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はじめに 
                  国際交流・協力センター 

釧路校センター長 村 山 昌 央 

 
 本学および釧路校では、国際交流の様々な取り組みを通して、学部学生や大学院生の海外

留学への派遣、外国人留学生の受け入れの推進、JICA 等への国際協力への寄与、学生の国

際感覚の涵養、そして学生教育への還元という目的を持っています。 

 ただ釧路校では、外国語科目の開設が、札幌校や函館校などと比較して、種類が少ないた

め、どうしても英語圏との交流が中心となり、他キャンパスより他の外国語圏との交流が少

なくなる傾向があります。今後は中国語圏や韓国などとの交流も推進していけたらと思っ

ています。 

 また、釧路校では平成 31年度より、従来の三専攻を一本化し、新たに「地域学校教育実

践専攻」に統一し、さらに実践的で教科横断的、また様々な現代的教育課題に対応できる教

員の養成を目指します。そのため各種実習や教育現場に密着したカリキュラムを充実して

いきたいと考えています。 

その一方で、どうしても学生生活が多忙化し、なかなか留学等がしたくともできにくくな

る可能性もないとはいえません。しかし学生の皆さんが可能な限り時間をつくり、世界に視

野を広げ、言語や文化の違い、思想・信条・宗教・習慣・政治体制や経済的格差等を乗り越

えて、仲間や異なる世界の人々と共に新たな時代の世界に貢献できるような人材として育

っていくことを目指して、国際交流・協力センター釧路校センターでは、でき得る様々な支

援をしていきたいと考えています。尚、国際交流に関わる各種の取り組み等につきましては、

各記事等を御一読いただきますようお願いいたします。 
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インターナショナルナイト２０１８ 夏・秋 

諫 山 邦 子 

カネフラー クリストファー 

 

 釧路校の「インターナショナルナイト」は、当時、釧路校の蛭田先生がワシントン DC

への在外研究の折にアイデアを思いつかれ、平成 6年に、本校学生・教職員と国際交流関

係者との親睦を深め、国際的視野を持つ教員育成を図ることを目的に始まりました。本年

度で 25 年目、四半世紀の継続を迎えました。近年では、企画・運営に学生団体「学生国

際交流委員会 KIX（Kushiro International eXchange organization）」が加わり、参加の

規模が拡大し、学外の国際交流関係者や近隣の大学・高専・高校、ALT、一般市民の参加

がみられ、交流を通じて、釧路校学生にとっては異文化理解や語学の学習意欲の向上、一

方では、釧路市や周辺市町村での国際交流の充実やネットワークづくりへの一助となって

おります。 

 

●インターナショナルナイト 2018 夏 

【６月 27 日(水) 18 時～20 時、生協食堂 参加者約 100 名】 

 「よさこい」にかかわるうんちくや動きの解説の後、よさこいサークルのパフォーマンス

のオープニング。その後、たこ焼きづくりとオードブルの軽食提供を含む交流タイム。長期

留学等の海外渡航経験者のストーリーテリング発表（綿引太介）。教員と学生企画によるク

イズタイム。JICA へき地教育振興コースで来釧している中南米の研修員の方々による歌と

踊りの披露。クロージングとしてダンスサークルによるパフォーマンスが行われました。 

 

●インターナショナルナイト 2018 秋    

【11 月 13 日（火）18 時～20 時、生協食堂 参加者約 120 名】 

 釧路校では、留学に関心を持つ学生や海外の生活や文化について知りたいという海外へ

の興味関心が高まってきている傾向があります。また、琉球大学との交換留学が 20 年近く

継続しており半年ごとの学生の派遣・受け入れがあり、国内の北の文化と南の文化とに関わ

る学生の学びの交流をインターナショナルナイトの内容として位置づけ取り上げてきてお

ります。 

夏同様、よさこいサークルのパフォーマンスでインターナショナルナイトの幕が上がり

ました。今回の事業の目玉でもある、多様な人々や体験活動を促す仕掛けを目的としたビン

ゴの説明がなされ、多くの参加者との交流を促すようなプログラム（たこ焼き体験、茶道体

験、JICA 発表者との触れ合い等）が展開され、最後は琉球大学や JICA のパフォーマンスで

幕を閉じました。 
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今年も、釧路の大学・短大・高校の学生や職員、ALT、市内の国際交流団体や通訳ボラン

ティアなど多くの市民の参加があり、「国際交流や異文化に親しむ」→「国際交流や海外留

学について深く考える」事業になったと考えます。また、この場だけの交流に留まらずに、

Facebook や LINE などの SNS を活用して、釧路校学生が学外の参加者と継続的に連絡を取り

合うきっかけづくりの場となっているようです。このインターナショナルナイトは、今後も

「釧路校の国際交流の主要な基盤」となるものでありつづけるよう期待したいと思います。 

 

インターナショナルナイト 2018 秋ポスター 
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異文化・多文化を学ぶ 

