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本稿は、公立小学校における国際理解教育と英語教育に注目し、学校行事と関連付けて学習発表会の場でその成果を

発表した教科横断型の授業実践を報告する。参加した公立小学校の５年生３クラス７４名と、学習発表会を見学した小学校教

員８名によるアンケート結果を量的及び質的に調査した。実施期間は 2 か月間であり、外国語活動、道徳、総合的な学習の

時間を通した教科横断型の取り組みが、どのように参加児童の国際的視野の育成に影響を与えたかを考察するものである。 

児童の振り返りアンケートの記述統計の分析結果から、英語の歌を歌うことで日本語と英語の発音の違いに気づき、英語へ

の興味を高めることや、難民やオリンピックなど国際理解を扱うことで、文化に対する理解や国際親善の態度を養うことがで

きたことが明らかになった。さらに、参加児童の国際理解に対する興味・関心が高まり、英語学習への肯定的影響が期待で

きることがわかった。児童の振り返りアンケートの自由記述の分析結果から、驚きや新たな気づきが多くあり、自分にできるこ

とを考える機会になったことや、外国語を学ぶ必然性に気づき、外国語学習への意欲を高めることが示された。教員のアン

ケートの記述統計の結果からも、教科横断型の授業は、英語教育や国際理解教育に有効である可能性が示唆された。学級

の枠を超えて学年全体で取り組むことで、国際理解への興味を持ってもらう等、同僚性の構築も示された。 

 

 

はじめに 

 

急速にグローバル化が進展している現代では、国を超えてあらゆる人々が互いに尊重し合い、共

に力を合わせて世界をより良くしていくために、行動に移していくことが非常に大切である。2020

年に東京オリンピック・パラリンピックの開催が決まり、「教育支援プログラム集」や「東京オリン

ピック・パラリンピック実践事例集」等が発行され、それらを活用して学校に外部講師としてオリ

ンピアンを招いて特別授業を行う等、各学校においても様々な方面からオリンピックを盛り上げて

いこうとする取り組みがなされている。オリンピックは「平和の祭典」と言われることから、スポ 
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ーツを通じて人種や差別、民族、国境を越えて平和な世界の実現を目指している（東京都教育委員

会, 2017）。また、オリンピック・パラリンピックをきっかけとして、学校へ行くことができない世

界の子供たちの存在を知り、教育を受けることの大切さ、難民の存在等、世界の現状に目を向ける

ことにより、文化に対する理解を深め、自分の考えや思いをもつようになることが期待される。「自

分の母語以外の言語を習得することが「異文化」へのさらなる知識の獲得や理解の深化につながる

発達段階である。」（塘, 2017, p. 56）と述べられている。さらに「偏見のない寛容な考え方で行わ

れる教育は、他文化の視点の理解や、文化間の差異の認識、そして国際理解を深めることになると

考えられる。」（OECD, 2015, p. 39）と言われており、小学校段階においても、外国語活動を学ぶこ

とだけでなく、異文化への寛容性を育て、国際理解を深めていくことの必要性が示されている。 

平成 29年告示の小学校学習指導要領の外国語では、資質・能力の三つの柱である(1)知識・技能、

(2)思考力・判断力・表現力等、(3)学びに向かう力・人間性等、に沿った詳細な目標を設定してい

る。その目標の 3つ目の「学びに向かう力・人間性等」の項目に、「外国語の背景にある文化に対す

る理解を深め、他者に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする

態度を養う。」（文部科学省, 2018b, p. 72）という記述がある。さらに指導計画の作成と内容の取

り扱いには、「外国語と道徳教育との関連を明確に意識しながら、適切な指導を行う必要がある。」

（文部科学省, 2018b, p. 137）とあり、平成 29年告示の小学校学習指導要領の特別の教科、道徳

には「日本人としての自覚や誇り、我が国の伝統と文化を理解し、尊重する態度を深めつつ、自分

にできることを考えるなどして、進んで他国の人々とつながり、交流活動を進めたりより親しくし

たりしようとする国際親善の態度を養うことが求められる。」（文部科学省, 2018a, p. 63）と記述

されている。これらを踏まえると、東京オリンピック・パラリンピックは、多くの外国人と英語で

積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度や、日本人としての自覚と誇りをもち、豊かな国

際感覚を養う貴重な機会になると考える。 

また、平成 29年告示の小学校新学習指導要領の外国語では、教材選定の観点に「英語を使用して

いる人々を中心とする世界の人々や日本人の日常生活、風俗習慣、物語、地理、歴史、伝統文化、

自然などに関するものの中から、児童の発達の段階や興味・関心に即して適切な題材を変化をもた

せて取り上げるもの」（文部科学省, 2018b, pp. 133-134）とあり、題材の選択に関して、英語と国

際理解に関わることが次の 3 つの観点に示されている。「(ア)多様な考え方に対する理解を深めさ

せ、公正な判断力を養い、豊かな心情を育てることに役立つこと。(イ)我が国の文化や、英語の背

景にある文化に対する関心を高め、理解を深めようとする態度を養うことに役立つこと。(ウ)広い

視野から国際理解を深め、国際社会と向き合うことが求められている我が国の一員としての自覚を

高めるとともに、国際協調の精神を養うことに役立つこと。」（文部科学省, 2018b, pp. 134-135）。

さらに、指導計画の作成上の配慮事項として「言語活動で扱う題材は児童の興味・関心に合ったも

のとし、国語科や音楽科、図画工作科など、他の教科で児童が学習したことを活用したり、学校行

事で扱う内容と関連付けたりするなどの工夫をすること。」（文部科学省, 2018b, p. 125）が挙げら

れており、外国語において、教科横断型を意識して学習計画を立てることは重要である。2020年に

英語が教科化となり、学級担任が指導の中心として関わっている可能性が高く、教科横断型の単元

構想がイメージしやすいことが想像できる。 

これらの点を踏まえて本実践研究では、オリンピック・パラリンピックや難民をテーマに、世界
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の様々な課題に気づき、これからのより良い世界に向けて日本人としてできることを考え、国際親

