タイトル
実践者／団体名

世界とつながる・人とつながる ～カンボジアの学習を通して～
渡辺道治／天理小学校

実施日・期間

平成 24 年 11 月～平成 25 年 3 月

主な実施場所

奈良県

参加者及び人数
目標・ねらい

天理小学校児童

3 年 1 組 38 名

・日本と海外との関係や未来について関心を持ち、進んで調べ学習に取り組むことができる。
・カンボジアの人々の生活の良さや課題について、自分の考えを持ち、深めることができる。
・学習の過程で学んだことを生かし、実際に国際協力の第一歩を踏み出すことができる。

具体的な
取り組み内容及び
工夫・配慮した点等

【実践の背景】
昨年の夏、ＪＩＣＡの教師海外研修において、カンボジアを訪れる機会を得た。現地では農業
支援、識字教育、伝統織物体験、大学・小学校での授業、地雷撤去の視察、虐殺生存者のご講演
等、様々な視察や交流の場に参加することができ、自身の価値観が強く揺さぶられる体験を数多
く得た。初めて訪れるカンボジアの地で得た感動や衝撃を、子どもたちの持続的な学びへとつな
げるべく、計15時間の実践を行った。
【工夫・配慮した点】
本実践を行うに当たり、特に以下の４点に留意した。
①カリキュラムを、「教科」における学習として位置付けること
②継続的に学びを追及するための「知識・技能」を身に付けること
③実際に国際協力の第一歩を児童自らが踏み出すこと
④一方向ではなく、双方向の国際協力の事例を扱うこと
順に詳述する。

① 開発教育は、扱う内容や目的の性格上「総合的な学習の時間」（以下「総合」）や「道徳」と
して位置付けられることが多い。しかし、学習の「基礎基本」を習得することを目的とした新学
習指導要領では、
「総合」の時数は大幅に削減されているのが現状である。開発教育に教師が継続
的に取り組み、持続可能な学習として児童が学び続けていく為には、教科学習といかにリンクさ
せるかが重要になってくるだろう。そこで、本実践は全ての授業を「社会科」として扱うことに
した。指導案には指導要領との関連も明記し、教科の発展学習として今回の学びを位置付ける事
で、本実践が他者に共有されていく事を念頭に置いた。開発教育が、一部の教師が取り組む「特
別」な学習ではなく、どの学級においても実現可能であり、そして子どもたちの生きる力を育む
上で重要な学びである事を伝えたいと考えたからである。
（※指導案の抜粋を別資料に掲載する。）

② 今回実践を行うにあたり、最も避けたかったのが「興味重視」の授業に終始してしまうこと
である。開発教育の中で、未知の世界や事例と出会う新鮮な感動や驚きは、極めて貴重な学びで
ある。授業実践にあたり、そのことは大いに工夫をすべき点だろう。しかし、その「興味」や「関
心」ばかりに重きを置いた授業に終始することは、
「持続可能」な学びとしては不十分だと考えた。
どれだけ強い興味を喚起しても、それは多くの場合時間と共に熱を失っていく。学習後も、子ど
もたちが様々な問題の在り方を考え、追及していく為には「ものさし」が必要である。そのもの
さしとして、開発途上国に関する「知識」や、様々な資料を調べ活用する「技能」を育むことを
本実践の１つのねらいとした。

③ 「知識」「技能」だけでなく、自分の思いや考えを実際の「行動」に移すことができる場を学
習の中に組み入れたい。国際協力において、
「知っている」と「行動できる」との間には大きなス
テップがあると考える。児童自らが行動を起こすことで、他国とつながることの大切さや素晴ら
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しさを感じ、国際協力は誰にでも参加が可能である事を体感してほしいと考えた。

