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要旨

本パネルでは、言語教育の目的を「言語」習得に限定するのではなく、言語を通して次

世代を教え育んでいくことと捉え、平和なコミュニティや社会の未来を創っていくという

側面を強調した。これは、内容重視の批判的言語教育（Critical Content-Based Instruction：
CCBI）（佐藤他 2015）で主張されていることであるが、なぜそのような視点が今必要なの
か、本パネルと佐藤他「平和をめざすことばの教育（2）」の 2つのパネルを連結し、具体
的に議論を行った。特に、本パネルでは、発表者たちの問題意識の背景、理論的枠組み（CCBI
など）を提示するとともに、未来のコミュニティや社会を作っていくための日本語教育研

究・日本語教育実践を紹介した。
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1	 問題意識の背景 

	 「今、世界は平和だと思いますか」。このように問われたとき、私たちはどう答えられる

だろうか。アフリカ大陸各地で続く内戦や中東の不安定さは相変わらずであり、欧州に押

し寄せる難民問題や、東アジアにおける北朝鮮問題など、目に見える形での戦争・争いは

絶え間ない。また、目立たないように、密やかに、日本では、政府が武器輸出促進政策を

着々と進めている。関連して、研究者に対して防衛省からの研究費が大幅に増加するなど、

私たちを取り巻く社会状況は、平和から遠ざかっているのではないかと思わざるを得ない

状況にある。

	 ことばの教育は、対話を通した相互理解を促進し、より平和な社会を創造することに貢

献できる。一方で、歴史的には、ことばの教育が植民地支配に利用されたことなどもある。

発表者たちは、日本語教育研究・日本語教育実践に携わりながら、平和な社会の構築を目

指したいと考えている。そのために、自分たちの研究や教育実践が、どのような役に立つ

のかを考えたい。本パネルはこのような問題意識から出発したものである。

	 本パネルの背景には、現在の世界に対する危機感がある。日本国内では、ヘイトスピー

チに代表される排外的な言動があからさまに行われるようになった。法的な規制により、

若干の沈静化はみられるが、ヘイトスピーチを強く批判するような論調はあまりない。一

方で、日本では人口減少による労働力不足により、実質的な移民政策が進んでいる。現在、

日本国内における在住外国人は 200万人超であるが、そのうち「永住者」「特別永住者」が
2/3を占める1。国・自治体ともに、掛け声としては「多文化共生」を唱える（総務省 2006）
が、取り組みとしては非常に脆弱である。そのような中で外国人の受け入れが加速してい
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る。このことは、日本国内における外国人の不可視化と、新旧コミュニティの分断を引き

起こしている（神吉 2016）。 
	 海外に目を転じると、アメリカ大統領に排外主義・人種差別的な言動を繰り返すドナル

ド・トランプが就任しているのが象徴的である。英国では欧州連合からの脱退（Brexit）が
可決され、フランスやオランダ、オーストリア等では極右の政治勢力が支持を伸ばし、人々

の対立を煽っている。中東では、湾岸戦争以降、アフガニスタン、イラク、シリアと戦争

が続き、多くの人が命を落としている。従来、戦争とは国家対国家によって行われるもの

であった。しかし、国民国家が事実上解体されつつある現在において、戦争の主体は国家

から「特定の主張を行うグループ」に変化しつつある。シリアの内戦が顕著な例であるが、

もはや誰と誰が何のために戦っているのかもわからないような状況になっており、人々の

平穏な暮らしが破壊されるだけでなく、多くの人々の命が奪われている。

	 言語教育・日本語教育の場は、さまざまな文化的・社会的背景を持つ人々が集う場であ

り、一般的な教育の場に比して、より「多様」であると言える。そのような場で、互いの

考えの違いや認識の相違を基盤としながら、多くの人が共通の「善」として求める平和に

ついて考えることは、よりよい社会・コミュニティを志向するという教育としての言語教

育・日本語教育の理念とも合致するものである。

	 歴史的に見ると、言語教育は国家統合やナショナリズム高揚に利用されていた。このよ

うな言語教育の利用は、「国家」という権力に無批判に従属する人々を生み出すと同時に、

「国民である私たち」と「国民ではないあの人たち」を分断し対立構造を生み出すことに

なる。一方で、言語教育は多様性に目を開き、「国」という単位を超えた視点を人々に与え

る機能も持ち合わせる。欧州における複言語主義を基盤とした言語教育は、まさに人々に

対して、「国」を超えたより広い視点を持ち、よりよいコミュニティを創造するための市民

性教育の場として位置付けることが求められている。このような言語教育の二面性に留意

し、言語教育・日本語教育が「国」という単位に閉じることなく、開かれたものとして位

置付けられるためのトピックとして、「平和」はもっともふさわしいトピックの一つである

と考えられる。

2	 パネルの概要 

	 本パネルは、3 人の発表者によって構成された。まず市嶋が、シリア難民及びシリアで
日本語を学び続ける日本語学習者に焦点をあてた調査について発表を行った。そして、イ

ンフォーマントの語りから、平和構築のための日本語教育、ことばの教育の必要性を主張

した。次に奥野が、日本語教育実践を通した平和構築への取り組みについて CCBIを踏ま
え発表した。当該教育実践では、当事者としてのシリアの学生だけでなく日本、アジア、

ヨーロッパの学生の学びと変容が明らかになった。最後に神吉が、本パネルの理論的背景

となっている「内容重視の批判的言語教育（Critical Content-Based Instruction：CCBI）」のポ
イントを改めてまとめ、日本語教育研究・日本語教育実践と平和学の接点について発表し

た。そして、市嶋と奥野の発表で言及された「当事者」について、CCBI との関係につい
て整理を行った。以下、それぞれの発表者による発表概要である。
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平和・希望としての日本語

―内戦下の日本語学習者の語りから―

市嶋	 典子

秋田大学

1	 問題の所在 

国際交流基金（2013）の調査によると、現在、136の地域で日本語教育が行われている。
この中には、アフガニスタン、イエメン、シリアといった内戦状況にある国々も含まれて

いるが、これらの国々の日本語教育事情はほとんど明らかにされていない。中でも、シリ

アでは、内戦が泥沼化し、日本語教育が危機的状況にある中、日本語を学び続ける学習者、

シリアを離れ、難民として外国で生活しながら、日本語を学び続ける学習者も存在してい

る。シリアについては、髙岡（2014）が、シリア内戦に世界的に高い関心が寄せられてい
るにも関わらず、その実像については、明らかにされていない現状にあり、シリアの人々

