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Ⅰ はじめに 
 後志管内のある小学校に実習指導にいったとき、４学生の学級に英語がネイティブの家族で育

っている児童が何割かいた。この学級の児童は、日本語によるコミュニケーションや読み書きに

問題はなかったが、同管内には多くの割合で日本語の言語能力を持たない児童がいるとも聞いて

いる。観光の町ニセコという地域性によるのであろうが、同様の状況は日本各地で起こっている

（渡邉ほか, 2017）。日本語による読み書き、時にはコミュニケーションすら不十分な児童がい

る教育現場では、従来の教育技術は通用するのだろうか、学級経営や生徒指導の方法論は適応で

きるだろうか、保護者とのコミュニケーションはどこまで取れるのだろうか、など課題も想定さ

れる。このような事例や課題を考えると、ダイバーシティ教育やインクルーシブ教育など広い視

点での対処が必要だろう。本論文では、ダイバーシティ教育の必要性を整理し、著者が行ってき

た教育実践を再評価して、ダイバーシティ教育の有効性と課題、そして将来への展望を検討して

いく。 
 
Ⅱ ダイバーシティ教育とインクルーシブ教育 
 ダイバーシティ（diversity）は「多様性」と訳されるが、政治や社会の文脈では、「身体的あ

るいは文化的な差異があっても、受け入れ個性を認め活かす考え方や姿勢」として用いられるこ

とがある。この延長でダイバーシティ教育という用語も生まれてきた。 
 ダイバーシティの考えが導入されたのは、アメリカであった。1964 年の公民権法で制定され

て以降、度々の修正がなされ、人種だけでなく性差の撤廃を賃金、雇用機会均等などがなされた

（桑原, 1985）。そして、米国雇用機会均等委員会による「ジェンダー、人種、民族、年齢におけ

る違いのことをさす」と記載（谷口, 2005）されて以降、一般的定義となった。1980年代後半に

は、マイノリティグループを含めた多様化を求める思想（安藤, 2004）が生まれ、1990 年代に

は、ビジネスの合理性追求としてダイバーシティ・マネジメントの形成された（日本経済団体連

合会, 2002；谷口, 2008）。2006年に国連で障害者権利条約が採択された。カナダ、オンタリオ

州の教育省の定義では、次のように記述されている（Ontario, Ministry of Education, 2009）。 
DIVERSITY: The presence of a wide range of human qualities and attributes within a 
group, organization, or society. The dimensions of diversity include, but are not limited to, 
ancestry, culture, ethnicity, gender, gender identity, language, physical and intellectual 
ability, race, religion, sex, sexual orientation, and socio-economic status. 
（訳）多様性：グループ、組織あるいは社会において人間の性質と属性が広く存在すること。

多様性の次元は、祖先、文化、民族、性差、性的自己同一性、言語、身体的・知的能力、人

種、宗教、性、性的志向、社会・経済的状況を含んでいるがそれらに限定されるものではな

い。 
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 ダイバーシティの一部として、特別支援学級の需要が増加（文部科学省, 2017a）し、発達障害

の診断の要請が増えたこと（総務省, 2017）から、特別支援教育が進められてきた。そこには現

在の障害理解は障害者支援であり、社会の中で共に生活し働く仲間として認識されない（權・田

中, 2016）などの課題もあった。障害のある者もない者も共に生きる“共生社会”を目指す必要が

あった（權・太田, 2018）。 
 Loden and Rosener（1991）は、ダイバーシティには「身体的な差異」と「文化的な差異」の

二つの階層があるとした。「身体的な差異」とは、生得的な違いで自分の努力では変えられない

もので、人格形成、他者や社会に対する見方を形成する上での主要な要因となる年齢、人種、性

別、身体的能力、性的指向などがある。「文化的な差異」とは、変えていくことが可能で後天的

な違いでアイデンティティに結びついている教育、地理的位置、収入、結婚、子ども、宗教、職

業などがある。谷口（2005）は表層的（外見から識別可能：性別、年齢、人種）と深層的（外観

から判断しにくい）に、荒金（2013）や中村（2017）は内的（可変的・選択不可）と外的（可

変的・選択可）などと類似の区分をした。 
 ダイバーシティ教育に似た概念としてインクルーシブ教育（inclusive education）がある。イ

ンクルージョン（inclusion）は新しい概念（文部科学省, 2012）で、当初は「障害のある者と障

害のない者が共に学ぶ」ために「合理的配慮」をするものであった（權ほか, 2019）。インクルー

シブ教育の定義として"the principles of acceptance and inclusion"（受容と包括の原則）とあり、

個々のニーズを満たすこと、障壁を識別し取り除くこと、帰属意識を促進すること、広いコミュ

ニティに関わること、体系的に示されることなどとしている（Ontario, Ministry of Education, 
2009）。他にも「能力を最大限に発揮させる」ために教育機会の多様化を優先すること（權ほか, 
2019）や、個々人が持つ要素の多様性（ダイバーシティ）を活かすことで組織全体の成長・発展

