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国内の学校における外国人児童生
徒、JSL児童生徒の急増、及び学校
教育の中で強く国際理解教育が求め
られているなど、本センターの活動
はよりいっそう重要度を増してきて
いるといえます。ますます多様にな
る調査・研究課題に対応していく
「国際教育センター」（Center for 
Research in International 
Education）のコミュニケーショ
ンマークです。

東京学芸大学国際教育センターは、
国際教育全般にわたり研究を進めており、

その成果を、刊行物、各種研修の実施を通して広く提供しています。
また、教員及び多文化の子どもとその家族を対象に

教育指導相談などを実施しています。
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Greeting

　本センターは、1978年（昭和53年）4月に、海外・帰国児童生徒教育に
関する研究・教育活動における中心的役割を担う全国共同利用施設「海外子
女教育センター」として、東京学芸大学に設置されました。その後、国際化
が進むにつれ在日外国人は急増し、それに伴って、外国人児童生徒の教育は
大きな課題となりました。そこで、この課題を解決するため多領域で研究が
行われるようになったため、時代のニーズにあわせ、本センターも2002年（平
成14年）4月に名称を「国際教育センター」に改め、今日に至っています。
　現在、本センターは「海外・帰国児童生徒教育」、「外国人児童生徒教育」、「国
際理解教育」の3領域、「多文化共生」「市民性教育」「発達・学習」「言語・心理」
「外国人児童生徒教育」の5分野から組織されており、専任教員がそれぞれ
の領域・分野で、調査・分析・研究やカリキュラム・教材などの研究・開発
及び研修機会の提供、教育指導相談などの専門的活動を、学内外の専門家に
協力を仰ぎながら、積極的に展開しております。具体的には、「海外子女教
育セミナー」「多文化共生フォーラム」「国際教育センターフォーラム」「JSL
研修」「JSLサテライトセミナー」「学校のセクシュアル・マイノリティ教育・
支援研修」などを企画・開催しております。
　なお本センターは、日本の教育の国際化に対応するための全国共同利用施
設として、皆様にご利用いただけます。また、本センターのホームページで
は、研究・調査・資料などを積極的に公開しております。どうぞ、お気軽に
ご利用下さい。
　これからも、全国の皆さんとともに歩む開かれたセンターとして、充実発
展するよう努めて参ります。
　みなさまのご理解とご協力、ご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

国際教育センター長　竹鼻 ゆかり

センター長挨拶
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background

設立の経緯
　本センターは、昭和53年４月、海外子
女教育の研究・教育活動の拠点となる全国
共同利用施設として設置された。
　本センター設置の背景には、昭和40年
代後半、日本の急激な経済的発展に伴い海
外で活躍する邦人および帯同する子どもが
増加したこと、およびその子どもへの適切
な教育上の対応が求められたことがあげら
れる。
　政府は、昭和50年から翌51年にかけて、
海外子女教育のめざすべき方向を明確に
し、必要な施策の重点的推進を図るため「海
外子女教育推進の基本的施策に関する研究
協議会」を設置した。この協議会が、昭和
51年４月に文部大臣に提出した報告書に
おいて、次のような提言を行ったことが、
本センター設置の直接の契機となった。
　「海外子女教育に関する基礎的な研究調
査が不可欠であり、海外子女教育の実態に
関する調査統計資料の整備及び海外子女教
育に関する実証的な調査研究を推進すると
ともに、これらの調査研究を推進する上で、

中心的な役割を果たす研究センターの如き
組織の設置を検討するなど、調査研究体制
の整備充実を図る必要がある。」
　こうした提言をふまえて、文部省は昭和
53年開設を目標に海外子女教育センター
設置の検討をはじめ、東京学芸大学はそれ
を受けてセンターの開設を決定した。日本
の教育の国際化に対応するための中核的な
調査・研究を推進するための施設として機
能することが目指されたのである。

設置の目的
　本センターの規定に示された設置の目的
は、次の通りである。
　「海外・帰国児童生徒教育、外国人児童
生徒教育及び国際理解教育に関し、専門的
な調査・研究・開発を行うとともに、全国
共同利用施設として、国立大学の教員その
他の者で、この分野の研究に従事する者の
利用に供することを目的とする。」
　本センターでは、これまで、主として海
外で学ぶ日本人の子ども及び帰国児童生徒
の教育に関して、さまざまな視点から研究・
教育活動を展開してきた。しかし、近年
は、在日外国人の急増とともに、帯同する
子どもの増加がみられ、平成12年度から
はこうした外国人児童生徒教育に関しても
研究・事業を展開している。さらに現在の
学校教育において強く求められている国際
理解教育に関する調査・研究も手がけてい
る。本センターが関わる領域のこのような
拡がりに合わせて、平成14年４月より本
センターの名称を「国際教育センター」に
変更した。
　平成16年４月に「国立大学法人東京学
芸大学国際教育センター」となり、国際教
育にかかわる研究・教育の拠点としてさら
なる整備拡充を図っている。