の苦境を打開するためにも、単純なイメージに基づく虚像を排し、実像に迫る努力が不可

欠であるとする。また、市嶋（2016）は、長引く内戦の中、シリアに留まり、日本語を学
び続ける「忘却された日本語学習者」の存在を明らかにし、シリアにおける日本語教育支

援方法を構築することが喫緊の課題であることを主張している。

一方で、日本語教育の分野において、紛争や内戦という困難な社会的状況に置かれてい

る学習者の現状やその問題点については、ほとんど議論されていない。果たして、現在、

シリアの日本語学習者は、いかなる環境のもと日本語を学び、日本語に関してどのような

意味づけを行っているのか。筆者は、かつてダマスカス大学付属言語研究所・日本研究セ

ンターで日本語教育に携わった経緯から、シリアの日本語学習者に関する調査を行ってき

た。本研究は、この調査に基づき、シリアで日本語を学び続ける学習者の置かれた環境の

内実と日本語に関する言語意識の関係を個々のライフストーリーから考察し、日本語教育

の意義を主張するものである。	

2	 シリアの日本語教育事情 

シリアの日本語教育は、1979年に開講された在シリア日本大使館の日本語講座から始ま
った。シリアでは、日本は第二次世界大戦の敗北から奇跡的な経済復興を成し遂げた国と

して注目されてきた。また、近年、ポップカルチャーへの興味から日本語を学ぶ学習者も

増加してきた。1995年にアレッポ大学学術交流日本センター、1999年にダマスカス大学付
属言語研究所日本研究センター（2009年より「ダマスカス大学高等言語学院日本語科」に
名称変更）、2002年にダマスカス大学人文学部日本語・日本文学科、2010年にアレッポ大
学人文学部哲学社会学科・日本研究専攻がそれぞれ設立された。2011年までは、国費留学、
大学間協定による交換留学、国際交流基金による教員養成等、日本に留学や日本語教育を

学びに行くチャンスが少なからず存在した。学習者達は、これら日本に行くチャンスを得

るため、非常に熱心に日本語を学んでいた（市嶋 2016）。その後、2011年にシリアで起こ
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った民衆蜂起が全国的に拡大したことにより、シリア国内で多数の犠牲者を出す深刻な事

態に陥った。同年には、国際協力機構（JICA)や国際交流基金から派遣された日本人の教師
が全員、国外退避となり、当地で日本語教育を維持することが困難な状態に陥った。シリ

アは、今も深刻な内戦状況にあり、内戦終結の兆しは全く見えない。しかしながら、現在

も現地の教員により日本語教育は維持されている。また、アレッポ大学学術交流日本セン

ターでは、日本留学経験者や日本語学習者がボランティアとして日本語教育を運営し、2015
年には、日本フェアを開催したことがフェイスブックに公開されている2。 

3	研究概要 

3.1	 研究方法と分析の視点 
以上の経緯から、本研究では、シリアで日本語を学び続ける学習者は、日本語をどう意

味づけているのか、また、その意味づけと内戦の文脈はどのような関係にあるのかを個々

の具体的な事例から明らかにすることを目指す。この問いを明らかにするために、本研究

では、ライフストーリー法を用いる。ライフストーリー法は、変動する社会構造内の個人

に照準し、「個人がこれまで歩んできた人生全体ないしはその一部に合わせて全体的（ホー

リスティック）にその人自身の経験から社会や文化の諸相を読み解こうとするもの」（桜井

2002：14）であることから、語り手の社会と自己との関わりおよびその捉え方を明らかに

することができる。	

本研究では、市嶋（2016）を参考に、学習者の語りを、「日本語、内戦の経験に関する

語り」「日本語、内戦の経験の意味付けを持つ語り」「日本語、内戦の意味世界を直接表現

する語り」に分類し、この3種類の特徴が表れているストーリーを分析の対象とした。こ

れらに注目することにより、シリアの日本語学習者の日本語や内戦の経験とその意味づけ、

さらにこれらの複合的な意味世界が明らかにすることができると考えた。また、調査協力

者間に共通する語りの内容についても注目し、考察した。

3.2	 インタビュー協力者 
インタビュー調査は、シリア在住の日本語学習者 2名を対象に行ったインタビューデー
タに焦点を当てた。2 名に注目した理由は、内戦下における生活や日本語学習状況が詳細
に語られており、内実が見えにくいシリアの状況や日本語教育事情を明らかにするための

有益な資料になりえるものであると判断したからである。

インタビュー協力者のラマ（仮名）は、30代前半（2017年 12月現在）ダマスカス在住
の女性である。彼女は、日本語を約 6年間、ダマスカス大学付属言語研究所・日本研究セ
ンターで学んだ。アニメに興味を持ったことから日本語を学び始めたという。現在は、独

学で日本語を学んでいる。彼女は、筆者の研究協力者からの紹介により、インタビューに

協力してくれることになった。その後、SNSのメッセンジャー機能を通して、計 5回、イ
ンタビューをする機会を得た。本発表では、2014年 10月 14日、2016年 11月 18日、2016
年 12月 16日に行ったインタビューに焦点をあてた。インタビューは、日本語で、1回 1
時間半から 2時間程度行った。 
もう１名の協力者であるアリ（仮名）は、30代後半（2017年 12月現在）スウェーデン
在住の男性である。アリは、2001年から約 6年間、ダマスカス大学付属言語研究所・日本
研究センター日本語を学んだ。彼は、シリア内戦後、ヨルダン、エジプトへ避難し、難民
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として生活した。その後、エジプトから難民船でイタリアのシチリアへと渡り、フランス、

ドイツ、デンマークを経由して、スウェーデンにたどり着いた。現在は、独学で日本語を

学んでいる。アリとは、SNSのメッセンジャー機能をとおして、計 6回、インタビューを
する機会を得た。本稿では、2016年 12月 30日、2017年 1月 21日に行ったインタビュー
に焦点をあてる。インタビューは、日本語で、1回 1時間半から 2時間程度行った。 
以下では、ラマとアリの語りを同時に示しながら、論を進める。

4	日本語学習者の語り 

4.1	 内戦の経験の意味付けを持つ語り  
【尊敬がないところに行きたくない】

ラマ：この戦争でいろいろな大変な経験をしました。したいことは、何もできない。でも、

難民として、ヨルダン、レバノンにいったら、そこは人間として、全然、尊敬がな

い。（中略）私は、大変でも、尊敬がないところに行きたくない。

（2014年 10月 14日） 

ラマは、自身の大変な内戦経験から難民として他国に渡るのではなく、シリアに留まる

ことを決意していることが分かる。そして、「尊敬がないところに行きたくない」と語り、 
いくらシリアでの生活が大変であってもシリアに留まることに意義を見出していることが

