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学校長

宮崎 康

和洋学園は創立120年を超えて、女子教育を実践してきました。そ
して和洋国府台女子中学校高等学校も新制の学校制度の中で創立し、
今年は70年を超えて未来に向かって歩んでいます。創立者堀越千代の
「実践教育」、中興の祖稗方弘毅の「和魂洋才」を受け継ぎ、現在は
「凛として生きる」女性の育成を実践しています。さらに新学習指導
要領で「主体的、対話的、深い学び」が提唱され、今までにない教育
が求められています。
このような状況の中で、新たな教育の実践は必須です。しかし実践
をしているだけでは、井の中の蛙と替わりありません。実践ととも
に、その報告であり実践を基にした論考が必要です。自分の考えや実
践を文字にすることは、大変な創作活動です。そして文字にすれば、
当然人からの批判が予想されます。本当に生徒のために教育をしてい
るのであれば、この創作活動と批判はとても重要です。実践だけなら
ば、いくらでも逃げ場があります。その逃げ場をなくして自らを突き
詰める姿勢は、必ず生徒にも大きな影響を及ぼします。
しかし最も感じることは、最終原稿を提出した瞬間に後悔すること
です。後悔と言っても「出さなければ良かった」ではなく、「ああい
うことを書けば良かった」という思いです。つまり原稿を書くこと
で、自分の考えはさらに先に向かっていくのです。この醍醐味を是非
皆様に味わって欲しいのです。
和洋国府台女子の教員が今、何を考えて何をしているのかを知って
下さい。そして、批判をして下さい。批判された筆者は、さらに考え
や実践によって対話を広げて下さい。
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生徒とともに教員も変わる
「出会い」と「体験」を通したキャリア教育
和洋国府台女子中学校・高等学校
外国語科

丹羽 祥

本稿では、このような思いから行なった中学３年

１．はじめに

間のキャリア教育の取り組みと生徒たちの変化につ

高校３年の夏、自分のやりたいことや学びたいこ

いて紹介したい。

とを見つけ目標に向かって努力する生徒がいる一
方、なかなか希望進路が決められなかったり、逆に
何となく志望校を決めてしまい苦労したりする生徒

２．学校に求められるこれからのキャリア教育

が多くいるのはなぜだろう。生徒たちが自分の人生

社会が大きく変化する中、学校におけるキャリ

を自分で考え選択できるようになるために学校には

ア教育も大きく変わろうとしている。中等教育審

何ができるのか。これが中学１年生を担当すること

議会ではキャリア教育の理念が浸透してきている

が決まった時の私の問題意識である。

一方で、（１）職場体験そのものが目的となり生徒

将来の自分を考えるためにはまず「現在」の自分

が将来について考える機会になっていない、（２）

を知る必要がある。生徒たちには、具体的な進路を

キャリア教育が「進路指導」に置き換えられてし

決める前の中学のうちに、純粋に自分の興味のある

まっている、（３）働くモデルが高度成長期時代の

ことや好きなこと、得意なことが何かを考える機会

正社員や専門職のみとなっており生徒の得られる

を多く持ち、さまざまな体験を通して「自分は何に

ワークキャリア像が貧困である、（４）夢を描くこ

ワクワクしたり心を動かされたりするのか」を考え

とばかりに主眼が置かれ、生徒自身の資質・能力

てほしいと思った。それが結果的に将来の進路選択

の育成のサポートが不十分なため、結果的に多く

の助けになると考えたからだ。

の若者が簡単に「夢」を諦め、より現実的な要素

また、早いうちから自分自身で考え選択する力、

で進路を決めるようになっている、などの課題が

行動する力を身に付けることが重要だと考えた。高

指摘されている。そんな現状の中、生徒たちに少

校生を見ていて、圧倒的に自分で考え選択する圧倒

しでもリアルなキャリア教育を行いたいと考えた。

的に足りてないと感じたからだ。小さな選択さえし
てきていない生徒が、ある日突然自ら進路を選択す

３．生 徒の「現在」と「将来」をつなげるための

ることを迫られても選べないのは当然である。もっ

学年の取り組み
本学年では、主に中学２年より次のような取り

と早い段階からさまざまな場面で「自分自身で考え

組みを行った。

選択し決断する」
「その決断を基に主体的に行動す
る」習慣を付けていく必要がある。
さらに、生徒たちには親と教員以外の大人とでき

中 ２

るだけ多く出会ってほしいと思った。私自身、難し
い年頃である中高時代、刺激を受けロールモデルと
なったのは親や先生ではなく学校外で出会った年上

夏休み

キラビトコンテスト①
（自分のチャレンジを発表しよう）

冬休み

キラビトコンテスト②
（キラビトコンテストと将来をつ
なげよう）

２

JSBN保護者会での講演会
（今の世界と日本を知ろう）

の友人や大人たちだった。魅力的な大人や人生の先
輩との出会いが生徒たちのその後の人生の選択の助
けとなることがあるかもしれないと考えた。
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中 ２

かの役に立ちたい」というメッセージが込められて

２月の保護者会では、代表の真坂淳氏の「これ

（自分の夢中を発見しよう）

いるものが多かったことだ。同級生の発表を見るこ

からの時代に求められる力」についての講演を聞

キラビトコンテスト③

とで刺激を受けた生徒も多く、次回はもっと自分ら

いた。実際に世界で活躍しているバンカーから聞

（キラビトコンテストと社会を繋
げよう）

しいチャレンジをしたいと話す生徒もいた。

く「世界から見える今の日本」
「これから日本はど

月

先輩の話を聞こう１

保護者からも「子どもたちに伝えたい話をしてく

月

PATHWHEEVEワークショップ
（自分の好きと強みを仕事とつな
げよう）

しでもつなげてほしいと、中学２年の冬休みに行
なった。期間も短く部活などが忙しい生徒もいた

れた」ととても好評だった。そして、生徒たちだ

ため、実際にアクションを起こすのが難しい生徒

けでなく、教員にとっても多くの学びがありとて

は調べたことを発表することでも「良し」とした。

も有意義な時間となった。

夏休み

キラビトコンテスト④
（新聞記者になり仕事や大学を取
材しよう）

９

先輩の話を聞こう２

JSBNワークショップ
３

６
中

７

月

３
月

うなるのか」についての話はリアリティがあり、

第２弾は、生徒たちの「将来」とキラビトを少

３．１ キラビトコンテスト

また、パワーポイントでのプレゼンも選択肢の一

３月のイベントは、有志の運営メンバーがJSBN

つに入れた。自分の好きなことを追求することが

のメンバーのサポートを受けながら企画した。こ

将来につながると考え、お菓子作りやヘアアレン

の時、それまで前に出たことのない生徒が何人か

ジなどのチャレンジを行う生徒や、夏のキラビト

手を挙げたので驚いた。真坂氏の話を聞き「自分

で自分のやりたいことやミッションを見つけたと、

も一歩踏み出そう」と考えたのだという。運営メ

自ら行動を起こす生徒も出始めた。

ンバーは自身が所属する学年の課題を話し合い「自
分と社会を知り、自信を持って明日への一歩」と

中３夏には「仕事や大学での学び」とキラビトを

「キラビトコンテスト」（以下キラビト）は、自
分の好きなことや興味のあることを見つけるため、

つなげるプロジェクトとして「新聞記者になり仕事

いうイベントの目標を決め、皆の前で発表した。

ワクワクしたり心が動かされたりするような「出

や大学の学びを取材しよう」というテーマで新聞を

生徒たちが企画に関わることで、授業ではなく生

会い」と「体験」を生徒たちに経験してほしいと

作り、新聞社の新聞コンテストに応募した。職業や

徒たちのイベントとなり、主体的に参加する姿勢

の思いで始めた長期休みの課題である。第１弾は

大学を調べるだけならインターネットで簡単にでき

が生まれたのではないだろうか。

「自分でアクションを起こし何か新しいことを体

る時代である。
「必ず大学や職場を訪問しそこにい

イベント当日は、
「今自分が夢中になっているこ

験し発表する」というプロジェクトで中２の夏休

る人から直接話を聞く」ことを必須条件とした。人

と」をテーマに１グループ６～８人に１人JSBNの

みに行なった。自分自身で考え選択し行動してほ

との「出会い」と生徒自身の「体験」からしか得ら

メンバーがつきワークショップを行った。生徒の

しいと考え、「ポスター」と「発表用の原稿」を用

れない経験をしてほしいと考えたからだ。

話をじっくり聞いてくれることで生徒たちは心を

これらの課題を楽しむ生徒がいる一方で、
「この

開き、自分のことを話すことができたようだ。「親

●「未来の救世主」と題し、プログラミングで音

宿題が一番難しい」と自分で考え取り組まなけれ

や先生にも話したことのない自分自身のことを話

楽を作ることに挑戦した生徒は、将来は福島の原

ばいけないことの大変さを訴える生徒もいた。そ

せた」と感想を述べた生徒もいた。

フォーマットを指定していないので、自由で手作

発で活躍したロボットのような、社会の役に立つ

ういう生徒には、答えを出すことが目的ではなく、

り感溢れるでき栄えとなったが、生徒たちは大人

ロボットを作りたいと言う。実際ロボットを持参

あくまで「自分で考えアクションを起こす」こと

生き生きと送る大学生や社会人と出会い彼らの話

の予想をはるかに超えるユニークなチャレンジを

し、作った曲も披露してくれた。

が大切だとアドバイスをし、励ました。

を聞くことで、生徒たちが将来社会に出ることや

意すること以外はほとんど細かい指示はせず、ポ
スターのサイズや書式もあえて自由にした。
以下は、生徒たちのチャレンジの一例である。

JSBNのイベントで一番良かったことは、人生を

大学に行くことを「肯定的」にとらえ、自分につ

行い、私たち教員を驚かせた。

いて、そして将来について考え始めようという気

３．２ JSBNキャリア教育出張授業
●自分の髪を寄付するHair Donation（ヘア・ドネ

JSBN（日本学生社会人ネットワーク）は、
「激動

イション）にチャレンジした生徒はどのように寄

の時代を生き抜くことのできるチャレンジャーを育

付を行うかを丁寧に説明した。

てる」をキーワードにキャリア出張授業などを行っ

持ちになったことだ。社会や世界が目まぐるしく

ているNPO団体である。普段は大学生や仕事を持
●二重跳びが苦手で数回しか跳べない生徒が「な

つ社会人がメンバーだが、皆「日本の教育に貢献し

ぜ跳べないのか」
「どう跳べば良いのか」を研究し、

たい」という熱い思いを持ち、主に休日の土曜日を

自分の跳び方を改良した。「自分のように二重跳び

利用し活動を行っている。JSBNの主催するフォー

が苦手な人にも役立てたい」と言っていたこの生
徒は最終的に10回跳べるようになった。
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クラスでの投票で多くの票を集めた生徒たちに

ラムに参加する機会があり、JSBNならまさにさま

学年全体の前でプレゼンをしてもらったが、印象的

ざまな大人との「出会い」を通したキャリア教育が

だったのは、投票で選ばれた取り組みには「他の誰

実現できると考え、出張授業を以来した。
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変わり、暗いニュースも多い中、生徒も保護者も