善の態度や国際協調の精神を養うことを目標に、小学校5年生における道徳、総合的な学習の時間、

外国語活動を通した教科横断型の取り組み、および学校行事と関連付けて学習発表会の場でその成

果を発表した国際理解教育の実践を報告する。 

 

 

本実践における参加者 

 

本実践研究における参加者は、東京都の公立小学校の 5年生 3クラス 74名（各クラス約 28名）

と、学習発表会を見学した小学校教員 8名（校長、副校長、校内の教員）である。参加児童は第二

著者である本担当教員(以下、本担当教員と略)が担任した学級を含めた学年の児童である。参加児

童の多くは、新しい学習に対して意欲的で、物おじせずに ALTや留学生とコミュニケーションを図

る等、何事にも前向きに取り組むことができる。自分の考えを進んで発信することができる児童が

多く、協働学習では協力して意見を出し合いながら進めることができる。今回の調査を行うにあた

っては、実践前に調査の内容や目的について説明し、個人情報を特定できないよう配慮し、任意で

質問紙調査に協力してもらうことを参加者に承諾してもらった。前段階として、1学期に社会科「世

界の中の日本」で、地球儀や地図帳を使って様々な国の位置や大陸、海洋の名前を学習している。

また、総合的な学習の時間に「世界一大きな授業」を実施し、世界の国々の識字率の問題について

体験的に学び、教育の大切さに気づかせるため、マララ・ユスフザイさんのスピーチを字幕を見な

がら英語で視聴した。その後、内容理解を確認するため、日本語で補足説明を行った。参加者は、

このような事前学習を経験している。  

本担当教員は小学校での経験年数は 8年目であるが、その前に私立高校で英語教員としての経験

が 3年ある。特別支援学級担任、英語教育推進リーダーを経て現在は英語専科教員として勤務して

いる。授業に対する指導観については、児童が楽しんで英語に触れ、英語に対して抵抗感をもたな

いようにすることを大切にしている。また、英語を学ぶ必然性の 1つとして「世界を知ること」が

不可欠だと考え、国際理解教育と英語教育を繋げた学習指導を意識して日々の教育活動を行なって

いる。第一著者は、教育学部所属の大学教員であり、本実践においては全体の単元計画に携わり、

特に、外国語活動の内容や質問紙調査及び分析に協力し、本担当教員の小学校における外国語活動

研修会の講師としても関わっている。 

他にも、小学校英語に関心のある近隣大学の学生が授業の一環として一緒に参加したり、NGO 法

人 AAR JAPAN 難民を助ける会(学校向けに国際理解教育の出前授業を行っている、国連に公認登録

された国際 NGO)を外部講師として授業に来てもらい、本実践の一部に協力していただいた。 

学校の特徴としては、地域との繋がりが強く、様々な学習活動に地域人材を活用している。また、

各教室に大型テレビが設置されており、タブレット端末を繋げて動画や音楽教材を活用している。

教科担任制ではないが、クラスによって指導内容に差が生じないよう、担任同士で他教科と授業を

交換しながら本担当教員が英語専科教員として 3クラス全ての授業を担当した。 
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調査方法 

 

本実践について児童や同僚がどのように感じているかを探るために、児童および小学校教員を対

象に事後アンケート調査を行った。児童には国際理解・難民・英語の 3つについて 7項目の質問を、

リカート・スケールの 3件法で回答させた。さらに振り返り用紙を配布し、本単元や学習発表会を

通して考えたことや思ったことを自由記述で記入させ、第一著者と第二著者により、その自由記述

データを付箋に転記し、内容の似たもの同士を集めてグループ編成を行い、最終的に残ったラベル

の束を解釈しやすい順番に配置し、そのカテゴリー化した結果を図解化し、叙述化した。教員アン

ケートについては、他教科や学校行事と関連させた教科横断型・英語・国際理解の 3つについて回

収できた 8 名分を分析対象とし、「どちらともいえない」に回答が集まってしまうのを避けるため

(盛山他, 1992)、9項目の質問をリカート・スケールの4件法で回答し、各項目について具体的な

内容を記述してもらった。このアンケートは、本実践の効果を明らかにすることを目的に、学習指

導要領に基づいて質問項目を作成した。 

 

 

実践の内容 

 

全 4時間の本単元のめあては、「世界の課題を自分のこととして捉え、自分にできることを考えた

り、行動したりしよう」であり、小学校 5年生を対象とした、2学期の 2018年の 9月から 10月ま

での約 2ヶ月間の授業実践報告である。自分たちが生きているこの世界は今、どんな状況にあるの

かを知り、世界の課題について考える第一歩を踏み出すために、「世界がもし 100人の村だったら」

の英語ビデオを視聴した。動画は英語の文字で表記されているため、ページごとに停止し、日本語

で適宜解説しながら動画を視聴し、栄養の足らない人やお腹を空かせて死にそうな人、きれいな水

を使えない人のパーセンテージの大きさに驚いている様子が伺えた。この実践を支えるために、 道

徳、総合的な学習の時間、外国語を通した教科横断型の取り組みの実践内容を報告する。 

 

