
【グローバル教育取り組み部門】 

タイトル 
「広げよう！ リスペクトの心」～ オリンピック・パラリンピック（オリ・パラ）教育 

を通したグローバル教育 

応募者氏名 幸田 隆 

作品を通して 

伝えたいこと 

教育現場には、日々、新しい教育が舞い降りてくる。情報モラル、環境教育、食育、キャリ

ア教育、防災教育、人権教育、ＥＳＤ．．．多くの教師は生徒指導と行事指導をこなし、年々厚

くなっていく教科書を教え切ることに全力を注ぎながら、新しい教育を受動的に行っていく。

結果として、新しい教育が、子どもたちの心に響かない、広く浅いものになってしまうことが

ある。こうした現状で、子どもたちの成長につながる深い学びのあるグローバル教育をどのよ

うに計画し、推進すればよいか。これが本作品のテーマである。 

まず、グローバル教育を焦点化した。また、身近な問題とのつながりと一貫性を大切にする

教育を継続的に展開してきた。体験的な活動を取り入れながら、子ども主体の実践を行い、子

どもの態度や行動の変容を支援した。同僚教師との共創を促す手立てについても伝えたい。 

実践者／団体名 幸田 隆など５学年担当教師４名／豊田市立東保見小学校 

実施日・期間 ２０１６年４月～現在 

主な実施場所 豊田市立東保見小学校 

参加者及び人数 東保見小学校５学年児童 １３２名 

目標・ねらい  本実践はグローバル教育としての「多様性教育」を中心に展開する。その目標は、地球的視

野で考え、「多様性」を理解・尊重・活用しながら、主体的に、よりよい未来（自分、人間関係、

社会）を多様な他者と共創できる子ども（グローバル人材）を育てることである。「多様性」と

は、国籍、障害の有無、年齢、ジェンダー、身体的特徴、個性、能力、考え方などで様々な違

いがあることと考える。 

具体的な 

取り組み内容及び 

工夫・配慮した点等 

１．グローバル教育を焦点化する 
 
① 指導の優先順位の高いテーマを選択する 
 
 指導の優先順位は、学年、時代や地域のニーズなどに応じて変わってくる。例えば、教材や

校外学習などとのつながりがあって、４学年では環境教育、高学年では人権福祉教育、６学年

では日本の伝統文化教育、平和教育の優先順位が高い。５学年を担当する今年度はオリンピッ

ク・パラリンピック（オリ・パラ）教育に焦点を絞って、グローバル教育を実践している。そ

の理由は、まず、今年はオリ・パラ開催の年であり、メディア報道が生きた教材になること。

また、校区にブラジル人の多い本校にとって、ブラジル開催のオリ・パラはブラジル文化への

興味を高めるチャンスになると考えた。さらに、今後、2020年オリ・パラ東京大会を成功させ

るための教育が現場でも推進されると予想されることである。 

 グローバル教育とオリ・パラ教育のつながりは下図のようになる。本実践では、多文化教育

を含む多様性教育（Ｂ）を中心に、平和教育（Ａ）、人権福祉教育（Ｃ）を関連づけながら進め

ている。 
 
② 共創する中心価値を決める  
 オリ・パラにはそれぞれが重視す

るスポーツの価値（次頁参照）があ

る。この中で、オリンピックの価値、「リスペク

ト」を今年の実践の中心価値とした。「リスペク

ト」はここでは「大切にすること、尊重、尊敬」

と定義したい。 

 ４月、初めの学年集会「大切にしたいこと」を

行った。まず、教師自らが多様な人や文化と楽し

くかかわっている（多様性のリスペクト）写真を

使って、４人の学年担任がそれぞれ自己紹介をし

た。次に「どのような５年生になりたいか？」を

Ａ： 平和教育 

Ｂ： 多様性教育 

Ｃ： 人権福祉教育 

Ｄ： スポーツ教育 

グローバル教育とオリ・パラ教育のつながり 

   

オリンピック 

  教育  

 

グローバル教育 

   

    