学んでいることを社会や自分の将来とつなげるこ

品を出品し、タイトル賞に入賞した。彼女は将来

●生徒C：中２の頃の面談では、
「やりたいことは

将来に向けての不安の方が希望より多いように感

とを容易にする。また、大きな学びがあるのは生

殺処分０の世界を実現することをミッションとし

特にないけれど大企業で勤めるのが夢。そのため

じる。しかし、生徒たちの振り返りにより、「早く

徒たちだけでなく教員も同じである。学校の外の

て考えている。

に良い大学にいきたい」と話していたが、その後

大学に行きたくなった」「大人になることが楽しそ

世界を知る機会がなかなかない教員にとっても、

JSBNやPATHWEAVEのワークショップで自分の

うだと思えた」などの感想が見られ嬉しく感じた。

外部のプログラムを利用することで多くの学びが

興味と職業を結び付けて考えるようになり、ウェ

あった。失敗を恐れず、学校をもっと開き学校の

ディング・プランナーに興味を持つ。中３の夏に

外の「社会」の人たちとともに生徒を育てるとい

は実際に仕事を見学しインタビューを行い、その

う姿勢がこれから必要なのではないだろうか。

内容をまとめた『ウェディングプランナーの仕事

３．３ PATHWEAVEキャリア出張授業
春のイベントで「自分の好きなこと」について
考えたが、そこから一歩進んで「自分の強み」に

に迫る！～お客様の笑顔のために～』は読売手作

ついて、
「働くとはどういうことか」について考え

り新聞コンテストで「取材内容賞最優秀賞」を受

３．
４「先輩の話を聞こう」

る機会を持ってほしいと、７月の午前中授業を利

大学生活を生き生きと送る卒業生との交流をき

用し、JSBNのメンバー１人であるPATHWEAVE

っかけに何か将来に向けてのヒントが得られるか

の内藤博之氏にワークショップを依頼した。「自分

もしれないと、中３の６月と９月に卒業生に来て

がしたいこと」と「自分ができること」「周りが自

もらい、話をしてもらった後、パネルディスカッ

分に求めていること」などをそれぞれ考え、友達

ションを行なった。

賞した。彼女は中２の夏に二重跳びについてプレ
ゼンをした生徒である。

とシェアすることで、好きなことから「仕事」を

この取り組み自体は決して珍しいものではない

どう選べば良いかを考える機会を得ることができ

と思うが、こだわったのは事前のヒアリングだ。

たと思う。ただ、思いのほか、グループで自分の

せっかく話をしてもらうので、卒業生の彼女たち

●生徒B：障害を持っている子どもたちの力にな

ことをシェアする場面で恥ずかしがる場面もあり、

が後輩たちにもっとも伝えたい話をしてほしい。

りたいと考え、中２の冬のキラビトでは職業調べ

ある程度慣れた間柄でも、自分の強みや良いとこ

生徒たちは建前の話をすぐに見抜く。少し破天荒

を行った。その後、自分の通っていた小学校でボ

ろをシェアすることは簡単ではないという発見も

でも本音の部分に生徒たちは「心を動かされる」

ランティアを経験し、作業療法士になりたいと考

あった。グループ作りや事前の打ち合わせなどを

のではないだろうか。事前に一人一人の卒業生と

える。中３の夏には実際に作業療法士になるため

もう少し綿密に行うことで次回はさらに良いワー

直接会って、あるいはメールでやり取りをしたの

の大学を訪問し、大学生にインタビューを行った。

クショップとなると感じた。

は、よりリアリティのある話を引き出すことに役

写真はボランティアを行なった時のキラビトポス

立ったはずだ。この会の後、話をしてくれた卒業

ターである。

生が自らの作品を出展した建築の展覧会に出かけ

生徒Aと生徒Bは元々自分の好きなことや興味の

学校では問題集や模試などの教育のハードの部

た生徒もおり、やはり生徒たちにとって先輩の影

ある分野からやりたいことへと発展させた例であ

分には予算が付くが、まだまだ研修や教育プログ

響力は教員より何倍も影響力があることを実感し

り、生徒Cはキラビトやその他のイベントを通して

ラムなどのソフトの部分まで投資する文化がない

た。

自分自身について考えるようになったことで、自

外部プログラムを活用する意義

と感じる。
「教育は教師が行うべきもの」という意

分の興味のある分野を見つけ職業に結びつけた例

識が根底にあるのかもしれない。私自身も、最近

である。

４．生徒たちの変化

まで学校の外に生徒の学びに有効なプログラムや

ここでは、キラビトコンテストなどを通してうま

イベントが多くあることや、子どもたちの教育の

れた生徒たちの変容についていくつか紹介したい。

５．最後に

ら知らなかった。しかし、実際この２年の間に何

●生徒A：元々動物が好きな生徒で、動物の殺処

徒たちが自分の興味のあること・強みを見つけ、

度か学校外の人たちに生徒たちの教育に関わって

分に問題意識を持ち、中２の冬のキラビトで動物

将来自立して生きていけるように、学校は授業・

いただき、多くのメリットがあることが分かった。

ために熱心に活動をする企業や団体があることす

これからの学校におけるキャリア教育では、生

保護施設での経験を発表した。自ら施設に電話を

総合学習・行事など「教育課程全体」を通じて「必

まず一番大きなメリットは、生徒の学びが実社

かけてボランティアを申し入れ、大人のボランテ

要な資質・能力」の育成を図っていく取り組みが

会とつながることだ。教員と親以外の大人と出会

ィアに混ざって３日間の活動を行った。中３の秋

必要だと言われている。新学習指導要領の作成に

い、普段の授業では学ぶことができないようなこ

にはその思いを英語のスピーチにし市川市の英語

も携わった法政大学の児美川孝一郎先生は、2018

とを学ぶことができるのは多くの生徒たちにとっ

発表会に出場。中３の夏には「読売手作り新聞コ

年に行われた「第12回キャリア教育推進フォーラ

てワクワクすることである。それは学校や授業で

ンテスト」に『１分でも早く殺処分０』という作

ム」での講演会で次のように述べている。
「各教科

−4−
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における学びがすべてキャリア教育につながるべ

員自身が失敗を恐れず新しいことにチャレンジす

きであり、社会や世界との関わりを生徒が感じ、

ることが重要であり、同時にそれを許容すること

自分の生き方について考えるような授業を行うこ

のできる学校の文化も大切である。より多くの学

とが重要である。そのためには授業が『アクティ

校が社会に対し開かれ、社会とともに子どもたち

ブで探究的』になる以外方法はない。キャリア教育、

を育てていくことができる環境がもっと日本でも

探究、アクティブラーニングの３つは深く結び付

育つことを願ってやまない。

  平成30年度
２学期生徒総会

発案から総会までの活動報告
和洋国府台女子中学校・高等学校

いていて切り離せないものだ」と。

生徒会顧問

【参考文献】

私自身も以前は、キャリア教育というと職業調
べや大学訪問くらいのイメージしか持っていなか

中央教育審議会「次期学習指導要領におけるキャ

ったが、この３年間の取り組みで変化していく生

リア教育について」文部科学省 2011.

徒たちを目の当たりにし、キャリア教育とは教育

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/

活動そのものであり、本来、教科教育とも切り離

education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi

徒会室は中高の役員皆で活動することになった。

して考えられるものではないと考えるようになっ

le/2017/10/24/1397727_003.pdf.（参照 2019-3-6）
.

中学役員がミーティングをしたり、高校役員も様々

た。今後、生徒たちが興味を持ったものと学びと

仲道 恵子

宮本 綾乃

クラスで企画書を提出してもらい、生徒会がそれ

１，はじめに
平成29年度に中学と高校が同じ校舎になり、生

らに基づき、話し合いを重ねた。そして最もふさ
わしいと思われる議題案を最終的に選択した。

な会の準備や活動をしたりと、一層活気溢れる生

３，生徒総会議題案提出までの流れ

徒会室になった。

①９月下旬に議題案を募集した際には主に以下の

をもっと結び付けていくことができれば、「将来の

児美川孝一郎（2018）
「これからのキャリア教育の

進路」と「学び」はさらにつながるようになるの

かたち〜キャリア教育とアクティブラーニング、

ではないだろうか。

探求をつなぐ〜」第12回キャリア教育フォーラム

つけ、中高役員の活動は、互いの成長に良い影響

・髪型の改善（１本結びの追加）

報告書．

そして、自分で主体的に考え行動する生徒を育

Vol.27

２年目を迎え、彼女たちの日々の活動をみるに

ような案が提出された。

があると実感した。その中でも、特に活気に溢れ、

・鞄をリュックサックに変更

てるには、生徒たちが失敗しても良いと感じられ

希望に満ちた生徒達の自治活動の発展につながる

・靴下の材質を丈夫に改良してほしい

る安心した学びの空間もとても重要だ。自分の意

と感じた、２学期の生徒総会について報告したい。

・学園祭のクラスＴシャツ着用範囲を広げたい

見を言いやすい、疑問を投げ掛けやすい学年作り

・タイツ着用を自由化

ができたのもさまざまなプロジェクトを成功させ

・購買部営業時間の延長を希望

２，新しい流れになった今年度の生徒会活動

ることができた一因だと思う。そして、それは生

平成29年度から生徒会役員の活動時期が移行期

・登下校や校内のマナーについて話し合いたい

徒たちの失敗を受け入れ、疑問に真摯に向き合い、

に入った。それまでは生徒会役員選挙を７月に実

・身だしなみについて話し合いたい

自分たちが間違えたらきちんと謝ることができる、

施し、新旧役員共に学園祭を運営、高３役員は学

・学校説明会を生徒中心で実施したい

学年主任を始めとする学年の教員たちの姿勢によ

園祭をもって後輩に引継ぎし、引退準備に入り、

・守衛さん清掃員さんへの感謝会を開催したい

り作られたものだと思う。私が提案する「失敗す

10月後半から11月に引退していた。

・キャンパス内外の周辺を清掃したい

るかもしれない」様々な新しいプロジェクトを「や

しかし、平成29年度は３学期にも選挙を実施。

毎年、提出される議題案の中には、校則等の不

ってみよう」と背中を押しサポートしてくれた同

新旧役員共に送別会と平成30年度新入生歓迎会を

満めいたものもある。だが、今回は、議題案を考

僚と上司がいなかったら、ここで生徒たちの成長

運営した。つまり、高校３年役員は４月新入生歓

えさせるにあたり、生徒達のわがままな欲求や要

について紹介することはできなかっただろう。

迎会をもって引退したのである。

望ばかりで満足する学校生活を送れるのか、考え

最後に、学校はもっと社会に開かれるべきだ。

以降は高２役員が主導し、代表・学園祭委員会

させる機会を設けた。生徒の学校生活での要望に

教員が単に生徒に知識を教えるという時代は終わ

等を開催し、様々な行事を企画・運営した。失敗

対して「生徒が主体になって活動できることは何

ったと言っても過言ではない。外部の団体や企業、

もあったが課題が明確になり、今後につなげるこ

か？」「生徒達は何をすべきか」という生徒や生徒

保護者も巻き込み「ともに子どもたちを育てる」

とができたように思う。

会が目指す、自治活動への取り組みを考えさせる

という姿勢が、結果として生徒たちの「学び」と「社

ように促した。

会」をつなげる有効な手段となり、「主体的に自分

２学期の生徒総会は現役員にとって、役員を引

結果、議題案の後半部分のような「今一度自分

の人生を選択できる生徒」を育てることになるは

退した先輩や高３が見守る中、少ない経験の開催

たちの生活を振り返ってみよう」や「お世話にな

ずだ。そして、それは教員にとっても生徒と共に

であった。どのように準備し、進行すべきか、そ

っているばかりではいられない」等、自治的な議

社会を学び成長する絶好のチャンスとなるのでは

してどう決着することが望ましいのか、幾度もミ

題案が提出されるようになってきた。

ないだろうか。

ーティングを重ねていた。

②たくさん提出された議題案の中から生徒会では、

学校を開き新しい風を入れるためには、まず教

今回、生徒総会に向けて、総会議題案提出には

−6−
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〔生徒が考える学校説明会

〔通学鞄の改善

企画書〕

〔感謝を伝える会

Vol.27

企画書〕

企画書〕

〔髪型の改善についての企画書〕

てもらい、企画書の作成をクラスに依頼した。
これには、すべての先生方、とりわけ学年主任、
担任の先生方に多大なる協力をいただき、生徒に
指導し、素晴らしい企画書を提出してもらう事が
できた。
企画書の書き方については、高１が国語総合で
学習していたため、それに習い、工夫し、発展的
に書かせた。生徒達の想いや自治活動への実現に
向けて、論理的に意見を出すために以下のような
例を提示した。
例）１回目「○年○組は～～を提案します