設立の経緯
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history

昭和52年	 11月	 ▪センター設置準備委員会発足
　　53年	 4月	 ▪海外子女教育センター開設
	 	 ▪初代センター長　木庭	修一就任
	 11月	 ▪海外子女教育センター開所式
　　56年	 4月	 ▪2代センター長　高萩	保治就任
　　59年	 4月	 ▪3代センター長　藤原	喜悦就任
　　60年	 3月	 ▪センター合同棟へ移転
　　61年	 4月	 ▪4代センター長　藍	尚禮就任
　　63年	 4月	 ▪5代センター長　三笠	乙彦就任
	 8月	 ▪赤堀	侃司　東京工業大学へ転出
平成2年	 4月	 ▪6代センター長　青木	栄一就任
　　3年	 3月	 ▪中西	晃教授　定年退官
　　5年	 4月	 ▪7代センター長　藍	尚禮就任
　　7年	 3月	 ▪野田	一郎教授　定年退官
　　8年	 3月	 ▪近藤	孝弘　名古屋大学へ転出
	 4月	 ▪8代センター長　水田	徹就任
　　10年	 4月	 ▪9代センター長　福島	脩美就任
	 11月	 ▪創立20周年記念シンポジウム開催
　　12年	 3月	 ▪10代センター長　窪田	佳尚就任
　　14年	 4月	 ▪国際教育センターに名称変更
　　15年	 4月	 ▪11代センター長　岡崎	惠視就任
　　16年	 4月	 ▪国立大学法人東京学芸大学国際教育センターに名称変更
　　16年	 4月	 ▪12代センター長　金谷	憲就任
　　17年	 4月	 ▪齋藤	ひろみ　本学教育学部へ転出
　　18年	 4月	 ▪13代センター長　加藤	祐司就任
　　19年	 3月	 ▪西村	俊一教授・杉田	洋教授　定年退職
　　20年	 3月	 ▪高木	光太郎　青山学院大学へ転出
　　21年	 3月	 ▪臼井	智美　大阪教育大学へ転出
　　22年	 4月	 ▪14代センター長　金谷	憲就任
　　24年	 4月	 ▪15代センター長　池田	榮一就任
　　25年	10月	 ▪佐藤	郡衛　目白大学へ転出
　　28年　	4月	 ▪16代センター長　馬場	哲生就任
　　30年　	1月	 ▪創立40周年記念シンポジウム開催
令和2年	 3月	 ▪菅原	雅枝　愛知教育大学へ転出
　　	 4月	 ▪17代センター長　竹鼻	ゆかり就任

あゆみ





7

運営委員会
　本センターの運営に関し、その基本方針、教員人事、
予算等の重要事項の審議にあたる機関として運営委員
会が置かれている。この運営委員会は、センター長に
よって招集され、センター長、センター専任教員３名、
副学長（総務・国際・情報担当）、大学各学系長、学
長が委嘱する教員をもって組織される。委員の任期は
２年（令和２年４月１日〜令和４年３月31日）となっ
ている。

▪竹鼻	ゆかり（国際教育センター長）
▪川手	圭一（副学長［国際・情報担当］）
▪君塚	仁彦（総合教育科学系長）
▪加賀美	雅弘（人文社会科学系長）
▪國仙	久雄（自然科学系長）
▪及川	研（芸術・スポーツ科学系長）
▪金子	一彦（附属学校運営部長）
▪杉森	伸吉（附属大泉小学校長）
▪荻野	勉（附属国際中等教育学校長）
▪松井	智子（国際教育センター）
▪見世	千賀子（国際教育センター）
▪榊原	知美（国際教育センター）

運営組織

共同研究員（在外）

兼任所員

▪伊藤	彰彦
　シンガポール日本人学校チャンギ校
▪岩切	武志
　シンガポール日本人学校クレメンティ校
▪渡邊	康世
　バンコク日本人学校
▪菅原	淳
　上海日本人学校虹橋校
▪野邊	麻衣子
　上海日本人学校虹橋校
▪丸山	賢悟
　上海日本人学校浦東校
▪立石	耕一
　ニュージャージー日本人学校
▪松岡	賢
　ボゴタ日本人学校
▪阿保	裕也
　シンガポール日本人学校中学部
▪上野	健太
　アグアスカリエンテス日本人学校
▪田代	勝
　ブラッセル日本人学校
▪林	寛
　深圳日本人学校
▪矢出	大介
　ニュージャージー日本人学校
▪二子石	将顕
　ジャカルタ日本人学校
▪二宮	健吾
　香港日本人学校香港校小学部
▪田代	豪
　マニラ日本人学校
▪江﨑	由美江
　ローマ日本人学校
▪造田	あかね
　ニューデリー日本人学校
▪馬田	大輔
　シンガポール日本人学校中学部

▪川㟢	誠司（教育学部・教授）

▪齋藤	ひろみ（教職大学院・教授）

▪細井	宏一（附属大泉小学校・副校長）

▪大出	幸夫（附属大泉小学校・教諭）

▪雨宮	真一（附属国際中等教育学校・副校長）

▪嶽	里永子（附属国際中等教育学校・教諭）
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seminar

第40回海外子女教育セミナー「海外子女教育－時代と共に変わるもの変わらないもの」
2019年5月19日（日）　東京学芸大学　国際教育センター合同棟　1階　大教室

9:30	 開場、受付開始
〇午前の部　司会:菅原 雅枝（東京学芸大学国際教育センター）
10:00	 開会の挨拶　馬場 哲生（東京学芸大学国際教育センター長）
10:10	 講演「海外子女教育の現状と課題」
 山本 健司（文部科学省初等中等教育局 国際教育課海外子女教育専門官）
11:00	 講義
 佐藤 郡衛（明治大学国際日本学部 特任教授）
11:55	 昼食み

〇午後の部　司会:榊原 知美（東京学芸大学国際教育センター）
13:00	 派遣教員による海外での実践報告
 濵野 貴之（茨城県筑西市立関城東小学校　教諭・前アグアスカリエンテス日本人学校教諭）
 小澤 昇（新潟県刈羽郡刈羽村立刈羽中学校教諭・前カイロ日本人学校教諭）
 神谷 佳宏（奈良県奈良市立西大寺北小学校校長・前在ロシア日本国大使館附属モスクワ日本人学校 教頭）
 嶽 里永子（東京学芸大学附属国際中等教育学校教諭　・前泰日協会学校バンコク日本人学校教諭）
15:00	 休憩
15:15	 パネルトーク「海外での生活をめぐって」
 コーディネータ：松井 智子（東京学芸大学国際教育センター教授）
16:15	 閉会の挨拶　吉谷 武志（東京学芸大学国際教育センター教授）