分かる。

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)(2014)は、ヨルダン都市部に避難する大部分
のシリア難民が支援物資に頼らざるを得ない状況にあり、厳しい貧困状態の中で暮らして

いることを報告している。また、市嶋（2017）は、シリアの周辺諸国に難民として移住し
た後、当地での生活に絶望し、ふるさとシリアに帰国する者も少なくないことを報告して

いる。このような状況からも、ラマはシリアに留まり続けていると考えられる。

【内戦で私がなくなった】

アリ：内戦は本当に大変な経験でした。内戦のせいで、私は難民になりました。私がなく

なった。今、私の大学の専門、ヨーロッパで役に立ちません。（2017年 1月 21日） 

	 アリは、内戦を「本当に大変な経験」とし、内戦のせいで難民になり、そのことを「私

がなくなった」と意味づけている。さらに、自身の専門がヨーロッパで、役に立たなくな

ってしまったと語った。

Schmal, Elser, Scheuermann (2016)は、ドイツのシリア人難民の事例を挙げ、シリア人難民
の多くは、自身の持つ専門性がドイツで理解されないことから失望させられることが多く、

新しい国で最下層として出発しなければならないという現状を指摘している。アリの語り

からは、彼が暮らすスウェーデンでもこれと同様の環境にあることがうかがい知れる。

4.2	 日本語の経験に関する語り 
【日本語を学ぶ機会を作る】

ラマ：戦争が始まって、昔のように、どこでも日本語、勉強できなくなって、今は自分で

勉強しています。時々、○○さんとスカイプで日本語、ディスカッションすることが
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ある。でも、今、日本語とほとんど関係がなくなった。自分で努力？しないと、ほと

んど日本語を勉強する機会がない。（2016年 11月 18日） 

	 ラマは、内戦により以前のように日本語が学べなくなったという経験を語った。現在は、

独学で日本語を学び続けている。時折、日本人の友人とスカイプでディスカッションする

など、日本語に触れる機会を自ら作っている。先述したように、2011年以降、多くの日本
語教育機関が閉鎖され、シリアの日本語学習者が日本語を学ぶ機会は激減したが、ラマは、

意識的に日本語を学ぶ機会を作り出していることが分かる。

【日本人会への参加】

アリ：来週はね、ちょっと。今日は私、もう一回勉強してた、メールのこととか。お雑煮

とか、餅つきとかの言葉とか覚えて。（中略）お雑煮の作り方とか、やばいですね。 
筆者：そんなのみんな、あんまり知らないけどね。

アリ：だから私びっくりした。餅つき、皆さん作れないみたいな感じね。私、杵の担当の

人だから。

筆者：そうなんだ。杵の担当。

アリ：杵取りの人。

筆者：すごいですね。何人ぐらい来るの？

アリ：大体 130ぐらい。 
筆者：すごい、そんなに来るの。全部作るの？130人のお雑煮。 
アリ：参加する人は 130人ぐらいで、準備できる人は 10人ぐらい。 
筆者：みんなの分作る。（中略）前日もあるし、来週の土曜日ちょっと忙しい。そして来週

の日曜日する。今のうち、メール読んだり、翻訳したり。好きじゃない言葉、まだ

漢字に慣れてないから、私も勉強したから、（中略）だけど、まだ新しいメールでち

ょっと困るところいっぱいある。例えば。（中略）お雑煮の漢字とか、お雑煮の言葉

知っても、まだ漢字よく分からなかったから、今、知ってるけど。

（2016年 12月 30日） 

	 アリは、スウェーデンの日本人会に所属し、日本人会が主催する餅つきに参加し、お雑

煮づくりを行った経験を語った。そして、日本人会の会員とメールをやりとりする中で、

翻訳をしたり、漢字を学んだりしているという経験を語った。このように、アリは、スウ

ェーデンでも、自ら日本人会にアクセスし、会に積極的に参加することを通して、自身の

日本語学習環境を維持していることがうかがえる。

4.3	 日本語の意味世界を直接表現する語り  
【日本語は武器・希望】

ラマ：日本語は、自分の中で、ちょっと入っているから、私の体の中でになっています

から、ですから好きです。理由がなくても好きです。そういうことになっていま

す。私をつくります。（中略）日本語、日本語の学ぶは、どんな大変な時でも、私

が生きているため、やっぱり希望です。（中略）戦争が終わりなった時、私がシリ

アの未来をつくります。他の人にお願いしたくない。その時、日本語は武器にな

るはずです。（2016年 12月 16日） 
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	 ラマは、日本語を、自身を形成するものの一つとして、日本語を学ぶという営為を生き

るための希望として意味づけ、日本語を学び続けている。そして、「私がシリアの未来をつ

くります。他の人にお願いしたくない。その時、日本語は武器になるはずです」と語って

いるように、日本語を武器に、自ら未来のシリアを形成していこうとしていることが分か

る。

【平和・希望としての日本語】

アリ：シリアが平和になったら、いつか、日本語が役に立つっていう希望です。（中略）た

ぶん、まだ、シリアのこと、どうなるかはっきり分からないけど、いつか日本語で

いろんなこと、未来を変えられると思うっていう希望。

(2016年 12月 30日) 

	 アリは、ラマと同様に、日本語がシリアの平和に寄与するであろうと考えていることが

分かる。そして、未来を変える希望と表現していることが分かる。このように、ラマ、ア

リにとって日本語は、平和や希望、未来の象徴であることが見て取れる。

5 結論 

ラマとアリは、いかなる状況にあろうとも、日本語を学ぶ環境を維持しようとしていた。

また、シリア内戦を自身の人生を結び付けて考えた上で、自身にとっての日本語の意味を

見出していることが分かる。二人にとって日本語は、内戦を生き抜くための希望として意

味づけられていた。このことからも、日本語は、内戦下のシリアにおいて、学習者達の生

きがいとなりうることが見て取れる。

国際交流基金（2008）も、使命の一つとして、文化交流を通じた平和の創造・構築に貢
献することを挙げており、日本語教育もその一翼を担っている。ラマやアリが日本語を平