地域学校教育専攻  ３年 三 浦 里 菜 

       訪問先：イギリス（ロンドン）ＳＯＡＳ大学 

訪問期間：平成 30年９月 23日～12月 23日 

 
私は、イギリスにある SOAS 大学の ELASコースへ３か月間

交換留学生として所属し、大学では必修としてアカデミック

な文章の書き方を大いに学びました。授業では様々なトピッ

クについて資料や統計を用いながら、自分の意見について論

じることが求められました。その中で、私自身が常に課題を

感じていたことは、自分の考えや意見を述べることです。特

に、Humanityの授業は、講師の lectureを経て、講義に関するトピックについて話し合った

り、問いに対し、賛成派・反対派に分かれ自分の意見や考えを主張したりすることが求められ

る場面が何度もありました。しかし、なかなか自分の意見を持つことができなかったり、説得

力のあるようなアイディアを挙げられなかったりと、積極的にコミュニケーションの輪の中に

入っていくことができませんでした。それでも lecture を録音することや、何度も復習するこ

と、ディスカッション時に使うことができそうなフレーズや単語を予習しておくことで、少し

ずつ授業スタイルに慣れることができ、自分の意見を述べることに抵抗がなくなっていきまし

た。学期の最後には選択したトピックについて 2000字に及ぶエッセイの提出やパワーポイント

を用いてのプレゼンテーションなど、あまり経験したことがない課題があり、様々な統計を用

いながら自分の考えを論じることの難しさや、プレゼンテーションに求められる様々なスキル

を学ぶことができました。このほか、Humanityや IELTS Preparation を受講し、文学やメディ

アについての歴史や IELTSのスコアを伸ばすための基本的なスキルを学びました。 

授業外では、スピーキング力向上を目指し、自ら様々な人と交流する機会を作ることに努め

ました。一つ目は、日本語と英語を交えながらトピックについて語り合う大学のサークルへの

参加です。ひとつのトピックに対してもそれぞれ考え方が違い、そこには育ってきた背景や価

値観の違いがあり、まさに異文化の違いを感じました。二つ目は、日本語を学習している学生

に日本語を教えるボランティア活動への参加です。学生達は皆、日本の政治問題、環境問題、

教育問題、ありとあらゆるものに関心を持ち、私自身改めて母国を見直すことにもつながりま

した。 

この留学経験は、語学力の向上だけでなく、異文化を実体験することで、異文化に対する自分

の考えや価値観も変化し、自文化を見直すきっかけにもなりました。私は、大学で「異文化理解

の重要性について、それをどう日本の英語教育へと結びつけていくべきか」という観点において

研究をしていきたいと思っています。今回得た学びや直接体験したことを活かし、研究を進めて

いき、教員人生においての自分の強みにできたらと思います。 

平成 30 年度 交換留学生(派遣)報告 
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ハワイを大観する 

学校カリキュラム開発専攻 ２年 近 藤 太 一 

訪問先：ハワイ     

   訪問期間：平成 30 年 12 月 3 日～12 月 8 日 

 
私は昨年１２月に地理学実習でハワイを訪れた。その実習で訪れた主な場所は、パールハーバ

ー、マノア渓谷、ダウンタウンの三つである。それぞれの現地を訪れて、ハワイの歴史、気候、

町並みなどに注目しながら過ごした結果、系統地理的・地誌的に日本との違いを実感することが

できた。そのことを以下の三つに分けて紹介したい。 

（１）パールハーバー 

 戦艦ミズーリ号をガイドの説明を受けながら見学した。艦内には至る

所にこの戦艦の建造の歴史や戦争の凄惨さが記された写真などがあり、

日本軍の特攻隊が衝突した跡が右舷甲板後部に残っていた。二度と戦争

の悲劇を繰り返してはならないという教訓として受け止め、そのことを

自身が教師として後世に伝えていきたいと感じた。 

（２）マノア渓谷 

 この渓谷では主にハワイの植生に注目しながらトレッキングを行った。

全体的に生えている木や草は、背が高かったり葉が大きかったりと、教科

書で見る熱帯の植物そのものであった。高い気温と多い降水量によって形

成された森林である。冷帯に属し、針葉樹か落葉広葉樹が多い北海道と比

較しても、その違いは明白である。気温と降水量が違うことで、植生がこ

れほど大きく異なるのはとても不思議であると感じた。 

（３）ダウンタウン 

 町並みや建物の構造、景観などに注目しながら街歩きをした。ダウンタウ

ンにはステイト・キャピタルという州政府ビルや州最高裁判所などの公的機

関や、イオラニ宮殿などの歴史を感じさせる建物、博物館や美術館などが立

ち並んでいる。ビル街では高い建物はたくさん建っているが、日本とは違っ

てネオンの看板が一切使われていなかった。後の調査でハワイはそのような

建物を建てる際の基準が厳しく、景観に特にこだわるということがわかった。 

 

 最後に、今回の実習で援助をくださった北海道教育大学に対し、学生一同より感謝の意を表し

たい。こういった海外へ行く機会を得ることで、日本との違いを知り、見聞を広めグローバルな

視点を持つことができたのは、大きな成果であったと実感している。そして、今回の実習にあた

って丹念にご指導くださった酒井多加志教授に学生を代表して御礼を申し上げたい。将来教員

として今回の実習で得たものを生かし、自身の成長の糧にしていきたい。 

海外研修報告 
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カルガリー大学の TAB プログラム受入れについて 