Ｂ 

Ａ Ｃ 

Ｄ 

学年集会の教師の自己紹介 

オリの３つの価値 

パラリンピック 

教育 



尋ねた。「“すごい”と思われる（→ リスペクトされる）５年生」という子どもの答えを受けて、

学年目標「リスペクト」を説明した。この後「どんな５年生がリスペクトされるか？」を問い、

右図の概念を意識して、子どもの答えを次のようにつなげた。 
 

・「チャレンジ、努力、最後までできる」 

→自分をリスペクト＜自分づくり＞ 

・「優しい、仲がいい、いじめがない」 

→相手をリスペクト＜人間関係づくり＞ 

・「挨拶ができる、責任感がある、６年を助ける」 

→社会的ルールをリスペクト＜社会づくり＞ 
 
このとき、「リスペクトされるためにはまず、自 

分が相手をリスペクトする」必要があることに子ど 

もたちは気づいた。関連して、命をリスペクトする 

大切さも強調した。最後に、オリンピッククイズで、これから始まるオリ・パラ教育への関心

を高めたり、「リスペクト」を含むオリンピックの価値を紹介したりした。 
 
２．つながりと一貫性を明示しながら、継続的に行う 
 

身近な問題と地球の問題がどのようにつながっているかを常に子どもたちに問いかけ、深く

考えさせるようしている。学校という身近な社会において起きる、差別や偏見、暴力、仕返し、

相手への無関心、非協力的な態度、責任感の欠如などの問題は地球的課題とつながっている。

外国人に対する偏見は背の小さい子に対する偏見とつながっている。個性を多文化に含めるの

であれば、あらゆるクラスは多文化共生を目指す社会となる。グローバル共生社会を築くには、

チャレンジ、努力、思いやり、協力など子どもたちが学校で培っている力がその基盤となる。 

また、多様な教育活動（学年・学級経営、様々な授業、行事指導など）をＥＳＤ的に、中心

価値「リスペクト」と以下のようにつなげながら、グローバル教育を継続的に行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリンピックの３つの価値 
 
① 友愛（Friendship） 

スポーツを通じて互いの理解を深め、平

和で、よりよい世界の構築に寄与する 
 

② 尊重（Respect/リスペクト） 

お互いに敬意をはらい、ルールを尊重す

ることでフェアプレー精神を育む 
 

③ 卓越性（Excellence） 

人生においてベストを尽くし、目標に向

かって全力で取り組む 

パラリンピックの４つの価値 
 
① 勇気（Courage） 

自分の可能性を信じ、不可能と思われることにも立ち向かい、

挑戦する勇気 

② 決意（Determination） 

身体能力を最大限まで高め、夢や目標に向けて最後までやり抜

く強い決意 

③ インスピレーション（Inspiration） 

アスリートとしての生き方は、人々に感動を与える 

④ 平等（Equality） 

障害者に対する偏見やｽﾃﾚｵﾀｲﾌﾟの見方を変えるきっかけを作る 

参考文献：「パラリンピアンが考えるスポーツの価値」，日本パラリンピアンズ協会，2016 年 5 月 
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生きる 

社会的ルールをﾘｽﾍﾟｸﾄ 

自分をﾘｽﾍﾟｸﾄ 相手をﾘｽﾍﾟｸﾄ 

命をﾘｽﾍﾟｸﾄ 

学年・学級経営 

・学年集会   ・日記 
・ﾘｽﾍﾟｸﾄ･ｶｰﾄﾞ ・ﾘｽﾍﾟｸﾄ賞 

総合「クイズ大会で盛り上げよう！オリ・パラの心」 

総合「オリ de ﾘｽﾍﾟｸﾄ（ﾘｽﾍﾟｸﾄする選手探し）」 

ブラジル文化へ
のﾘｽﾍﾟｸﾄ 

ブラジル人児童の
自分へのﾘｽﾍﾟｸﾄ 

運動会「サンバ de ﾘｽﾍﾟｸﾄ」 

平和の祭典 

難民選手団 特活 

・班活動 ・会社活動 
・ｷｬﾝﾌﾟ出しものづくり 

総合「障害者はどん
な人」（パラＣＭ 
「Yes,I can」視聴） 

開催国 

参加国文化 

障害者へのﾘｽﾍﾟｸﾄ 

命へのﾘｽﾍﾟｸﾄ 

体育「ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｱﾝから学ぼう」
（パラリンピアンとの交流） 

総合「ゆうは何しにブラジルへ」 

（JICA ボランティアとの交流） 

ｷｬﾝﾌ 「゚ブラジル・ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ体験」 

総合「難民はどんな人」 

自分／多様な相手／

社会的ﾙｰﾙへのﾘｽﾍﾟｸﾄ 

総合「ユニセフって何」 

社会「国旗クイズ」 

外国語活動「楽しく
使おう！外国語」 

学芸会自作劇，図工「ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｱﾝ物語」 

道徳「ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄから学ぼう」 

総合「リオ・オリに込め

られた願い」 

多文化へのﾘｽﾍﾟｸﾄ 

パラの価値 

オリの価値 

多文化 多様性 

平和 

人権福祉 

多様な他者との共創体験 

４月の学年集会のスライド 

「リスペクトされる５年生になるために、自分が相手やルールをリスペクトする。地球のことまで考えながら！」 総合「オリ・パラクイズ大会」 

運動会「サンバ de リスペクト」 

JICA ボランティアとの交流 

総合「クイズ大会で世界を知ろう」 

社会見学「リトルワールドを楽しもう」 

総合「パラ de ﾘｽﾍﾟｸﾄ」 

オリ・パラのテレビ観戦 

パラの“Yes, I can.”