④生徒総会にむけて

なぜなら～～だからです

各 クラスから２枚の企画書が提出され、すべて

～～を目的としています」

を役員が読み、話し合いを重ねた。これらから、

２回目「各クラスから提案された意見に
対して～～と考えます

最終的に３つに絞った。

なぜなら～～だからです」

１つめ「１つ結びの許可について」
２つめ「生徒中心の学校説明会を実施したい」

③各 クラスから提出された企画書がどれも説得力

３つめ「守 衛さんや清掃員の皆さんに感謝を伝

があり、すべてを掲載したいが、抜粋して一部

える会を実施したい」

掲載したい。

−8−
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２つめと３つめは、あらかじめクラスで話し合っ

いことを要望書にし、購買部へ提出した。

てもらい、総会当日に採決、話し合うことにした。

購 買部は３学期に入ってから、生徒会に要望書

海外研修を経て

の回答をくださり、３学期生徒総会にて生徒達
⑤生徒総会当日

に報告ができた。

生 徒達は活発に意見を発表し、特に一本結びに

社 会に出たら、住んでいる町内会や自治組織等

関して、具体的に結ぶ高さを実演して発表する

で意見したり活動したりすることもあるだろう。

クラスや登下校のマナーを考慮すべきだとか前

世 間に出た時の練習を兼ねて、良い経験になっ

向きに発言している様子が見られた。

たのではないだろうか。
⑦生徒会規約

第二章総会を確認

私のアメリカ生活

～My American Life～
和洋国府台女子中学校・高等学校

西山 典子
Ⅰ

はじめに

校へ問い合わせる
・アメリカ大使館HPより情報検索

「生徒会規約（抜粋）」
第二章

総

時間が足りなくなるほど、白熱した生徒総会で

・ビザを取得（準備から取得まで２ヶ月かかる）

第５条

総会は本会の最高決議機関とする。

高等学校の教員向け海外１年

第６条

総会は毎学期末ごとに開くことを原則と

研修が設けられました。私は

非移民ビザ

する。必要のある時は委員長が職員会の

その第１回生となったわけで

I-20（アイトゥエンティー）の取得

承諾を得て臨時に開くことができる。

す。実際には国府台校、九段

総会は会員の三分の二以上の出席をもっ

校合わせて、計６名がアメリ

DS-160

て成立する。決議は出席者の過半数で

カのそれぞれの州で学びまし

デジタル写真を準備する

成立する。

た。研修目的は様々ですが、

ビザ申請料金カードで支払い

会 議の開催にあたっては、顧問教師の

大きくは、英語力を伸ばすこ

面接の予約

第８条

あったため、第３議題に関しては、今後とも継続

出席がなければならない。

していくこととした。
４，最後に
⑥総会後、購買部に要望書を提出

・パスポート申請（10年）と取得

和洋学園で初めて、中学校

会

第７条

生徒会役員は１年中、休むことなく仕事がある。
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学生ビザ

→F-1ビザ

アメリカの学校から発行してもらう
オンライン申請書の作成

と、見聞を広めることです。留学するには年齢も

アメリカ大使館で面接を受ける

高齢ですので、心配も多々ありましたが、学生時

（ 目的が勉強であり、移住したり働くことで
はない事の確認のためであると思われる）

代から留学したいという希望が強くありましたの

・予防接種

で、思い切って決断しました。

州、学校によって種類が違う

この１年間、精一杯見聞きしたこと、学んだこと、

生徒総会議題案を募集した際、学園購買部へ様々

学校生活をよりよくしよう、楽しく充実した日々

な要望が寄せられた。今までも多くの要望が寄

にしようと思えば思うほど、やりがいのある仕事

私の奮闘を記録に残しておきたいと思い筆をとり

英 文での証明が必要なので、留学専門の医療

せられており、その都度、生徒指導部の教諭ら

である。まさに自治活動である。ただ、生徒会役

ました。これらは、初めての海外生活をしたから

機関で受けると便利

が状況を把握したあとに相談したり、購買部や

員たちの日々の学習や部活動、習い事、予備校等

こそ得られた貴重な体験だと思っています。また、

・海外留学保険加入

商品取り扱い業者に掛け合ったりしたことがあ

…時間はいくらあっても足りない。「１日48時間あ

海外研修の有意性を理解していただき、より多く

・片道航空券取得（４か月前には取得した）

った。

っても足りない！もっと、時間が欲しい！」と言

の方がこの研修に参加されることを望んでいます。

・USA携帯電話契約（SIMフリー電話）

今 回、生徒会役員が生徒達の日頃考え、伝えた

っている姿を常にみる。生徒会での学び、培った

少しでも皆さんのご参考になれば幸いです。
［２］持ち物

ものを社会で存分に役立ててくれたらと願う。
また、先生方には、活動内容への理解を引き続
きお願いしたい。もちろん生徒会役員に目を向け

Ⅱ

パスポート・ビザ・I-20

留学準備

ノートパソコン・シムフリー携帯電話・USB・SD
カード・コンセントプラグなど

ていただいていると思うが、裏方として働いてい
る彼女たちの姿も心に留めて接していただけると

［１］ 留学手続きの流れ

幸いである。顧問としては「開かれた生徒会」に

・アメリカンセンター（Education

したいと考えているが、そこには先生方の協力も

き、留学における情報を得る

不可欠である。自治活動を通して「凜として生きる」
という学校目標の基を築いていけるよう、まずは

薬（アメリカの薬は効き目が強いので）
USA）に行

服（最小限にとどめ、帰国時はリサイクルショッ
プに寄付した）・スーツ１着（学校訪問その他用）

・
「アメリカ大学一覧」
（2000校以上）から研修

履物（スニーカー・パンプス・下駄）
文化交流用

校を探す

生徒総会の在り方を変えることに最善を尽くした

・学校のホームページ検索

折り紙

い。

・入 学に当たり、必要書類、必要資格などを学

☆

− 10 −

− 11 −

浴衣一式、書道道具一式、和紙、色紙、

少々値段は高めですが、サンディエゴには日
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［２］項目

本の品が手に入るお店がいくつかありました。

ファミリーの問題など苦労も多い中、お互いに助
１．外 部講師のレクチャーを聴き、それについて

１．コースプログラムの修了

・荷物の量
み可のスーツケースと手荷物リュック

‘Intensive Communication and Culture’修了

帰 国時は、上記に加え、教科書等を詰めたダン

‘Academic

Advancement through Service

① San Diegoの生活環境をいかに良くしていく

Learning’ 修了

ボール大１箱（20kg未満）を日本へ送りました。

け合っている姿は好ましく思えました。

ディスカッションを行う授業

UCSD大学extension にて

行 きは、中サイズのスーツケース、機内持ち込

Vol.27

２．ジャーナル の授業

か、安全性・環境汚染・ごみをどう減らすか

毎週末、その週にあった出来事、ニュースなど

などの観点からグループごとに意見を出し合

を１つ取り上げ、内容の要約と自分の意見、クラ

いました。国によって気付くポイントが違う

スへ投げかける質問事項を考えるのが課題です。

リカで手に入るものは持っていかず、現地で購

２．TESOL資格の取得

と感じました。ゴミを出さないようにする、

授業日の前日までに、課題を担当教員にメールで

入。帰国時に生活用品等は留学生に譲りました。

Internexus San Diego校にて

片付けるという感覚は日本人特有のようです。

送信します。提出した内容を元に授業中にディス

極 力荷物を少なくすることを考えたので、アメ

Advanced TESOL Diploma 取得
［３］場所
アメリカ合衆国

TESOL
Children

カリフォルニア州

② B
 T-corn（遺伝子組み換えトウモロコシ）につ

カッションを行います。

いてのレクチャー

Specialization in Teaching English to

「 遺伝子組み換えには危険性などないに等し

Diploma 取得

３．スピーチ、プレゼンテーション
授業で学んだ内容をさらに深めるために、２～

いのに、なぜ日本人はそんなに気にするのか」

サンディエゴ
滞在場所：アパート（ルームメイト３人）

３．ボランティア 活動（100時間以上）

と問われました。個人差はあると思いますが、

３人のグループごとに課題が与えられ、それにつ

8550 Costa Verde Blvd. Unit San Diego CA

・Children’s Creative & Performing Arts（私立）

92122
［４］カリフォルニア州サンディエゴを選択した理由

サウジやヨーロッパの人は、味が落ちていな

いての聞き取り調査、アンケート集計などをもと

2018年４月末～６月末まで

ければ全く気にせず食べるようです。因みに

に考察し、発表します。

週１日書道授業を担当

私は、危険性がないかどうかの検証が不確か

①

絶滅種の動物について

なので、これからの世代に影響が出る可能性

②

幸せとは？

があるものは避けるべきだと意見しました。

③

紹介したいお店や品物

アメリカ企業の「改善」

④

家族構成人数

海岸清掃、老人ホーム訪問、キャニオン植栽、

ト ヨタ社の企業改善プログラムがアメリカに

⑤

死後の世界はあるのか？

フードサービス、日本文化

大きくよい影響を及ぼしているという内容で

⑥

韓国美容整形について

した。日本人として誇らしく思いました。レ

⑦

物価

クチャーの後、クラスの中でどのチームがい

⑧

お小遣い

ち早く改善方法を見出し、作業時間を減らせ

⑨

伝統的な食べ物

るかという簡単なワークショップがあったの

⑩

塾について

・ODIに所属し、小学生に環境問題を教える
（アシスタントとして参加）

・カリフォルニア大学に興味があった