富 田 俊 明 

 
 「カナダ・カルガリー大学教育事情短期研修プログラム」は、春休みの一ヶ月というコ

ンパクトな時間スケールの中で、カナダの教育の先進性を体感できるプログラムで、北海

道教育大学が持つ協定校留学プログラムの中でも最も魅力的で充実したプログラムだと思

います。これは、カルガリー大学教員養成課程側では、Teaching Across Boarders

（TAB）と呼ばれ、非英語圏（日本、ベトナム、ドイツ、スペイン、ブラジル、中国等）

における２ヶ月間の教育実習を通して、カナダとは異なる教育システムと文化背景につい

て体験的に学ぶ野心的なプログラムです。 

釧路校の TAB 学生受入れは今年度で二回目になります。2016 年度に続き、優秀なカルガ

リー大学生２名が釧路で充実した２ヶ月を過ごしていきました。2016 年度生の TAB 実習

の振り返りを参考に、付属学校での実習に加えて、釧路地域の特徴のあるへき地小規模校

の学校訪問を多く取り入れたプログラムをデザインしました。受け入れ主担当として、釧

路校の国際交流委員やへき地教育を専門とする先生方、地域の学校の先生方や関係者のご

理解とご協力を得て、釧路での TAB プログラムを充実することができました。また、「カ

ナダ・カルガリー大学教育事情短期研修プログラム」に派遣された釧路校学生が中心とな

りチューターとして本プログラムをサポートしました。釧路校での受入れでは、TAB学生

と釧路校学生が教育について考えるフォーラムをセッティングしています。今回も多くの

有意な釧路校学生が参集し、熱気のあるプレゼンテーションやディスカッションが行われ

ました。 

釧路校からも多くの学生が本プログラムで有意義な学びを得て帰国しています。その中

でも特に、このプログラムの意義

を深く理解し、自身の教育的関心

や問題意識に接続し、研究を発展

させたのが、社会科教育学研究室

４年生の玉井慎也さんです。この

ニューズレターに寄せて、玉井さ

んが本プログラムの魅力や意義に

ついて書いてます（P7～12）。彼

の呼びかけに応えて、今後も本プ

ログラムを自身の研究に活かして

いく意欲的な学生の登場に期待し

ています。 
 

左から、玉井さん・ジェニーさん・キャサリンさん・筆者 

阿寒湖での実習とエクスカーションにて 
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本当の「多様性」の話をしよう 

—「多様性」を巡る日本とカナダの捉え方の違い— 
 

社会科教育学研究室 ４年 玉 井 慎 也 
 

Ⅰ．なぜ「多様性」をテーマにしたのか 

 釧路校４年目の玉井慎也です。僕は、釧路校でこの４年間、主に社会科の「学習評価」の研究をし

てきました。その一環で、平成 29 年度のカナダ・カルガリー大学教育研修のプログラムに参加させ

ていただき、今回、本稿を執筆させていただくことになりました。 

もし、読者の方が、次のような問いに興味・関心を持てば、この先も読み進めていただく価値があ

ると思います。その問いとは、「子どもたち一人ひとりの学びに『違い』があるということは、プラス

なのかマイナスなのか」です。もう少し、丁寧に問いを分析してみましょう。そもそも、「学び」とは

どういうことを指すのでしょうか。「違う」とはどういう意味なのでしょうか。「プラスかマイナスか」

という評価基準は、誰にとっての基準なのでしょうか。本稿では、以上までの問いを「教育における

多様性の問題」と名付け、吟味してみることにしてみます。 

 少し真面目で壮大な文章になりますが、現代社会は急速にグローバル化が進展し、複雑で出所不明

確な価値が国境を越えて自由に高速に、しかも、我々が無意識・無自覚なまま行き来している時代で

す。このような社会を子どもたちが生き抜くためには、学校教育においても、「画一化」から「多様

化」へと学習方略をバージョンアップする必要があります。異なる背景や価値観に基づいて、子ども

たち一人ひとりが自由気ままに学びを展開した時の教室を想像してみてください。まずは、子どもた

ちが何をしたいのか見とる必要がありそうです。もちろん、全員分です。次に、その期待に応えられ

る学習コンテンツ（教材）と十分な時間を用意する必要がありそうです。もちろん、全員分です。さ

らに、最も難解な教師の仕事として、子どもたち一人ひとりの異なった学びを支援し、価値づける必

要がありそうです。もちろん、全員分です。このように想像してみると、「教育の多様化」は、決して

順風満帆ではないことがわかると思います。まさに、私たちは「教育の多様化」は、現代社会では「当

たり前」だし実現したいと理想を持っています。しかし、現実は、そう甘くないというのが現場を想

像してみるとよくわかります。本稿で僕が一番強調しておきたい点は、この「理想と現実のギャップ」

です。教育大生が陥りやすい理想論に終始した机上の空論を、本稿は現実的な視点を踏まえて検討し

ます。しかし、理想は捨てがたい。そこで本稿は、理想にできるだけ近づくための鍵をカルガリーの

教育に求めに行った成果も検討します。教育のバージョンアップのために、本当の「多様性」の話を

しましょう。 

 以下、本稿では第一に、「多様性」の意味を吟味してみたいと思います。日本とカナダの「多様性」

についての言葉の認識に相当の開きがあり、特に日本では「多様性」の認識に誤解が生じていると僕

は考えているからです。第二に、釧路校の学部３年目が抱えている「理想と現実のギャップ」につい

て紹介します。実は、釧路校の「カリキュラム開発研究」という講義で、海外の教育カリキュラム、
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特に「カルガリーの学習評価」について紹介する機会がありました。そこでのアクティビティーの成