　海外子女教育セミナーは日本人学校、補習授業校な
どの在外教育施設への派遣を希望している教員とその
家族、学生、および海外子女教育に関心をもつ教育関
係者、研究者などを対象に毎年開催されている。本年
度は「海外子女教育－時代と共に変わるもの変わらな
いもの」と題して2019年５月19日（日）に開催し、
約40名の参加者があった。馬場哲生国際教育センター
長の挨拶の後、まず、文部科学省初等中等教育局国際
教育課海外子女教育専門官の山本健司氏の講演「海外
子女教育の現状と課題」があった。海外子女教育政策、
在外教育施設の最新の状況や近年の新たな課題、派遣
教員に期待することなどを、わかりやすくお話いただ
いた。次に、明治大学国際日本学部特任教授の佐藤郡
衛氏による「海外子女教育－時代と共に変わるもの変
わらないもの」と題した講演があった。1960年を出
発点とする海外子女教育の歴史的な流れを振り返りつ
つ、その中で変わらない課題を確認するとともに、グ
ローバルな能力の育成、子どもの多様化への対応、日
本語力の向上のための教育の必要性など、今日的な課
題も指摘された。新しい教育の取り組みとして、香港
日本人学校小学部のグローバルクラスやダラス補習授
業校の「総合型日本語」の実践などが紹介された。
　午後の前半は、在外教育施設への赴任経験がある４
名の先生、前アグアスカリエンテス日本人学校教諭の
濵野貴之氏（茨城県筑西市立関城東小学校教諭）、前
カイロ日本人学校教諭の小澤昇氏（新潟県刈羽郡刈羽
村立刈羽中学校教諭）、前在ロシア日本国大使館附属
モスクワ日本人学校教頭の神谷佳宏氏（奈良県奈良市

立西大寺北小学校校長）、前泰日協会学校バンコク日
本人学校教諭の嶽里永子氏（東京学芸大学附属国際中
等教育学校教諭）から、それぞれ在外教育施設での実
践報告をいただいた。いずれの学校においても、グロー
バル人材の育成や教師の力量形成において、新しい特
色ある取り組みを行っており、参加者にとって大変参
考となる報告であった。
　午後の後半は、「海外での生活をめぐって」をテー
マに、パネルトークを行った。松井教授のコーディネー
トの下、佐藤氏と実践報告を行った４名の先生方にご
登壇いただき、フロアからのさまざまな質問をもとに、
派遣制度について、日本人学校や補習授業校の子ども
たちについて、現地での教育実践、特に、現地理解教
育・国際理解教育、特別支援教育について、家族を含
めた現地での生活について等、活発に情報交換、意見
交換がなされた。
　参加者からは、内容がとても充実しており、大変有
意義なセミナーであったとの感想が多数寄せられた。

第40回海外子女教育セミナー
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Forum

第9回多文化共生フォーラム「周縁から日本の学校文化を捉える—文化心理学者がみた日本の学校―」
2020年2月1日（土）　東京学芸大学S講義棟1階　S103

13:00	 開　　会　総合司会：菅原 雅枝（東京学芸大学国際教育センター・准教授）
	 開会の辞　馬場 哲生（東京学芸大学国際教育センター長）
13:10	 趣旨説明　榊原 知美（東京学芸大学国際教育センター・准教授）
話題提供
13:25	 部活（BUKATSU）に凝縮されている日本文化
 尾見 康博（山梨大学大学院総合研究部教育学域・教授）
14:05	 	言語的文化的多様性を持つ子どもたちの発達支援にむけて：

そのディスコースの検討とアートに基づいたリテラシー学習
活動の紹介

 石黒 広昭（立教大学文学部・教授）

14:45	 	誰がなにに「適応」するのか？：スクールカウンセラーから
の見え

 松嶋 秀明（滋賀県立大学人間文化学部・教授）
15:25	 休憩
パネルディスカッション
15:35	 コメント①　グローバル教師の育成の視点から
 見世 千賀子（東京学芸大学国際教育センター・准教授）
	 コメント②　多文化環境にいる心理学者の視点から
 呉 宣児（共愛学園前橋国際大学・教授）
16:55	 閉会の辞　吉谷 武志（東京学芸大学国際教育センター・教授）

　「多文化共生フォーラム」は、多文化共生に関わる
教育の課題や問題等を把握することを目的とした研修
会である。第９回となる今回のフォーラムは、2020
年２月１日（土）に東京学芸大学にて開催された。「周
縁から日本の学校文化を捉える―文化心理学者がみた
日本の学校―」というテーマで、文化心理学の視点か
ら、日本の学校文化の持つ特質について考えた。
　日本の学校をめぐっては、近年、これまで伝統的に
行ってきた取り組みやその背後にある価値観などを見
直す取り組みや提言が盛んになってきている。多文化
化など学校をめぐる状況が大きく変化しつつある今
日、日本の学校がもつプラスの側面をより充実させて
いくためにも、このような見直しは不可欠なものだろ
う。そこで本フォーラムでは、日本の学校文化の持つ
特質について、特に、部活、アート、スクールカウン
セリングなど、授業以外の側面に着目し、そこから浮
かび上がる日本の学校の姿や課題・可能性について検
討した。日本の学校を文化的に相対化してとらえ直す
ことは、文化心理学的にも興味深い試みであると同時
に、在外教育施設に派遣される教員や、日本で帰国児
童生徒教育、外国人児童生徒教育に携わる教員の方々
にとっても有益な視点を提供できるものと考えた。
　本フォーラムでは、３つの話題提供が行われた。ま
ず、尾見康博教授（山梨大学）から「部活（BUKATSU）

に凝縮されている日本文化」というテーマで、日本文
化が色濃く映し出されているにも関わらず、それらを
我々自身があまり自覚できていない例として部活を取
り上げ、国際的にみても独特なあり方や今後の課題に
ついて報告があった。次に、石黒広昭教授（立教大学）
より「言語的文化的多様性を持つ子どもたちの発達支
援にむけて：そのディスコースの検討とアートに基づ
いたリテラシー学習活動の紹介」というテーマで報告
があった。「欠陥を探す」「一つのアイデンティティを
探す」など子どもをめぐる従来のディスコースの特徴
が検討されたのち、言語的文化的多様性を持つ子ども
を自らの知的好奇心に導かれて学習するアーティスト
としてとらえる学習活動の紹介があった。最後に、松
嶋秀明教授（滋賀県立大学）が、「誰がなにに『適応』
するのか？：スクールカウンセラーからの見え」とい
うテーマで、スクールカウンセラーとしてご自身が関
わった反社会的、非社会的な行動をする生徒への支援
事例の検討を通して、「学校への適応」を捉えなおす
新たな視点が示された。
　その後、以上の話題提供を踏まえ、見世千賀子准教
授（東京学芸大学国際教育センター）、呉宣児教授（共
愛学園前橋国際大学）の２人から各報告に対するコメ
ントや今後の課題が示され、さらに、フロアからの質
問や意見も交えて活発な討論がなされた。