③

・その他

・外国人留学生が多い
・１番日本に近く、直行便がある
（日本にいる高齢の親を考えて）

書道デモンスト

レーションなど

・気候が穏やか、景色が美しい
（海と太陽、ヤシの木が目に入る街）

４．学校訪問
［５］選んだ学校
2017年９月 ～ 2018年３月
カ リフォルニア大学サンディエゴ校エクステン

Ⅳ

ですが、３回行いましたが、日本人がいるチ

授業内容の紹介
④

ション（UCSD extension）
2018年４月 ～ 2018年８月
インターネクサス

Ⅲ

サンディエゴ校

研修の目的と項目

UCSD大学

［１］Intensive Communication and Cultureの内容
［１］目的

始めの３ヶ月間、UCSDで、コミュニケーショ

・英語で授業をする

ンとカルチャーにおける内容の授業を取りました。

・国際感覚を身に付ける

興味深かったものを紹介します。
このコースを受講している学生は、中国、韓国、

・異文化交流
・中学校高等学校視察

日本、サウジアラビア、カザフスタン、フランス、

・ボランティア活動

ロシア、クウェート、エクアドル、イタリアなど様々
な国からの留学生です。

− 12 −

ームが圧倒的に早かったです。

［２］A cademic Advancement through Service

他の授業の中で話題になった点

Learning（AASL）

＊ 日 本を旅行した際、お財布を無くしたが

の内容

自分の手元に戻ってきた。こんな国は他

USCDの２学期

にはない！日本人はどう教育されている

目にこの授業を取

のか？

りました。
ボランティア活動を通じて、ボランティアの意

＊ 日 本人の学生が、通りすがりに私に会釈
する姿を見て珍しいと思った。どういう

義、心構え、問題点、学んだ点、気づいたことなど、

意味なのか？

更に徹底的に掘り下げて、自分との関わり、自分

＊ 日
 本のDisneylandを例にとり、塵一つ落

らしさ、自分とは何か？自分の使命などを追求し

ちていない点、仕事に対するきめ細かさ、

ていく授業でした。非常に興味深く、学ぶことも

時間厳守など、道徳心や礼儀についても

大きかったと思います。

話題になりました。
UCSDで学んでいる日本人学生は非常に好感が
持てる人達でした。将来への不安、学校、ホスト

− 13 −
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１．ボランティア活動

Q２: If you were granted a wish to do anything

【UCSD大学紹介のボランティア】
①

私が主に参加したボランティア

【個人参加のボランティア】

Ocean Discovery Institute という小学生に環

①

境問題を教える組織団体です。
・小 学校での理科の実験で、私はミミズの解剖
のアシスタントをしました。

書道デモンストレーション

存在しているのかを考える。

しんでくれました。サンディエゴでは、茶道
は珍しくないようで、書道を体験できたこと

また、自分をこの場所にいる何かに例えて

が面白かったようです。

The Race Card Project

the best in you? Which are the most

What is race?

difficult?

on stereotypes recently, and I would like
version of The Race Card Project.

field?
③

書道授業

⑤

Children’s Creative & Performing Arts（私立）

⑥ ボ ランティア活動を通じて、あなたのゴール

敵はいるのかなどを考えさせることが目的で

で、２ヶ月間、週１日、４クラスの書道授業

す。

を担当しました。日本の文化にも触れました。
近所に住むアメリカ人に、日本食（ちらし寿司、

でいるものを取り除き、よいものを人々へ提

焼きそば、日本そば、そうめん）の作り方を

供します。人に渡す際には、必ず声をかけて、

教えました。こちらの卵は生では食べられな

両手で手渡しする、または袋の中に入れてあ

いので、すき焼きはやめました。

Leadershipについての論文を読む

ほとんどの授業は以下のような流れで進められ

掛けに笑顔を見せてくれる人もいますが、全

ています。

く反応を示さない人もいました。

例）Leadership

約し、それについての感想や自分の意見を書
く。

というサイトにアップする）

 また、その記事の中にある言葉や文章を使
３．Vocabulary 単語・熟語の学習

って、poem詩を作る。
My poem（授業でつくりました。
）
Helping, Fixing and Serving

Planting Canyon（谷）でシャベルを使って土

①

などを授業の中でプレゼンテーションする。よせ

When you help, you see life as weak

あつめた単語を、Quiz letというアプリを使用して

When you fix, you see life as broken

単語の練習をする（問題は教師が作成）

When you serve, you see life as whole
The nature of life is scared

単語・熟語テスト方法

についての授業

ボランティアとはどういうものなの

記 事（A４版３頁）を読んで、その内容を要

は何かを考える
⑦ T
 ED Talkを見て感想・意見を書く（Schoology

個ずつみつけ、その単語についての意味、使用例

はメキシコ人がほとんどでした。私たちの声

Serving

か。Helping・Fixingとの違いなど。

ボランティア活動の中で必要な単語を各自、２

２．授業の進め方の一例

We have been focusing

us to finish up this topic with our own

Q５: Do you have a speciality within your

んな役割を果たしているのか、自分の友達や

③

Racism 人種差別について

melt away?

ど、仮説を立てさせてから実験を行います。

日にちの経った野菜や果物の傷ん

②

Q４: W hat kind of relationships bring out

鳥類や植物の観察、塩分濃度を調べる実験な

所得者に対しての配給サービスです。来る人

チ ームに分かれ、どのチームが一番高くタワ

スペリングを書かせる

The life is a holy mystery

を掘り、植物を植える作業。ビニールやガラ

ーを作れるか？というゲームをYouTubeを参

単語と意味のマッチング

My pain is the source of my compassion

スの破片などのゴミが多く、取り除きながら

考にしながら行います。チームワークが求め

文章の（

My woundedness is the key to my empathy

られます。

絵 を見て、与えられた単語を使用して文

In helping

リ ーダーシップにおける自分自身のゴールを

を作るなど

In fixing

の作業です。私は、１本植えるのに30分ほど
かかりました。３時間で、へとへとでした。
④

の思い込みはどこからやってきたものなのか。
Racismが強調されているが、本当にRacismは

げることが大切であると指示されました。低

③

life, what would you choose?
are you doing when the ours seem to

１回に、10人～25人ほどが参加し、とても楽

Feeding

固定観念について

人 を思い込みで判断していないだろうか。そ

Q３: Contemplate an ordinary work day. What

験講座を行いました。

②

Stereotypes

Friendship Gardenの会場で、アメリカ人や外

にある公立小学校４年生対象）では、海岸で

storyを作らせます。自分はこの環境の中でど

①

you wanted for the rest of your working

San DiegoのBalboa Park の中にあるJapanese
国人観光客に書道デモンストレーションと体

・小 学校のField Trip（毎週木曜日、San Diego

②

５．その他の授業項目

use to describe you?

になり、出費が嵩みました。

Vol.27

Beach Cleanup

②

海岸でのゴミ拾い

）内に適切な単語をいれる

And

定 め ま す。Schoologyに ア ッ プ し、 そ れ に つ

ど のようなごみをいくつ拾ったのかを組織団

いて後日教師がコメントを与え、見直しが必

体に報告します。集計の結果、タバコの吸い殻、

要かどうか、それに向けて何をしているのか、

ビニール類が多かったです。
こ のボランティアはUCSDの一般学生にもチ

③

ラシを配り、参加を促しました。

自分の意見、感想、どうしてそう思ったかなどを
書き綴る。

要素を備えているのかなどについて考え、デ

（例）インスピレーション、美徳とは？ リーダー

….

Leaders say….,

Leaders have

とは？
…,

Leaders think….

Our work itself will renew us

毎週授業時間内（10分）で、ある題材について

リ ーダーとはどういう人間であるか、どんな

Leaders are

ボランティア活動は、責任があり大変でしたが、

In serving

何ができているのかを検討させられます。

ィスカッションします。
【感想】

４．ジャーナルを書く

We find a sense of gratitude
④

person（内向的な人）

なぜ、世間はExtrovert（外交的な人）な人を

あなたが遭遇した困難、あなたに

とっての故郷、あなたの使命

Introvert

評価するのか、アメリカでは内向的な人は評

etc.