果物を本稿でも共有します。第三に、平成 30 年度のカルガリー大学からの留学生（ジェニーとキャ

サリン）とのフォーラムの成果物を共有し、「子ども一人ひとりをいかす指導と評価（Differentiated 

Instruction）」というカナダでは一般的な教育用語のエッセンスを紹介します。この“Differentiated 

Instruction”は、本稿が目指す「多様性をいかした教育」の実現に最も近い教育のあり方だと、今僕

が特に注目しているものです。 

 

Ⅱ．「多様性」とは何か 

Ⅱ—ⅰ．多様性は目的か 

 僕は先日、卒業研究の発表会がありました。そこで、同期の「社会科におけるユニバーサルデザイ

ン」に関わる研究発表ありました。質疑応答で興味深い議論ができたのでその一部を紹介します。彼

女の発表では、「教育における『多様性』は、目的であり、内容であり、方法である」と言うのです。

これに対して、僕は「『多様性』は、目的にはなり得ない。前提としてあるもので、目的はむしろその

多様化を調整する『折り合いをつける』ことにあるのではないか」と問いました。読者の方は、どち

らの意見を支持しますか。まだ検討の材料が少ないと思いますので、いくつか言葉の定義を客観的に

示して吟味していきます。 

 先日、「現代の魔法使い」と呼ばれている新進気鋭の科学者・落合陽一さんの「WEEKLY OCHIAI 

UPDATE MEETING」という番組の「日本の多様性をアップデートせよ」という回を視聴していま

した。ゲストは、東京大学大学院で遺伝子を研究しており、現在は株式会社のジーンクエスト代表取

締役の高橋祥子さんでした。高橋さんによれば、人の「違い」は、遺伝子レベルで言えば 99.9％は同

じで、違うのは残りの 0.1％程度の差だそうです。こうした人の遺伝子的な「違い」は、「絶滅を免れ

て生き延びる」ということが目的であり、その手段として遺伝子が 0.1％「違う」という多様性があ

るということでした。高橋さんの見解からも、多様性は目的ではないということがわかります。「男

女平等にしなければいけない」「外国人のことも考えてあげよう」というのは、確かに多様性の「要

素」ではありますが、本来の多様性の主旨からは、それ自体が目的なのではなく前提や手段として存

在していることだと言えるのではないでしょうか。この番組で落合さんは、「多様性は必要だが、そ

もそもの共感力は必ず必要。多様性のある人同士の会議でも、目的が同じでなければ成立しない」と

仰っており、やはり多様性は目的でないという認識が明確になります。 

続けて高橋さんが「意志なき多様性は最悪。とりあえず取締役に女性を配置、女性が少ないからキ

ャスティングするなどはやめるべき」と仰っており、多様性という言葉の本質を捉えず、真の目的を

見失っている例が示されています。興味がある方は 2018 年８月 15 日放送回をご覧いただければ詳

細を知ることができます。 

 

Ⅱ—ⅱ．多様性の意味 

 そもそも「多様性」という言葉の意味を「いろいろな意見」だとか「みんな違うこと」などと捉え

ている読者はいないでしょうか。そう捉えているとすれば、カナダの「多様性：ダイバーシティ
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（Diversity）」の意味までバージョンアップできていないと僕は考えます。 

 では一体、「多様性」の本当の意味は何なのでしょうか。手元の辞典では、「いろいろな種類や傾向

のものがあること」「変化に富むこと」「幅広く性質の異なる群が存在すること」「いろいろな様式・

様相に分かれること」と説明がありました。ここで注目したいのは、最後の説明にある「分かれるこ

と」という部分で、「多様性」とは、共通するなにかしらのものから派生したものだという理解ができ

ます（ちなみに最新の広辞苑からの引用です）。つまり、「多様性」とは「同質性」の中にある「異質

性」を示す言葉だという理解が正しいのではないでしょうか。先ほども、遺伝子の話を少しだけしま

したが、全く異なった性質のことを言っているのではなく、同じ部分と違う部分があり、それらが共

存しているそういう世界が「多様性がある」という状態だということなのでしょう。 

 