第9回多文化共生フォーラム
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Teaching JSL

　日本語を母語としない子どもたちの教育問題が大き
く取り上げられるようになって、四半世紀が経過して
いる。その間、外国人児童生徒が集住する地区を中心
に、地域や学校現場でさまざまな取り組みがなされ、
実践が蓄積されてきた。また、平成26年には、省令
改正により取り出しの日本語指導を「特別の教育課
程」として編成することが可能となるなど、外国人
児童生徒教育をめぐる状況は、近年変化を見せてい
る。しかしながら、教員にとって外国人児童生徒への
指導に関する情報を得、実践を共有する場は現在も決
して多いとはいえない状況である。本センターではそ
の開発に深く関わったJSL（Japanese	as	a	second	
language）カリキュラムを始め、その後の実践支援
事業などを通して、外国人児童生徒の指導に当たる教
員、支援者の研修を継続的に行ってきた。
　平成29年から年間３回の研修を、外国人児童生徒
教育の基本を学ぶAコース、授業づくりを中心とした
実践力を高めるBコース、管理職や指導主事のコース
に分けて実施している。　Aコースの第１回研修会は
外国人児童生徒教育の現状と課題、担当者の役割に関
する講義、３人の現職の外国人児童生徒教育担当講師
による実践報告と、少人数での分科会を行った。分科
会では講師を囲んで課題を共有し、共に解決策を探っ
た。第２回は前半に子どもの言語習得や「JSLカリキュ
ラム」に関する講義、後半はグループに分かれて「JSL
カリキュラム」に基づく授業づくりについて学んだ。

第３回は第２回に出された指導計画作成の課題を持ち
寄って検討した。Bコースは「JSLカリキュラム」の
授業づくりに焦点化し、より実践的なものとした。第
１回では講師の実践事例をもとに授業づくりのポイン
トを学び、授業目標の立て方、授業の展開を考えた。
第２回は、第１回の研修内容を受けて、ペアやグルー
プでの国語と社会の授業づくり、活動案の共有と講師
による講評を通して「一人で授業を組み立てる力」の
伸長を目指した。そして第３回では各自の実践の成果
を報告するポスターセッションを行い、参加者相互の
意見とともに講師から個々の実践に対してのアドバイ
スをいただいた。管理職・指導主事コースでは、ABコー
スの講義、授業づくりの様子を参観したうえで、参加
者の地域・学校における課題を出し合い、各地の取り
組みなどの情報共有、体制づくりや研修の在り方など
のディスカッションを行った。
　2019年度も前年度に引き続き100人を超える参加
者があった。普段一人で外国人児童生徒への支援を
担っている方が多く、休憩時間等を利用して積極的に
交流されている様子が印象的であった。参加にあたっ
て「前任者から『５月に国際教育センターの研修会が
あるので参加するとよい』と申し送りを受けた」といっ
た参加者も出てきており、本センターの研修会が教育
現場で認知されてきたことを感じている。
　国際教育センターでは、2020年度も引き続き、教
員・支援者の研修を実施していく予定である。

外国人児童生徒教育研修
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2019年度	第1回	国際教育センターJSL研修「外国人児童生徒教育を学ぼう①」「実践力を高めよう①」
2019年5月11日（土）　東京学芸大学　講義棟

2019年度	第2回	国際教育センターJSL研修会「管理職・指導主事コース」「Aコース」「Bコース」
2019年6月22日（土）　東京学芸大学　N講義棟　N410

2019年度	第3回	国際教育センターJSL研修会「Aコース」「Bコース」「管理職コース」
2019年10月5日（土）　東京学芸大学　S講義棟　S103

10:00	 開会挨拶　馬場 哲生（東京学芸大学国際教育センター長）
10:05	 はじめに　菅原 雅枝（東京学芸大学国際教育センター）
【外国人児童生徒教育を学ぼう①】
進行：松井 智子（東京学芸大学国際教育センター）
10:30	 講義1「外国人児童生徒教育の現状と課題」
 吉谷 武志（東京学芸大学国際教育センター）
11:10	 講義2「年少者への日本語教育と指導担当者の役割」
 菅原 雅枝（東京学芸大学国際教育センター）
12:00	 昼食
13:00	 事例紹介：日本語教室での指導について
進行：市川昭彦（大泉町立北小学校）、濵村 久美（江戸川区立葛西小学校）
 ・日本語指導　小川 郁子（都立高校非常勤講師）
 ・教科指導　　伊藤 敦子（小牧市立大城小学校）
 ・学級経営　　横溝 亮（横浜市立並木第一小学校）

15:00	 テーマ別交流会
  国際学級の経営、特別の教育課程（DLA、個別指導計画）、

日本語指導、教科指導、中高生への指導、管理職・指導主事
コース

【実践力を高めよう①】
進行：見世 千賀子（東京学芸大学国際教育センター）
10:30	 事例紹介：JSLカリキュラムの授業づくり
 今澤 悌（甲府市立大国小学校）
 大菅 佐妃子（京都市教育委員会）
12:00	 昼食
13:00	 分科会:授業づくり体験
16:00	 全体会
16:30	 閉会

総合司会：松井 智子（東京学芸大学国際教育センター）
10:00	 開会挨拶　馬場 哲生（東京学芸大学国際教育センター長）
10:05	 はじめに　菅原 雅枝（東京学芸大学国際教育センター）
【管理職・指導主事コース】【Aコース】
10:20	 講義と事例紹介
	 日本語指導プログラムとJSLカリキュラムの考え方
 菅原 雅枝（東京学芸大学国際教育センター）
 日本語指導事例紹介
 小川 郁子（都立高校非常勤講師）
 濵村 久美（江戸川区立葛西小学校）
12:00	 昼食
13:00	 	JSLカリキュラムの授業づくり：事例紹介
進行：榊原 知美（東京学芸大学国際教育センター）
 伊藤 敦子（小牧市立大城小学校）
 小川 郁子（都立高校非常勤講師）
 横溝 亮（横浜市立並木第一小学校）
【管理職・指導主事コース】
進行：吉谷 武志（東京学芸大学国際教育センター）
14:00	 意見交換

