり方、意義を問い直してきました。人々の行動が制限されるなかでも、ACCU は国内外の接点づくりに力を
入れ、多様な文化、価値観や考え方に触れる機会を創出してきました。そして、相手と向き合い、対話することを大切にして
います。本分科会は、その対話の場そのものです。これまでに ACCU の教職員交流に参加した海外教職員を交えて、参加
者の皆様も一緒に、未来志向でこれからの国際理解を語り合いましょう！
スケジュール（予定）：
時間

所要時間

活動

9:30

0:30

イントロダクション
・ACCU の活動の紹介、Q＆A

10:00

0:20

休憩

10:20

1:10

みんなで語ろう、これからの国際理解
・この場が国際交流の場となります。
・小グループに分かれての語り合い。テーマは当日発表します。

11:30

0:20

リフレクション

11:50

0:10

まとめ

12:00

閉会

※海外教職員を招待し、本分科会そのものを、国際交流の場とすることを狙いとしています。ご参加の方は、聴講だけでなく
対話にご参加ください（顔を出したくない方はアバターの使用も OK です）。
※分科会を通して逐次通訳（日―英）が手配されます。
※お好きな飲み物（なんでも可）やスナックをご準備の上、リラックスしてご参加ください。
※ACCU は参加者の通信環境や PC 環境、ツールの操作のサポートはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
※記録のため録画をさせていただきますが、映像が一般に公開されることはございません。
➢

このセッションに関する照会先
公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター 国際教育交流部 進藤・天満・伊藤
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32-7F 出版クラブビル
電話：03-5577-2853 FAX：03-5577-2854 Email: accu-exchange_ml@accu.or.jp
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特定課題研究（Zoom によるオンライン配信））
21 世紀の社会変容と国際理解教育
〜4 つのプロジェクトの研究-実践に通底する成果と展望を探る〜
研究・実践委員会
研究・実践委員会では「21 世紀の社会変容と国際理解教育」というテーマのもとに、政策・学び・地
域・身体性の各トピックに関する現代的な課題に挑む４つの研究プロジェクトを推進し、2019 年度か
ら議論を重ねてきました。コロナ禍の時期とも重なったことも相まってか、試行錯誤を重ねながらも、
それぞれに深まりのある対話の軌跡が描かれた３年間であったと言えます。今回の大会では一連の研究
活動の集大成として４つのプロジェクトの到達点に関する報告と今後の展望を分かち合う時間をもちま
す。参加される皆様との対話が今年中に刊行予定の最終報告書に更なる深まりをもたらすような時間に
なればと願いつつ、今年のセッションに臨みます。ふるってご参加ください。以下は各分科会のテーマ
と概要です。