和の象徴として語っていたように、彼女達の語りからは、国際交流、平和構築のための日

本語教育の可能性が示唆される。この可能性を視野に入れつつ、シリアのような内戦下に

ある日本語学習者のために、具体的にどのような日本語教育支援ができるかを考察するこ

とが今後の課題として残されている。

現在、筆者は、シリアの日本語学習者の語りを日本人や留学生を対象とした授業で示し、

「なぜ人は言葉を学ぶのか」という問いを考察している。シリアの日本語学習者の語りは

力強く、その語りからは、言葉を学ぶことの意義とは何かを私達につきつける。今後も、

シリアの日本語学習者を蓄積し、日本語教育実践3につなげていきたいと考えている。 

【付記】

本研究は、市嶋典子（研究代表者）「中東地域の日本語教師と学習者の言語意識の把握と相

互理を目指した実践モデルの構築」科研費（基盤C、15K02628）の研究助成の一部である。 
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日本語教育を通して世界の平和を	 －「PEACEプログラム」の実践－ 

奥野	 由紀子

首都大学東京

1	 はじめに 

	 今、世界は「平和」とは決して言い難い状況に陥っている。「何かしなければ」と思いな

がら日々日本語教育現場に立つ教師も多いのではないだろうか。日本語を通して世界で起

こっていることを知り、自分との関わりについて考え、現在の状況を改善するための活動

や仕組みを学び、自分には何が出来るのかと考えること、そして自らの言葉で発信し行動

へつなげること、それをこれから社会へ出てゆく学習者と取り組むことは、日々の取り組

みの中で教師が平和に貢献し得ることではないだろうか。本稿はそのような思いから、

「PEACEプログラム」として世界的に解決すべき課題である貧困問題を取りあげた実践を
通し、当事者性4やクリティカルな思考がどのように変容したのかについて報告するもので

ある。	

2	 日本語教育における授業実践 

2.1	 「PEACEプログラム」の実践 
	 本実践で取り上げる「PEACE」とは、縫部（2009）がホリスティック・アプローチ（Holistic 
Approach）5の立場から日本語教育を進めるうえで提唱した概念であり、日本語という言語

を手段・道具として、地球上・自国内で起こっていることを自分の問題として捉え、教育

内容として教え学ぶ必要性から、「P：Poverty 貧困からの脱却」「E：Education教育」「A：
Assistance in need 自立のための援助」「C：Cooperation & Communication 協働と対話」「E：
Environment 環境」という 5つの内容を含むものである。それらを踏まえ、筆者は「PEACE
プログラム」を「P：貧困からの脱却」に焦点をあて、CLIL(Content and Language Integrated 
Learning)の枠組みの中で立ち上げ実践している（奥野他 2015、奥野 2016）。貧困に焦点を
あてる理由は、日本を含め、どの学習者の国にもある問題で想像しやすく、テロや戦争の

原因にもなる世界的問題であり、かつ貧困を解決するためには他の「E：教育」「A：自立
のための援助」「C：協働と対話」「E：環境」についても考えることになるためである。１
学期の中で例えば「P」「E」「A」「C」「E」を各 3 回ずつ取り上げることも考えられるが、
「P」を切り口として「EACE」を考える方が思考の深化が得やすいとも考えた。尚、CLIL
の枠組みの中の PEACEプログラムの実践は、佐藤他(2015)が唱えるクリティカルアプロー
チの理念とも共通点が多い。クリティカルアプローチでは、言語学習者がまず受け取った

情報を理解のみに留めず、他者との関わりを通して、情報を分析・評価し、自分たちの生

きる未来やコミュニティの未来を想像するために既存の枠組みを見直し、必要があれば変

えていこうとする意識・視点・姿勢・態度を重要であると考えられている。

2.2	 実践の概要 
本実践は大学の日本語授業として2016年度後期に実施され、90分授業15回分であった。
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参加者は日本語母語話者と非母語話者（アジア・ヨーロッパ・中東）の混合クラスで、学

部留学生 1年生～3年生、交換留学生、研究生で、非母語話者の日本語レベルは日本語能
力検定試験 N1レベル相当の上級であった。参加者の人数は中国 2名、韓国 1名、スウェ
ーデン 1名、タイ 1名、シリア 1名、日本 2名の 8名であった。また、中国人の TAが授
業補助を行った。特筆すべきは、当時シリアは政府軍や他国軍により攻撃され、内戦状況

が非常に深刻化していた時期であり、シリアの学習者は戦争当事者6であったことである。 
	 本実践授業の大きな流れは、(1)自分が世界でどのような人間か自覚する、(2)書籍、視聴
覚教材を通して貧困の背景・現状・メカニズムを知り、自分のことばで説明する、(3)ポス
ター作成・発表を通した貧困の原因についての分析と考察、 (4)世界で一番平均寿命が短
い国を題材とした分担読解、(5)社会起業家による取り組みを調べ、発表、クリティカルな
観点を含めて議論する、(6)授業を振り返り当事者として出来ることを考え、まとめる、と
いうものであり、協働学習により進められた。(5)の段階で、シリア学生本人の意向により、
シリアの内戦による貧困率の上昇、内戦の原因、現状、シリアの為の活動実態なども取り

上げた。また教材は全てオーセンティックな書籍や視聴覚教材等であり、在籍学生の国に

関連する新聞記事を扱うこともあった。「思考」を低次元から高次元へと伸ばすことを意識

し、ペア活動やグループワークによる「協学」の機会を多く取り入れた教室活動を行い、

思考の深化を促すための支援を行うようにした。本稿では、これらの実践の中で得た受講

生の成果物、TA・教師による観察と内省、受講生へのインタビュー等を分析する。 
 
3	 各活動と履修者の反応 
 
	 各活動と履修者の反応について、以下時系列的に紹介していく。 

 
3.1	 導入部（第 1回） 
ウォームアップとして自己紹介とこれまでに行ったことのある国について話し、様々な

国の出身者でクラスが成り立っていること、皆が様々な言語や文化があることを実際に見

て知っていることを踏まえた上で、「PEACE」を大きなテーマとしたこの授業の動機づけと

して、世界が100人の村だったらどうかについて考えた。学生はまずワークシートに世界

の人々の分布（人種、宗教、経済状況、教育状況等）の予測を書き込み、その後『地球が

もし100人の村だったら』の読み聞かせを行った。その後グループに分かれ、予測とはず

れた箇所についてシェアした結果、「100人中何人が大学の教育を受ける」という質問に

全員が一番解答から外れていたことが明らかとなった。予測は5人から50人までであった

が、実際は100人に1人しか大学教育を受けられない現実に驚き、自分が世界の中でどの

ような立場にいる人間なのかを確認し、恵まれた状況にいるということを自覚した。また、

「貧困とは」という題目での作文を課題とし、「貧困」をどのように捉えているのか、自分

なりの考えを書いた。その後、作文をもとに、各自の視点を一言で付箋に書き出し、グル

ープごとに分類しまとめた。作文の内容については、貧困の具体的イメージ（栄養不良の

子供）、貧困の定義、貧困の原因、貧困の改善策など様々であった。また、自分の状況や宗

教観に基づいて貧困を捉えていることも窺えた。他者の視点から新たに気づくことも多か

ったようである。 
佐藤他(2015)では、1人ひとりの育った環境が異なるため、クリティカルに分析する姿勢
や知識がどの程度身についているか、クリティカルな姿勢や視点、態度をどの程度持って
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いるかはコースを履修する時点で異なっていると考え、協働的な活動を行っていくことで