価されないことが多い。内向的ではいけない

ジャーナルに限らず、何かの課題において、自

のか。

次のような質問に答えながら、自分とは何か、

分の意見を、Schoology

充実して楽しかったです。ただ、場所は便の悪い

自分の良さ、強さなどを見出します。

ップし、クラスの皆と教員がそれを見て、コメン

⑤

何のためにボランティアをするのか。

ところが多く、私は毎回タクシーを利用すること

Q１: What adjective would your best friend

トを与える。

⑥

自分の人生のゴールは何か。

地域の人達とのコミュニケーションが取れるので、

④
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［３］Advanced TESOLの内容

Ⅴ

学校訪問

します。４年制大学への進学率も高いということ

かたまりが大きいサイズの肉、野菜、洗剤、パン、

です。

アイスクリームはバケツサイズがありました。１

この学校で、日本文化の授業として、２ヶ月間
［１］The Bishop’s School校
私立中学校高等学校

共学校

ターバックスやマクドナルドの飲み物サイズも日

６年生～12年生

ンビア大学、スタンフォード大学などへ進学して
います。学費は年間360万円とかなり高いので、富

［３］Torrey Pines High School

校

本のLサイズがアメリカのSくらいの大きさです。

共学公立高等学校。San Diego ではトップレベ
ルの進学校です。部活動等にも力を入れています。

ズは、１クラス平均14人と少人数制で手厚い教育

TESOL（ティーソール）＝Teaching of English to

をしていることを特徴のひとつに上げています。

Speakers of Other Languages
この授業では、英語を母国語としていない人に、

甘いコーラを大量に飲み、ポテトは野菜だから身
体に良いと思っているようで、フライドポテトや
ポテトチップを主食のように食べます。ピーナッ

裕層家庭の生徒が多いと思われます。クラスサイ

Internexus San Diego 校での授業

週間のまとめ買いをする人が多いとは言え、あれ
では太っている人が多いのも無理はないです。ス

書道の授業を担当させてもらいました。

まであります。レベルは高く、ＵＣBerkeley, コロ

Vol.27

［４］La Jolla High School

校

ツバターも体に良いといって、食パンに５ミリぐ

高級住宅地にある共学公立高等学校。授業見学

らいべっとりとぬって食べます。果物の１つのサ

理科実験などの実験器具や装置は１～２人に１台

はできませんでしたが、生徒と話すことができま

イズは比較的小さいが、１袋にたくさん入ってい

の割合で使用できます。また、ほとんどの授業が

した。男子も女子も、明るく親切で、好印象を受

ます。私としては、オレンジ以外、日本の果物以

英語で英語を教える英語教授法を学びます。240時

ディスカッション形式で進められていて、生徒は

けました。

上に美味しいと感じたものはありませんでした。

間認定される講座を受けてその資格を取得しまし

積極的に発言していました。部活動の種類も多く、

た。

放課後は活発に活動が行われていました。夜に行

授業項目は大きく12項目あり、内容はテキスト

また、ケーキ、クッキー、キャンディーなどそ
［５］その他

小学校２～３校

の甘さや彩の良さは異常です。あれほど着色料を
使っている物を子供に毎日食べさせるのは、虐待

われたオーケストラのコンサートに招待されまし

750ページ分です。１クラス、５～６人の少人数制

た。教会、礼拝堂、コンサートホール、プール、

で、常に教師との対話形式、ディスカッション形

体育館、図書館、実験棟、食堂などの施設も充実

りです。私学の女子中学高等学校を訪れることを

街の中では、人々が行進をしている光景をよく

式で授業が進められます。１つの教授法を学ぶと

しています。生徒は自由に朝、昼の食事を食堂で

目的としておりましたが、サンディエゴには女子

見かけました。女性が抗議デモ行進を行っている

すぐに、時間が与えられて、学んだメソッドを使

とることができます。スクールバス利用も自由で

校がありませんでした。また、日本語の授業を行

ときは、比較的ピンクか赤色のものを身にまとっ

ってTeaching Planを組み立て、クラスの生徒の

す。（食費やバス利用費は学費に含まれていると思

っている中学、高校はありません。残念ながら現

ています。デモではなくても、記念日などに、そ

前で授業を行います。または、この学校は語学学

われます。
）

在はどの学校も中国語に力を入れている感じがし

れぞれの色（赤、グリーン、黄色など）を身に付

校を併設しているので、１週間に１回、語学学校

じてくれる様子でした。雰囲気が和洋国分校舎に

ます。

けて、その日を祝ったり、訴えたりしています。

のクラスで、授業の実践を行います。毎週記述形

よく似ていました。

今後、交流を希望すれば、相談に応

式のテストがあります。最後にFinal Testと Final
Presentationを行い、Final Essayを提出して合格

アメリカ滞在中に訪問した学校は、上記のとお

アメリカの祝日の１つに、11月11日のVeterans
Day があります。ベテランズデーとは、アメリカ

【生徒向け短期語学研修・短期留学】
［２］Children’s Creative & Performing Arts校

すれば、資格取得になります。毎日帰宅後、夜中

私立共学校

幼稚園から高等学校まであります。

ではないかと思い、居た堪れなくなりました。

今後の選択肢として、語学学校での短期語学留

のために命をか

学（３か月、１年など）プログラム、修学旅行や

けて戦死した人

まで予習や課題に取り組んでいました。課題は毎

始業時間は７：30 am. 終了は学年によりますが、３：

長期休みの研修旅行などを、San Diego で検討す

たち、今生きて

週、日曜日の夜までにメールで提出しなければな

30 pm.です。劇、ダンス、音楽、美術に特化して

ることもできそうです。UCSD大学見学、ボラン

いる戦争で戦

りません。

いる学校で、幼稚園から小学低学年までは、イタ

ティア体験、カヌー体験、見学地（シーワールド、

リアのモンテッソリ教育を取り入れています。ア

サファリ、クジラ、アザラシウォッチング、博物館・

対して感謝と敬意を表す日です。その日は、退役

メリカは高校まで義務教育ですので、午前中は普

美術館など）も豊富です。車で、１時間半程でデ

軍人さんたちは、飲食が無料であったり、美術館、

通に公立校と同じような授業内容を行い、10人前

ィズニーランドにも行けます。

博物館なども入場料がかからないところもありま

［４］TESOL Specialization in Teaching English
to Children の内容
基本コースを取得した上で更に詳しく学ぶため

す。私はこの様子を見て、アメリカに限らず、自

後の少人数クラスで、生徒中心の授業が行われて

の資格取得コースです。これは子供向けに特化さ

いました。午後になると、音楽、美術、
ダンス、劇、

れた英語教授法です。年齢に応じた効果的な授業

体育などの選択授業がほとんどで、特に小学校低

を行うために、様々な活動プランを考えました。

学年は、遊びながら授業を受けているような印象

Ⅵ

国のために戦い、特に若くしてなくなった方への

アメリカ生活で感じたこと

感謝の気持ちは、どの国においても同じだと思い
ました。日本ではこのようなことがなされません

を受けました。授業を受けたくない生徒は端のほ

スーパーマーケットに並んでいる、飲み物は２

うで静かに一人で自分のやりたいことをしていま

Ｌ、４Lサイズが普通です。ケーキやクッキーは大

す。無理に授業に出させることはしていませんで

きいだけではなく、着色料が毒々しい、決して小

した。学びたい生徒はどんどん学び、先生に質問

さい子供の健康面では良くないと思います。ひと
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った退役軍人に

が、日本人ももっと彼らに対して、感謝と敬意を
表しても良いのではないかと感じました。
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留学記

留学から戻って、生徒
に何か還元したいと考え

だらけの辛い毎日。落ち込んでいる時間もない。

れる側の関係は対等であり、そこには「助ける人」

わず、顔を見合わせて「辛いねー」と言いながら、

また明日がやってくる。恐怖に感じる目覚まし音。

「助けられる人」といったある意味上下の感覚は

お互い笑っていました。それ以降は、黒人男性を

始めの１，
２か月はこのような状態であったが、
「や

ないようです。アメリカの人たちは、ものすごく

みても以前のように思うことはなくなりました。

り続ければ、いつか私でも普通にできる日が来る

自然に相手に接し、相手からも得るものがあった

アメリカでは、
「黒人に対しての人種差別がまだ

～」と居直った。

り、相手が不自由に感じていることで、自分にで

まだたくさんある」という人たちもいれば、
「人種

きることがあれば無理のない範囲で行動します。

差別なんかもうないのに、そう思い込んでいるだ

たとき、私が見聞きして、
◆日本の常識なんて通じない

肌で感じたそのままを伝

Vol.27

えること、そこから生徒

実際に、私が松葉杖でバスから降り、次のバス

けである」という人たちもいます。

に乗り継ぎをしようとした時に、あいにく次のバ

「黒人は白人よりも犯罪を犯す率が高い」と言わ

一人ひとりが何かを感じ

私たちを取り巻く環境の中で、私たちは、ある

スがバス停に到着しそうでした。当然私はそこへ

れることもあるようですが、その差はほとんどな

取ってくれることを期待

一定の共通理解を持って生活しています。「この場

は間に合わないと思い、がっかりした顔をしてい

く、黒人の犯罪は巷で泥棒したり、喧嘩したりが

しました。

合はこうするのが当然」
「普通はこう思うでしょう」

たのでしょう。私の表情を察したのか、黒人の男

多いために、そのように感じるのであると言う人

そのうちの一つが、生

と思うことが誰にもあると思います。海外生活で

性が、「あのバスに乗りたいのか？僕が止めておい

もいました。また、「黒人は、小さい頃から白人の

徒向けに書いたこのメッ

は、私たちの「常識」が、ことごとく通用しない

てあげるよ！」と、とても自然に声をかけてくれ

差別に脅かされ、そのストレスのために、平均寿

セージです。いくつか紹介します。

のです。

ました。あまりに自然で優しい行動に驚きました。

命が白人に比べて短い」という人もいます。一方

例えば、お金も払って申し込んだ物が、いつの

日本では、障害のある人が、街中で不自由して

◆「波乱万丈、海外生活」の始まり

間にか知らせもなくキャンセルされている。それ

いると見えても、なかなかすぐに声掛けができな

アフリカ系の人種の生物的遺伝ではないか」とい

についてメールで抗議しないと、返金もされませ

い人が多いでしょう。相手もまた、遠慮がちになり、

う人もいます（TED talks や授業中のディスカッ

では、
「それは、ストレスで寿命が短いのではなく、

それは想像以上に大変なことでした。San Diego

ん。アパートのシャワーのお湯が出ないので、管

「手伝ってください」とは言いづらいところがあ

ションより）。私は、それらの様々な主張が、どれ

の飛行場について、アメリカの携帯電話が上手く

理会社に連絡してもなかなか修理に来ません。３，

ります。アメリカに比べ、日本ではまだまだ、障

が正しいのか、間違っているのかわかりません。

始動できず、迎えに来てくれる人と連絡が取れな

４回連絡してようやく来てくれるといった状態で

害者が外に出て不自由なく行動できるようにはな

どちらも正しいとも言えるかもしれません。それ

かった。何とか出会えて、私が１年住むことにな

す。バスについては、慣れるまで大変でした。大

っていませんね。私のルームメートは、車椅子の

に、私自身の立場が変われば、見方や考え方も変

るアパートへ到着。入口のKey boxにパスワード

きなバス停以外は、バス停の名前も時刻表もあり

大学生でしたが、一人で、大学にも買い物にもい

わるでしょう。このような大きな問題に限らず、

を入力して、カギをゲット、無事に中に入ること

ません。次に止まるバス停のアナウンスもないこ

っていました。日本も早くそのような社会になっ

さまざまな情報が溢れている日常生活の中で、私

ができて、安心したのは束の間、さて今晩からの

とがあり、スマホのグーグルマップから目を離せ

てほしいと願います。そのためにも、「自然に無理

は、自分自身に間違った固定観念が働いて物事を

食べ物、生活必需品はどうする？ Wi-Fiというもの

ません。車椅子の人は１台のバスに２人まで乗る

なくできることをする」という姿勢が大切である

判断してはいないだろうか、得た情報は正しいの

も接続したことがない。Google mapもあまり利用

ことができ、乗るまでに４，５分かかりますが、朝

と感じました。皆さんも、ぜひ行動してみてくだ

だろうか、常にチェックする必要があるなと、つ

したことがない。Busの乗り方もわからない。バス

のラッシュ時でも乗客は、早くしてほしいという

さい。

くづく思わされました。

停に時刻表もない。おまけに私は方向音痴。翌日、

ようないやな顔もせず、皆協力的です。日本では、

大学への道のりをシミュレーションしようと試み

障害者はまだ遠慮がちなところがありますが、早

◆ステレオタイプ（固定観念）を外す！

◆自由ってなんだ？

たが、道に迷って３時間。親切に教えてくれた人

くこのように自然に行動できるとよいですね。

にも出会ったけれど、携帯のバッテリーも少なく、

はじめの数か月は、このようなことに毎日のよ

私の中で、「人種差別」とは、言葉の意味とし

日も暮れて、家にたどり着いたときは、
「よかった、

うに戸惑っていましたが、次第に、違いを楽しみ

て知ってはいましたが、身近に感じたことはあり

生きて帰れた!」と実感。

ながら（？）生活するようになっていました。

ませんでした。ところが、アメリカに居るとあち
こちで耳にするのです。特に「黒人」に対しての

授業の初日に、コンクリートのグラウンドで転
倒し、顎を切って血だらけ。病院で顎を縫うとい

◆ボランティアとはなんだろう？

思いませんでしたが、アメリカに来て間もない頃

う簡単な手術をする。脳震盪で頭痛がするのか、
大学の授業の中で、ボランティア活動を通して、

は、大柄の黒人男性を見ると、なんとなく怖い感

ボランティアとは何かということを学びました。

じがして、あまり近寄りたくないと思っていまし

英語の手続き書類で頭痛がするのか、何もかもに
疲れ果て、嫌気がさした。

話題です。私は、自分が人種差別をしているとは

私がボランティアで、２ヶ月間、書道の授業を

授業についての連絡事項、毎日ある宿題の提出

以前の私は、ボランティア活動といえば、
「人のた

た。しかしある日、友達に誘われて、ハードなヨ

などは全てスマホで行う。電話とメールぐらいし

めに自分ができることをやってあげる、困ってい

ガの練習に参加した時、疲れて、辛くて、汗だくで、

担当させてもらった学校の生徒たちは、とてもの

かスマホを使用したことのない私にとっては、地

る人を助ける」という意識で行っていました。と

ハアハア言いながらやっていたら、隣にいた黒人

びのびとして、
「この学校は自由だな」と感じまし

獄のようなスタート。何もかもがわからないこと

ころが、アメリカでは、ボランティアする側とさ

男性も、辛そうな顔をして頑張っていました。思

た。幼稚園から高校まである学校ですが、授業の
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クラスサイズは小さくて、１クラス、５～15人ほ