④ 開発教育で扱う授業実践において、既に海外で活躍している日本人を扱う事例をよく目にす
る。実際に一歩を踏み出し、国際協力活動に取り組んでいる先達の足跡を学ぶことは、児童らに
とって大きな意味があると考える。本実践でも、カンボジアの第一線で活躍している日本人の事
例を取り上げた。ただし、それらの事例を扱う際、決して「一方通行」の国際協力の関係ではな
く、
「双方向」の協力関係にあることをきちんと伝えようと考えた。日本がカンボジアを支えてき
たように、カンボジアからもまた日本へ協力の手が伸べられている。今回の海外研修では、その
ことを強く感じることができた。単に日本が「助けている」のではなく、両国が「助け合ってい
る」関係を学ぶことで、互いに支え合う姿の素晴らしさとその意味を伝えたいと考えた。
【指導の内容】
（※詳細は別資料に添付）
時限・テーマ・ねらい
１～４時限目
【カンボジアってどんな国？①】
○ 写 真 資 料の 読 み取 り を中心
に、カンボジアについての内
部情報を蓄積する。
○ 天理の町との対比を行いなが
ら、発見や疑問点を共有する。
５～６時限目
【カンボジアってどんな国？②】
○ 一斉授業を通して、カンボジ
アの窮状（貧困、児童労働、
孤児、失われた伝統、地雷）
を知り、内部情報を更に蓄積
する。
○ ここまで出てきた疑問につい
て解答を行う。
７～１０時限目
【問題を解決するための方法を考
える】
○ それぞれの意見をグループご
とで話し合い、問題解決のた
めの方法を集約する。
○ 集約した意見を序列化し、自
分の考えを整理する。
１１～１２時限目
【持続可能な開発～世界とつなが
る日本～】
○ 一斉授業を通して、カンボジ
ア国内における持続可能な開
発の事例を知る。
○ カンボジア国内で多くの日本
人が活躍している事を知る。
１３時限目
【蓄積した内部情報を整理する】
○ ここまでの学習内容を作文で
振り返り、考えを整理する。
１４～１５時限目
【自分に出来る一歩を踏み出す】
○ 国際協力の取り組みを実際に
行う。
○ 交流後、感想文を書かせる。

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

○

○
○

方法・内容
食べ物、道路、お店、学校の４
つのカテゴリーについて写真の
読み取りを行い、気づきや感想
を共有する。
出てきた疑問点について、随時
調べ学習を行う。
グーグルアースで、カンボジア
の基礎情報（日本との距離、地
理、首都、街並み、人口、遺跡）
を確認する。
６つの実物資料をグループ毎に
配布し、それが何に使う物かを
予想する。
解答と共に説明を聞き、それぞ
れの資料の背景には、カンボジ
アの窮状がある事を知る。
個人の意見を付箋に書き、画用
紙に貼る。(KJ 法)
画用紙いっぱいに意見が集まっ
た所で、それぞれの意見をカテ
ゴリーごとにまとめる。
ランキングを用い、どの解決方
法がより大切かを考える。

・
・
・
・

使用教材
写真
映像
グーグルアース
スマートノートブ
ック（※以下、「ノ
ートブック」）

・実物資料 6 点
①牛革の民芸品
②口琴
③ヤシ砂糖
④クメール伝統織物
⑤コショウ
⑥蝶々型地雷模型
・ノートブック

・画用紙
・付箋
・マジック

ＩＫＴＴ（伝統織物研究所）
、ク
・写真
ラタペッパーの事例を知る。
森本喜久男氏、倉田浩伸氏、中 ・ノートブック
田厚仁氏の業績を、写真資料を
通して知る。
日本からだけでなく、カンボジ
アから日本へも支援の手が伸べ
られていることを知る。
学習内容を蓄積したノートや、
ＫＪ法で意見を集約した画用紙 ・作文用紙
を活用しながら作文を書く。
・KJ 法で使用した画用
紙
カンボジアにおいて国際協力活 ・手紙
動を行っている団体を調べる。 ・募金
自分たちにできる協力方法を調 ・折り紙の作品
べ、クラス全体で話し合い、実 ・小学校の紹介映像
行に移す。
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教材・資料

