
タイトル たった一人の「トモダチ」を作ろう～イスラム圏との交流学習を通して～ 

応募者氏名 渡辺道治 

作品を通して 

伝えたいこと 

無差別テロ、イスラム国、銃撃、爆撃・・・。昨年度は特に、イスラム圏での悲惨な

ニュースが連日報道されていた。その中で、クラスのほとんどの子どもたちが、「イスラ

ム」という言葉に対して「怖い」「恐ろしい」「近寄りたくない」などの断片的なマイナ

スイメージを持ってしまっていた。 

しかし、単に怖いと思って距離を置き、情報をシャットアウトしてしまっていては、

問題の解決にはつながらない。むしろ、限られた情報だけをもとに相手を敬遠してしま

う心の姿勢は、新たな火種を生んでいく原因になると考えた。 

では、どうすれば子どもたちがマイナスの印象を乗り越え、他の様々な国で起きてい

ることに関心を寄せ、真剣に考えるようになるか。6 年生という発達段階を鑑みた時に、

「友だち」が一つのキーワードになるのではないかと考えた。 

もし、単に「怖い」と思っていた国や地域に、自分の友だちがいたとしたら。 

きっと、友の身を心配するだろうと思う。自分に何かできないかと考えるのではない

かと思う。考えた末に、行動を起こす人もいるに違いない。それは、わずかな情報だけ

で相手を敬遠する姿とは対極にある。また、親しい人の身を案じることは、人間にとっ

てごく自然で基本的な営みでもあるだろう。だとするならば、12 歳という年齢の彼らに

も直感的にそのことが学べるのではないか。 

そのような思いから、今回の交流学習を組み立てた。 

目指したのは、自分にとっての友だちをイスラム圏に作ることである。そのために、

今までに成し得なかったいくつかのプランにチャレンジした。（詳細は後述にて） 

①友だちを作る為、集団対集団ではなく、個人対個人の交流に重きを置くこと。

②子ども同士でペアを作り、継続した複数回の交流を図ること。

③地域の人や保護者の方など、大勢の方と一緒に学習を作り上げること。

④机上の学びに留まらず、実際に文化を体験する中で相手を理解していくこと。
⑤学級通信、スカイプ、ホームページ等様々な情報交換のツールを活用し切ること。

結果、交流学習は想像をはるかに超える広がりをみせ、多くの参加者・協力者の方々

のお力をもってして、大きな収穫を得る学びとなった。また、学習中に子どもたちの疑

問から始まった「命の学習」についても非常に意義深い学びがあった。子どもたちの変

化・成長、そしてそれを支えて下さった方々との交流について報告する。 

実践者／団体名 天理小学校 6年 1組 

実施日・期間 平成 27年 12月 10日～平成 28年 3月 20日 

主な実施場所 
奈良県・天理小学校  

セネガル・カバトゥキ小学校 

取り組みへの参加

者及び人数 

奈良県・天理小学校 6年 1組児童 38名、保護者 21名 

セネガル・カバトゥキ小学校 6年生児童 42名 

青年海外協力隊員（セネガル）2名 

奈良県天理小学校教員 7名 

三重県・伊賀有機農産供給センター職員の方々3名 

シカゴ大学大学院生 1名 

フランス語指導教員 1名 

スカイプ交流通訳 1名（保護者） 

（計 116名） 

【グローバル教育取り組み部門】 



目標・ねらい 

・海外の歴史や文化に関心を持ち、進んで調べ学習に取り組むことができる。 

・体験的な学習を通じて、日本とは異なる相手国の文化を理解することができる。  

・海外の「友だち」との交流を通じて、他国との関わり方について考えることができる。 

具体的な 

取り組み内容及び 

工夫・配慮した点 

本実践を行うに当たり、先述の５点のプランを実践のポイントに据えた。順に詳述する。 

①友だちを作る為、集団対集団ではなく、個人対個人の交流に重きを置く 

海外との交流学習を行う際、多く見られるやり方が「集団対集団」の交流である。互

いのチームの雰囲気が分かり、交流そのものも盛り上がるといったメリットがあるが、

一方で個人間の交流はほとんど実現できないという側面を併せ持つ。今回の実践は「友

だちを作る」という重要なポイントがあったため、個人間の交流の機会を豊富に作り、