◆

NEW YORK

どです。ほとんどの授業が、発話形式で、先生が

に資産を得られる状態に疑問を感じます。ここが

ことを心掛けています。私は、アーミッシュの生

アメリカの抱えている大きな課題だと感じました。

活をしようとは思いませんが、現代人が惹かれる

ニューヨークは、

質問や問題を投げかけて、それについてどう思う

Vol.27

部分は大いに参考にしていきたいと思います。ま
◆

アーミッシュ（Amish）の人々

か、どのようにその問題を解決するかというやり

東京と同じ大都会で

取りで授業が進められます。特に正解があるわけ

す。東京よりも超高

ではありません。自分の考えをまとめ、人の意見

層ビルが密集してい

今から300年以上前、ヨーロッパで暮らしていた

を聞くことで、新たに発見し、学ぶことが大切で

るため、どちらを見

アーミッシュの人々は、迫害に遭いアメリカに逃

あると考えています。この学校は、芸術を重視し

ても、大空がなかな

げてきました。20世紀初頭で5000人足らずだった

ているので、午後は、ほとんどが選択による、音楽、

か見えません。それ

人口が、現在では32万人と、急増しています。こ

美術、ダンス、演劇などの芸術の授業です。時には、

ぞれの人たちが、そ

れは、中野区の人口にほぼ等しいようです。私は、

廊下や、玄関の端で授業が行われます。

れぞれの生活に必死

ペンシルベニア州のアーミッシュ村を訪ねてみま

学校の中で、ちょっとびっくりしてしまったこ

で、 街 は 慌 た だ し

した。彼らは、農耕や牧畜によって自給自足生活

とがありました。それは、どう見ても女の子の仕

く、時間が早送りに

をしています。電気を使用せず、電話等の通信機器、

草や話し方をする男の子を２人ほど見かけたこと

なっているかのよう

もちろんスマホも家庭内にはありません。自動車

です。その生徒に対して、周りの生徒は、とても

な動きでした。ここ

は使用せず、馬車で公道を走ります。学校は中学

自然に、その男の子に、女の子として接していま

は、ニューヨークの

校までしかありません。アーミッシュが生きてい

す。実は、この学校がある地域は、ゲイが多いと

中心地マンハッタンという場所です。ブロードウ

く上での教育は中学校までで十分であるとされて

聞きました。街のあちこちにレインボウフラッグ

エイ・ミュージカルやメトロポリタン美術館、自

います。彼らは、皆同じような服を着て、色も質

（虹の旗）がかけられているレストランや、宿泊

由の女神などで有名です。しかし、その華やかさ

素です。ほとんどの女性が白い帽子をつけていま

全人類にとっての大きな飛躍だ（That is one small

施設もあります。レインボウカラーは、LGBT（レ

とは裏腹に、こんな光景を目にしました。私は地

した。清楚な感じがしました。アーミッシュの子

step for a man, one giant leap for mankind．）」

ズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェ

下鉄を何度か利用しましたが、あちこちの車両で、

供たちは、16歳になると一度親元から離れて、普

これは、ニール・アームストロングが、1969年、

ンダー）の尊厳を意味していることが後でわかり

半分浮浪者のような人が、大きな声で、乗客に向

通の人たちと同じ暮らしをします。18歳で、アー

アポロ11号で月面着陸し、人類が初めて月面に足

ました。因みに、LGBTの割合は、日本では８％、

けて訴えています。その内容は、いかに貧しい生

ミッシュのコミュニティーに戻るか、絶縁して俗

を下ろした時に発した言葉でした。私は、格納庫、

13人に１人、これは左利きの人やAB型の人とだい

活を強いられているかということです。「この貧し

世で暮らすかを選択するようです。彼らには貧富

管制室、宇宙飛行士訓練施設の見学をしてきまし

たい同じ割合だそうです（LGBT総合研究所によ

い生活から救ってくれ～」
と訴えていました。私は、

の差はありません。競争もありません。皆で助け

た。宇宙センターは、留学中にぜひ訪れたいとお

る）。私の友達も知らずに、他の州に旅行中、この

この悲痛な叫びに、身につまされる思いがしまし

合って生きています。個人を引き立て虚栄心をあ

もっていた所の一つです。アポロ17号が、人類が

旗の宿に泊まってびっくりしたそうですが、みな

たが、乗客は、またかといったような顔をしてい

おる可能性のあるものは禁じられています。そう

宇宙飛行した最後の例です。アポロ計画では、事

さん気さくで、一緒にゲームをして楽しかったと

る人、「ずいぶん前にも生まれたばかりの子供のミ

いう理由で、楽器を持って歌を歌う、コンサート

故で亡くなった人や、40万人のチームワーク、総

言っていました。日本人である私は、これに限らず、

ルク代がないと言っていたが、もう大きくなって

ということもしないのです。彼らが作っているク

額14兆円が費やされています。アメリカでは、
「こ

様々な光景を見て、はじめはとても違和感を感じ

いるよな。
」などといっている人もいました。また、

ッキーやジャム、サルサはとっても美味しかった

んな莫大な費用をかけて、命懸けの危険を冒すの

るのですが、アメリカに居ると、こういうことが

街中で初老の婦人がゴミ箱をあさっていました。

です。私のアメリカ人への印象からはかけ離れて

か・・・このお金があればどれだけの貧しい国民

自然で、「様々な多様性、自由がここにはあるのだ

身なりは汚れているのですが、アクセサリーや着

いて、皆さん物静かでした。この時代に、昔から

を救えることか・・・」という批判もありました。

なあ」と感じます。日本に戻ってきて、改めて比

ている服は高価そうに見えました。以前は裕福な

変わらぬ生活様式を守り続けているグループがい

較してみると、日本には、たくさんの枠があって、

人だったのかしら？そんな様子を気の毒に思い、

るということだけでも衝撃的でしたが、どんどん

じず、ヒーロー扱いされるのを嫌っていました。

それが厚い壁でできているように感じました。自

アメリカの友人に話すと、彼女は、
「その人が本当

人口が増え続けていることにも驚いています。ア

2012年に82歳でなくなっていますが、家族の話で

分が作っている枠にも気付かされます。枠によっ

に貧しいのかどうかはわからないけれど、中には、

ーミッシュの人々の生活、考え方は、現代の生活

は、「何をするにも全力で努力を惜しむな。そして

て、守られていることもありますが、私は、時に

貧しさを装って、毎日200ドルぐらい恵んでもらっ

に疲れ、嫌気がさしている傷ついた人たちの心に

謙虚でいなさい」が口癖だったようです。

枠を外し、自分らしい「自由」な生き方を考える「自

て、堂々とそれを稼ぎにしている人がいるのよ」

はオアシスのように写るのかもしれません。私も、

の批判や困難を抱えながらも、宇宙開発を途中で

由」な心を、生涯持ち続けられる人でありたいと

というのです。私はびっくりしてしまいました。

た、日本の将来にも何らかの良いヒントになるの
ではないかと思います。
◆

NASA 航空宇宙センター in Houston

格納庫内より

飛行したサターン５ロケット

「これは１人の人間にとっては小さな一歩だが、

アームストロング船長は、帰還後取材にも応

国民

数年前あたりから、シンプルな生活を目指し、余

止めなかったから、現在、未来の人類の可能性が

それにしても、アメリカには、個人資産が何兆

計なものは買わない、使わないものはリサイクル

生まれ、私たちの大きな自信と希望につながった

円という桁外れの人たちが何人もいる中で、あま

か寄付。食べ物も必要な分しか用意しない。お金

のだと思います。

りに貧富の差がありすぎると感じました。こんな

は、教育もしくは心を満たすことに使う。という

思いました。
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私たちは人生の中で、実行すべきかどうか決断を