成果

〇実物資料：クメール伝統織物、ヤシ砂糖、カンボジア産コショウ、口琴、牛皮民芸品（全てカ
ンボジアにて購入）
地雷模型 11 点（カンボジア地雷撤去キャンペーン「CMC」より購入）
〇写真資料：児童労働、孤児施設、農村地帯、学校、食品、住居、道路、店、遺跡、地雷原、伝
統織物研究所、コショウ畑、お祈りの様子（※全てカンボジアにて撮影）
〇映像資料：首都付近の交差点の様子、カンボジア小学校の児童らの演奏、孤児院との交流映像
〇デジタル教材：グーグルアース、スマートノートブック、スマートボード
大きく四つある。
第一に、カンボジア国内における諸問題のキーワードを子どもたちが理解し、会話や作文の中
で使えるようになったことである。学習を始めて間もない頃は、開発途上国に関する知識は皆無
に近い状態だった。それが、授業後半で書いた作文では、カンボジアの諸問題に関するキーワー
ドが文中に自然と出てくるようになった。（※別資料「児童作文」参照）「児童労働」「貧困」「失
われた伝統」など、これらは他の開発途上国にも多く見られる課題であり、他の国々のことを学
ぶ際にも活用できる事柄であると考える。
第二に、国際協力の第一歩を子どもたち自身が踏み出したことである。単元の終盤である 1２時
間目、双方向の国際協力の事例を伝えるべく、まず現地で活躍する日本人の例を紹介した。その
後、東日本大震災の折にカンボジアの人々が各地で日本のためにお祈りを捧げてくれた写真を見
せた。合わせて、現地のいくつもの小学校で行われた募金の様子も紹介した。カンボジアに住む
子どもたちが、ボロボロに擦り切れたお金を握りしめて募金に来ている写真を見て、多くの児童
が涙を浮かべていた。（※別資料「児童作文」参照）その後、「僕たちにも何かできることがした
い。
」との声が次々とあがったため、
「ＮＰＯ法人 maketheheaven カンボジアプロジェクト」とい
う団体を介して、孤児院で勤めておられる現地スタッフの方とメールで連絡を取り合い、寄付及
び交流活動に取り組むことにした。児童は募金や手紙だけでなく、折り紙や絵、日本の遊び、小
学校の学習の様子、さらにクメール語で自己紹介をしている映像を作って送ることを発案する等、
極めて意欲的に交流活動に取り組んだ。最終的に、孤児院と 2 回にわたって手紙や映像を通した
交流を行い、小学校と孤児院の様子をお互いに伝え合い、絵や折り紙等の作品交流をすることが
出来た。「外国に友だちができた。」とどの子も喜んでおり、子どもたちはカンボジアをより身近
に感じた様子だった。
（※別資料「カンボジアとの交流資料」参照）
第三に、自ら進んで調べ学習に取り組む子が格段に増えたことである。学習において知ったこ
とをさらに深めるべく、家や図書館で調べてくる子が続々と出始め、図書館の方からその熱心な
姿に直接お褒めの言葉を頂いた話も伺った。
「家で初めて調べてきた」と後の作文に記す子も多く、
海外の事例について自らの疑問を調べ深めていく体験を、今回の学習の中で数多く得ることがで
きた。
（※別資料「児童作文」参照）
第四に、私自身が今回の実践を通して多くの人とのつながりをもてたことである。後の「発展」
の別資料で詳述するが、本実践を様々な場で発表させていただく中で、様々な方とつながり、貴
重な情報を数多く得ることができた。また、教師海外研修のチームの仲間と、教材研究に取り組
む中で切磋琢磨した経験から学んだことも計り知れない。開発教育にこれからも取り組み続ける
上で、素晴らしい「知」のネットワークを得たことは、非常に有難いことであった。

発展

実践の発展として、以下の５つが挙げられる。
○ 近隣の大学との連携学習
○ 地雷模型の貸し出しによる他校との実践共有
○ デジタル教材の可能性
○ 大阪の小学校での研修
○ 次年度実践へのつながり
尚、詳細は別資料に掲載する。
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別資料①

児童作文から抜粋

①の児童は、５・６時間目で学習したカンボジアの窮状について思いを綴った。②の児童は、双方向の国際協力の
事例に深く感動した様子だった。③の児童は、今回の学習で初めて自ら進んで調べ学習に取り組めたと喜んだ様子だ
った。④の児童は、15時間の学習の様子を全て詳細に綴り、長文の感想文を書いた。

別資料②

カンボジア孤児院との交流資料

左から順に、手紙、折り紙の作品、孤児院の
写真である。この他にも、カンボジアの自然を
描いた絵や孤児院の様子が収録されたＤＶＤが
送られてきた。映像の中には、孤児院での食事
の様子や、子どもたちが大なわやあやとりで遊
んでいる様子もあり、子どもたちは食い入るよ
うに映像を見つめていた。孤児院のスタッフの
方が日本人であり、子どもたちは日本語の学習
もしているため、ほとんどの子が日本語で手紙
を書き、また映像の中では「ぼくの名前は～」
と自己紹介をしていた。天理小学校からもクメ
ール語で子どもたちが自己紹介をする様子や、
学校での勉強や遊びの様子を映像にまとめ、募
金と共にカンボジアに送った。
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別資料③