Ⅱ—ⅲ．カナダ・アルバータ州の「深い多様性」 

 僕がカルガリー大学の研修で学んだ講義の中では、ダイバーシティ（Diversity）には、「一元多様

性（Unified Diversity）」と「多元多様性（Pluralistic Diversity）」の２つの概念があるとメモを残し

ていました。「一元多様性」とは、「価値」という一本の木があるとして根っこは「同じ」だが枝や葉

の形や向きや大きさには「違い」が見られるという意味を表しています。「根源はみんな同じなのだ」

「どのようにしてみんなで合意を形成していくか」という考え方が前者の「一元多様性」という意味

です。他方、「多元多様性」とは、「価値」という木が複数あり、ゆえに根っこも「複数」あってさら

に枝や葉がそれぞれに「違い」が見られるという意味を表しています。「異なる価値集団があるのだ」

「価値観が異なる中でどう折り合いをつけていくか」という考え方が後者の「多元多様性」という意

味です。いずれにせよ、「多様性」という言葉の理解のためには、集団性を考慮する必要もありそうだ

とわかります。また、「木」という同じ性質を持ちながら、根や形や枝葉に違いが見られるというとこ

ろに「多様性」の意味を具体化している様子が伺えます。一元的か多元的かという部分は、まさに日

本とカナダの「多様性」に関する認識の違いの一つだろうと僕は考えています。カナダは移民国家と

いう歴史・文化があり、日本はそうではないと言えば言葉のニュアンスの違いも理解できますが、日

本は今後カナダのように多文化で多元的な社会になっていくことが予測されている中で、その認識は

改めるというよりかはバージョンアップする必要があるように思えます。 

 カナダ・アルバータ州では、社会科カリキュラムの構造に「深い多様性の尊重（the respect for deep 

diversity）」「多様性の調整（the accommodation of diversity）」「結束への積極的な意思（the active 

intention to cohesion）」があり、「社会的結束力（Social Cohesion）」という市民的資質（シティズン

シップ）の育成を図っています（詳しくは、坪田益美「『社会的結束』に取り組むカナダ・アルバータ

州の社会科カリキュラムの構造」全国社会科教育学会『社会科研究』第 77 号、2012、pp.13—24．）。

ここで注目すべきは、カナダ自身も「多様性」を目的とせず、前提とした上で、その差異をどう結束

までしなやかに調整していくかという部分を強調している点です。実際、多元的民主主義のカナダの

教育を研究しているチャールズ・テイラーも、「ある意味で、差異の調整がカナダのすべてである」と

言っていることが坪田の研究でも紹介されています。カナダだけでなく、世界としても OECD やユ

ネスコが「多様な人々と共に生きる」ことを前提とした社会統合を構想している核には「深い多様性」
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があります。この点は、カナダで育まれる「知識」と日本で育まれる「知識」の質の差を感じさせて

くれます。 

 日本にいるときは「いろいろ」とか「バラバラ」というのが「多様性」の意味だと考えていました

が、今ははっきりと「複数の価値観にそれぞれ志向する組織が存在すること」だと言えますし、そう

した組織は「強靭」だと言えます。僕はカナダに行ってから特に、「多様性」という言葉を「強靭」と

いう言葉に寄せてカナダ風の説明をすることが多くなりました。「強靭」とは、「芯がぶれず柔軟でし

なやかな粘り強さがある状態」だと認識していますが、まさに多様性の保証された環境で学べば、自

分とは異なる様々な価値に気づき、そうした距離（distance）が自らの価値・視座・立場（stance）

をも気づかせてくれます。こうした中で学ぶ知識というのは、先入観や経験論・理想論に終始し、様々

な立場や現実味を考慮しない「静的で脆弱な知識」ではなく、「動的で強靭な知識」と呼べます。「静

的で脆弱な知識」の下で学べば、特定の価値観に終始したり、権力組織からの価値の注入に対抗した

りすることは容易ではなく、単調に価値が同化され再生産されるだけです。それではいけないという

のが、21 世紀半ばを生きる今の子どもたちに伝えられる、そしてその子どもたちを育てていく教育

者への僕のメッセージです。 

 僕たちが 21 世紀半ばを支えていく子どもたちを育てていく上で欠かせない知識観は、多様性を保

証した環境において習得される「動的で強靭な知識」だと言えるのではないでしょうか。 

  