外国語活動 

既に英語のビデオ視聴で食事や飲み物に困っている人が世界中にたくさんいることを知り、食べ

物の大切さや健康の大切さに気付いた上で、世界の食べ物や世界の人々に意識を向け、道徳や総合

的な学習の時間に繋がるように考え、食べ物について扱うことから開始した。『We can! 1』 Unit6 

“I want to go to Italy”の単元において、世界の国々の食べ物や見どころ、お土産等について知

り、Where do you want to go? / I want to go to 〇〇.のキーセンテンスを使って、行ってみた

い国についてグループで話し合い、海外旅行に行く計画を立てる活動を全 8 時間行った(小林、 

2019)。また、世界の国々だけでなく、自国のおすすめの場所について ALTに英語で発表する活動を

行った。様々な国について知ることで世界に興味をもち、自分が気になる国について自主的に、家

庭学習として調べたりまとめたりする児童もいた。また、近隣大学の学生と“I want to go to Italy” 

の単元で学んだ国の食べ物だけに焦点を当ててグループごとに調べ、What would you like? / I’

d like 〇〇.のキーセンテンスを使って各国のレストランを開く活動も行った。児童各 4～5名の
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グループに学生を 1～2名配置し、学生はグループ内では常に英語だけを話し、児童が英語を聞いた

り話したりする機会を増やすようにした。さらに外国語活動の最初の時間に Warm upとして“ We 

are the world”を歌う活動を行い、音声で歌に慣れ親しみながら、英語のイントネーションやリズ

ムの練習を行った。また、歌詞の意味理解を深めるため、身振りや手振りをつけて歌った。最初は、

難しくてなかなか声を出せない児童もいたが、毎時間練習したり、休み時間に歌を流したりして慣

れ親しむことができ、歌えるようになったことが、本担当者の観察記録からもわかった。 

 

第 1時 めあて：「オリンピック・パラリンピックについて知ろう。」 

東京五輪音頭を踊ったり、オリンピックの歴史やオリンピック休戦について理解した。また、様々

な国のオリンピック選手の写真を国旗と同時に見せ、どこの国の選手かを当てさせた。これまでも

外国語活動の時間に国旗クイズ等で世界について学習してきたため容易に導入することができた。

さらにリオデジャネイロオリンピックの開会式の様子の動画を使い、ナレーターが英語で国名を言

っているのを聞き取りながら、国ごとに選手が国旗を掲げて入場するところを視聴した。最後のチ

ームが入場した際、彼らがこれまでの国々とは異なり、五輪の輪の国旗を掲げ、それぞれ違う国旗

を手に持って入場していることに気づいた。「なぜ自分の国を代表できないのか。」という問いを与

え、自分の考えをワークシートに記入させた。以下、児童がワークシートに書いた、問いに対する

自分の考えの例である。 

・自分の国だけでは人数が足りないから。                     

・人種差別があるから。         

・色々な人とコミュニケーションが取れるから。               

・一つ一つの国の選手が少ないから。少ない国同士を全部くっつけているから。 

 

第 2時 めあて：「世界の課題について知り、自分なりの考えをもとう。」 

難民の写真を黒板に貼り出し、グループで 1枚選ばせて、選んだ写真を使って 3分以内の簡単な

物語作りに取り組んだ。物語を発表し、その中からポジティブな言葉とそうでないものとに分けて

抜き出し、板書した。この時点ではまだ「難民」という言葉には一切触れていない。そのため、物

語作りを通して「難民」の写真から良いイメージを多くもてる活動を行った。その後、フォトラン

ゲージで使用した写真や前時で示した、「国を代表できない選手」の写真、難民だった著名人の写真

を見せ、彼らの共通点を考えさせた。また、前時の問いである「なぜ国を代表できないのか。」に対

する児童の考えを共有した。彼らが「難民選手団」であることを知り、「難民」についての理解を深

め、難民とは何か、どれほどの難民が世界にいるのか、彼らの生活環境、難民の半分以上が子供た

ちであることを知り、大きな衝撃を受けている様子が伺えた。その後、動画「家族のために働く 13

歳のシリア難民の少年（英語）」を見せた。振り返りシートの感想に、「私たちは家族や友達と楽し

く暮らしているけれど、世界には子供でも働いたり、大変な思いをして暮らしている人がいること

が印象に残った。」という記述がみられ、 教育の大切さや自分たちが学校に通えていることは当た

り前でないという認識を示した。 

最後に、突然故郷を追われ、「難民」として生活を始めなければならなくなった時に、かばんに何

を詰めていくかをグループで考えさせた。これまでに得た知識を活用して、グループで意見を交換
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しながら考えていた。その後、グループごとに発表を行い、実際の難民の方々のかばんの中身から、