精神（自分の可能性
を信じる心） 

あきらめない 

はずかしがらない １人じゃない 

リオ 
オリ・パラ 

教育 



３．子ども主体で進める （→ 子どもへのリスペクト） 
 
① 体験活動を重視する 
 
 多様な人とかかわり、子どもが自ら気づき、考え、行動できる体験の場を設定した。例えば、

子どもたちがリスペクトしやすい、パラリンピアンと次のような交流体験を体育科で行った。

障害を多様な個性の１つとして、リスペクトし合う大切さや、国際大会に参加する際、世界の

選手と仲良くなったり、刺激し合ったりするよさについて話を聞くことができた。 

・水泳指導（４時間）と講演会（１時間）： ソウルパラ水泳日本代表岩月選手 

（地域人材／７４歳の片足の現役水泳指導者） 

・キャリア教育「夢先生」，JFA（２時間）： 東京パラを目指す視覚障害水泳富田選手 

・車いすバスケ体験「あすチャレ！スクール」，日本財団（２時間）： 

                 シドニーパラ車いすバスケ日本代表キャプテン根木選手 

 ブラジルへのリスペクトの心を広げるためには、勤務校のブラジル人日本語指導員の方から

サンバを教えていただき、運動会でサンバの音楽とダンスを発表した。JICA 日系青年ボラン

ティアとしてブラジルで働いた方をゲストとして招き、ブラジルの素晴らしさと国際ボランテ

ィアとしての生き方の魅力について語っていただいた。キャンプでは、ブラジルのバーベキュ

ー「シュハスコ」を体験し、子どもたちはその食文化のよさを体感することができた。 

 運動会のサンバや学芸会の自作劇（パラリンピアン物語）の発表では、リスペクトの心を地

域に広げることを目的として、子どもたちが社会に働きかける体験活動を展開している。 

特別活動では、クラスの多様な他者と一緒にレクなどを共創する体験の場を多く設けている。 
 
② 学び合い、高め合う学習を行う 
 
まず、オリ・パラに関して知っていること、調べたいことを子どもから引き出し、子どもの

集合知を土台にして実践を進めた。また、ブレインストーミング、ＫＪ法、ウェビング、ワー

ルドカフェなど参加型の討議手法を多用した。さらに、グローバル教育につながる子どもの言

動、作品、共創した成果物を価値づけたり、教材にして授業を行ったりすることを心がけた。 
 
４．同僚教師との共創を促す（→ 同僚教師へのリスペクト） 
 
① 自らの実践で結果を出す： 成長した子どもの姿が協働を促す原動力  

② 始めやすいところから始める： まず自分のクラス、自分の学年、協力的な教師と共に！ 

③ 同僚の負担を軽減する： 使いやすい教材、教師用ガイドを準備 

④ チームづくりのための対話を行う： 対話テーマは、自分のよさと弱さ、相手のよさ、 

よいチームをつくるために自分ができること、理想の教育 

⑤ 同僚のよさ（興味・得意分野・個性）を生かす： 多様な専門性を活用 

教材・資料 

○ クイズ オリンピック・ムーブメント，JOC，http://www.joc.or.jp/olympism/quiz/ 

○ 動画「ﾘｵｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開会式」，NHK， https://www.youtube.com/watch?v=ZJwFtvDc-no 