Ⅲ．教育大生の「理想と現実のギャップ」 

 ところで、子どもたちの抱えている価値は、「興味や関心」というような態度や表現活動で表出す

ると一般的には考えられています。そうした子どもたちの価値観（興味・関心・目的意識）をいかそ

うと考える教育の実現のためには、子どもを見とり・価値づけていく教員としての資質・能力が欠か

せません。では一体、釧路教育大の学生（以下、釧教生）はどうなのでしょうか。平成 30 年度の「カ

リキュラム開発研究Ⅰ」という講義で実証した結果を基に、教育大生の「理想と現実のギャップ」お

よびそのギャップを埋める手立てについて検討してみます。 

 講義に先立って、僕は学習評価問題の類型を作成しました。第１類型は、知識の暗記を確かめる問

題。第２類型は、知識と自らの生活との関連性を確かめる問題。第３類型は、知識の意味や目的を思

考したり判断したりする問題。第４類型は、自分なりに知識の意味や目的を創り出す問題。これら４

類型のうち、第１・３類型は日本の伝統的学習評価問題の型で、第２・４類型はカナダの先進的学習

評価問題の型です。新学習指導要領でも第２・４類型の資質・能力が「学びに向かう力・人間性等」

として涵養することが明記されており、観点別学習評価規準としても「主体的に学習に取り組む態度」

が設定されています。「主体的に学習に取り組む態度」の評価にあたっては、「知識・技能」や「思考

力・判断力・表現力等」と関わらせたパフォーマンス評価や長期的な視野から見とり価値づけるポー

トフォリオ評価という方法が考えられますが、第２・４類型は、まさに先の２つの評価方法を具体化

した評価問題だと言えます。 

 講義が始まり最初に行ったアクティビティーは、単元「日本の気候区分（小５か中２）」の学習評価

問題を現時点の実力で作成してみることでした。その結果を類型に当てはめて分析すると、第１類型
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の作成能力者が全体（65 人）の 57 人（87％）、第３類型の作成能力者が８人（13％）、第２・４類型

の作成能力者は０人（０％）であることがわかりました。やはり、日本で教育を受け、答えが一つに

しか定まらない「静的で脆弱な知識」観が学習評価観・作成能力にも影響することがわかります。 

 この後、僕が作成した４類型を紹介し、理想の子ども像を聞いてみると、第２・４類型の資質・能

力を備えた子どもだと応える学生が９割を超えていました。このことからも、目標は理想論として「動

的で強靭な知識」を志向しているが、評価は現実的な実力不足で暗記を問うような「静的で脆弱な知

識」問題しか作成できない姿、すなわち「理想と現実のギャップ」がよくわかります。 

 しかし、この講義から見えたことは、単に技術力をつける知識（今回で言えば４類型）の不足だけ

でなく、その課題自体に気づかない「意識」にこそ問題があるということです。教師もまた、自明の

ごとく自らの受けた教育経験を再生産し、次世代の子どもに教育していくマイナスでネガティブな連

鎖があるのではないかということです。こうした学習観・評価観の変容を促すために、再度講義を担

当させていただき、同じ学生に今度は「わり算」の学習評価問題を作成してもらいました。結果は、

第１類型の作成能力者が全体（46 人）の８人（17％）、第２類型の作成能力者が０人（０％）、第３類

型の作成能力者が 35 人（76％）、第４類型の作成能力者は３人（７％）でした。依然として日本の評

価観から抜け出せない学生がいる一方、第４類型を作成する学生も現れ、全体的にパフォーマンス評

価課題作成能力が向上したとみることができると思います。２回目の学習評価問題作成に当たっては、

自らの理想とする類型を先に決め、そして評価問題を作成するというプロセスをたどってもらいまし

た。なんと、理想とする目標類型と作成した評価類型の一致率は約 90％でした。つまり、「理想と現

実のギャップ」を解消し、さらに理想により近く技術力を手に入れたということでしょう。 

 

Ⅳ．「多様性をいかした学び」とは何か 

 平成 30 年の 10 月から 11 月にかけて、カルガリー大学から２人の留学生が北海道教育大学釧路校

に来てくださいました。２人とは、附属釧路小・中学校の授業参観などでも交流し、その締めくくり

として学校祭前日（10 月 19 日）にフォーラムを実施し約 20 名の学生と交流が実現しました。フォ

ーラムのキャッチコピーは、「その子のベスト（Best）を探して」として、僕からは「一人ひとりの才

能を十分にいかす教室」についてカルガリーで観てきた教室の様子や教材、インタビューからわかる

教育方針・教育観について対話形式で議論を投げかけました。フォーラムでカルガリーの留学生がコ

メントしてくれたことや、学生から出てきた意見も以下に整理しながら、「多様性をいかした学び」

の正体と実現に向けた方策・留意点を確認してみたいと思います。 

 多様性の意味でも検討したように、子どもたち自身が自らの価値観に自覚的・自省的になることは

とても重要です。そうした自己の価値を探求・調整することこそが「学び」だと捉えれば、学習の自

己決定権・所有権（Ownership）を教師が尊重する必要があります。歴史上、最も「多様性」が当た

り前になっているということは知っていても、実際のところ「違い」を問題視したり細分化したりす

ることで「差別化」しています。この「知っていることとやっていることのギャップ」にも教師は自

覚的になる必要がありそうです。 

 子どもたち一人ひとりの興味・関心をいかした「主体的な学び」、その学びの志向の違いを「対話的
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な学び」によって調整し、新たな知識をデザインしたりクリエイトしたりする「深い学び」は今、日