【Aコース】
14:00	 ワークショップ
 市川 昭彦（大泉町立北小学校）
 伊藤 敦子（小牧市立大城小学校）
 小川 郁子（都立高校非常勤講師）
 濵村 久美（江戸川区立葛西小学校）
 横溝 亮（横浜市立並木第一小学校）
15:45	 Aコース全体会
【Bコース】
進行：見世 千賀子（東京学芸大学国際教育センター）
10:20	 ワークショップ①：社会科の授業づくり
 今澤 悌（甲府市立大国小学校）
 大菅 佐妃子（京都市教育委員会）
12:00	 昼食
13:00	 ワークショップ②：国語科の授業づくり
 今澤 悌（甲府市立大国小学校）
 大菅 佐妃子（京都市教育委員会）
15:30	 まとめ
16:00	 全体会
16:30	 閉会

全体会進行:松井 智子（東京学芸大学国際教育センター）
10:00	 開会挨拶　馬場 哲生（東京学芸大学国際教育センター長）
10:05	 はじめに　菅原 雅枝（東京学芸大学国際教育センター）
【Aコース】進行:松井 智子（東京学芸大学国際教育センター）
10:25	 講義:JSLカリキュラム授業づくりの視点と指導計画
 菅原 雅枝（東京学芸大学国際教育センター）
11:15	 JSLカリキュラムの授業づくり②　課題の検討とまとめ
 小学校2年・生活:伊藤 敦子（小牧市立大城小学校）〈会場:S107〉
 小学校3年・算数:濵村 久美（江戸川区立葛西小学校）〈会場:S106〉
 小学校5年・算数:市川 昭彦（大泉町立北小学校）〈会場:S105〉
 小学校5年・社会:横溝 亮（横浜市立並木第一小学校）〈会場:S101〉
	 中学校1年・理科:小川 郁子（都立高校非常勤講師）〈会場:S103〉

【Bコース】進行:見世 千賀子（東京学芸大学国際教育センター）
10:25	 ポスターセッション
	 〈全体会会場:S201〉〈ポスター発表会場:S201,S202〉
 大菅 佐妃子（京都市教育委員会）
 築樋 博子（豊橋市教育委員会）
【管理職コース】ファシリテーター:吉谷 武志（東京学芸大学国際教育センター）
10:25	 講義:JSLカリキュラム授業づくりの視点と指導計画
	 （Aコースと合同）
 菅原 雅枝（東京学芸大学国際教育センター）
11:15	 ディスカッション　次年度の研修・体制について考えよう
	 〈会場:S207〉
16:00	 全体会
16:30	 閉会

外国人児童生徒教育研修
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2019年度	JSLサテライトセミナー・イン・小牧
2019年8月23日（金）　小牧市小牧勤労センター

9:30	 受付　総合司会:見世千賀子（東京学芸大学国際教育センター）
9:45	 開会挨拶　安藤 敏基（小牧市外国人児童生徒教育連絡協議会会長）
9:50	 趣旨説明　吉谷 武志（東京学芸大学国際教育センター）
【第1部　基礎講座】
10:00	 講義1　外国人児童生徒教育の現状と課題
 吉谷 武志（東京学芸大学国際教育センター）
10:20	 講義2　JSLカリキュラムによる年少者教育について
 菅原 雅枝（東京学芸大学国際教育センター）
11:10	 休憩
11:20	 JSL児童生徒指導の要点
 ①日本語担当教諭、日本語指導員、行政間の連携について
 　今澤 悌（甲府市立大国小学校）
 ②小学校における取り出し日本語指導について
 　市川 昭彦（群馬県邑楽郡大泉町立北小学校）
 ③在籍学級での支援について
 　伊藤 敦子（小牧市立大城小学校）
 ④国際学級の運営について
 　横溝 亮（横浜市立並木第一小学校）

 ⑤中学校における日本語指導について
 　小川 郁子（東京都立高校　非常勤講師）
12:55	 休憩
【第2部　分科会】
〇管理職コース　14:00〜15:30〈大会議室〉
14:00	 協議会
	 「日本語指導の必要な児童生徒を迎える学校の課題を考える」
 今澤 悌、吉谷 武志
15:30	 閉会
〇担任・日本語指導教諭コース	14:00〜16:20〈大研修室・小研修室〉
14:00	 実践紹介と協議「JSL児童生徒指導の工夫」
15:00	 グループ・ワーク（休憩含）
	 JSL児童生徒を迎える学校・学級の工夫
 アドバイザー: 市川 昭彦、伊藤 敦子、小川 郁子、菅原 雅枝、

横溝 亮
16:30	 全体会
17:00	 閉会

JSLサテライトセミナー

　文部科学省の調査（「日本語指導の必要な児童生徒
の受け入れ状況等に関する調査」）によれば、「日本語
で日常会話が十分にできない児童生徒」と「日常会話
ができても、学年相当の学習言語が不足し、学習活動
への参加に支障が生じており、日本語指導が必要な児
童生徒（外国籍児童生徒、日本籍・重国籍児童生徒）」
は全国の公立小学校から高等学校にいたるまで約５万
人を超えて在籍している（2018年５月現在）。しかも、
この子どもたちは外国籍住民の多く居住する地域であ
る「集住都市」だけでなく、少数ではあっても全国様々
な地域と学校に在籍していることが知られている。ま
た、日本語が出来るようになっても、日本語支援をは
じめとして何らかの配慮なくしては授業について行け