学習指導案からの抜粋

【はじめに】
連日、ニュースで他国との摩擦が報じられている。尖閣諸島、竹島、北方領土などの領土問題。アメリカ軍の基地
問題。北朝鮮の拉致問題等々。そこには、海洋資源をめぐる争いや外交上の利権を得るための思惑などが内包されて
いる。これらの外交問題は、一朝一夕に解決するものではなく、今後も長く対応が協議されるものである。日本の教
師として、これらの問題の本質に加え、他国とのかかわり方及び他国の文化・歴史について教えていくことは極めて
重要な事であると考える。それは、単に問題を解決していくだけではなく、国際社会の中で互いに理解し合いながら
生きていくために必要な教育だと考えるからだ。
『新学習指導要領解説』にも、
「改訂の経緯」として次の記述がある。
21 世紀は，新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的
に重要性を増す，いわゆる「知識基盤社会」の時代であると言われている。このような知識基盤社会化やグローバル
化は，アイディアなど知識そのものや人材をめぐる国際競争を加速させる一方で，異なる文化や文明との共存や国際
協力の必要性を増大させている。
児童の発達段階を鑑み、異なる文化や文明を学んでいく一過程を本単元で提案したい。
【教材について】
中学年の社会科は、一言で言うならば「地域」を学ぶ内容である。地域の産業や消費生活の様子、生活環境及び安
全を守るための活動、また、地域の環境や発展に尽くした先人の働きについて学ぶ。その中において、本単元では「海
外の地域のくらし」を調べる学習を取り入れる。自分の身近な地域のくらしと海外の地域のくらしを対比する中で、
産業や消費生活についてより深い理解を図りたい。尚、学習指導要領で言えば、次の領域に関わる学習である。
○地域の人々の生産や販売に見られる仕事の特色及び国内の他地域などとの関わり
○「国内の他地域など」については、外国との関わりにも気付くよう配慮すること。
『小学校学習指導要領解説

社会編』
「第三学年・四学年内容の取扱い」より抜粋

「海外の地域のくらし」の一例として、本単元ではカンボジアを取り上げる。
【児童について】
3年生として初めて社会科を学習し始め、「地図記号」「方位」「学校の周りの様子」「お店で働く人々」「物を作
る仕事」などを学んできている。一方で、資料活用能力や情報検索能力は現在進行形で学習中の段階であり、社会科
の学習に応用するには難しい部分がある。算数では「表とグラフ」でグラフの読み方を習ったばかりであり、各種グ
ラフや表資料からの読み取りも難易度が高いと言える。また、ローマ字を習い終えたばかりであり、タイピングはほ
とんどの児童が出来ないため、パソコンによる情報検索も難しい状態にある。そこで、授業で扱う資料としては「写
真」「映像」「実物資料」の３つを主に使用し、そこからの情報の読み取り及び解釈を授業の中心に据えることにし
た。また、調べ学習を行う際の基本も「人に聞く」「国語辞典で調べる」「百科事典で調べる」の３つに絞り、進ん
で学習に参加できる「場」や「仕組み」を出来る限り作れるように留意した。新たな知識に出会い、素直にその喜び
や感動を表現できる中学年の特色を最大限発揮できるよう、発表の場や方法についても随時工夫を加えたい。

別資料④
第１次

「授業の詳細」
カンボジアってどんな国？①

１～４時限で扱う写真資料を選ぶ際、次の２点に留意した。
○ 出来るだけ身近な素材であり、３年生の社会科の学習とも関連性があること。
○ カンボジアの負の側面には出来るだけ触れないようにすること。
その上で、
「食べ物・道路・店・学校」を資料として選び、読み取りを行った。児童の反応は極めて楽しそうであり、
初めて触れる異国の文化に興奮している様子であった。４時限目までで出てきた児童のカンボジアに対するイメージ
は、
「自然がいっぱい」
「運転が上手」
「変わった食べ物を食べる」
「貧しい」
「人が優しそう」等であり、偏った印象に
はならなかったことが分かる。また、身近な地域（天理市）と対比をする中で、
「なぜ信号が少ないのか」
「うどんは
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一杯いくらか」「買い物袋は使っているのか」「どんな勉強をするのか」等の疑問が児童からいくつも出てきた。それ
を調べるために、家で親と一緒に調べたり、図書館で調べる子も出てきた。
第２次