本で最も注目を浴びている「アクティブ・ラーニング」という言葉の真の意味の理解にも通ずると思

います。そうした学びでは、理解と成長を志向し、絶対的な知識ではなく強靭で多様な知識を習得す

ることができます。このように理解すると「学び」とは、誰かの特定の価値や目的をトップダウン的

におろして施されるものではなく、子ども一人ひとりがもつ関心・目的に志向していく動的なものだ

と言えるでしょう。 

 本稿が語ってきたようなカナダの教育に興味・関心を抱き、学習観・評価観のビジョンが一致する

方には、ぜひ“Differentiated Instruction”を今後「教育の多様化」の理解を深めるキーワードにし

て欲しいです。「目標準拠評価」「指導と評価の一体化」を実現したいと考え、「理想と現実のギャッ

プ」に苦しむ人も参考にできる最新で先進的な概念です。 

 “Differentiation”とは、「一人ひとりをいかす」ことを意味しており、この指導方針のもとでは、

次のような学習評価が行われます（詳しくは、C.A.トムリンソン、T.R.ムーン『一人ひとりをいかす

評価』（訳：山崎敬人、山元隆春、吉田新一郎）北大路書房、2018．）。「学習者が本当は何を求めてい

るのか。やりたいことは何か。」「そういうことを目指して、きちんと自分で調べて、調べたことをし

っかり理解しているか。わかったことをもとに自分のやりたいことを説得力ある形で他の生徒に伝わ

る言葉で表現できているか。」従来までの、設定した教育目標の達成度や到達度の評価とは異なる評

価方略だということは、評価規準の問いから一見してわかります。 

 また、こうした指導方針への転換のためには、次のような問いを読者自らが投げかけてみてはいか

がでしょうか。「なぜ同じ学年の生徒は学び方が同じと思い込んでいるのか。」「生徒が私たちのクラ

スにまったく同じスキル、知識、態度、思考の習慣、強み、傾向、やる気、自信、サポート体制、学

校に対する見方などをもってやってくるという証拠はあるのか。」「そしてそれらの証拠もなしに、生

徒が全て同じ内容を同じような方法と同じスピードで教えることを私たちが受け入れてしまうのは

どうしてなのか。生徒が同じ大きさの靴を履き、同じ量の夕食をとり、同じ睡眠時間が必要だという

のがおかしいということはわかっているのにもかかわらず。」 

 僕たちは、歩んできた人生も、これから歩む人生も異なります。しかし、同じ日本で、あるいは同

じ地球で、同じ人間として人生を歩みます。「平和」で「民主的な社会」を形成するために行われる

「教育」の中では、欠かせない「平和とは何か」「民主主義とは何か」という大きな問いにこそ、「多

様性」が発揮されるのだろうと僕は考え、その中心的な役割を担うであろう「社会科」という教科教

育に魅力を感じていますし、若輩者ながら教育者としての責任を感じています。 

 「多様性」という昨今のバズワードを教育学的に、そして最新 OS のバージョンとしてカナダ・ア

ルバータ州・カルガリーが蓄積してきた知見を参考に整理してみました。最後まで読んでいただいた

方はいかがだったでしょうか。まだまだ整理整頓がうまくいかず、「僕なりの解」を示してみたもの

の、これからより一層勉強と研究をしなければと肝に命じております。読者の方にも本稿が紹介した

「多様性」概念について、“Differentiated Instruction”について調べて、深めて、そして「自分なり

の解」を見出していただきたいと思います。 
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留学説明会の報告 

堀 田  誠 

北海道教育大学釧路校では、毎年、学生に向けた留学のための説明会を開催しています。学生

が留学によって、異文化とふれあい、自らの視野を広め、将来、学校の教員になったときの資質

を高めることを願い、留学を促進するさまざまな取り組みを行っております。この留学説明会も

そのひとつです。 

説明会では、留学するためにはまず何を考えなければならないのか、留学先にはどんな大学が

あるのか、留学するためにはどのような手続きや取り組みを進める必要があるのかなどについ

ての説明を行っています。出国のための基本的な手続きから始まり、留学のための経済的支援を

得るにはどうすればよいのか等までをも含めて説明を行っています。 

卒業までの 4年間のなかで、留学期間をい

つ、どの程度の期間設定するのか、それを実

現するためには、教育実習や授業履修をどの

ように計画すれば良いのかなどについても

解説します。多くの学生のみなさんは、「4 年

間で大学を卒業したい。そして、その 4年の

期間のなかで留学してみたい」と考えていま

すので、そうした学生さんたちの夢が実現で

きるようにするための手立てを紹介してい

ます。 

第 1回留学説明会（平成 30年５月 22日） 

 平成 30 年度に韓国に留学した大崎茉帆さんから語学の授業についての報告がされました。 

第 2回留学説明会（平成 30年 10 月 17日） 

平成 30 年度にイギリスに留学した竹田美羽さんから、現地での学生生活についての報告がさ

れました。 

平成３０年度 外国人留学生名簿 

NO 氏      名 性別 国籍 在籍身分 留学区分 受入期間 

1 王
オ ウ

 怡
イ

静
セ イ

  女 中国 研究生 私費 H30.10～H31.09 

平成３０年度 派遣交換留学生名簿 

NO 氏      名 性別 国籍 在籍身分 留学区分 派遣期間 

1 小堀
コ ボ リ

 亜
ア

希
キ

  女 台湾 特別聴講生 私費 H30.09～H31.08 

2 三浦
ミ ウ ラ

 里
サ ト

菜
ナ

 女 イギリス 特別聴講生 私費 H30.09～H30.12 

3 佐野
サ ノ

 友
ユ ウ

香
カ

 女 イギリス 特別聴講生 私費 H31.01～H31.03 

4 三浦
ミ ウ ラ

 国
ク ニ

煕
ヒ ロ

 男 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 特別聴講生 私費 H31.02～H31.12 

5 長尾
ナ ガ オ

 笑麗奈
エ レ ナ

 女 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 特別聴講生 私費 H31.02～H31.07 

留学説明会の内容 

１．交換留学・短期プログラムについて 

  ① 国際交流協定に基づく留学とは 

  ② 留学のモデルスケジュール 

  ③ 語学試験(TOEFL
トーフル

)(IELTS
アイエルツ

)について 

  ④ 留学費用の助成について 

２．募集中のプログラム 

  平成 30年度派遣交換留学 

３．留学経験者からの報告 
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【平成３０年度 国際交流事業資金収支状況】 
《平成 30 年度末現在残額》あ《平成 30 年度末現 （単位：円）   《平成 30 年度予算収支》            （単位：円） 