を推進する（インクルージョン）ための教育されている（森, 2018）。 
 
Ⅲ ダイバーシティ教育の現状と課題 
 渡邉ほか（2017）は、小学校を対象としてダイバーシティ教育に関する調査をおこなった。特

定の地域や学校に偏在しているが、2割から6割の学校がダイバーシティ教育への取り組みを実

施していることを明らかにした。教師の意識としては、ダイバーシティ教育に肯定的であるが、

その知識に関しては不足しているという回答が多かった。深田ほか（2018）では、小学校の学級

担任を対象にし、ダイバーシティ教育の取り組みと意識調査をした。その結果、児童の実態によ

って配慮のあり方や内容が規定されていた。学級担任の意識は、多様性教育の推進にはやや消極

的ではあるが、ダイバーシティ教育には肯定的な考え方をもっていた。 
 教員養成課程で特別支援教育に関する事項が取り上げられているが（文部科学省, 2017b）、教

員に求められる資質・能力の中に多様性に関する記述はなく（權・太田, 2018）、カリキュラでも

規定されていない。カリキュラムの要素の要因として、「理念的領域」と「方法論的領域」があ

る。權ほか（2019）は、理念的領域とは、人権、ノーマライゼーション、インクルージョン、ダ

イバーシティに関することで、調査した結果、インクルージョンに関する内容は多く取り上げら
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れているが、それ以外はほとんど取り上げられていないことを示した。また、方法論的領域とは、

制度の理解、障害の特徴の理解、指導法、連携方法、個別の教育支援計画、心理・生理・病理の

内容に関することで、調査した結果、制度の理解は教育課程編成の内容に相当し、障害の特徴の

理解は特別支援学校と特別支援学級の障害種別ごとの説明になるが、統一されてないことを指摘

した。次世代の教育者である教員養成課程の学生を対象とした障害理解教育カリキュラムの開発

が必要であるとされた（權ほか, 2019）。 
 韓国、アメリカ合衆国、イギリスなどの海外の教員養成課程を見ると、多様性（国籍や性別な

ど）と障害理解に関する教育の学習機会が設けられている（權・太田, 2018：竹下ほか, 2017）。
また、イギリスの教職員改革の施策から教育経営の在り方をダイバーシティ・マネジメントの概

念で提案もされている（藤原, 2014）。 
 
Ⅳ ケーススタディ 
 著者が行った教育実践は２つ分けられ、ひとつは障害者との感覚に関する共同研究で、もうひ

とつはひとりでおこなう市民教育の方法論開発の実践であった。それらの事例を紹介する。 
 
１ 視覚障害者との感覚実験 
 障害者との感覚に関する共同研究で、障害者から学びに活用できる方法論を考えるケーススタ

ディであった。これらの研究は、障害者のメンバーとして視覚障害者（３名）と肢体障害者（１

名）と連携をおこない、神奈川県立平塚盲学校での実験と情報収集をおこなった。また、比較対

照実験のために博物館ボランティアの協力も仰いだ。 
 視覚障害者と健常者における聴覚と環境認識の関係を調べた（新井田ほか, 2001）。音から自

然環境が判別できるかという実験を行った。この結果、聞いた音と自分自身の体験とを照らし合

わせていることがわかった。聴覚体験の有無、多い少ないが判別には重要であることがわかった。 
 視覚障害者と健常者による岩石を用いた触覚による観察状況を調べた（平田・小出, 2001）。両
者とも、表面形状、質感、重量感、温度感などは認識したが、視覚障害者は感性による表現が、

健常者は視覚経験に基づいた表現が特徴となった。視覚障害者は部分から全体像の把握力に勝て

いた。 
 4 種類のアンモナイト化石を用いた触覚実験を、健常者と視覚障害者で行なった（山下ほか, 
2001）。健常者と視覚障害者とでは有意な差が見られなかったが、触覚による観察力は視覚障害