とても少ない荷物で自分の故郷を離れてきたことを知り、驚きを隠せない様子であった。また、こ

のような過酷な状況で大切な故郷を離れてきた難民の方々を支援する方法についてグループに戻っ

て考えさせた。1つは「小学生である今の自分にできること」、２つ目は「将来の自分にできること」、

そして 3つ目は「日本の社会にできること」である。「募金をする」や、「ボランティア活動をする」、

「難民を助けるための船や家を用意する」、「難民を助けるための企業を立ち上げる」等の考えが挙

げられたが、それ以上のアイデアがなかなか出てこなかった。これまでの学習の中で、多少は「難

民」についての知識があるものの、実際に難民のために活動している人のことや、どのような支援

が世界で行われているのかについては知らなかった。しかし、その中でも外国語活動の学習と関連

させて進めていることから、日本の社会にできることとして、「日本の人々がもっと英語ができるよ

うにすること」という意見がでたグループがあり、外国へ逃れることになり、言葉の壁に苦しむ難

民のことを考え、支援する側として英語を学ぼうという意欲が本担当者の観察記録からもわかった。 

 

第 3時 「難民を体験しよう。」外部講師 NPO法人 AAR JAPAN難民を助ける会 

難民の方々が抱える困難について避難生活を追体験しながら理解するために、4〜5人グループに

分かれ、グループを難民の家族と見なし、難民キャンプに入るか、到着した国に住み続けるか、ま

たは第３国を目指すのかについて意見を出し合いながらグループで一つに決めた。しかし、難民キ

ャンプに入ることができるのは 10人に 1人と言われており、今回は 6グループのうち 1グループ

しか入れないことになっていた。難民キャンプに入った時のメリットとデメリットが示され、それ

を踏まえた上で、グループで話し合いが行われた。以下、児童から出た意見である。 

 

難民キャンプに入りたい。 

「難民キャンプの外だとお金がかかるし、食べ物が買えなくて大変かもしれない。難民キャンプな

ら食べ物が配給されるから安心。」「住むところがなかったら死んでしまうから、難民キャンプの方

が安心。」「難民キャンプの外だと捕まってしまうかもしれないし、差別を受けるかもしれない。」 

到着した国に住み続けたい。 

「移動したら差別を受けるかもしれないから、最初に到着した国に住み続けた方が良い。」 

第３国を目指して移動したい。 

「ヨーロッパって良いイメージがあるから、もしかしたら成功するかもしれない。」「仕事が見つか

るかもしれないし、難民キャンプと違って自由に動くことができる。」 

この活動を通して、児童に難民の気持ちを体感させようと考えた。その結果、児童の振り返りシ

ートの感想に「自分が日本から他国へ逃げるなんて想像できない」や「生きていくだけでも非常に

困難」という記述がみられ、 難民の家族がバラバラになっている現実や、難民の家族にあり得るこ

とを少しでも体験させることができた。 

 

第4時 「平和について考え、折り鶴でメッセージを発信しよう。」 

事前に児童一人一人が「怖いもの」と「将来の夢」について書き、それぞれの思いを共有してい

た。（表1参照）自分たちからでたものと、世界の子供たちの「怖いもの」と「将来の夢」について
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比べ、気づいたことを話し合った。子供たちにとって特に衝撃的だったのは、シリアの子供たちの

ものであった。「怖いもの」に、「家族がいなくなること」が挙げられていることを知り、児童の振

り返りシートの感想にも、「私たちがどれほど幸せかと感じた」という記述がみられ、「難民」の辛

い思いを改めて感じていたことがわかった。また、「将来の夢」に関しても、「シリアに帰ること」

や「愛する人との再会」等を書いたシリアの子供たちの思いを知り、心を痛めている児童もいたこ

とが、児童の振り返りシートの感想の「難民がどんなに苦しんで助けを求めているかを知り、とて

も悲しい気持ちになった」という記述から判断できる。 

 

表1 各国の子供たちの怖いものと将来の夢 

 日本 カナダ 韓国 オーストラリ

ア 

シリア 

怖い 

もの 

・お母さん 

・自然災害 

 特に地震 

・お化け 

・サメ 

・蜘蛛 

・暗い場所 

・お化け 

・モンスター 

・愛を失うこと 

・戦争やテロ 

・家を失うこと 

・将来のこと 

・紛争          

・空爆や砲撃 

・家族や友達  

 を失うこと 

将来の

夢 

・先生 

・お金持ち 

・バスケット

ボール選手 

・医者、警察 

・K-Popスター 

・宇宙飛行士 

・クリケット選 

 手 

・国に帰るこ

と 

・愛する人と 

 の再会 

 

このような同じ年代の世界の子供たちの思いを知り、「平和への願い」をメッセージに残すために、

東京オリンピック・パラリンピックに向けた活動の一つとして行われている、Peace Orizuruプロ

ジェクトに取り組んだ。これは、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の活動の

一つであり、平和の祭典であるオリンピック・パラリンピックと平和の象徴である折り鶴作りを通

して、平和な世界を広げていくための活動である。羽の部分に「平和の願い」を込めて一人一人が

メッセージを書き込んだ。以下、児童が書いた平和へのメッセージである。 

 

・「平和」とは、みんなが幸せに暮らせること。 ・できる限り協力したい。 

・全員が手を取りあえる日が来ますように。   ・戦争が無くなって欲しい。 

・世の中の未来が明るくなりますように。 

 

以上の学習を終え、世界の課題や難民に対して「知る」ことの大切さを実感した。知って初めて

人は何かを感じ、考え、行動に移し始める。これらの学習を生かし、他学年の児童や保護者、教職

員の方々等、多くの人に世界の課題や難民について知ってもらうには、学習発表会で発表すること

が良い機会だと考え、単元計画の最後に発表の場を準備した。 
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学習発表会 