その質を様々な方法を駆使して高めていくという点に重きを置いた。 

②子ども同士でペアを作り、継続した複数回の交流を図る 

 個人間の交流の機会を増やすために、互いのクラスでペアを作ることにした。最初は、

自己紹介の映像を送り合い、互いの顔と名前を覚える。（言葉が分からないところは、セ

ネガルの協力隊の方が字幕を付けて下さった。）次に学校の様子などについて質問をす

る。その際、（例）「ファトゥさんに質問です。～～」という様に個人に向けて質問をす

ることとし、その上で自然と１対１のペアを作っていった。この後、ペアの中で幾度か

質問と答えのやり取りをし、個人間の交流を深めていくこととした。 

③地域の人や保護者の方など、大勢の方と協力して国際協力実践を作り上げる 

国際協力の授業実践をより多くの人に知ってもらい、さらに児童にとっても実り多い

学びにしていくためには、学習をクラスの中に留めるのではなく、出来るだけ大勢の方

の協力の中で作り上げていく必要があると考える。今回、セネガルの文化について学ぶ

中で、児童から一つの質問が上がった。「鳥はどうやってしめるのか」との問いである。

ラマダンの後に各家庭で鳥をしめる習慣があることを学んだ時のことだった。この子ど

もたちの疑問を総力戦で解決するべく、県内の養鶏場、保護者の協力、さらには県外の

ＮＰＯの方々の協力をもってして、初めての試みとなる体験授業を実施することができ

た。（④及び別資料で詳述）また、スカイプのテストに協力して下さったシカゴ大学の方、

フランス語指導を事前に担当して下さった同僚の教員、さらに実際の交流の際は保護者

の中から通訳に立候補して下さる方も現れた。大勢の方と共に実践を作り上げられたこ

とで、学習内容を発信・共有する機会が格段に増えたことは大きな収穫だった。 

④机上の学びに留まらず、実際に文化を体験する中で相手を理解していく 

現代の子どもたちは、パック詰めされた肉や魚に慣れてしまっており、「命をいただく」

という感覚を感じる機会がどうしても少ない。「セネガルでは鳥を各家庭でしめる」とい

うことを知った時の反応も、顔をしかめる子が多数、中には「残酷」「かわいそう」とい

う日本人の食に対する意識を象徴するような反応も見られた。この食文化に対する意識

の差は、大きな違いである。だからこそ、今回の学習を通してその違いを乗り越え、認

められるようになったならば大きな価値が生まれると判断した。違いを拒絶・敬遠する

のではなく、それぞれの良さがあり意味があることを、「食」という身近なカテゴリーを

通して子どもたちに体感してほしいと考えたのである。そこで、「鳥をしめる」体験授業

を構想した。十数年前までは、一部の教員の間で行われていたこれらの学習は、鳥イン

フルエンザ等の影響で現在は全国的にもほとんど実践はなされていないという。一時は

「実践不可能」と学校判断も下ったが、県内・県外の地域の方々、また保護者の方々の

数多くの協力のおかげで、最終的に実践することが可能となった。どのようにして実践

に至り、また子どもたちの学び・変化はどうだったのか、詳細は別資料にて記載する。 



⑤学級通信、スカイプ、ホームページ等多様な情報交換のツールを併せて活用する 

現在、年間３００～４００枚の学級通信を日刊で配布している。また、昨年度はクラスの

ホームページを作り、学級の様子をインターネットでも配信し始めた。今回の授業実践の内

容や呼びかけなどは、これらの通信やホームページによっても行い、結果、多くの協力や参

加者が集まることとなった。さらに、セネガルでは授業実践の様子を新聞、テレビ、ウェブ

メディア等主要７社の取材を受け、国内で発信して頂いた。また、命の体験授業に多大なご

尽力を頂いた三重県ＮＰＯ団体でも、ホームページによって本実践を取り上げてくださり、

より多くの方に今回の実践を共有する機会を作って頂いた。（ＮＰＯホームページ⇒

http://blog.livedoor.jp/igayuukinousan/archives/1930012.html） 

他にも、スカイプ・グーグルアースなどのデジタル教材、また、手紙・絵などの情報交換