た。困難に遭遇したら、まずは「なんとかなる！」

迫られることが幾度かあると思います。大抵は、

と自分に言い聞かせる。次に、ある程度の最悪の

どちらを選んでも後悔や批判されることが多いか

事態を予測した上で、ある種の覚悟を持ってチャ

もしれません。でも、大切なことは、じっくり考

レンジする。このプロセスを何度も訓練させられ、

えて自ら決断し、それを決断したあとは、ブレな

身についたように思います。これらの経験は、大

和洋国府台女子中学校・高等学校

いでしっかり目的に向かうことだと私は思うので

変ではありましたが、私の必死さ、懸命さが伝わ

す。

ったためなのか、お陰さまで、私は多くの人たち

大竹 瞳

海外教員研修を終えて

に助けられ、友達もたくさんできました。
◆

私の留学そのものが「チャレンジ！」でした

皆さんも、日々の生活の中で、
「やってみたい
けど・・・面倒くさいし、できないかもしれない

０．はじめに

し・・・大変そうだし、辛そうだし、怖いし・・・」

本校で９年間、教壇に立ち、国際的に活躍する

友達より１日早い晩に宿に着くことにしていまし

と、１歩が踏み出せないでいることはありません

生徒を育てられる教師になりたいと考えるように

たが、宿泊の確認を前日にしていたにも関わらず、

か？

チャレンジは誰にもできます。勇気を出し

なっていた筆者にとって、平成29年度より開始さ

手違いがあって宿に入れませんでした。宿までの

て、やってみてください。きっと何かが見つかり

れた「併設校教員による海外研修」は、まさに僥

行き方のマップを写真に撮っておいたり、予め住

ます。

倖であった。

カナダで友達と待ち合わせをした時のことです。

社会人として経験を積んだ上での海外研修は、

所などは書き留めていたものの、スマホがアメリ
カ契約のためにカナダでは使用できず、Wifiもな
いので途方にくれました。また、その時は足を痛

Ⅷ

終わりに

語学力向上のためだけでなく、異文化の地で生活
することによる新たな発見や、再び学生という立
場になることで、教育を違った視点から見ること

めて松葉杖をついていましたし、日も暮れて暗く
まずは、この研修の機会を私に与えてくださっ

ができる。それは筆者の目標達成のために必要な

近所の人に声をかけ、お願いして、なんとかWifi

たことに大変感謝しております。そして、実行に

経験であると考えたため、本研修に参加すること

を貸してもらい連絡が取れて宿に入ることができ

移せましたのは、多くの方の理解と励ましがあっ

にした。

ました。あの親切な人がいなかったら？あの田舎

たからでした。深く感謝いたします。

なっていたのでとても不安でした。勇気を出して、

1.1

研修先決定への経緯

アメリカでの研修先を調べていく過程で、カ
リフォルニア州が英語教育に力を入れているこ

今回の研修では、英語で授業を行うための語学

と を 知 り、 名 門 州 立 大 学 で あ るUC（University

この１年で私自身学んだことを一言でいえば、

力を養うことと、アメリカの数学教育を学ぶこ

of California） 系 列 の 学 校 を 検 討 し た。UC San

ん。

「自分の小ささに気がついた」ということでした。

と、また、今後の教育活動に活かせるように、文

Diego、UC Irvin、UC Riversideとメールにて連絡

ハプニングは他にも有りました。以前はビザなし

留学以前にも、
「多様性を認めた上で、自分の意見

化の違いや思想の違いなどを知ることを目的とし、

を取り、数学教育と英語教育の融合プログラムを

でカナダに入国できたのに、「空路で入国の場合の

や考えを持ち、人との調和を図る」ことを心がけ

ESL（English as a Second Language）プログラム

行っているか、行っていなければプログラムのカ

みビザ取得が必要である」というルールに変わっ

ておりましたが、この多様性は私の想像の枠を超

と大学の数学教育法の授業の受講、多種多様な現

スタマイズが可能かどうか、などを問い合わせた

ていたのを知らず、空港でオンラインビザ取得な

えていました。

地学校の見学や文化研修を行った。本稿は、海外

が、掛け合ってもらえずに難航した。その後、別

研修の報告であるが、改めて教育活動を考えるき

の研修先を検討していたところ、本校のネイティ

っかけになれば幸いである。

ブ教員の一人であるサマンサ先生より、声をかけ

町で野宿？ということになっていたかもしれませ

どという私にとっては、かなりハードルの高い芸
当をやらなければならないハメに会いました。

これからの社会において、AI化が進む中、今あ
る仕事の多くがなくなり、新たな仕事が出現し、

ていただいた。サマンサ先生のご尊父がテネシー

また、最終日には、アメリカへ戻る飛行機が急

仕事だけではなく生活のスタイル自体も新しくな

遽キャンセルされ、夜中に空港近くのホテルに宿

ると言われています。おそらく想像もしないほど

泊、翌日の便で帰ることになりました。カナダの

の速さで、近い将来が変化することでしょう。遅

旅行自体は楽しかったのですが、ここまで色々あ

れがちな教育現場においても、今まさにシフトチ

研修先（教育機関）の選択があるため、まず初め

大学があること、また、サマンサ先生のご実家は、

ると、自宅に着くまで安心できませんでしたね。
（笑

ェンジが要求されています。その未来で生き抜く

に筆者の研修先決定への経緯を報告する。次に、

海外留学生のホームステイを受け入れた経験が何

う）私にとってアメリカでのできごとは、全てが

生徒たちにどのような教育が求められるのかを考

実践報告では、大きく２つに分けて「英語教育と

度もあり、本研修目的である語学習得にベストな

チャレンジと言っても過言ではありませんでした。

える上で、まずは、教員自身が視野を広げ、これ

数学教育」と、「文化研修」を報告する。

ホームステイを提案してくださった。Maryville大

そのほかにも、何かにチャレンジしようとすれば、

までの価値観を見直し、日本人の教育のアイデン

学のESL担当者と連絡を取り、研修中に語学のレ

必ずといって良いほど困難に遭遇しました。その

ティティを作り上げていかなければならないと実

ベルが基準を満たせば、大学の講義を聴講可能な

うち、私には困難の教科書が与えられていて、１

感しております。

ように調整できることを確認し、サマンサ先生の

つ１つの課題をこなしているように思えてきまし
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州の高校で数学の教諭をされており、ご実家の近

１．研修先決定への経緯と実践報告
語学研修をする際、頭を悩ませることの一つに、

くにはESLプログラムが設置されているMaryville

ご尊父の勤務校においても、数学の授業見学を受
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け入れていただく許可を得ることができた。この

1.2.B

1.2

実践報告

動員させた計画である。テネシー州のオークリッ

・William Blount High School（公立）；

ESLプログラムでのレベルが９（Advanced Ⅰ）

中３～高３。社会の授業で日本の文化紹介プレ

ジにウラン濃縮工場が建設され、広島に投下され

に到達し、春期から大学の講義への参加が認めら

ゼンテーションを行った。折り紙で鶴の折り方紹

た原子爆弾はそこで開発された。今もなお中性子

れた。Math & Instructional Strategies Ⅱという

介が好評であった。

研究や核兵器の貯蔵施設として使用されているた

講義で、主に小中学校の生徒に向けた数学教育法

・Alcoa Elementary School（公立）；

め、オークリッジはシークレットシティと呼ばれ

ような経緯で、研修先とホームステイ先を決定し
た。

大学の講義聴講

まずは「英語教育・数学教育」として、一年を

の授業である。事前に教授に相談し、宿題や試験

幼稚園～小２。Kindergarten（幼稚園年長）ク

通して在籍したMaryville大学でのESLプログラム

を大学生と同様に受けさせてほしいと願い出たと

ラスにて日本の文化紹介プレゼンテーションを行

と、研修後期より参加した大学の講義、そして、

ころ、快く許諾してくださった。

った。浴衣を着用。“だるまさんが転んだ”が好評

受講生徒は筆者を含め８名、授業法の享受や模

複数の学校への訪問・見学により感じた教育現場
の現状と、日本との差異などを報告する。

擬授業案の作成・実践、評価についてのルーブリ

1.2.A

ックの作成などに加え、近隣の学校へ訪問し、算数・

ESLプログラム

ESLとは、English as a Second Languageの略で、

数学教育の現場を見学した。

このプログラムは、英語を第二言語として習得す
ることを目的とするものである。Maryville大学で

Vol.27

1.2.C

学校訪問・授業見学

ている。
1.3.D Cherokee Removal Memorial Park（涙の道、
インディアン移住法）博物館訪問

であった。

涙の道（Trail of Tears）とは、1838年、当時の
1.3

大統領アンドリュー・ジャクソンにより、チェロ

文化研修

学校以外でのコミュニティや経験を増やすこと

キー族らがオクラホマ州に強制移動させられた際

を目的として、ホストファミリーの通う教会で日

に歩いた旅路のことである（約1600km）。約２万

曜日に開かれる集会に、毎週参加した。また、テ

人いたチェロキー族の約４分の１が、この移動途

はレベルが１～12に分かれており、最初に受ける

ESLプログラムや数学教育の講義での学校訪問

ネシー州やアメリカの歴史を学ぶとともに、文化

中に亡くなった。アメリカ合衆国の歴史の中でも、

テストによってレベルごとのクラスに割り振られ

に加え、サマンサ先生のご尊父が勤務する高校へ

の違いや思想の違いを学ぶことを目的に行った自

最も痛ましい事件の一つと考えられている。この

る。５週間で１セッションとなり、出欠席・宿題・

の訪問など、様々な種類の学校およびその授業を

主研修の報告をする。

記念公園は涙の道の出発点となった地に建てられ

テストにより成績がつく。成績良好であれば次の

見学した。

1.3.A

ており、強制移動させられた部族の家系の名が、

セッションで１つ上のレベルに上がることができ

・Loudon High School（公立）
；

るシステムである。

教会の友人たちとの交流

教会の友人家族がよくホストファミリーの家に

中３～高３。高１の幾何学と中３の代数学を見

訪れていたため、折り紙の折り方や日本語を教え

石碑に刻まれている。
1.3.E

スコープス裁判ミュージアム（進化論裁判）

授業は一日５コマあり、１コマは50分。Grammar

学。全教室ホワイトボードで、プロジェクターが

たり、一緒にボードゲームをしたりと、多くの時

（ 文 法 ） が２コ マ、Choice（ 選 択 ）、Reading &

設置されており、電子黒板やOHPが設置されてい

間を共に過ごした。英語を日常的に用いて、習得

Writing、Listening & Speakingがそれぞれ１コマ

る教室もある。生徒用PC完備。教科書と問題集が

を早められるよう、教会での昼食会やホームパー

キリスト教では神が人間を創造したと考えるた

ずつある。選択の授業は１セッションに２種類の

一冊になったテキストを使用しており、PC上でも

ティー、ピクニックなどの集まりにも積極的に参

め、ダーウィンの進化論を否定している。公立学

授業を選択し、隔日で行われ、セッションごとに

テキストを見ることができる。授業のポイントな

加した。

校で進化論を教えることを禁止する法律さえあっ

内容が変わる形式である。

ど、動画を見ながら課題を進めることが可能で、

博物館訪問

た。そんな中テネシー州の高校理科教師ジョン・
1.3.B

Friend Speakへの参加

大学の年度は秋から始まり、筆者は秋期・春期

宿題になったものは紙ベースで提出してもPCを用

と一年を通してESLプログラムに在籍し、レベル

いて提出してもよい。授業は１コマ75分。生徒は

Friend Speakとは、地域の方々がボランティア

裁判がスコープス裁判である。結果、スコープス

６（Intermediate Ⅱ）からレベル11（Advanced Ⅲ）

10～20名程度。ホームルームはなく、授業ごとに

で行っている国際交流プログラムである。アメリ

には罰金が科された。反進化論法は1967年に廃止

までの計６セッション参加した。

生徒が教室を移動する制度。出欠席は授業ごとに

カ人と一対一のパートナーを組み、会話を楽しみ

されたが、未だに進化論を教える際には“議論の

教員がPCやタブレット端末で管理する。

ながら英語力を上げることを趣旨としたものであ

余地がある”という言い方をしたり、保護者から

・Clayton Bradley Academy（私立）
；

る。インターネットで見つけて連絡を取り、週一

の要請があれば、進化論の授業の際は生徒の出席

回の会話プログラムとランチパーティーに参加。

を免除したりと、配慮がなされている。

選択授業では、発音や句動詞など、英語を堪能
に扱う上での特殊な技能や知識を学ぶものだけで

スコープスが授業で進化論を教えた際に行われた

なく、ビジネスやディベート、即興対話など実践

小１～高３。STEM教育（Science, Technology,

重視のものや、ショートストーリーを読み感想や

Engineering, Mathに力を入れた教育）遂行校。小

無償で行っていることや、何の紹介やコネクショ

見解を伝えあったり、クリスマスキャロルズの歌

５の算数の授業を見学。タブレット端末が一人一

ンのない人でも参加が可能であることが、自主性

詞の意味を学び、クリスマスパーティーで歌を披

台与えられ、ゲーム感覚で算数の問題に取り組ん

を重視しているアメリカならではであると感じた。

露したりと、バラエティに富んだものであった。

でいた。４～５人のグループ座席で、終わった生

他にも、ボードゲーム、ロックミュージックの歴史、

徒が他の生徒に教えている様子が印象的であった。

現代音楽から見るアメリカ文化などがあり、調べ

・Alcoa Intermediate School（公立）
；
小３～５年。算数の授業を見学。計算の練習か

たことや学んだことを授業内でプレゼンテーショ
ンした。

らの応用文章題。アシスタントの教員が１人付き、
採点や質問対応に当たっていた。
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1.3.F

ボストン旅行（アメリカ独立戦争）

Maryville大学にインターンとして働いていた
Cindyと仲良くなり、ボストン旅行を共にした。マ

1.3.C

オークリッジAmerican Museum of Science

サチューセッツにある彼女の実家に数日宿泊させ

& Energy（マンハッタンプロジェクト）博

てもらい、彼女の家族と一緒にゲームをしたり、

物館訪問

会話を楽しんだりした。アメリカ独立戦争の発端

マンハッタンプロジェクトとは、第二次世界大

の一つであるボストン大虐殺事件の地やボストン

戦中に原子爆弾開発のために科学者や技術者を総

茶会事件、バンカーヒルの戦いの地、真夜中の騎
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行のポール・リヴィアの家、独立宣言書が読まれ

め、配慮に対してずるいという感情を持ってしま

た地（オールドステイトハウス）などを巡ること

ったり、配慮されるべきなのに委縮してしまった

アメリカの算数・数学教育では、“見積もり”を

ができるフリーダムトレイルをすべてたどったこ

りという状況が起こるのではないか。優劣でも強

重視している。複雑な数字の計算をする際に、初

を通しての推移を主観的・客観的に判断した。

とで、独立戦争の歴史を学ぶことができた。

弱でもなく、単なる“違い”として認識すること、

めに見積もりでおおよその解答を用意しておく。

3.1

2.3

３．英語力の推移

数学教育の違い

研修の目的の一つである語学力について、年間
主観的判断

その違いに対してそれぞれの“配慮”がなされる

そして実際に計算した結果と照らし合わせて確認

一週間；

２．教育現場への活用

ことは自然なこと、という概念を我々も忘れては

する、という方法を推奨している。特に、小数点

・英語の夢を見るが、頭の中では日本語

2.1

いけないと感じた。

の位置取りを間違えやすい生徒には効果的である。

・挨 拶、自己紹介、応答、簡単な質問程度しか話

多様性を認める～平等性と公平性～

アメリカは多国籍であるということは誰もが知
っていることと思う。そんな他民族・多文化の中

せない

102.53＋293.164・・・100＋300＝400
2.2

間違えてもよい、という空気作り

ESLの先生の一人に、とても“聞き上手”な先

だからこそ重要視され、議論されるものがある。

一か月（Loudon高校訪問）；

48.32×21.3・・・50×20＝1000
21.2の30％・・・20の30％つまり６

・話すことに抵抗がなくなってくる

など。

Equality（平等性）とEquity（公平性）について

生がいた。その先生の前では、誰もが間違いを躊

実際日本では、明らかに違う答えでも、計算し直

・まだ文を考えてからでないと話す勇気が出ない

である。数学教育の講義でもこれが話題になり、
「教

躇うことなく、不完全な英語ながら堂々と自分の

して確かめる生徒が少ないように感じる。例えば、

・すぐ返答することができない

育現場で公平性が必要な場面」を考える際、“英語

話をする。なぜそんなにも親しみやすいのか、そ

面積をマイナスの値で答えたり、図を見ておよそ

・聞き間違いや勘違いが多い

を母語としない生徒への配慮”が第一に挙がった。

れはただの人柄の問題ではない。その先生は、生

90°くらいのものを平気で10°と答えたりする生徒

二か月（ESL １セッション目）；

実際、アメリカは移民や国際結婚だけでなく、養

徒が間違った解答をしても、決して一言で“No.”