カンボジアってどんな国？②

ここまであえてほとんど触れなかったカンボジアの窮状を、一斉授業を通して伝えた。
6 つの実物資料を提示し、それがいったい何なのかをグループ毎で相談し、予想させた。それぞれの物は「貧困」
「児
童労働」
「孤児」
「失われた伝統」
「地雷」などの諸問題と深くかかわっている。授業の後半でそれらの解説を行い、根
底には「戦争」が大きな原因の 1 つであることを伝えた。それまで楽しそうに授業に取り組んでいた子どもたちは、
水を打ったように静かになり、深刻な表情で話を聞いていた。
第３次

問題を解決するための方法を考える

第 2 次で扱った問題について、解決方法を考えさせた。ＫＪ法を用いて意見を列挙・分類し、さらにどの方法がよ
り大切かを考えさせるために「ランキング」による序列化に取り組んだ。児童は、自分の考える方法の中でどれが最
も重要かを考え、順位付けを行いながら考えを整理した。出てきた主な意見としては、「募金をする」「技術をもった
人をカンボジアに送る」
「里親として子どもを預かる」「地雷マップを作り、地雷を撤去する」などが挙がった。
第４次

持続可能な開発～カンボジアで活躍する日本人

第５次

蓄積した内部情報を整理する

児童から出てきた解決方法について、すでに様々なプロジェクトや支援を行っている人々がいることを一斉授業に
よって伝えた。中でも、特に森本喜久男氏による「伝統織物研究所」の事例を詳しく取り上げ、
「持続可能な開発」に
ついても初めて取り上げた。また、決して一方通行の支援ではなく、カンボジアの人も日本を応援・支援してくれて
いることを、東日本大震災の際の様子を交えて伝えた。この後に書かせた作文では、異国で活躍する日本人の姿や、
震災に対してカンボジアの方々がお祈りしてくれている姿に感動した旨を書いている児童が多数いた。
第６次

別資料⑤

自分に出来る一歩を踏み出す（※『成果』の部分に内容を記載）

実践の発展・詳細

○ 近隣の大学との連携学習
本実践終了後、クラスの保護者の紹介で近隣の大学との連携学習の話が持ち上がった。大学でカンボジアに訪問し
て現地学生との交流を行う講義があり、今回の実践で児童が得た経験を、大学生との連携学習に活用しようと話が進
んでいる。大学生の訪問は来年の 2 月ごろを予定しており、どのように学習を進めるか現在協議を続けている。
○ 地雷模型の貸し出しによる他校との実践共有
今回実践を行うにあたり、ぜひ使用したい実物資料があった。地雷模型である。カンボジア国内の課題について教
える際、地雷の問題は欠くことができない。実際の大きさや質感を知り、地雷の悲惨さを正確に伝えるためにも実物
の資料を用意したいと考えた。しかし、国内の目ぼしい所に全て連絡を試みたものの取り扱っている所は皆無であっ
た。そこで、カンボジアで地雷撤去活動に関わっている諸団体に連絡を試みることにした。その中で「ＣＭＣ」とい
う団体の方が力を貸してくださり、現地カンボジアから地雷模型を取り寄せることができた。こうして入手した貴重
な実物資料を実践の中で存分に使用し、また各セミナーでの実践発表の折にも使用した。後日、セミナーに参加した
数人の先生から連絡を頂き、地雷模型を借用したいとの申し出をいくつか受けた。価値ある資料を通じて、他校との
実践共有をする機会を得ることができた。
○ デジタル教材の可能性
今回の実践で海外の事例を扱うにあたり、デジタル教材の「グーグルアース」を多く活用した。基礎的な操作に加
え、「イメージオーバレイ」
「ポリゴン」「ツアー」「パス」等の技術を使ったコンテンツが、児童の理解促進に大きな
効果があったと考える。このデジタル教材の使用方法を、自身の所属するサークルや校内研修において発表する機会
を与えて頂き、本実践の共有を様々な場で図ることができた。
○ 大阪の小学校での研修
実践を行う中で得た人とのつながりの中で、他校の校内研修において実践発表を行う機会を得た。本実践の 1 つの
狙いとしていた「実践の共有」は、様々な人とのつながりによって実現できることを強く感じた瞬間であった。
○ 次年度実践へのつながり
今年度は、先に書いた大学との連携学習の準備を進める傍ら、インドとの交流学習に取り組んでいる。昨年度の実
践の成果・反省を踏まえ、より良い実践を目指してこれからも開発教育に取り組んでいきたい。
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