ない子どもたちは、上記の数値のほかに実際にはまだ
おり、文化の違いや日本語力に配慮した指導を必要と
していることも、今日、学校関係者の共通認識となっ
てきている。
　こうした状況に鑑み、当センターは、平成21年度
以来、本学内でのJSL指導者セミナーに加え、JSLの
指導法に関する研修を受ける機会が少ない地域で各地
の教育委員会との共催の下、サテライトセミナーを
行っている。
　平成31年度（2019年度）は愛知県小牧市外国人児
童生徒教育連絡協議会との共催、小牧市教育委員会
の開催協力を得て、令和元年（2019年）８月23日、
JSLサテライトセミナー・イン・小牧を開催した。
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第5回	LGBT（Q）教育・支援研修「学校のセクシュアル・マイノリティ教育・支援－誰もがありのままの自分でいられる学校のために－」
2019年7月6日（土）　東京学芸大学国際教育センター・合同棟大教室

9:30	 受け付け
9:50	 開会　　　　総合司会：見世 千賀子（東京学芸大学国際教育センター 准教授）
 開会挨拶　　　馬場 哲生（東京学芸大学国際教育センター センター長）
 研修内容紹介　吉谷 武志（東京学芸大学国際教育センター 教授）
10:00	 基礎講座1
10:10 ①学校におけるセクシュアル･マイノリティの現状
 吉谷 武志（東京学芸大学国際教育センター）
10:20 ②セクシュアル･マイノリティとは（LGBTQ理解のために）
 原 ミナ汰（共生ネット）
 ③学校で出会うセクシュアル・マイノリティ「問題」
 大賀 一樹（共生ネット）
11:40	 ④グループワーク　こんな時どうする
	 　－よくある疑問に向き合ってみよう1―
12:00	 休憩

13:00	 基礎講座2
13:00 ⑤パネルトーク－LGBTQに関する疑問に答えよう！－
 原 ミナ汰（共生ネット）
 大賀 一樹（共生ネット）
 吉谷 武志（東京学芸大学国際教育センター）
13:50	 会場整備（休憩）
14:00	 グループワーク
14:00 ⑥	Q&Aここがわからない
	 　－セクシュアル・マイノリティに関わる対話（外部講師）
	 セッション:1）14:00〜14:30　2）14:35〜15:05　3）15:10〜15:40
15:40	 休憩
15:50	 ⑦	グループワーク　こんな時どうする
	 　－よくある疑問に向き合ってみよう2―
16:20	 交流・総括
17:00	 閉会

2019年度LGBT（Q）教育・支援研修

　本研修は、2015年度より本センターで企画、実施
している研修である。主として教師や教育委員会関係
者等、教育に携わる方を対象に、セクシュアル･マイ
ノリティ（LGBTQ）の児童生徒、その保護者への学
校における支援、教育、受け入れ等について、基礎知
識の習得、出会い体験、すべての児童生徒への教育、
学校・学級の環境作りなど、総合的な教育や支援の在
り方を学ぶ機会を提供し、セクシュアル･マイノリティ
（LGBTQ）に属する児童生徒が差別やいじめの対象
とならないような学校作り（ユニバーサルデザインの
学校づくり）に資することをめざしているものである。
　各種の調査によると、セクシュアル・マイノリティ
に属する人、子どもはおおよそ5〜7％いることが知ら
れている。しかしながら、現在の学校や社会では、そ
の存在を知り、理解し、学校や社会の構成員としてと
もに生きるにふさわしい環境が用意されているとは言
えない状況がある。とりわけ学校においては、児童生
徒に当事者がいることが知られている場合であっても、
教師はどのように対処し、受け入れ、周囲の子どもを
含む学級や学校でどのように指導すれば良いのか、明
確な方針を持てず、困難を抱えていることが多い。
　文部科学省も実態調査（「学校における性同一性障

害にかかる対応に関する状況調査について」2014年
6月13日公表）を実施し、学校や教育の場におけるガ
イドラインを示し（「性同一性障害に係る児童生徒に
対するきめ細かな対応の実施等について」2015年4
月30日）、さらに、教職員に向けて「性同一性障害や
性的志向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細か
な対応等の実施について（教職員向け）」（2016年4
月1日）を示し、この課題への対処を促している。
　本研修は、以上のような学校の現状を踏まえ、すべ
ての子どもが大切にされる学校、学級が実現されるこ
とを目指して実施しているものである。

第5回学校のセクシュアル・マイノリティ教育、支援研修
－誰もがありのままの自分でいられる学校のために－
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教師を目指す学生のためのセクシュアル・マイノリティ理解講座－LGBTQからSOGIに、当事者と語り理解を深める時間－
2020年1月27日（月）〜31日（金）　18:30〜20:00　東京学芸大学（会場:27日〜29日　S207教室、　30日〜31日　C203教室）

司会:吉谷 武志（東京学芸大学国際教育センター）
1月27日（月） 「教員を目指す学生に伝えたいことー学校での体験談」
 タクミさん（NPO法人共生ネット）
1月28日（火）  「ゲイの現役教師が伝えたいこと－セクシュアル・マイ

ノリティにとっての学校－」
 鈴木 茂義さん（公立小学校非常勤講師）
1月29日（水）  「多様な個人にやさしい仕組みをつくる－セクシュア

ル・マイノリティフレンドリーな社会とは」
 原 ミナ汰さん（NPO法人共生ネット代表理事、LGBT法連合会共同代表）

1月30日（木）  「スクール・カウンセラーからみた学校のセクシュア
ル・マイノリティ事情」

  大賀 一樹さん（NPO法人共生ネット理事、臨床心理士、公認
心理師早稲田大学スチューデントダイバーシティセンター/ジェン
ダー･セクシュアリティ（GS）センター専門職員）

1月31日（金）  「セクシュアル・マイノリティの親をもつ子どもたち
－LGBTファミリー、案外近くに暮らしています－」

 小野 春さん
 （にじいろかぞく代表・「結婚の自由をすべての人に」訴訟原告）

　平成27年（2015年）4月の文部科学省による
通知「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ
細かな対応の実施等について」にもとづき、すべ
ての学校の教職員に向けて出された指針。