○ 動画「ﾘｵｵﾘﾝﾋﾟｯｸを目指す難民の少女」，UNHC，https://www.youtube.com/watch?v=SEBAAO7EgJw 

○ 動画「ﾘｵで輝くﾋﾛｲﾝたち」，NHK，https://www.youtube.com/watch?v=mxPy4gfliv8 

○ 動画「ﾘｵﾊﾟﾗの Yes I Can（ｽｰﾊﾟｰﾋｭｰﾏﾝ）CM, Channel 4， 

https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk 

成果 

（詳細は参考資料を参照） 

１．自分へのリスペクト：あきらめずにやり抜く「決意」と挑戦、自国文化への誇りと発信、

自分の現状への感謝 

２．相手へのリスペクト：多文化への関心、多様な人への尊敬、多様な人とのかかわり、 

多様な人への寛容さ 

３．社会とかかわる生き方へのリスペクト：世界とかかわる意欲、世界で働くことへの興味、

社会参加 

４．多様性を生かした創造的なものづくり 

５．保護者の意識変化： ブラジル文化へのリスペクト 

今後の展開、展望 五輪教育で培われた「リスペクト」の心を、次の６学年では、おもてなしの心を含む「和」

の心の育成に発展させたい。「和」を中心価値とする理由としては以下がある。 

・６学年の教育の実態（京都・奈良への修学旅行、日本の歴史・伝統文化教育や平和教育） 

・日系移民学習とのつながり（日系人の多い地域性を生かし、日系人と「和」の文化とのつな

がり、異文化で生き抜いてきた体験と知恵を学び、日系人への「リスペクト」の心を広げる） 

・最高学年として、多文化共生の学校・地域社会づくりをリードする立場を生かした実践 

（社会のみんなに「話」し、「和」を広げ、みんなの心の「輪」をつなげる） 

 

ｷｬﾝﾌﾟのﾌﾞﾗｼﾞﾙﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ体験 

車いすバスケ体験 

ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｱﾝによる水泳指導 

ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ「ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ de ﾘｽﾍﾟｸﾄ」 

http://www.joc.or.jp/olympism/quiz/
https://www.youtube.com/watch?v=ZJwFtvDc-no
https://www.youtube.com/watch?v=SEBAAO7EgJw
https://www.youtube.com/watch?v=mxPy4gfliv8
https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk


資料１ グローバル教育実践における焦点化・つながり・一貫性： 自分の実践を振り返って 
 

実践 

年度 

グローバル教育
の主な分野 

多様性の種類 

→ 理想の社会 
主な実践内容 ＜対象学年＞ 

学年・学級目標 

（中心価値・ｲﾒｰｼﾞ） 

2011 多文化共生教育 

文化的多様性 

（国籍） 

→ 多文化共生社会 

「多文化共生～誇り・心・希望を広げよう」＜６年＞ 

→異文化摩擦のあるクラスの現実を教材化し実践したグローバル教育 

 （南米系児童の比率が約６０％の学校における実践） 

「あのとき、君が好きになったよ」（学芸会 多文化共生教育自作劇） 

「みんなちがってみんないい」（多文化共生教育自作ビデオ） 

氣 

2012 キャリア教育 

個性／夢／仕事 

の多様性 

→ 一億総活躍社会 

「信頼される人に」＜５年＞ 

→多様な個性を理解し、自分や相手のよさに気づき、尊重する心を広 

げる多様性教育、キャリア教育・リーダーシップ教育との関連づけ 

・「描こう！今と未来のポジティブな自分」（総合） 

・「２０年後の君へ」（学芸会 キャリア教育自作劇） 

コンフィ
アンサ 

（葡語「信頼」） 

2013 平和・人権教育 

文化的多様性 

（国籍＋障害の有無） 

→ 多文化共生社会 

「人に優しく ～ 地球の課題を知り、できることをしよう」＜６年＞ 

→ＪＩＣＡ、ＮＧＯとの連携を図った平和教育、 

人権福祉教育との関連づけ 

・「村一番の桜の木」（学芸会 平和教育劇 来栖 良夫作） 

パス 
（西語「平和」 

英語「夢への道」「手
渡す→協力」） 

2014 
多文化教育 

／ＥＳＤ 

文化的多様性 

（国籍＋個性） 

→ 持続可能な 

多文化共生社会 

「にじの世界をつくろう」＜３年＞ 

 →想像力と遊び心を生かした、ＥＳＤによるグローバル教育 

・「みんなで遊ぼう！ 世界の遊び」（総合） 

・「にじをかけよう！ 大空に」（運動会 創作ダンス発表） 

・「本当の宝物は」（学芸会 国際理解教育劇 牧 杜子尾作）」 

にじ 

2015 

環境教育 

キャリア教育 

／ＥＳＤ 

生物多様性＋文化的 

多様性（国籍＋個性） 

→ 持続可能な自然共生 

多文化共生社会 

「気づき、考え、行動しよう！ 大切なつながり」＜４年＞ 

→遊び心や感性を生かしたＥＳＤ多様性教育、環境教育との関連づけ 

・「ニャティティソーラン」（運動会 ケニアのダンス発表） 

・「おかげさまです」（学芸会 環境教育自作劇） 

・「ドリームマップで夢を伝えよう」（総合「２分の１成人式」） 

アロハ 
（“ア”モール、
“ロ”マン、 
“ハ”ピネス） 

2016 

オリンピック 

パラリンピック 

教育（多様性・

平和・人権） 

文化的多様性 

（国籍＋個性 

   ＋障害の有無） 

→ グローバル共生社会 

「広げよう！ リスペクトの心」＜５年＞ 

 →ブラジル開催のオリ・パラの年におけるグローバル教育 

  （ブラジル人児童の比率が約１５％の学校における実践） 

・「サンバ deリスペクト」（運動会 ブラジルの音楽とダンスの発表） 

・「とべ！夢に向かって～パラリンピアン物語」（学芸会 自作劇） 

リスペクト 
（オリンピックの

価値の１つ） 

 

資料２ リオのオリ・パラ教育の実践内容 
 

 

 

 

 

 

 

  

総合「クイズ大会で盛り上げよう！ オリ・パラの心」 
 

・「オリについて知っていることを発表しよう」   ・「オリ／パラについて調べたいことを発表しよう」 

・自主学習： 例）オリ・パラのロゴ、キャラクター、開催国、オリの歴史、国旗、外国語など 

・「先生クイズにチャレンジ オリ編（オリの目的、オリ旗の意味、オリの価値、オリーブの葉冠など）」 

「先生クイズにチャレンジ パラ編（パラの用具の工夫、クラス分け競技種目など）」  

・「クイズ オリンピック・ムーブメント（日本オリンピック委員会の Webサイト）にチャレンジ」 

・「クイズをつくろう（調べ学習）」         ・「クイズ大会をしよう」 

総合「オリ de ﾘｽﾍﾟｸﾄ」 
 
・米国のダゴスティノ選手とニ

ュージーランドのハンブリ
ン選手の助け合い 

運動会「サンバ de ﾘｽﾍﾟｸﾄ」 
 

ブラジル文化のサンバとカポエイ
ラを取り入れた表現演技の発表 

平和の祭典 参加国文化 

総合「ゆうは何しにブラジルへ」 
（JICA ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱゆうさんとの交流） 

ｷｬﾝﾌﾟ「ブラジル・ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ体験」 

総合「難民はどんな人」 

総合「ユニセフって何」 

社会「国旗クイズ」 
外国語活動「楽しく

使おう！外国語」 

総合「リオ・オリに 
込められた願い」 

 
・難民選手団（シリアのマ
ルディニ選手） 

・開会式の日系人の出し物

を原爆投下の時間帯に
行ったこと 

・韓国選手と北朝鮮選手の

交流 
・自国のダンスで母国の水

没の危機を訴えたキリ
バスのカトアタウ選手 

 総合「クイズ大会で世界を知ろう」 
 

・「クイズをつくろう」（調べ学習をする） 

・「クイズ大会をしよう」 

社会見学「リトルワールド（野外民族博物館）を楽しもう」 

開催国 

ブラジル文化 

オリの価値 

 