ツールなどを併せて活用していく中で、学習の質を高めていくことを目指した。 

教材・資料 

〇文書資料：「セネガル通信」Ｎｏ１～５０（作成：石動徳子氏 ２６年度第一次隊） 

      学級通信「新星」Ｎｏ２３５～２９６ 

      『いのちをいただく』（著：内田美智子） 『しんでくれた』（著：谷川俊太郎） 

〇映像資料：学校紹介映像及び質問映像（天理小学校、カバトゥキ小学校） 

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、スカイプ 

成果 

第一に、児童に起きた大きな変化である。実践前「怖い」「近寄りたくない」と思っていた

“イスラム”という言葉に関する偏見や恐れは、友だちを作るという取り組みを通して大き

く変わった。授業後の感想では、「別の場所に住んでいても、言葉が違っても、おんなじ人間

で変わらないことがたくさんあることが分かりました。」「アミナタちゃんと友だちになれて

うれしかった。もっと質問とか手紙を送り合いたい。こんな風に世界中に友達ができたら幸

せだと思う。」などの感想が見られ、考えや受け止め方に大きな変容が見られた。 

また、学習の発展として起きた命の学習への反響も大きく、初めて鳥をしめ、食べるとこ

ろまでを経験した一人の女の子は、「一口食べたら、涙が出そうになりました。」と語った。

他にも、「まれに、死にたいと思うことがあった。でも、命の勉強をしてから、そんなことを

思ったことをばかばかしく思った。」と作文に綴った子がいた。現代では経験することが難し

くなった食の尊さ、命の尊さを、セネガルの文化を体験する中で教えてもらったのだと思う。 

第二に、大勢の方の協力を得て学習を進められたことである。以前に本コンクールに応募

した際の実践は、自分一人が奮闘し、教材研究から資料収集までを一手に行うといったスタ

イルで進めたため、人的交流が少なかったという反省があった。一方今回の実践では、難し

い課題が起こる度に、セネガルの協力隊の方々、ＪＩＣＡの方々、ＮＰＯ職員の皆さん、保

護者の方々などに次々と協力を依頼した事で、想像以上の実践の広がりを体感することがで

きた。今後の実践においても、学習の過程で生まれる人との繋がりを大切にしていきたい。 

第三に、追試可能な実践を行うことができた点である。今回の実践では、現地でしか手に

入らない実物資料など手に入りにくい教材は一切使わなかった。隊員の方の手作りの通信を

基本テキストとし、学級通信や絵本を活用しながら、海外にいる友人の協力を経て授業を進

めた。また、ＮＰＯの方々からはこうした授業にはいつでも協力して下さるとの力強いエー

ルも頂いた。つまり、海外のどこかに少しでも繋がりがあれば、本実践は誰にとっても同様

の実践が可能であるといえる。国際協力の授業を広め、より多くの方に実践してもらおうと

願う時、「追試可能」な実践であるか否かは非常に重要な視点であると考える。 

今後の展開、展望 

（この取り組み 

の生かし方） 

実践の発展として、以下の４つが挙げられる。 

○ 近隣の団体との連携をさらに進める 

○ 青年海外協力隊員との授業ネットワークを作る 

○ 保護者との連携の仕組みを整える 

○ 国内メディアとの連携の可能性を探る       （※詳細は別資料に掲載する。） 



別資料①【指導の内容】（全１６時間） 

 

別資料②【命の体験授業が実現するまで】（実際に配布した学級通信） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時限・テーマ・ねらい 方法・内容 使用教材 

１～４時限目 

【セネガルってどんな国？①】 

○ セネガル通信の読み取りを中心

に、子どもたち自身で調べ学習

を行い、セネガルについての内

部情報を蓄積する。 

○ 通信を読んで気づいたことや感想をノート

に箇条書きにし、互いに質疑応答を行う。 

○ 出てきた疑問点について、随時調べ学習を行

う。 

○ 学習の様子を、学級通信やホームページで保

護者にも紹介する。 

 

・セネガル通信 

 

 