がいることを考えると、
“見積もり”の重要性も

・英語を話す夢を見る

子縁組をする家庭も多く、人種も思想も家庭環境

と否定しない。必ず、初めに生徒の解答を受け入

見えてくる。日本人はpunctualだ（時間に正確な、

・間違えても恥ずかしいと感じなくなる

も違って当然であるという心持が常にあるように

れる。そして、どうしてその解答にたどり着いた

几帳面な、などという意）とよく言われるが、正

・分からないことを質問するのに抵抗がなくなる

感じる。そのような文化で育つと、生徒同士も様々

のか生徒の考えを聞き、どこで意味を捉え間違え

確な値を出すための計算をすることも時には必要

・冗談が理解できるようになる

な違いを認め、それぞれに対して適当な対応をす

たのか、どういった視点から見てその解答にたど

だが、多少の誤差がでても正解に近い方を素早く

・ネイティブな表現ができるようになる

ることが“贔屓”や“差別”ではなく“配慮”で

り着いたのか、生徒の思考を遡って原因を探る。

導き出すことの方が実用的であることも事実だ。

三か月（ESL ２セッション目）；

あると理解しやすいのかもしれないと思った。す

そして、正解を導く根拠を示し、こちらの方が

何を重要視するかも文化の違いかもしれないが、

・予め文を用意しなくても話せるようになる

べての生徒に同じものを与えることよりも、生徒

Betterだ、よりふさわしい、という終着点に着く。

場面や状況に応じて使い分けられるような力をつ

・話 したいことが増え、自分から話したいと思う

一人一人に見合った手助けを与え、能力を最大限

時にはテキストの解答よりも生徒の考えを支持す

けさせたいと感じた。

に引き出すことが大事であると改めて感じると同

ることさえある。それでは甘すぎると感じること

高校見学をした際の宿題の扱い方にも、日本人

時に、
“配慮”に対する考えを生徒たちにも伝え続

もあるが、苦手意識を持っている生徒に対しては

のある種のpunctualさを感じることがあった。毎

・冗談を言えるようになる

けなければいけないと感じた。

・ま だネイティブの方同士の会話が早すぎて聞き

ようになる
・会話が楽しいと感じるようになる

最適な指導法だと感じた。生徒が、否定されてい

日５ページ程出る宿題を翌日の授業で丸付け・解

日本では、貧富の差や教育の習熟度、身体的差

ると感じない環境、自分の考えを受け入れてもら

説をするのだが、生徒は、分からなかった問題や

異など、家庭・人それぞれ違いがあって当然であ

えていると感じる環境、間違いを正解への第一歩

自信のない問題について質問をするだけで、一問

・電話での予約や対応に自信がない

ると頭では分かっていても、どこかで気にしてい

であると感じる環境。このような環境が、生徒の

一問丸付けなどしない。理解している問題はでき

四か月（ESL 2,3セッション目）；

たり、比べてしまったりと、その“違い”を“特

自己肯定感を育て、間違いを恐れなくなり、自ら

る（解ける）、理解していない問題はできない（や

・自 分の伝えたいことを理由も含めて説明できる

別視”してしまう傾向がある。「配慮される＝弱い

ステップアップできるような循環を作るのかもし

り方が分からない）といった風に、宿題を「理解

立場」という認識さえあるように感じる。そのた

れないと感じた。

したかどうかを確認する手段」として使用してい

・リ ーディング・リスニングともに、長めの記事

また、ESLの選択授業「即興対話」でも、英語

る。日本は全問答え合わせをし、合っている・合

やスピーチを一度読んだだけ聞いただけで大ま

が喋れない原因の一つは間違いを恐れることであ

っていないを重要視しているように感じる。だか

かな内容を把握できるようになる。しかし、詳

ると考え、わざと違った単語を言うアクティビテ

ら合ってないと不安になるし、答えを写したりし

細まで完全に理解するには繰り返し読む、聞く

ィを行っていた。机を指しながら「blue!」と言っ

てしまうし、分からない問題も赤で答えを写して

必要がある

たり、窓を指しながら「pencil!」と言ったりする

終わりにしてしまう生徒が多いのかもしれないと

ことで、間違うことや失敗することへの恐怖心の

思った。正解数が重要なのではなく、理解してい

克服になるというものだ。間違いを受け入れられ

ない問題を見つけることが重要、というスタンス

五か月（ESL ３セッション目）；

る環境が整った上では威力を発揮できるかと思う

が日本との大きな違いであると感じた。

・電話対応ができるようになる

が、まずは環境作りが第一であると考える。

取れない

ようになる

・仮 説や実験内容などの複雑な文章は熟読しても
理解できないことがある

・聞 かれた情報に対して臨機応変に対応し、伝え
たいことが伝えられるようになる
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・リ ーディング・リスニングともに、以前は苦手

解数により次の記事のレベルが変動するという仕

第一期になる学年である。リスニング力もあり、

だったメインアイディアを見つけられるように

組みである。語彙力と読解力の強化とその習熟度

英語を話すことへの抵抗も他学年より少ないよう

する生徒を育てられる教師を目指すとともに、
「人

なる

を把握するために一年間通して続けた。

に思える。研修後の学年集会で話をするときや、

生、勉強」
、学び続ける姿勢を忘れずに励んでいく

・要 約や感想など、長めの文章をすらすら書ける

数学の授業にてアクティブラーニングを行う際に

所存である。

ようになる。しかし、まだ文法的な間違いはた

英語を用いてみたところ、とても反応が良く、生

くさんある。
（特に冠詞や前置詞、複数形、時制）

徒たちも聞き取ろうとする姿勢や、英語で答えよ

今後も継続して自己研鑽に努め、国際的に活躍

七か月（ESL ４セッション目）；

うと試みる姿が見られた。今後もこうした機会を

引用・参考文献

・ネ イティブの学生たち（留学生以外）との雑談

増やすことで、英語を日常的に用いることへのハ

・ETS

を楽しめるようになる
・街 中などで見知らぬ人との雑談が少しずつでき
るようになる

ードルを下げ、また、諸外国への関心などを持ち

https://gc-t.jp/support/lexile/

やすくなるよう、刺激を与えていきたいと思う。

・Illustrating Equality VS Equity

今後、海外研修に行く教員が増え、教科に関わら

・英語を英語で理解している感覚が分かる

ず日常的に英語があふれる授業・学級・学校になり、

・ス ティーブジョブズのスピーチが８割方理解で

海外へ目を向ける生徒が増えることを願っている。

きる
・今 まで音としてしか捉えていなかった洋楽の歌
詞が聞き取れるようになる。しかし、意味をす

4.2
※横軸は月、縦軸は月ごとの平均Lexile指数
Lexile指数とは、英語の「読解力」と「文章の

べて理解できるわけではない

トや即興対話の授業では、フレームワークといっ

および

た話の構成を意識したスピーチの方法や、パーラ
メンタリーディベートのスタイルを学んだ。とも

九か月（ESL ５セッション目）；

出される。英語圏で必要とされる標準的な「英文

に、教育改革で求められている様々な力、日本で

・長 文の中から、要点となる事柄を素早く探す力

を読む力」を基準として、文章の単語数や難易度、

言えば思考力・判断力・表現力、アメリカで言え

構文の複雑さ、長さなどを総合的に数値化したも

ばクリティカル・シンキングやクリエイティブ・

のである。

シンキングなどの育成につながるものであると確

るときに感じる

がついてくる
・寝言で英語をしゃべるようになる。（スマホの寝

難易度」を表す指標で、TOFLE Primary

探求授業への活用

ESLプログラムの選択授業のうちの、ディベー

TOEFL Juniorのリーディングセクションから算

・ま だ知らない単語が多い。特に新聞を読んでい

自身のLexile指数をもとに、能力と興味に応じ

信する。今後の本校新コースにおける探求授業等

・今 までは一瞬頭のなかで文章を整理してから返

た英語書籍や記事を検索でき、多読の促進や読解

で実践できるよう、さらにスキルを磨き、研鑽し

答・質問していたが、反射的に対応できるよう

力の向上につながるとして、アメリカでは教育現

ていく所存である。

になる

場で幅広く活用されている。世界165ヶ国で使用さ

言録音アプリを使ってみた）

・時制の異なる話や、仮定・条件などを話す際は、

れており、日本でもAmazonの洋書の検索用に用
いられている。

まだ反射的に出てこない

５．おわりに
初任時より、中学一年から高校三年まで継続し

Read Theoryを用いた学習をしたことで、語彙

て担任・当該学年の教科担当をし、日本の教育現

・新聞がすらすら読めるようになる

力だけでなく速読や内容把握、英語を英語のまま

場を知ったうえで、この度海外の教育を学ぶ機会

・訛 りの少ないネイティブ同士の会話は、ほぼ聞

理解する力を養うことができた。問題を間違える

をいただけたこと、本当に有難い研修であった。

と、その選択肢が間違いである理由や正解を導く

普段学びを与える者が、再び学ぶ立場になること

根拠などを、本文を引用した解説を見ることがで

によって得られるものは計り知れない。本当に貴

きるため、読解力を身に着けるのに適したサイト

重な時間を過ごさせていただいた。今回、海外研

であると感じた。生徒への宿題や、習熟度を測る

修のご考案・ご了承くださった長坂理事長や太田

ために用いることも可能だと感じた。

校長、宮﨑校長をはじめ、諸先生方には、和洋改

十か月（ESL ６セッション目）；

き取れるようになる
・よ りナチュラルな表現、会話ができるようにな
る
・初めて会う人との会話も楽しめるようになる
（旅行先でもよく話しかけられる）

革の真只中、一年間という長い研修にご理解いた
3.2

客観的判断～ Read Theory ～

Read Theoryとは、個人の読解レベルに沿って

４．今後に向けて

だけたこと、この場をお借りして深く感謝申し上

4.1

げる。また、ホームステイすることを提案し、受

授業や学年活動への取り入れ

学習できるサイトである。英語の記事を読み、内

現在筆者は中学第２学年に所属している。この

容理解や語彙に関する数問の問いに答え、その正

学年は、和洋ラウンドシステムが正式に始まって
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TOEFL Primary，TOEFL Junior

け入れてくださったサマンサ先生とそのご家族に
も大変感謝している。
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