（永田佳之）

政策研究プロジェクト―ユネスコ「1974 年勧告」から「国際理解教育」を問う―
本プロジェクトは、ユネスコ 1974 年国際教育勧告を基本視座とし（改定の動きも視野に入れつ
つ）、日本の「国際理解教育」政策の特質と課題を浮き彫りにすることを目的とし、3 つの角度から研
究を進めてきた。(1)国内班は行政による取り組みを検討する中で、「国際理解教育」が ESD、SDGs、
多文化共生などに埋没している状況を指摘すると共に、概念整理の必要性を提起した。(2)シティズンシ
ップ教育班は、ユネスコが ESD と並んで重視するグローバル・シティズンシップ教育（GCED）を中
心に、国際動向をふまえながら ESD との異同、また GCED と国際理解教育の関係性など概念の整理を
図った。(3)ユネスコ班は 1974 年勧告の実施状況調査報告の分析等を基に、74 年勧告の理念がその時々
の国連プログラムに照らして解釈され、近年は SDGs の指標となっていること、日本の報告は実態と大
きな乖離があることを指摘した。これらを踏まえ、日本の「国際理解教育」政策がナショナルな課題に
引き込まれつつ展開し、ユネスコのガイドラインとは距離をおいた政策を推進している点を特質と課題
として提示する。
（嶺井明子）
学び論プロジェクト―学び論プロジェクト―学びのリデザインをもたらす創発―
本プロジェクトでは、それぞれの実践の特徴や課題を検討しながら、変わりゆく社会および学び手の
状況に鑑みて、これからの「教育」のあり方について議論してきた。その過程で見えてきたのは、学習
者（児童・生徒・学生）と実践者との関係性を組み換える試みをしていることである。現時点で共有さ
れているキーワードの一つに「創発（emergence）」がある。それは、既存の認識枠組みでは捉えられ
ない、新たな関係性がつくられることを示している。これまでの教育活動にあった、学習者と実践者の
関係性や授業内容で扱われるさまざまな事象との関係性などの問い返しとその意味付けが問われてい
る。学び論プロジェクトの研究-実践は、かつて揶揄された「這い回る経験主義」の意味ある復権である
のではないかと思われる。予測不可能な状況が起きている今、改めてそれぞれの場での学びを問い直し
てみませんか？
（曽我幸代・成田喜一郎）
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地域論プロジェクト―持続可能な開発と地域の生活・文化・学び―
地域論プロジェクトは、地域での実践への探究を基礎に、SD（持続可能な開発/発展）を地域での生
活・文化の視点から捉え直し、その生活・文化づくりに求められる学びや教育のありようを描き出すこ
とを研究目的としてきた。 そしてこの研究では、①生活と文化の関連から SD を捉えること、②地域に
おける学びのダイナミズムを示すこと、③協働実践研究にみる研究方法を示すこと、の 3 点を意識して
研究を進めてきた。具体的には、「益子タスクチーム：風土に根ざす地域づくり・学びづくり～益子町
に学ぶ～」「隅田川タスクチーム：地域で紡ぐ いのち・仕事・くらし～隅田川地域実践に学ぶ～」
「民話タスクチーム：民話を通した地域の学び～ローカルとグローバルをつなぐ歴史性と持続可能性
～」という 3 つのタスクチームをつくり、約 3 年間にわたり、地域での実践研究活動を実施してきた。
大会ではその実践研究活動の要点を報告することにしたい。
（山西優二・孫美幸）
社会変容と身体性プロジェクト―個から普遍へ、普遍から個へ―
本プロジェクトでは身体性に着目し、国際理解教育における心とからだの相関のありようを注視して
きた。「人の心に平和の砦を築く」というとき、その心は決して個々人にバラバラに埋め込まれて無関
係にあるものではなく、共鳴や共振を通してつながり合う可能性も持っている（もちろんその逆もあ
る）。地球規模課題が深刻さと複雑さを増す中で、コミュニティにおける身体（性）や、グローバルな
身体（性）にもつながるためのアプローチをいかに探るべきか。情動、感覚、感性といった、私たちの
思考と行動に働きかける要素に、国際理解教育は何ができるのか。言語教育、演劇的手法、TAE、体
育、音楽、先住民の語りなど、さまざまな媒介を通して、個人の身体だけではなく、自由に、したたか
に、学びの場をエンパワーしていく国際理解教育を検討する。
（横田和子・和田俊彦）
委員会プロジェクト全体説明：永田佳之
〇政策研究プロジェクト
小林亮（玉川大学）
、阿部裕子（東京福祉大学）、嶺井明子（前筑波大学）
〇地域論プロジェクト（仮）
世話人：山西 優二（早稲田大学）、孫 美幸（文教大学）
【益子タスク】南雲勇多（東日本国際大学）
【隅田川タスク】林加奈子 （桜美林大学）、宮野祥子（桜美林大学）
【民話タスク】飯塚宜子（京都大学）
、園田浩司（新潟大学）
〇身体性プロジェクト（仮）
岩坂泰子（広島大学）、岡本能里子（東京国際大学）
、神田和可子（聖心女子大学特別研究員）
早野曜子（自由学園最高学部）
、守内映子（日本映画大学）
、横田和子（広島修道大学）
和田俊彦（跡見学園中学校高等学校）
〇学び論プロジェクト：曽我幸代（名古屋市立大学）、成田喜一郎（前自由学園）
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