 

 児童は「難民」について知り、友だちと自分の考えや思いを共有しながら学びを深めてきた。学

んだことを生かし、世界の課題や難民問題について「自分のこと」として行動に移し、劇として発

信することで、他学年の児童や保護者、教員等にも国際理解教育の重要性を伝える機会になると考

え、学校行事である「学習発表会」にて発表することを行動の第一歩とした。全 4時間の準備時間

を経て、学習発表会を行った。単元の導入で取り入れた、オリンピック・パラリンピックを劇にし

て行い、その中で難民選手団が登場することで難民問題に触れ、“Joy To The World!!” というタ

イトルの25分間の劇を通して国際理解教育の重要性を学校内外に向けて発表した。劇の全体的な

内容としては、オリンピックの開会式を舞台としている。最初の台本は本担当教員が自作したが、

授業を行っていく中での児童の発言やつぶやき等を反映させながら改良を何度も加え、完成させ

た。第5学年の児童が学級の域を超えて、学年全体で発表を行った。 

第一場面では、英語の開会式のアナウンスからスタートし、アナウンスと同時に各国（日本・オ

ーストラリア・カナダ・韓国・難民選手団）の選手が国旗を掲げ、入場した。第二場面からはナレ

ーターが各国の選手に英語でインタビューをしていった。それぞれの国が自国の誇れるものを紹介

していく中で、シリアの選手は、以前の自国の様子と現在の様子を紹介することで、難民である選

手たちが置かれている状況がわかるように工夫した。第三場面では難民選手団だけがステージに上

がり、彼らの状況やそれぞれがどんな思いで自分の国から逃れてきたのか、家族や友人への思いや

他国の人々への願い等のメッセージを英語で伝えた。第四場面では、難民の児童労働をテーマに書

かれた絵本である谷川俊太郎の詩「その子」を全員で群読した。発表者が声をそろえて全員で一緒

に読むことになり、鑑賞している低学年にも世界の課題がより理解しやすくなるだろうと考え、群

読を取り入れた。最後に外国語活動で学んだ英語を生かして“We are the world.”を身振り手振りの

振り付け付きで合唱し、難民問題を始めとする、世界の問題に対してこれからの自分たちにできる

ことを発表したり、世界の平和への願いを伝えたりした。 

 

 

本実践の成果と考察 

 

児童アンケート記述統計の結果と考察 

本研究で用いられた振り返りアンケートの記述統計の結果を表2に示し、国際理解・難民・英語

について 7 項目の質問を、リカート・スケールの 3件法で回答させた結果を図 1から図 3に示す。

各尺度は記名方式で測定され、1:はい、2:まぁまぁ、3:いいえの3つの選択肢から1つ選ぶ形にし、

その結果の平均を分析した。さらにそれぞれの質問項目について具体的な内容を記述してもらう形

式で作成して実施した。表 2の国際理解、難民、英語に関する 3つの指標における記述統計の結果

から、本実践が児童の英語や世界に対する興味や関心を高め、難民というテーマについて理解を示

していることがわかる。 
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表2  アンケート結果 : 記述統計 

 N M SD 

国際理解 

難民 

英語 

74 

74 

74 

1.45 

  1.28 

1.44  

0.58 

0.44 

0.58  

記述統計の平均値については、数字が高いほど否定的な回答であることを示している。 

 

 

図1 国際理解について ( N = 74 ) 

 

 

図2 難民について( N = 74 ) 

 

 

図3 英語について( N = 74 ) 

6人

20人

48人

3人

29人

42人

いいえ

まぁまぁ

はい

項目1:社会や道徳、外国語活動など様々な教科での学習を通して、「世界」のことに興味をも

ちましたか？

項目4:東京オリンピック・パラリンピックに向けて期待感が高まりましたか？

2人

24人

48人

1人

12人

61人

いいえ

まぁまぁ

はい

項目2:「難民」に関して理解を深めることができましたか？

項目3:世界のことや難民に関して自分に置きかえて考えたり、自分に出来ることはないか、と

考えたりすることができましたか？

8人

25人

41人

5人

14人

55人

3人

26人

45人

いいえ

まぁ…

はい

項目7:声の上がり下がりのイントネーションや英語のリズムに気をつけて英語の歌を歌うことがで

きましたか？
項目6:英語の歌を歌うことで、英語と日本語の音の違いに気付くことができましたか？

項目5:英語のセリフを言ったり、英語の歌を歌ったりすることで、英語に興味をもちましたか？
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項目1〜7から、およそ9割以上の児童が肯定的に回答していることがわかる。その理由として、