「洗練」「拡張」されていくと述べている。導入部での活動ではクラスにある多様な視点に

気づくこと、それを認め合うことから始めていった。 
 
3.2	 本や視聴覚教材を通して世界の貧困のメカニズムや現状を知る（第 2〜3回） 
導入部では、世界の貧困は自分とは関係のない遠い事だと書いた学生もいたが、本セッ

ションでは、現実を知り、自分との関わりを考え、当事者意識を育む活動を行った。まず、

開発途上国の貧困を生み出す要因として「モノカルチャー経済」を取り上げ、貧困の現状

やシステムについて学んだ。具体的には、日々自分たちが口にしているコーヒーやカカオ

をとりあげながら、それらがどこの国から来たのか、そこではどのような生活がなされて

いるのか、普段飲んでいる一杯のコーヒーの何パーセントが原産者にいくのかなど、貧困

を生み出すモノカルチャー経済について学習した。モノカルチャー経済になるまでのプロ

セスについて描かれた絵を見てキーワードを使ってストーリーを考え、紹介し合う活動を

行い、その後文章にし、ディスカッションを行った。レポートからは原産者への還元率の

低さやモノカルチャー経済のメカニズムについて初めて知り、驚いた学生が多かったこと

がわかる。	

	

3.3	 	 ポスター作成・発表を通した貧困の原因についての分析（第4〜5回）	
本セクションでは、能動的に情報を自ら調べて整理し、現状を多角的にとらえ、自分の

ことばで簡潔に説明・議論することを目的とした活動をおこなった。具体的には、世界の

平均寿命を調べ、世界で一番寿命が短いアフリカのシエラレオネに焦点をあてて、ポスタ

ー発表を行った。シエラレオネの平均寿命が世界一短い原因について、各班はシエラネオ

ネの歴史やデータから得られる知識から貧困の原因についてそれぞれの班の観点から考察

したポスターを作成し、発表した。また以下の４点について、相互評価を行った7。ポスタ

ーの内容は、「健康に関する基礎データ→近年のエボラ出血熱→解決策（中国・タイ）」「内

戦の原因と影響（スウェーデン・シリア・日本）」「ダイヤモンドの問題→解決策としての

キンバリープロセス（日本・中国・韓国）」であった。同じ題材をもとに調べても、三班三

様の視点からの発表であったことは、多角的な見方への気づきにもなったと考えられる。 
またシリアの学生がいるグループは、シエラレオネの内戦の要因について、政府軍と反

政府軍(RUF)とのダイヤモンド鉱山の利権をめぐる争いであることを発表した。この内戦
は、実際は隣のリビリアが反政府軍に介入した見せかけの「内戦」でもある。それについ

て初めて知り、発表していた。そして世界各地の「内戦」と言われているものも本当に「内

戦」なのか、その原因、真実を知る必要があることをクラスで共有した。クリティカルな

視点の芽生えが現れたと思われる。 
尚、このとき、シリアでは政府軍によるアレッポの攻撃が激化している時期であったが、

シリアの学生自身も教員も特に触れないでいた。しかし、以下の記述から戦争国の当事者

のシリア人学生は、シリアに思いを馳せていたことが伺える。また、なぜ内戦後も貧困が

定着しているのかその理由について知りたいと書いていることからも、内戦後のことに目

を向けて考えようとしていることが伺える。 
 
同感を感じて、シリア人のことを思い出しました。今のところ何もできないのが非常に残念

だと思いました。さきほどのビデオは 2009年にとられたビデオ、つまり内戦が終わって７年
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たったのですが、まだ貧困がこんなに定着しているのに驚いて、その原因を知りたくなりまし

た8。ダイヤモンドがほうふなのに、キンバリープロセスができたのに、なぜ今の状況はこうだ

ということが知りたいです。(シリア） 
	  
3.4	 分担読解	 －シエラレオネを題材に－（第 5〜9回） 
本セクションでは、世界で平均寿命が一番短い国の現実を知った後、その状況を改善し

ようとしている活動を知るために、実際にシエラレオネで活動していた日本人医師が著者

である『世界で一番いのちの短い国	 シエラレオネの国境なき医師団』を用いて分担読解

をした。分担読解では、学習者がペアとなり、担当する箇所について一緒にレジュメを作

成した上で２グループに分かれて各自発表し、グループでディスカッションを行った9。ま

た、この間にテーマに関連するものや、学生の国に関するものなど、その時々の新聞記事

も授業始めに配布し、速読による短い分担読解も繰り返した。シリアのついての記事を配

布することについて、事前にシリアの学生に意向を確認したところ、是非取り上げてほし

いということであったことから、取り上げることとした。結果的に、このシリア学生の当

事者としての決心が、他の学生にとっては戦争当事者のクラスメートがいるということへ

の明白な気づきとなり、戦争非当事者の学生がシリアにも関心を持ち、当事者意識が芽生

えるきっかけともなったことがフォローアップインタビューからも伺える。 
Bさんが言ってたシリアのお話とか、本当に今までは自分と全然関係ないと思っていて、

ずっと新聞やニュースも大変そうだなと思うだけだったんですが、そういうことはちゃんと知

らなきゃいけないって考え方が変わったかなって思います。途中で新聞を見たときぐらいから

アレッポに関する記事は私も詳しく見てみようって思うようになって、そのあとは朝日新聞を

読んでいるんですが、アレッポの記事は目をとめて読むようになりました。（日本） 
 
3.5	 社会起業家や団体の取り組みの紹介－貧困解消への取り組み－（第 10〜14回） 
本セクションでは、シエラレオネに関わらず、世界各地の貧困問題の解決のために活動

する社会起業家が執筆した本 5冊を学習者に紹介し、興味に応じて 4つのグループに分か
れて各社会起業家の取り組みを発表する活動を行った。発表は、社会起業家が活動を始め