　2017年に実施した東京学芸大学レインボー
ウィークのポスター。この講義は一連の行事とし
て実施した。

2019年度教育支援経費事業

　本学の学生は、その多くは卒業後、主に教員として
学校教育に、あるいは地域での教育に関する専門職の
一員として教育に携わることになる。その際、学校に
おいて多様な子どもたちを直接指導し、受け入れる学
級の子どもたちを指導するだけでなく、学校内外で保
護者や地域の方と触れあいながら、多様な子どもの理
解と支援に携わることになる。なかでも在籍するセク
シュアル・マイノリティの子どもに関する教育・支援
も必須のものとなることが、各種の調査や文部科学省
の指導指針（下記参照）を見ても明らかである。しか
しながら、本学を始め教員養成課程の教育では、必ず
しもすべての学生がセクシュアル･マイノリティ教育・
支援について、基礎的な知識を獲得し、トレーニン
グを積んで卒業していくわけでは
ないのが現状である。こうした現
状に鑑み、教師を目指す学生のた
めに多様な子どもの教育、特にセ
クシュアル・マイノリティの子ど
もに焦点を当てて、その理解や支
援に関わる基礎、基本を得る機会
を提供するために本講座を企画し
た。
　本講座は2017年度（平成29年
度）より、継続して実施している
ものであり、2019年度も本学よ
り教育支援経費の助成をうけて実
施された。
　2019年度は、実際に教育や教
育の場に関わっているセクシュア
ル・マイノリティ当事者の方を講

師に迎え、５日間にわたって連続講演を実施し、具体
的に当事者と対話の機会を提供した。
　当事者講師陣からは、「学校での体験を当事者とし
て伝える立場」、「公立学校に勤務する教師の立場」、「セ
クシュアル･マイノリティ支援活動に従事する立場」、
「カウンセラーとして学校や職場での相談活動に従事
する立場」、さらに「親として、家族として子どもの
教育や学校に関わる立場」から、それぞれ具体的な経
験と事例に基づいて講演いただき、その後、講師と参
会者との対話の時間を持った。各回、当事者と具体的
な事例をもとに質疑を行うことで、参会者はセクシュ
アル・マイノリティ教育・支援に関する理解を深め、
深く考える機会を得ることができた。

教師を目指す学生のためのセクシュアル・マイノリティ理解講座
－LGBTQからSOGIに、当事者と語り理解を深める時間－
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国分寺市国際交流協会 小平市国際交流協会

〈多文化の子ども・JSL児童生徒支援関係共催事業〉

「2019年度　日本語を母語としない親子のための高校進学ガイダンス東京」の後援

〈地域団体との連携事業〉

　国際教育センターでは、日本各地で定住化が進む多国籍住民とその家族の学習・教育活動について、従来から
調査研究を進めると共に、様々な助言、協力、支援を行ってきている。こうした活動の一環として、2019年度
（平成31年度）においても、各地で課題となっている高校段階における多文化の子どもの進路ガイダンスに対し
て後援を行い、多文化の子どもの進路保障についての活動支援を行った。

　1990年代の南米からの日系人家族の来住以降、多文化、多国籍の子どもたちの義務教育段階の学校への在籍
数が急速に増加し、「日本語指導を必要とする外国人児童生徒等」への日本語学習をはじめとする支援の必要性
が急速に浮上し、今日に至っている。その後30年余を経て、近年ではこうした子どもたちの出身国、地域、背
景となる言語や宗教、生活習慣などの多様化が進むと共に、その定住化が進み、次々と新たな課題が生じている。
そのうちの一つに、ほとんどの子どもにとって学ぶ機会は日本の学校に限られる中、日本語の力や日本語での学
力、家庭の経済的条件、日本の学校制度のありかたにより、進路選択、キャリア形成に関してさまざまな課題が
生じている。とりわけ多文化の子どもにとって義務教育を終えた後、高校に進学すること、さらに高校を卒業し、
進学や就職など進路を切り開くことができない状況は、大きな課題となっている。
　本事業は、東京都内在住の外国籍の児童生徒、文化的背景をことにする児童生徒とその保護者に、高校進学、
進路選択のための情報を提供し、日本でのキャリアを形成するための相談に応じる機会を提供するために、多文
化の子どもと家族を支援する民間団体12団体が連携して取り組んでいる活動を後援、支援するものである。
　2019年度においては、７月７日（日）武蔵野市、10月27日（日）八王子市など都内６カ所で開催され、都
合600名を超える多文化の子どもとその保護者が情報提供、支援の機会を得ることができた。

　地域の多文化化が進む今日、多文化住民、特に外国人児童生徒教育支援において、学校のみならず、地域社会
の果たす役割も大きいといえる。国際教育センターでは、多様な生徒の在籍する地域の学校や地域団体と連携し、
地域の多文化化にかかわる課題解決のために地域の組織と積極的に関わってきている。特に、多様な住民を支え
る組織の中で、多文化の住民に関わる支援とサービスの役割を果たす国際交流協会と連携し、協力して支援を行っ
ている。
　まず、小平市国際交流協会と平成27年（2015年）に連携に関する協定を締結し同協会の実施している外国人
支援の諸活動、外国人生徒等教育に関わる調査・支援活動、地域住民への理解促進のための情報提供活動などを、
連携して実施してきた。
　また、あわせて小平市立小平第四小学校他数校に、外国人児童生徒教育の支援のために、本学学生ボランティ
アを組織し、派遣している。
　さらに平成29年（2017年）には、国分寺市国際交流協会と連携協定を締結し、多文化住民支援のための諸活
動に関して、協力、助言を行ってい
る。
　今日、近隣地域への様々な貢献は
大学の重要な役目の一つである。国
際教育センターとしても、現在行っ
ている小平市国際交流協会、国分寺
市国際交流協会との連携をはじめ、
今後も積極的に地域の多文化共生の
ための教育、支援に関わって行きた
いと考えている。