英語の歌やセリフを繰り返し練習することで、英語に慣れ親しみことができ、東京オリンピック・

パラリンピックを身近なこととしてとらえ、国際理解について考えることができたことが、このよ

うな結果に繋がった可能性がある。また「難民」という、今まで考えたことがない問題から、同じ

世代の子供たちが置かれている状況について知ることで、「自分だったら」という視点で考え、もっ

と知りたい、という興味や関心につながったと思われる。英語に関しては、「英語の歌を歌えた!」、

「以前より英語ができるようになった。」と、達成感をあじわった児童が多くいたことが、本担当者

の観察記録や振り返りシートの記述からわかった。英語の歌やセリフを取り入れたことで、多くの

児童が感情をこめて英語を表現する姿勢が見られた。その結果、英語のリズムやイントネーション

にも注意を払うようになっていることが見て取れた。このような歌や演劇のセリフを表現すること

を通して、英語で発信することができるようになったと感じたようだ。その一方で、否定的に（い

いえ）と答えている児童が各項目につき数名いる。彼らの普段の学習に対する姿勢の観察から、特

別な支援を要することが多く、初めて取り組むことに関して不安感を抱く等、課題があることがわ

かる。友達と一緒だったり、歌やダンスをしたりしながらであれば楽しく参加できると考え、学習

発表会において“We are the world.”の合唱を台本に入れた。 

 

 

児童アンケート自由記述の結果と考察 

 

児童の振り返りシートの自由記述欄に書かれた感想をKJ法を用いて分析した。KJ法とは、文化

人類学の分野で川喜田二郎が考案した研究法(川喜田, 1996)で、英語教育学でも質的データの分析

方法として応用されている。KJ 法は名刺ぐらいの大きさのカードにデータを転記し、一見無秩序

に見える定性的データを基にカードをグループ分けし、グループごとの関係を図解化する。最後に

図解を基に文章化することにより、データの解釈を行うという点で、質的研究への応用範囲が広い

手法である。 

 

図4 KJ法グループ編成 
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竹内・水本(2012)の KJ法の作成方法を参考に、グループ分けした結果、7個のカテゴリーに分

けることができた。その結果を図4に示し、それぞれのカテゴリーに考察を加える。 

 

オリンピック・パラリンピック 

「オリパラが楽しみ。」（OP22 参照）や「オリンピックでは、日本の選手を応援しつつ、難民チ

ームも応援したい。」（OP6参照）という記述から、学習発表会を通して、児童はオリンピックや難

民選手団への興味・関心も高まったと判断できる。 

 

気づき 

「難民の学習を通して家族と一緒に暮らせること、友達と遊べること、学校で学べることの大切

さ、幸せさに気づいた。」（K6参照）という記述が見られるように、児童は難民と自分の生活を比較

し、日本の豊かさや有難さに意識を向けるようになったといえよう。さらに、「世界の平和はすごく

大切」（K31 参照）、「難民を助けるボランティアがいることにも気づいた」（K4 参照）、「私たちが

何もしないわけにはいかない。」（K16参照）という記述が見られるように、難民が置かれている状

況の辛さや、日本や世界の人々ができることを考え、行動することが大切だと気づいたことが読み

取れる。 

 

驚き 

「同じ世界で暮らしているのに別の世界にいるような感覚」（O27 参照）や「自分が難民だった

らパニックになる。」（O16参照）という記述は、自分と同じような生活から一変して過酷な生活に

なる難民の現状を知り、自分に置き換えて考えたときに到底想像できないことだと驚いたことがわ

かる。 

 

興味・関心 

「この学習を通して他の国にも興味を持ち、本を読み始めた。（KK11 参照）」や「なぜ戦争がな

くならないのかという疑問を持った。」（KK29 参照）という記述が見られるように、世界に興味を

もち始め、戦争や紛争への疑問をもったようだ。 

 

支援 

「難民のボランティアをしたい。」(S18参照)や「難民の事を日本に広め、難民を受け入れられる

ような日本の社会を作りたい。」(S25参照)という記述から、難民支援を行いたいという意欲が読み

取れ、世界中の人と共に力を合わせてより良い世界をつくっていこうという意欲につながったと考

えられる。 

 

英語 

「最初はよくわからなかったが、英語の歌を練習するうちにわかるようになった。」(E435参照)

という記述から、英語の歌を歌うことを楽しみ、わかるようになったという実感を覚えたと考えら

れる。また、「英語を勉強して難民の方がわかるようにしたい。」(E21参照)」や「難民に声をかけ
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られた時、英語を話せるようにしておけば相手も安心するし、英語を覚えることが必要だと思った。」

(E17参照)」という記述から、難民を支援することができるように、英語が話せるようになりたい

と思ったようだ。 

 

将来に向けて・自分の生き方 

「僕たちより難民のほうが我慢強くて頑張っている。僕もそんな人になりたい。」(S44 参照)や

「将来、難民の人を助けられるような医者になりたい。」(S5 参照)という記述は、今後できること

を考え、頑張って生きている難民を見習って生きていきたいという自分の生き方について考えを深

めたと判断できる。また、 「紛争をなくし、難民や世界中の人が幸せになって欲しい」(S10参照)

という記述から、戦争や紛争がなくなり、全ての人が幸せな生活を送れるようになって欲しいと感

じたようだ。 

 

学習発表会 

「学習発表会を通して難民のことを伝えていく大切さを知った。」(G29 参照)や「学習発表会で

発表できて難民についての理解を深めることができた。」(G6 参照)という記述が見られるように、

学習したことを学習発表会で多くの人々に伝える場を設けたことで、難民について知ってもらうこ

との大切さに気づき、 さらに、劇にして演じることで学びを深められたと感じたようだ。 

 