たきっかけ、苦労した点、現状等を紹介し、最後にディスカッション・ポイントを提示す

ることとした。ディスカッション・ポイントを定めるには、本に書かれたことを理解する

だけでなく、社会状況を理解したうえで社会起業家の活動をクリティカルに見直すことが

必要となる。そのため、発表準備の中で最も難しく、グループ内で何度も話し合いをして

決定された。ディスカッションの結果、知識をもとに多角的に考え、クリティカルかつに

冷静に対話できるようになっていることがわかった。それを感じてか、13回目の後、シリ

ア学生自らの発案でシリアについて14回目に発表を行うこととなった。発表についてフォ

ローアップインタビューで以下のように述べている。	

シリアについて出来るだけ感情的にならずに、客観的に発表するよう意識した（シリア） 
シリア発表のディスカッションポイントは①どうして内戦が今まで続いているのか②今の

段階で何ができるのか、であり、以下のようなディスカッションが行われた。 
ディスカッションポイント①のまとめ	

シリアの内戦が長く続いている大きな理由は、政府軍も反政府軍も他の国から支援をもらい

続けてきたからである。今まで政府軍と反政府軍はずっと戦ってきて、誰も勝っていないし、

負けてもいない。つまり、政府軍も反政府軍も正義ではない可能性がある。今の状況から見る
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と、政府軍を支持する国民も大勢いる。これだけ内戦が続いてきたことは政府軍が完全に悪い

わけではなく、反政府軍も完全に正義の味方でもないではないか。	

ディスカッションポイント②のまとめ 
内戦停止させるほかに、シリアの国民、特に難民や避難民の生活を支える行動が必要である。

トルコ、ロシア、イランの三カ国による連名で停戦維持の共同声明を発表したが、なかなかう

まくいかない。シリアの事情に詳しくない人が日本の番組でのアサド大統領のインタビューを

見ると、当然「テロリスト」を倒そうとするアサド政権に合法性や正義性があると判断する。 
政府には「テロを倒す」という大義名分があるが、実はどこまでを「テロリスト」とするのか

については何も疑問を持っていなかったことに気づかされた。日本の国民も主流メディアを信

じることが一般的であり、これから何ができるかを考える前に、本当のことを「知る」ことや

クリティカルに考えることが大切である。その上で、自分の立場で、できることを考えるべき

だが、当然できることもそれぞれである。日本も「共謀罪」法案が通り、シリアの問題は実は

対岸の火事ではないこと、自分達も戦争当事者になり得るということに気づかされた。 
 

3.6	 振り返り（第 15回） 
最後のセクションでは一連の授業を振り返り、当事者として、今そして将来何ができる

のかについて話し合った。また、「貧困」についての考えがどのように変容したのかを知る

ために、授業後に(1)で実施した「貧困」についての作文を再度書かせた。また、言語面、

思考面、内容面、協学面における自己評価を行った（cf.佐藤・奥野2016、奥野・小林2016）。
以下「貧困とは」の作文の一部であるが、当事者としての変容が見受けられる。 

貧困を抜け出すにはお金が必要である。お金を得るには仕事が必要である。仕事に就くには

教育が必要なのである。授業を受け、貧困の改善には教育が重要だという考えに変わったが、

自分にできることを見つけるのは難しい。NPO団体に加入に直接的な支援をしようとは今の
とこと思っていないからである。私にできることがあるとすれば、それは情報発信なのかもし

れない。私は授業で別所さんの著書を読み、自分も何か行動したいと思うようになり、行きつ

いた先が外国人向けのWebメディアだった。Webを通して、例えば貧困の国から日本へやって
きた外国人のことを紹介したり、貧困の国への支援活動を行っている団体の特集を組むなどし

たら現状を様々な人たちに知らせることができるかもしれない。今までは貧困の情報の受け手

であったが、今度は送り手になれるように取り組んでいきたい。（日本①）	

	

4	 考察 
 
4.1	 クリティカルな意識の芽生え－当然視されている前提・価値観について－ 
「もし世界が 100人の村だったら大学に通える人数は何人」かという予測が大きくはず
れたこと、国際的規約ですら確実ではないこと、「内戦」「テロリスト」と言葉でくくるこ

とにより、見えなくなるものがあること、などへの気づきが多くあった。これらのことか

ら、この活動を通して、当然だと思い込んでいたものへのクリティカルな視点を得ること

が出来たと言えるのではないだろうか。実際、授業後のフォローアップインタビューから

の以下のような学生の声が得られた。 
日本に住んでいたら考えない視点から、皆さん物事を考えているなと思って、シリアからき

たBさんとかの話はもう、現地の方の声だと思うので、最後の授業の発表とかも心にささる言
葉とかもあったし、内戦ってすぐ使っちゃう言葉なんですけど、Bさんは気を使ってこれは使
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いたくないって言ってて、こういうふうに単語だけでも、気を遣うっていうか、ナイーブなこ

となんだなと思って、一つ一つ考えていかなきゃいけないことなんだなと思いました。（日本） 
今まではこう完全にニュースがすべてだと思っていたので、自分がマスコミを志望するのも

ちょっと関係してるんですけど、メディアの見方が変わりました。もう結構批判的っていうと

かっこよく言いすぎなんですけど、本当にそれだけなのかなって思うようになりました。（日

本①） 
 

4.2	 クリティカルな姿勢・態度の成長 
シエラレオネについて調べることによって内戦の原因や経過、影響を知り、まずは知る

ということの大切さを知ったということ、内戦が終わっても貧困が続いている原因を知り

たいと思ったこと、実際にニュース等を見る視点や考え方が変わったことからもクリティ

カルな姿勢や態度の成長が伺える。 
シリアについては全然知らなかったんですけど、最後のプレゼンテーションを聞いてひどい

状況だと思いました。戦争はいつから始まったのを知らなかったんですけど、それについて分

かって、もっとニュースとか探したりしました。（韓国） 
授業で貧困を見てたんですけど、いろんな視点から、内戦もあるし、取り組みもあるし、い

ろんなところから見てたと思うんですけど、いろんなところから考えるところがあって、トラ

ンプ氏の政策とか、授業をやる前にトランプさんの政策とか見てもたぶんあんまり何が悪いと

は言わないですけど、深くまでは分からなかったと思うんですけど、いま新聞とか読んでてて

も、なんかえーみたいな、本当にこんなことするのって思うことを言ってて、でもその反面そ

ういうこと自分で考えられるようになったんだなっていう成長も思うようになりましたね。

（日本②） 
 
4.3	 クリティカルな問題を扱う教室のリアル 
	 シリア学生の発表に対し一種の違和感を感じた学生がいたこともまた事実であり、それ

を表現した学生に対し、さらに違和感を覚えた学生もいた。何が正しいか答えのない問題

を扱う以上生じる、教室内のリアルであると言えよう。 
Bさんは、激しすぎるってことで、ちょっとなんだろね、ま観点が激しいっていうそれは思
ったんですね。なぜって考えてみたら、まあやっぱり今まで生きてるっていう世界っていうか、