者が優れていた。分類の視点は重さや大きさによる区分はなされたが、種の分類は両者とも形態

を基準としていた。触覚は立体的なものを認識するために有効な手段であることがわかった。 
 ここで検討した教育手法は、視覚障害者との健常者の各種の感覚を比較することで、視覚障害

者への情報提供のための工夫をしながら、健常者の教育に活かす方法を考えるものであった。健

常者は視覚情報優先であるが、障害者は視覚以外の感覚を用いており、その感覚は優れたものに

なっており、学ぶべきことは多かった。 
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２ 市民教育の方法論開発 
 もうひとつのケーススタディは、市民教育への機会拡大のための方法論開発であった。大学所

属の著者がひとりで、他の官民組織と共同でおこなう実践をいくつかの行ったものである。 
 小出（2005）では、地質学の専門情報とERSDAC（現在一般財団法人宇宙システム開発利用

推進機構に統合）の人工衛星ASTERの画像を活用した市民への科学教育の方法論を、官学共同

で試みた。ある地域の地質解説を、メールマガジンとERSDACの英訳付きホームページ（一般

財団法人宇宙システム開発利用推進機構, 2003）で e-learning として１年間実践した。その結

果、専門情報であってもわかりやすく加工し解説をすれば、市民に伝わり教育効果を上げられる

ことを示した。 
 小出（2008）では、産学共同として、北海道地図株式会社の数値地図（10m メッシュ）と地

形解析（地上開度、地下開度、傾斜量図など）、さらに衛星画像（無料公開されている Landsat 
画像）を用いた地質解説による科学教育の実践を行った。この共同研究は2005年1月からから

2007年3月まで継続したが、小規模であっても継続すれば成果を挙げられることを示した。 
 小出（2006）では、ひとりでおこなった e-learning 用の動画コンテンツを PC レターとい

う市販のアプリケーション（株式会社三栄堂の提供）を用いて作成し、市民教育における有用性

を実証するための実践であった。大学の講義を e-learning コンテンツとして、2005年から2006
年まで毎週44回に渡って市民へ配信した。 
 以上の共同研究あるいは単独研究から多数の市民へ情報発信する方法として、デジタル・コン

テンツを作成し、アーカイブスしておく手法が有効であることは判明した。一人からでも不特定

だが多数への教育ができることが検証できた。 
 
Ⅴ まとめ：教育実践の再評価からの課題と展望 
 上記のケーススタディは、ダイバーシティという視点がない時期に進めてたものである。そこ

にダイバーシティの視点を導入して考えていくと、いくつかの成果と課題が整理され展望が見え

てきた。 
 視覚障害者との感覚実験の成果としては、ユニバーサル（universal）の視点の重要性を考え

られた（小出, 2002）。視覚だけが情報入手の手法ではなく、感覚ごとに得られる情報があり、そ

れを活かすためのユニバーサルな方法論が現在では試みれるようになってきている。 
 だが課題も見えてきた。ユニバーサルな手法は、一部の限定された目的として開発可能である

が、すべの場面で適用できるかどうか、「本当にユニバーサル」かどうかは、もっと多くの試行

や実証が必要になるであろう。 
 この課題は、インクルーシブ教育の方法論を考える上においても共通するであろう。例えば障

害者という多様性には、障害者教育として特別支援学校や特別支援学級などで対応されている。

だが、特別支援学校で他の多様性（例えば、言語、コミュニケーションなど）へのニーズには対

処できないことは明らかである。では、多様性に特化した学校を用意するとなると、多様性の数

だけ学校種が必要になり、非現実的な対応となる。 
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 市民教育ではインターネットや ICT 技術も不十分なとき、先駆的に進められたものである。

この実践での成果として、個から多数への教育の方法論の確立は可能であることが示され。現在

では、より簡単に、だれでも、利用できる環境は整ってきているのでより簡単になってきている。 
 だが、個から多数への教育も、その方法論が通用する条件下のみであることが課題である。し

かし、一旦作成された教育コンテンツは、インターネットのサーバー上に存在する限り、利用可

能である。世代や国境を越えて、世界中の人たちが利用可能な知的資産になっている。したがっ

て、他のダイバーシティ教育も、そのコンテンツがデジタル化できサーバーで共有できるものに

なれば、長きに渡って利用できる方法論のひとつとなるだろう考えられる。 
 ダイバーシティ教育を考える場合、まずは多様性を有する人のニーズを網羅的に捉え、整理す

ることが必要であろう。次に網羅されたニーズを満たす最短で最善の方法を探すことになる。た

だし、このニーズも現段階のものなので、常にニーズ調査を行い対応を考えていくべきであろう。 
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