オリのテレビ観戦で
ﾘｽﾍﾟｸﾄする選手を 

自分で選択 

パラの価値 

 勇気・決意 

ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ・平等 

友愛・ﾘｽﾍﾟｸﾄ・卓越 

毎時間初めに 
３問、通年実施。 

お気に入りの国旗
を自分で選択 

「おはよう」「さよう

なら」の挨拶、 
「授業の号令」を 
１２か国語の中から

毎日、日直がお気に
入りの外国語を自分

で選択し実施 

学年・学級経営 

・学年集会：学年目標ﾘｽﾍﾟｸﾄ    
・日記「どんな人になりたいか」 

  「どんな社会にしたいか」 
・ﾘｽﾍﾟｸﾄ･ｶｰﾄﾞ ・ﾘｽﾍﾟｸﾄ賞 

クラスの児童が書いた 

平和作文の読み聞かせ 
子どもの作品の教材化 

帰りの会で毎

日、ﾘｽﾍﾟｸﾄした
友達にその内
容をｶｰﾄﾞに書

いて伝え合う 

総合「障害者はどんな人」 

体育「ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｱﾝから学ぼう」

（パラリンピアンとの交流） 

学芸会自作劇，図工「ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｱﾝ物語」 

総合「パラ de ﾘｽﾍﾟｸﾄ」 

パラの

テレビ
観戦 

オリ・パラ
の価値と関

連する行動
を定期的に

表彰 

特活 

・係活動 ・委員会活動 
・班活動 ・会社活動 

・ｷｬﾝﾌﾟ出しものづくり 道徳「ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄから学ぼう」 

体育「タグラグビー」 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｲ、ﾉｰｻｲﾄﾞ 

One for all, all for one 

調べたい国を自分で選択（将来の夢とつなげる） 



資料３ 成果（子どもの感想、観察された態度・行動変容） 
 
１． 自分へのリスペクト 

① あきらめずにやり抜く「決意」と挑戦 

・「岩月さんは片足を失ってもあきらめずに生きていてすごい。私だったら、家に引きこもる。でも、

岩月さんは片足がないことも気にせずに堂々と泳いでいる姿がかっこよくキラキラしていた。私も勇

気を出して何度もやったら２５ｍ泳げた」（パラリンピアンとの交流） 

・「根木先生と車いすバスケをして、いろんなことに挑戦したり、話したことのない人に話しかけたら

夢が広がると思ったのでぼくもやってみたい」（パラリンピアンとの交流） 

② 自国文化への誇りと発信 

・「ブラジルのマイナスなことを聞くことが多いので、日本人がよいこと（ブラジル人の人柄のよさが

“ブラジルいいねランキング”１位）を言うとうれしい。私（ブラジル人）も大人になってボラン

ティアをやりたい」（ゆうは何しにブラジルへ） 

・「みんなが（私の国）ブラジルのお肉のおいしさを感じてくれてうれしい。もっとブラジルのよさを伝えたい」（ブラジルバーベキュー体験） 

・自主学習でペルー人児童が、ペルーの言葉、料理、学校について、これまでに１０回以上調べてきた。 

・フィリピンにつながる児童がフィリピンの学校についてスピーチをしたり、フィリピン語をクラスの子に意欲的に教えたりした。 

③ 自分の現状への感謝 

・「平和なこと、毎日学校に行ける今の日本に感謝したい」（難民はどんな人） 

 