今まで生きてっていう国とかがまあ、、生活環境そういう、やっぱり人の性格とかいろんなと

ころに、あの、考えとか、に結構影響与えてるのではないかなと思ってるんですね。それです

ね。まあ一応わかるっちゃわかるんですけど、あの、正直僕政治にあんまり興味ないので、全

然、あどうでもいいって感じで、自分がちゃんと生きればいいっていう人なので、急にこうい

う激しい意見とか聞いたら、ちょっと、あ、びっくりします。あ、そんななるんだっけってい

う感じで。ちょっとびっくりしましたけど、まあ、自分の意見ちゃんとしっかりはっきりして

るほうがいいと思うんですけど、（中略）それがまあ感じたことですね。（中国） 
 

4.4	 当事者性の芽生え 
	 日常的に飲んでいるコーヒーや食べているチョコレート、人生の大切なときに贈るダイ

ヤモンドのルーツを知り、自分の生活と世界の貧困が関わっていることを知ったこと、戦

争国の当事者として、自分の国のことを知ってもらいたい、話したいと思ったこと、また

自分達に何ができるかと共に考えたこと、これらのことにより、多くの学生の当事者性が
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高まったと考えられる。また当事者性が高まったからこそ 4.1や 4.2で示したような戦争や
貧困の非当事者である学生にもクリティカルな意識や姿勢や態度の成長が見られたのでは

ないだろうか。今回の実践は戦争当時者と現当事者ではない学生達が同じ教室で日本語学

習を通して「PEACE」を考えるものであった。その中で、自分と異なる多様な背景を持つ
他者との協働学習が、視点の転換を促すきっかけになったことが以下からも伺える。 

T：授業の始まる前と後とで何が一番自分の中でこう変わったなって思いますか？ 
  S:、んー貧困になる原因としては、ん、戦争が一番、いけない、一番とめないと、重要な原因
だと思うようになったところだと思うんですね 

T:それは、どういうことを通してそう思うようになりました？ 
S:特に＜うん＞、Bさんの発表、です。で、んー、そのね、目の前に戦争を見たことある人、

今までに会ったことがなくて、んーとても考えさせられると思ったし。非常に貧困・戦争を身

近なものに感じることができた。「内戦」が始める前は豊かな国であったにも関わらず、現在

の貧困率は 80%を上回っていることに驚いた。（スウェーデン） 
また、戦争当事者であるシリアの学生が授業に参加し、教室という公の場で話せること

話せないことという規範を乗り越え、自分の経験を語ったことは、クリティカルな成長の

象徴だと考えられるのではないだろうか。シリアの学生自身がこの授業を通して、「教室を

通した社会」に対するクリティカルな意識や姿勢の発達があったことが以下のインタビュ

ーからも伺える。 
T:シリアのことを話すことに躊躇はありませんでしたか。 
S:最後まで泣かずに発表できるか心配だったんですが、シリア人としてみんなに知ってもらい

たいし、シリア人として自ら話さないといけないなと思ったんです。（シリア） 
 
5	 おわりに 
 
	 本発表では、「PEACE」プログラムの実践を通して、戦争当事者であるシリア人学習者
を含む多様な履修学生たちのクリティカルな意識・視点・姿勢・態度がどう変化したのか、

当事者性がどう高まったかについて報告した。日本語教育の現場で、内容と言語を統合し、

多様な者が共に学ぶことにより、言語面だけではなく、クリティカルな思考や当事者性が

高まり、戦争当事者、非当事者を越えて「教室を通した社会」に対するクリティカルな視

点や姿勢の発達があったのではないかと考える。今後、当事者性とクリティカルな視点の

発達の関係についてより考察を深めていきたい。Ronald（1997）は、知識をクリティカル
に捉える（Critical Thinking）にとどまらず、自己をクリティカルに内省し（Critical 
Self-reflection）、世界へクリティカルに行動し（Critical Action）、社会をよりよいもの（Critical 
Being）に変えていく人材育成を唱えている。実践を行いながら、言語教育を通した人材育
成の可能性について考えていきたい。 
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未来を創ることばの教育の枠組みを考える 

―CCBIと平和― 

 
神吉	 宇一 
武蔵野大学 

 
1	 CCBIとは 
 
	 	 CCBIとはCritical Content-Based Instructionの略称であり、Content-Based Instruction（CBI）
にクリティカルな視点を盛り込んだ「クリティカル・アプローチ」に基づいた言語教育の

枠組みである（佐藤他 2015）。CCBIを提唱した問題意識の根底には、言語教育・日本語教
育を「語学トレーニング」としてではなく、「内容を伴った教育」として再考しなければな

らないという問題意識があった。 
	 ではなぜ、CBIに criticalを付加したCCBIなのか。言語教育・日本語教育を教育として
考え、言語教育・日本語教育を通して次代を担う人を育て、社会やコミュニティを今より

少しでもよいものにしていくには、何が「よい」もので、何を変えていかなければならな

いかを考える必要がある。その際に求められるものがクリティカルな視点である。Wallace
（2003）によると、クリティカルという概念は「弱クリティカル」と「強クリティカル」
に分類される。弱クリティカルとは、批判的思考や批判的な読みなどに代表されるもので、

現状に疑問を持つ視点を指す。一方、強クリティカルは、単に現状に疑問を持つだけでな

く、そこに内在する権力やイデオロギーの問題を明らかにし、その変革に向けて動くよう

な姿勢・態度をも含むものである。CCBI で特に重視しているのは、後者の「強クリティ
カル」である。また、CCBI は学習者のみならず、教師自身のクリティカルな取り組みも
含み、教育としての言語教育のあり方を問い直そうとするものである。 
 
2	 平和学とCCBI 
 
	 ガルトゥングによると、戦争がなくても「非平和」という状態があるとされる。非平和

とは、社会の不平等・不公正・不正義の横行や、飢餓・貧困などの「構造的暴力」が解決

されていない状況を指す。物理的暴力だけでなく、構造的暴力も解消することによって訪

れる平和を積極的平和概念という（ガルトゥング 1990）。 
	 本発表の中心的概念である CCBIは、クリティカル・アプローチの観点から、CBIを捉
え直し、言語教育の目的・目標を既存の社会的構造の前提となっている不平等・不正義・