５～６時限目 

【セネガルってどんな国？②】 

○ 一斉授業を通して、セネガルに

ついての基礎的な知識を獲得

し、内部情報を更に蓄積する。 

○ 交流にあたり、最初の映像（自

己紹介・学校紹介）を撮影する。 

 

○ グーグルアースで、セネガルの基礎情報（日

本との距離、地理、首都、街並み、人口、遺

跡）を確認する。 

○ 児童一人一人がフランス語で自己紹介する。

その様子を映像に収め、セネガルに送る。 

 

・セネガル通信 

・グーグルアース 

・ビデオカメラ 

・グーグルドライブ（映

像を日本とセネガルで共

有するために使用） 

７～１０時限目 

【最初の交流・ペアを作る】 

○ セネガルから届いた紹介映像を

見、その上で質問を考える。質

問をしている姿を撮影する。 

○ 質問への答えを受けて、再度質

問や調べ学習を行う。 

 

○ 質問は個人にすることとし、その相手とペア

になって今後の活動を進めることとする。 

○ 人数がそろわない場合は、１：２のペアをい

くつか作って調整する。 

○ 質問のやり取りの中でさらに出てきた疑問

について、再度調べ学習を行う。 

 

・ビデオカメラ 

・グーグルドライブ 

１１～１２時限目 

【命の体験学習の準備を進める】 

○ ２冊の絵本を読み聞かせる。 

○ 食料自給率、廃棄している食料

の量など、基本的なデータを教

える。 

○ 絵本を読み、感想を書く。 

○ 感想は通信にて全員分を紹介し、保護者とと

もに内容を共有する。 

○ 基礎的なデータについて一斉授業を受け、日

本を取り巻く「食の課題」を知る。 

 

・絵本 

①『しんでくれた』 

②『いのちをいただく』 

・スマートノートブック 

１３～１４時限目 

【命の体験学習・交流の続き】 

○ 鳥をしめるところを見学し、調

理を経て、実際に食べる。 

○ ペア同士で質問のやり取りを続

ける。 

 

○ 鳥をしめるところを見学し、保護者の方の協

力を得て調理し、実際に食べる活動を行う。 

○ 活動後、作文を書く。 

○ ペア同士で質問のやり取りを続けるべく、映

像を撮り、セネガルに送る。 

 

・作文用紙 

 

１５～１６時限目 

【スカイプ交流・まとめ】 

○ 今まで映像のやり取りでつなが

ってきたセネガルのクラスと、

リアルタイムで交流をする。 

 

○ パソコン教室にスカイプを設置し、クラス同

士での交流を行う。 

○ その際、ペアの相手の顔を描いた絵を紹介

し、歌を歌うなどプレゼントを贈り合う。 

○ フランス語で「幸せなら手をたたこう」を歌

い、映像を通じて共にリズム遊びをする。 

 

・スカイプ 

・似顔絵の作品 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別資料③【授業実践の様子・扱った教材等】 （授業後にセネガルから一人一人に届いた手紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別資料④【実践の発展・詳細】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊賀有機農産供給センターのホームページ 

スカイプ交流の様子（カバトゥキ小学校） 

命の体験授業・子どもたちの感想（抜粋） 

スカイプ交流の様子（天理小学校） 

○ 近隣の団体との連携をさらに進める 

三重県のＮＰＯの方々は、次回以降も積極的

に協力して下さるとの事であり、授業を通して

県外の方との連携が持てた事は、今後の実践に

大きくつながるだろう。これからも実践を通じ

て近隣の団体との連携を更に深めていきたい。 

○ 協力隊との授業ネットワークを作る 

 本実践をセネガルで支えて下さった方とは、

教師海外研修で知り合った。世界各地に行かれ

ている協力隊の方々と、授業に活用できるネッ

トワークを今後も増やしていきたい。 

○ 保護者との連携の仕組みを整える 

 通信やＨＰを活用して保護者に呼びかけ、多

くの協力を頂けた事は大きな収穫だった。保護

者との連携体制を築く一つのヒントを得た。 

○ 国内メディアとの連携の可能性を探る  

セネガルでは７社のメディアが動いたが、日本

ではその様な動きが起こせなかった。今後、国

内メディアとの連携の仕方を探っていきたい。 