前年度繰越額 収入額 支出額 残 額  予算額   支出額 差引増△減額 備  考 

14,550,603 3,717 3,099,640 11,454,680  2,000,000 3,099,640 △1,099,640  

《収支内容》《収支内容》《収支《収支内容》                                  （単位：円） 

   収   入 支    出   
預金利息 3,717 4月 外国に留学する学生に対する奨励金（川上） 30,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（田中） 30,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（佐々木） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（安田） 20,000 

     国際交流事業の促進に対する助成金（二宮研究室：正課 10名） 300,000 

     外国に留学する学生に係る奨励金（玉井） 60,000 

    5月 海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（佐々木） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（安田） 20,000 

     外国に留学する学生に対する奨励金（川上） 30,000 

     外国に留学する学生に対する奨励金（金子） 60,000 

     外国に留学する学生に対する奨励金（原） 60,000 

     国際交流ニューズレター発送費 1,400 

    6月 海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（佐々木） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（安田） 20,000 

     外国に留学する学生に対する奨励金（川上） 30,000 

    7月 国際交流事業の促進に対する助成金（酒井研究室：正課 8名） 240,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（佐々木） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（安田） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（川上） 30,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（村上） 30,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（佐々木） 30,000 

    8月 海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（佐々木） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（安田） 20,000 

     外国に留学する学生に対する奨励金（川上） 30,000 

     国際交流事業の促進に対する助成金（越川） 142,030 

     国際交流事業の促進に対する助成金（山本） 166,210 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（村上） 20,000 

    9月 国際交流事業の促進に対する助成金（バレー部：13名） 390,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（佐々木） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（安田） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（村上） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（郡山） 100,000 

     外国に留学する学生に係る奨励金（川上） 30,000 

     外国に留学する学生に係る奨励金（松浦） 30,000 
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    10月 外国に留学する学生に係る奨励金（松浦） 30,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（佐々木） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（安田） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（村上） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（郡山） 20,000 

     外国に留学する学生に係る奨励金（三浦） 100,000 

     外国に留学する学生に係る奨励金（川上） 30,000 

    11月 外国に留学する学生に係る奨励金（三浦） 50,000 

     外国に留学する学生に係る奨励金（松浦） 30,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（佐々木） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（安田） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（村上） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（郡山） 20,000 

    12月 外国に留学する学生に係る奨励金（松浦） 30,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（佐々木） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（安田） 20,000 

     海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（郡山） 20,000 

     外国に留学する学生に係る奨励金（三浦） 50,000 

     国際交流事業の促進に対する助成金（竹内研究室：正課 6名） 180,000 

    12月 国際交流事業の促進に対する助成金（酒井研究室：正課 8名） 240,000 

    1月 海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（郡山） 20,000 

    2月 海外でボランティア・語学研修等へ参加する学生に対する助成金（郡山） 20,000 

合 計 3,717     3,099,640 

※平成 31 年 3 月 1 日現在（見込み含む） 

【平成３１年度 国際交流事業資金予算額】 
《事業資金》《事業資金》《事業資金》《事業資金》                                （単位：円） 

H31 年度予算額 H30 年度予算額 差引増△減額 備   考 

2,000,000 2,000,000 0  

 
【編集後記】 

釧路校には国際協力機構（JICA）の研修員が毎年訪問します。研修の最終日の反省会では、一番の思い出、一番良かった街の話題

となります。「釧路校が忘れられない」「釧路がいい」。いずれも、札幌、東京、帯広などの研修地を回っているにも関わらず、「釧路

校」「釧路」と答えてくれるのです。たくさんの思い出を作っていく中で、「釧路の学生との交流が忘れられない」「釧路の学生は温か

い」と・・・。釧路校学生は、学内で「こんにちは」と挨拶をしてくれます。そんな何気ない挨拶。外国人にとって最高の「おもて

なし」のようです。日々、Facebookには、彼らからのメッセージが届きます。HELLO KUSHIRO! 

遙か遠い国で、TOKYOより「KUSHIRO」が語られる。 

  今年も 6月には中米 6カ国、11月にはアフリカ・アジアから 10カ国が訪問予定です。            （境 智洋）                                       

国際交流ニューズレター HUEIC-KC NEWS LETTER 第１９号（平成３１年３月） 

北海道教育大学国際交流・協力センター釧路校センター運営委員会 発行 

〒085-8580 北海道釧路市城山１丁目１５－５５ 
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