その他 

「スポーツ選手や警察等、色々な夢があるが、難民の夢は自分の国へ帰ること。そのような夢を

もたずに、自分のやりたい夢をもって欲しいと思った。」（12 参照）「難民の人は、昔は今の私たち

と同じような生活をしていたのに、今は内戦から逃げて大変だと思った。」（13 参照）「生まれた場

所が違うだけでこんなに大変だったとは思わなかった。」（18参照）  

 以上をまとめると、自由記述データから、児童は世界の課題や難民問題について「自分のこと」

として考えるようになり、国際協調の精神を養うきっかけになったと考えられる。さらに、実際の

行動に移していくために、英語学習への動機付けも高まったと考えられる。 

 

 

教員アンケート記述統計の結果と考察 

 

本実践を参観された教職員がどのように感じているのかを把握するために、学習指導要領に基づ

いて、他教科や学校行事と関連させた教科横断型・英語・国際理解の3つに分けたアンケート項目

を作成した。教員アンケートの結果 (N = 8) と考察をそれぞれ示す。 

他教科や学校行事と関連させた教科横断型についての項目1:「今年の「国際理解Joy to the world」

は児童の興味・関心を引くものであった」についての結果は、とてもあてはまる4名、あてはまる

4名となり、項目2:「国際理解をテーマに英語の歌を歌う等の表現活動を、学習発表会のような学

校行事で扱う内容と関連付けて発表することは良いと思う」についての結果は、とてもあてはまる

6名、あてはまる2名となり、項目3:「外国語活動や道徳や総合的な学習の時間等の他教科等で得
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た知識や体験等を生かして活動を展開することで、児童の知的好奇心をさらに刺激できると思う」

についての結果は、とてもあてはまる6名、あてはまる2名であった。具体的な根拠や理由を探る

ために、各項目の自由記述の原文例を、個人の識別番号を記載して全てそのまま引用する。 

 

項目1に関する自由記述： 

・難民の存在を知ることができたところ、家族や友だちと会えないという事実をしったところで衝

撃を受けているようだった(1)。・知らない世界について学ぶことで驚きがあったと思う(2)。・東

京オリンピックが開かれることを子どもが知っているので、そこをからめた所が良かった(3)。 

 

項目2に関する自由記述： 

・学校で行われている教育活動の中で、あまり耳慣れない「国際理解教育」を保護者、地域に周知

する良い機会だと思う(3)。・英語で表現する機会が増え、抵抗がなくなっていくと思う(4)。・グ

ローバルな見方、考え方が重要視されている昨今、英語に親しむことは不可欠であり、繰り返し

英語の歌を練習したり、発表を聞いたりすることは英語を近しく感じることにつながる(5)。 

 

項目3に関する自由記述： 

・学習発表会の題材として、繰り返し、児童全員が練習に取り組んだので、知識として定着し、考

えをそれぞれ深められたと感じる。より多くのことを知りたい、という感想も多々見られた(5)。 

教科横断型についての項目 1、2、3、および自由記述の結果から、テーマ設定や教科横断型の取

り組みを学校行事において発表したことが児童の興味関心を高める可能性があると感じていること

がわかった。授業中の児童の驚いている姿、主体的に取り組む姿勢を実際に観察してきたことが肯

定的な結果につながっていると思われる。また、学習発表会での児童の姿や、発表後の児童の感想

文からも国際理解というテーマに興味を示し、達成感を感じていることが教員にも伝わったようだ。 

 

英語についての項目4:「今回の学習発表会での取り組みが、児童の英語力の向上に役に立つと思

う」についての結果は、とてもあてはまる4名、あてはまる4名となり、項目5:「英語の歌を歌う

ことで、英語特有のリズムやイントネーションを身に付けることができると思う」についての結果

は、とてもあてはまる 2 名、あてはまる 5 名となり、あまりあてはまらない 1 名となり、項目 6:

「英語の歌を歌うことで、日本語と英語との音声面等の違いに気づくことができると思う」につい

ての結果は、とてもあてはまる3名、あてはまる4名となり、あまりあてはまらない1名であった。

以下に、 具体的な根拠や理由が述べられていると思われる原文例を、個人の識別番号を記載して抜

粋する。 

 

項目4に関する自由記述： 

・スキルの面ではなく、勉強したい、話してみたい、という意欲を高めることができたと思う(1)。・

英語の歌の反復練習、友達の台詞を繰り返し耳にすること(5)。・英語を使うこと、そのものが良

い(6)。・発表会後も鼻歌で“We are the world.”を歌う児童がいる等、英語が身近になっている(2)。 
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項目5に関する自由記述： 

・特に強く発音する部分と、そうでない部分があることに気づけたと思う(2)。 

・個人差があると思う。歌だけで身に付くことはないと思うが、きっかけとしては良いと思う(3)。 

 

項目6に関する自由記述： 

・自発的に気づく子どもは少ない気がする。指導者が言って、子供が「ふ～ん」となる程度かな(1)。 

英語についての項目 4、5、6、および自由記述の結果から、全体としては肯定的な意見が多い一

方で、英語と日本語との音声面の気づき、イントネーションを身に付けることについては個人差が

あり、課題があることがわかった。しかし、英語の音声に慣れ親しみ、英語の歌を歌うことは、児

童の英語への意欲を高めるきっかけになる可能性があることが示された。 

国際理解についての項目7: 「世界の中の日本人としての自覚を持つきっかけになり、国際的視

野に立って多面的思考ができるような人材を育てることにつながると思う」についての結果は、と

てもあてはまる5名、あてはまる3名となり、項目8: 「多様な価値観や考え方を持った人々を理

解し、国際理解を深め、国際協調の精神を養うことに役立つ」についての結果は、とてもあてはま

る5名、あてはまる3名となり、項目9: 「日本の文化と外国語の背景にある文化に対する関心を

高め、理解を深めようとする態度を養うことに役立つものであった」についての結果は、とてもあ

てはまる 2 名、あてはまる 6 名であった。以下に、 具体的な根拠や理由を探るために、各項目の

自由記述の中で特徴を表していると思われる原文例を、 個人の識別番号を記載して取り上げた。 

 