２．相手へのリスペクト： 

① 多文化への関心の高まり 

・ブラジルへの関心： 「サンバをおどっていると、明るい気持ちになって、元気になる。もっとブラジルのことを知りたくなった。いつ

かブラジルにも行ってみたい」「初めは、サンバとかはずかしかったけど、バカになっておどるようにがんばると、何だか楽しくなってき

て、すっきり。ブラジルが大好きになった」（サンバ de リスペクト），「ブラジルが日本にリスペクトの気持ちをもっていることがわかった。

私ももっとブラジルの文化を調べて、もっとブラジルへのリスペクトの気持ちをもちたい」「ブラジル人が日本人を信用していると聞いて

ビックリ。トイレに行くとき、“これ見といて”と言われるくらい信用されていると聞いて、とてもビックリ。ブラジルのことをもっと知

りたくなった」（ゆうは何しにブラジルへ），日本人児童がブラジル人児童にブラジル料理について質問した。 

・多様な塩への関心： 教師に加え、子どもたち自らも、日本各地、世界各地の様々な塩を買って持ってきて、給食時に楽しんでいる。 

・国旗への関心： 社会科の国旗クイズは大人気。自主学習で、国旗調べをしてきた児童がクラスの半分以上いた。 

・外国語への興味： 外国語活動の授業への興味が高まった。自分たちで名づけるすべての班名に外国語（英語やフランス語）が使われた。

自主学習で自分のお気に入りの外国語調べをする児童が７人いた。「日系人の人が使うコロニア語は、日本語とポルトガル語が合わさって

いておもしろいと思った。日本人とブラジル人が仲良くなるなと思った」（ゆうは何しにブラジルへ） 

② 多様な人への尊敬（人のよさに目を向ける意識） 

・難民選手団： 難民（選手団）の人たちは戦争で苦しんでも、笑顔で入場して、競技も真剣にやっていてすごい（オリ de リスペクト） 

・ブラジル人： 「ブラジル人は日本人よりも一人ぼっちが少なくて、仲間がたくさんいることがわかってすごいと思った。ブラジルの人

は失敗をおそれないという話を聞いて、ぼくも見習いたい」（ゆうは何しにブラジルへ） 

・障害者： 「いろんな障害をもった選手がいて、ちょっと気持ちが悪かったけど、すごい選手もいた。それでもがんばる人がいるなんて、

すごいと思った」（パラ de リスペクト），「パラの選手を見て、すごいと思うところは希望をもってがんばっているところ。私も、“もう、ダ

メだ”と思っても、希望を見つけてがんばろうと思った」「パラの人が、がんばって生きているのを見て、ぼくも勇気をもらった」「障害

者はすごい人。障害がある分、工夫して生活している。じゃま、かわいそうというよりも、がんばってる、ポジティブという風に思える

ようになれてうれしい」（障害者とは） 

③ 多様な人とのかかわり 

「オリンピックは“仲良くなろう！”と言っているだけでなく、本当に仲良くなるため、難民選手団を立ち上

げたり、転んだ選手を心配したりと、他の人との“つながり”を本当に大切にしている。４年後の東京五輪

では、どれだけ日本が他の国とつながれるかが楽しみ」（オリンピック de リスペクト） 

・障害者： 「障害者のことを今までは、かわいそうとかこわい人としか、思っていなかったけど、今はたく

さん会ってみたい」「初めは最悪なくらしをしている人たちだと思っていたけど、実際にかかわるとずっと

大変なことばかりではないことがわかった。これから、障害者のことをもっと知りたい」「前は、障害者は

最悪な暮らしをしている人と思って、あまりかかわりたくなかったけど、今は優しくて明るい元気な人だと

思う。見ていると元気がもらえるポジティブな人でかかわりたくなった」（障害者とは），「ぼくはなぜか障害

をもつ人が好きみたい。今度もそういう人に会う日があればいいな」（パラリンピアンとの交流） 

・ブラジル人児童と日本人児童： 「みんなで心を１つにしてサンバをおどって、楽しくて、いいなと思った

し、ブラジルの子ともっと仲良くしたい」（サンバ de リスペクト），ブラジルの子が羊語（基本単語は「メェ～」） 

を使い、日本の子と共に笑い、仲良くなる，リスペクトカードをかわすことがきっかけで仲良くなった 

・違う個性の人： 自分が苦手な自己主張の強い子どもに対して、Ａ児が創造した○語を使ったら関係がよくなった，  

④ 多様な人への寛容さ： 男子が女子を「～男（お）」と名前を変えて呼び、女子が男子を「～子」と呼び、ジェンダーの違いをユーモア

で受け止められるようになった，ルールを守れない子にいらいらしていた児童が相手のよさに目を向けて楽しくかかわれるようになった。 

 

３． 社会とかかわる生き方へのリスペクト 

① 世界とかかわる意欲の高まり 

・地球の課題への関心の高まり： 「特別な国も支配される国もないようになって、全部の国が平等になると平和になると思った」（オリン

ピック de リスペクト），「ユニセフのマークに長命、平和、健康、よりよい世界など、いろんな意味や思いがこめられていることがわかった。

○語 

Ａ児が創造した○語 

パラリンピアンとの交流での学び 



地球がよりよいものになるために、私もいっぱい勉強したい」「ビデオを見て、平和で楽しそうにしていた女の子が戦争になって近くにミ

サイルが落ちてきたり、お父さんと離れてしまってかわいそう。大変な人を助けたいと思えるようになってきた」（ユニセフ） 

・国際交流、国際協力への意欲の高まり： 「最初はオリンピックなんて、どうでもいいと思っていたけれど、みんなと勉強して、だんだ

んとたくさん（テレビを）見た」（クイズ大会），「オリンピックに出ている人や計画している人は平和を願っていることが伝わってきた。私

もオリンピックを見ながら、ふだんでも平和を願い、世界についてもっと知りたい」（オリ de リスペクト）， 

② 世界で働くことへの興味： 「JICA は世界に行ってその国の人たちを助けるのはすごい。ぼくもアメリカに行って建築の勉強をして、

いつか世界を助ける仕事をしたい」（ゆうは何しにブラジルへ），アナウンサーになって海外の人に取材をしたいという夢、ホテルウーマンに

なって海外の人とかかわる接客をしたいという夢をもった児童がいた 

③ 社会参加： 「自分の国を助けてもらうために、（カトアタウ選手は）負けてもはずかしがらずにおどっていたのですごいなと思った。」

（オリンピック de リスペクト），「やるべきことをしっかりやりたい」「自分の役割を果たしたい」「発言をたくさんしたい」「大きな声であい

さつをしたい」（パラリンピアンとの交流） 

・社会貢献活動への参加： 「ブラジルにも家がなかったり、薬や食べ物がなくて困っている人がいる。世界の人が協力してよりよい世界

にしたい。いろんな命が助かるようになったらいいな。一日も早くいい生活になるようにと思って募金をした」「とても小さな命をリスペ

クトするユニセフにおどろいた。ぼくはよく募金をするけど、世界の役に立っている気がした」（ユニセフ），トイレのスリッパ整とん運動、

掃除ボランティアに意欲的に取り組んだ 

・委員会や係活動への主体的な取り組み： リーダーシップを発揮する

子どもが増えた 

・意欲的な授業参加： はずかしがらずに発言できる子どもが増えた 

 