権力などの問い直しによる、コミュニティの未来を創造することとしている。そのために、

意識的な言語理解や言語使用を行う力を身につけるとともに、コンテンツに対するクリテ

ィカルな視点を常に意識化できるような視点の育成を図ることをねらっている（佐藤他

2015）。平和学における積極的平和をめざす取り組みと、CCBIによる言語教育の取り組み
は、社会的構造の変革により、社会にある不平等や不公正を解決していくという点で、ほ

とんど重なるものだと考えられる。 
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3	 平和教育の課題としての当事者性 
 
	 竹内（2009）は、平和教育の目的は、1970年代ごろにはすでに以下の 3つに定式化され
ていたと主張する。 
A）戦争の持つ非人間性・残虐性を知らせ、戦争への怒りと憎しみの感情を育てるととも
に、平和の尊さと生命の尊厳を理解させること 
B）戦争の原因を追究し、戦争を引き起こす力とその本質を科学的に認識させること 
C）戦争を阻止し、平和を守り築く力とその展望を明らかにすること 
	 そして、現在の平和教育では、この 3つの目的達成が不十分であり、その原因は、過去
の戦争と現在の戦争の乖離（乖離 1）、遠くの暴力と身近な暴力の乖離（乖離 2）、平和創造
の理念と生の現実の乖離（乖離 3）という 3 つの乖離が存在することであるとした。第 1
の乖離は、第二次世界大戦の体験談を聞き「こわい」「かわいそう」と思う学習者がいつつ

も、現在世界各地でおこなわれている紛争等の問題につながらない状態を指す。第 2の乖
離は、世界の紛争や飢餓、貧困などの状況を理解したとしても自分たちは平和な日本に住

んでよかったと考えてしまう状態を指す。第 3の乖離は、平和に関する理念はわかるが、
それは現実社会ではなかなか実現ができないと考えてしまう状態を指す。これは、当事者

として戦争と平和について考えられていないために起きている乖離ではないだろうか。 
	 アレキサンダー（2004）は、平和教育における当事者性について議論を行なっている。
アレキサンダーの定義では、当事者とはニーズを主張する人々だけでなく、代わりにニー

ズを主張する人々も含むとしている。さらに、加害者・被害者双方が当事者になりうるこ

と、当事者と非当事者の境界は流動的なもので当事者性が相互構成される概念であること

を主張している（アレキサンダー2004）。 
 
4	 当事者性と日本語教育研究・日本語教育実践 
 
	 当事者性という観点で、市嶋、奥野の発表を改めて振り返ってみたい。 
	 市嶋は、シリア人日本語学習者 2名の語りから、言語意識を明らかにし、その上で平和
構築のための日本語教育の必要性を主張している。ここでは、まさに学習者自身が、内戦

状況にあるシリアの当事者である。この 2名の当事者は、日本語を「希望」「平和の象徴」
として捉えるようになった。ここで日本語学習がもたらす「希望」「平和の象徴」とはどう

いうものだろうか。日本語学習の場が、彼女たちに何をもたらしているのだろうか。 
	 また、2名の学習者のうち 1名は依然シリアに在住している。その理由として「シリア
人としてシリアに残る」という言葉がある。ここでいう「シリア人として」は、もちろん

「国民国家としてのシリア人」ではないだろう。しかし、この部分に色濃く出ている当事

者性が、「国」「民族」等の同質的なコミュニティを知らず知らずのうちに代表する言説と

なることで、クリティカルな意識から遠ざかることも考えられる。 
	 奥野の実践報告でも、シリア人学生が登場する。ここにも当事者としての関わりがある。

また、当該の実践を通して、非当事者であったシリア人以外の学生たちが、「自分ゴト」と

してシリアの問題を考えるようになった。つまり、強い当事者性の影響を受けてクリティ

カルな視点が拓かれ当事者性が芽生えたと言える。また、元々の当事者であるシリア人学

生にとっては、教室で語ってもいいのだという、場としての教室のあり方、学びのあり方

についてクリティカルな視点が拓かれたと言える。これらの事例から考えたとき、クリテ
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ィカルな視点というのは、自分自身の変容に大きな影響を与えるものであり、自分自身に

向けられているものであると言えるのではないだろうか。 
	 今後さらに研究や実践を積み重ねていき、日本語教育研究・実践を通して次代を担う人

を育てるにあたり、クリティカルな視点がどのように学習者の変容を促し、社会を担う当

事者としての意識が拓かれていくのか、さらなる議論が必要であろう。 
                                                
1 法務省入国管理局「在留外国人統計」
<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001196143>より 
2 アレッポ大学では、2015年 12月 15日に日本文化祭が開催されたことが以下のフェイスブックに
報告されている。https://www.facebook.com/events/550744331742123/（2017年 12月 26日現在） 

3 その一つとして、内容重視の批判的言語教育（Critical Content-Based Instruction）（佐藤慎司・高見
智子・神吉宇一・熊谷由理（編）（2015）に可能性が秘められていると考える。 

4	滝沢・菅田(2006)は、デューイの人間が求める自由の本質は、押し付けではなく個人が集団の利

益に各人独自の貢献をなすことができるようにする状況にあるとする考えを踏まえつつ、自己理

解と社会理解の相関的深化は不同性から共有という同一性へと変貌していく認識過程と見るこ

とができるとし、現代社会において同一性を保持する難しさを認めた上で、当事者とはそれで

も尚相互の関与の調整を行おうとする者であると捉えている。	
5 ホリスティック教育（Miller、1988）とは、「関わり」に焦点を当てた教育であり、論理的思考と
直感との関わり、心と身体との関わり、知の様々な分野との関わり、個人とコミュニティとの関

わりを追求し、学習者はこの関わりに目覚めると共にその関わりをより適切なものに変容してい

くために必要な力を得るとされる。 
6 ダマスカス出身者。自宅近くも爆撃を受けている。 
7 評価の観点は以下であった。①ポスターが見やすくて、内容が分かりやすい②発表者が一番伝え
たいことが伝わった③調べたことを分かりやすく説明できている④自分が考えたことや思った

ことを説明できている。 
8 クリティカルな思考や当事者性の発達が伺える部分を太字で示す。 
9 また、どのように説明すれば聞き手にとってわかりやすいか明示的に意識させるために発表の評
価基準をクラスで作成した。各回の発表後には、ディスカッションを行うことで、他の学習者と

ともに内容を振り返る機会を設けた。分担ではあるが新書を一冊読み切ったことで、自信をつけ

たようであった。また国際協力ボランティアの実態や、参加している人たちの理由が様々であり、

同じ「普通の人」であることからも「素晴らしい人」だけが行うものではないということにも気

づいたようである。また、疑問を持ち、自分で考えながら読んでいくことができたことが感想か

らも伺えた。 
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