項目7に関する自由記述： 

・小学校段階ではまだ漠然としか捉えられないと思うが、継続していくことで、徐々に育っていく

のかもしれない(1)。・まず知ることのスタートに立てたことは有効(6)。・学習発表会を通して児

童が難民の複雑な立場をいろいろな視点から考えることができた(2)。 

 

項目8に関する自由記述： 

・小学校では国際理解を深めるところまでで十分だと思う(1)。・平和への思いが高まっていた(2)。 

 

項目9に関する自由記述： 

・国によっていろいろな物の考え方がある、と感じた児童は多くいたと思う(3)。 

国際理解についての項目7、8、9、および自由記述の結果から、「世界の様々な課題に気づき、日

本人としてできることを考え、豊かな国際感覚を養うこと」という本実践の目標をある程度は達成

できたことが示された。自由記述からも、視野を広げ、国際理解について考えるきっかけになった

と感じていることがわかり、学習指導要領の「我が国の一員としての自覚を高め、国際協調の精神

を養うことに役立つこと」に寄与しうることが示唆された。 
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まとめ 

 

本実践研究では、公立小学校におけるオリンピック・パラリンピックと難民をテーマとし、学校

行事と関連させた教科横断型の取り組みが、どのように児童と教員の英語教育や国際理解教育への

意識に影響を与えたかを調べた。その結果、参加児童の国際理解に対する興味・関心が高まり、英

語学習への肯定的影響が期待できることがわかった。児童の自由記述アンケートの分析結果から、

「驚き」や「気づき」、「興味・関心」、「英語」、「支援」の意識が読み取れ、「将来に向けて自分の生

き方」を考えるきっかけになり、世界をより良いものにしていこうとする国際親善の態度を養う機

会につながる可能性が示唆された。児童の感想に「英語はかっこいいから、絶対に英語のセリフの

役がやりたい」、「難民を助けるために英語が必要だと気づいたから英語を頑張りたい」という記述

が見られ、英語学習への動機付けの高まりが示された。教員の分析結果からも、世界の文化に対す

る理解を深め、外国語を学ぶ必然性を理解させ、児童が外国語学習への意欲を高めることに有効で

ある可能性が示された。 

本実践を振り返ると、他の教員と授業の交換をしながら協力したり、一緒に授業を行ったりする

ことで、学級の枠を超えて学年全体で取り組むことができ、国際理解への興味を持ってもらう等、

同僚性の構築にも大きく寄与したといえる。さらに、学習発表会で発信できたことで、学校全体を

巻き込み、多くの教員に教科横断型の国際理解教育の興味・関心を高めることができた。しかし、

英語や国際理解への興味・関心が低い児童への対応が課題として明らかになった。児童によっては、

英語の台詞や歌詞、難民というテーマ自体が難しく、認知レベルに合っていなかったかもしれない。

また、発表に不安を感じることも原因の一つと考えられる。苦手意識の克服に向けて、成功体験に

導けるように個々に対応し、児童の学習段階に適したきめ細やかな支援の継続が必要であろう。 

なお、本実践研究は 1つの学校の限られた人数の児童や教員を調査対象としており、実践中の観

察記録や事後アンケートの結果の考察のみのため、実践の成果を過度に一般化することはできない。

今後は、活動前と後における児童の姿や意識の変容を捉えられるような継続的なデータ収集・分析

が必要である。評価方法についても、児童の発表や行動の観察による評価や、児童の振り返りシー

トを用いた自己評価だけでなく、ポートフォリオ評価や CAN-DO 評価等、総合的に評価すること

が必要である。 

指導者には、国際理解教育と外国語教育の関係性を考えながら教科横断型を意識し、学習計画を

考える等、授業設計力と内省力が求められる。本実践においては、本担当教員と第一著者がこれま

での実践を省察しながら授業を構築し、初めて外部講師や同僚も巻き込んで実施できた。しかし、

主体的に他学年の教員と協力し、教科横断的に取り組む教員はまだ少なく、他者に頼っている段階

である。計画して実践に取り入れる段階にもっていくには、実際の指導に関する十分な実践知を共

有し蓄積するとともに、校内研修や検討会で精緻に検討していくことが求められる。 

今後は、学校内外に向けて発信する場を定期的に設けることができるかも課題となろう。国際ボ

ランティア団体がどのような活動を行っているのかを調べ、青年海外協力隊等、日本に住む難民と

も協力し、自分にできることを具体的に考えさせ、さらにそれを「行動」に移せるように実践を進

めていきたい。このような課題はあるものの、学校行事と関連付けて学習発表会という公に発信す

る場で児童や教員が共に達成感を味わうことができ、英語教育や国際理解教育に良い影響を与える
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可能性が見られたことは示唆を与えるものとなった。今後も教員が児童による自己評価を活用し、

その結果を分析し、自己の内省を深めることで授業改善につなげるといったアクションリサーチを

行うなど、より多くの実践の積み重ねが必要である。 
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