４．多様性を生かした創造的なものづくり： 班の旗「ワールドオブお

もてなし」、お笑い劇場、工作会社によるクラスに役立つ工作作品の共創、 

クリエイティブな出し物 

 

５．保護者の意識変化： ブラジル文化へのリスペクト「子どもたちがサンバを楽しく踊っている様子を見て、この地域で暮らすよさを感

じた」（サンバ de リスペクト） 

 

 

資料４ 同僚教師との共創を促す手立て 
 
グローバル教育という自分のしたいことが多様な同僚教師からリスペクトされるためには、まず自らが相手のよさをリス

ペクトする必要がある。手立ての１つとして、学年主任という立場で４月に「チームづくりのための対話（Team-Building 

Activities）」を同僚の３人の教師と行った。「私の強み」と「私の弱み」、「ﾁｰﾑﾒｲﾄのよさ（ﾁｰﾑﾒｲﾄからのﾘｽﾍﾟｸﾄ）」、「卓越し

た教師チームづくりのため作戦」を付箋にまとめ、模造紙に貼りながら以下のようにシェアした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同僚のもつ多様性をリスペクトし、生かす形で実践が共創できるように努めた。例えば、Ｃ先生の障害者スポーツ経験は

今年度の実践にパラリンピックを含める大きな要因となった。また、教育実践を構想するが、実際の指導にもたつく私を、

スピーディな全体指導が上手なＢ先生に助けていただくことが多かった。運動会「サンバ deリスペクト」では、音楽が得意

なＡ先生にサンバの打楽器の工作と合奏指導、体育が専門のＣ先生にダンスの指導を担当していただいた。 

幸田 
 

私の強み 

・好奇心 → 創造的な構想力 

・グローバル教育の実践力 

・誰とでも人間関係を築ける 
 

私の弱み 

・時間にルーズ 

・集団を動かす指導が苦手 

・理屈っぽい 
 

チームメイトからのリスペクト 

・穏やか、冷静さ 

・気取らず、素直で話しやすい 

・実践が深い 

Ｂ先生 
 

私の強み 

・教材を最大限に生かす指導 

・子どもががんばり続けるｼｽﾃﾑ 

・褒めるのが得意 
 

私の弱み 

・新しいことへのﾁｬﾚﾝｼﾞが苦手 

・勤務時間外の対応が苦手 

・言い方によってはむっとする 
 

チームメイトからのリスペクト 

・無駄のないｽﾋﾟｰﾃﾞｨな指導 

・保護者対応 

・発達障害児童への対応 

Ａ先生 
 

私の強み 

・任された仕事を妥協しない 

・ピアノ 

・嫌なことを寝たら忘れる 
 

私の弱み 

・感情の起伏が激しい 

・周りが見えなくなる 

・褒めるのが苦手 
 

チームメイトからのリスペクト 

・全校への合唱（音楽）指導 

・金管バンド部の指導 

・努力 

Ｃ先生 
 

私の強み 

・子どものことを一番に考える 

・行動力 

・何でもやってみようとする 
 

私の弱み 

・感情＞理論 

・人の短所を受け入れるのが苦手 

・納得するのに時間がかかる 
 

チームメイトからのリスペクト 

・進んで動ける 

・やる気にさせる行事指導力 

・ﾀﾞﾝｽ、障害者ｽﾎﾟｰﾂ、ｷｬﾝﾌﾟ経験 

卓越したチームづくりのための作戦 

共創 
 

・新しいことにチャレンジ！ 

失敗しても気にしない 

・補い合い、助け合い、それ

ぞれのよさを生かし合う 

・よい情報を進んで共有 

・問題にはみんなですぐ対応 

リスペクト 
 

・相手（子ども、他のクラス）のよ

さに目を向け、伝え合う 

・子どもの前では「平等」の立

場でリスペクトを忘れずに 

コミュニケーション 
 

・やりたいこと、納得の

いかないことははっき

り伝える 

・相手の言い分を否定し

ないで聞く 

・いつでも相談できるよ

うに職員室にいる 

時間管理 
 

・時間を大切に。事前に目

標時間を設定し、困った

ら相談 

自主性 
 

・大枠は決めて進め方は任せる 

計画性 
 

・具体的な計画を早めに提

案！ 

班旗「ワールドオブおもてなし」 