地域連携事業
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［共同研究］────────────────────
▪	国際教育センター共同研究「多言語・多文化環境で育つ
児童の学習言語の発達と障害―就学前・就学初期にでき
ること、すべきことはなにか」を継続して進めた。本プ
ロジェクトは、グローバル化の進行に伴い我が国でも増
えつつある多言語・多文化環境で育つ児童の学習言語の
発達と障害について、母語発達に焦点を当てて検討する
ものである。イマージョン教育の研究者、教育関係者、
言語発達や発達障害・学習障害を専門とする研究者らが
意見交換をし、現状の正確な把握と改善に向けた方略を
見出すことを目的とする。
▪	自然科学研究機構生理学研究所における磁気共鳴装置共
同利用研究「語用論の神経基盤の解明に向けて」を継続
して行った。
▪	国立国語研究所の共同研究「日本語の間接発話理解：第
一言語、第二言語、人工知能における習得メカニズムの
認知科学的比較研究」を継続して行った。

[科研費などの研究]─────────────────
▪	「言語の発達過程の認知科学的研究」平成29－令和3年
度　新学術領域研究（研究領域提案型）　研究代表者　
小林春美　研究分担者　松井智子
　	在英日本人就学児童の言語発達とコミュニケーションに
おける意図理解の関係を探ることを目的としている。平
成31年度は在英日本人就学児童の言語発達調査を継続
した。
▪	「言葉と情動スキルを伸ばす早期介入プログラムの検討：
貧困の連鎖を断ち切るために」平成30－令和2年度　挑
戦的研究（萌芽）　研究代表者　松井智子
　	わが国のハイリスク家庭の母子コミュニケーションと子
どもの言語と情動スキルの発達の関係を検証することを
目的としている。平成31年度は自閉スペクトラム症児
と母親の会話を録画録音し、書き起こしをするとともに
分析を開始した。
▪	「多言語環境における学習言語の発達:	家庭言語の役割
に着目した縦断的実証研究」平成30－令和4年度　国際
共同研究加速基金国際共同研究強化（B）研究代表者　
松井智子
　	在英日本人就学児童の家庭言語と教育言語の発達におけ
る関係性を探ることを目的としている。平成31年度は
在英日本人就学児童の質問紙調査を開始した。
▪	「自閉スペクトラム症児の「聞き取り」と「読み取り」
の困難さの要因を探る実証研究」平成31－令和4年度　
基盤研究（B）　	研究代表者　松井智子
　	自閉スペクトラム症児の音素認知能力の躓きがどこにあ
るか探ることを目的としている。平成31年度は、行動
実験を通して、自閉スペクトラム症児の聞き取りの躓き
が、音響/音声レベルと音韻レベルのどちらにあるのか、

調査を行った。

[研究業績]─────────────────────
論文
▪	三浦優生・松井智子・藤野博・東條吉邦・計野浩一郎・
大井学.	（2019）.	自閉スペクトラム児におけるプロソ
ディ表出面についての評価.	「発達心理学研究」	30（4）,		
329-340.
▪	Wice,	M.,	Matsui,	T.,	Tsudaka,	G.,	Karasawa,	M.,	
&	Miller,	 J.G.	2019.	Verbal	display	knowledge:	
A	 cultural	 and	 developmental	 perspective.	
Cognitive	Development, 	52.	Early	View	Online	
Publication.
著書
▪	Tomoko	Matsui.	（2019）	Component	processes	
of	 irony	comprehension　in　children:	Epistemic	
vigilance,	mind-reading	 and	 the	 search	 for	
relevance.	Scott,	K.,	Clark,	B.	&	Carston,	R.	（eds.）	
Relevance,	Pragmatics	and	 Interpretation, 	231-
239.	Cambridge	University	Press.
学会発表
▪	松井智子「自閉症児の言語力と他者の意図・感情理解」
招待講演　研究委員企画シンポジウム「ことばが育む思
考力」第61回日本教育心理学会、日本大学、2019年9
月16日．
▪	松井智子，内田真理子，藤野博，東條吉邦，計野浩一郎
「自閉スペクトラム症児の音韻知覚特性（2）」日本発達
心理学会第31回大会、大阪国際会議場、大阪市、2020
年3月2-4日.

[主な学会活動]───────────────────
▪日本英語学会（評議員）
▪日本言語科学会（運営委員）
▪日本語用論学会（運営委員、編集委員）
▪日本発達心理学会
▪日本心理学会
▪日本認知科学会
▪	International	Association	 for	the	Study	of	Child	
Language	
▪Society	for	Research	in	Child	Development

[教育活動]─────────────────────
▪	「ことばの発達」東京学芸大学
▪	「人間関係の科学A」「臨床心理演習II」東京学芸大学大
学院教育学研究科学校心理専攻
▪	「教育開発研究	国際教育論研究5」東京学芸大学連合大
学院教育構造論講座
▪	「思考と言語」非常勤講師　国際基督教大学教養学部

MATSUI, Tomoko

松井 智子
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［共同研究］──────────────────────
▪	2019年度国際教育センター研究プロジェクト「多文化住民
散在地域における学習・生活支援体制の構築に関する研究」
を実施した。
　	本研究は多文化化が進む地域において、言語や宗教、生活習
慣など多様な背景を持つ住民の子育てや生活支援、就学など
に関して、住民自らが相互交流を通して地域作りをする現状
について調査研究を進めるものである。
▪	2019年度東京学芸大学特別開発研究プロジェクト「性の多
様性に応じる学校に関する研究―授業作りから環境整備まで
―」を実施した。
　	本研究は本学附属世田谷中学校、世田谷小学校の教員との共
同研究である。児童生徒の多様性が進む今日、特にセクシュ
アル･マイノリティの児童生徒に焦点を当て、各地実践、実
態を明らかにすると共に、附属学校での先進的な実践を模索
するものである。

［科研費等の研究］───────────────────
▪	「排他的国民教育から包摂的市民教育への質的、制度的転換
の模索－欧州審議会の教育支援」（基盤研究（C）平成30年
〜平成32年）の2年目の研究に取り組んだ。

［研究業績］──────────────────────
1.論文
▪	吉谷武志（伊藤亜希子、古賀美津子、宮嵜祐子との共著）
（2019）「多文化共生の試みをつなぐ公民館　－福岡市東区
香椎浜地域のこれまでの取り組み―」『国際教育評論』第16
号、国際教育センター、67〜85頁
▪	吉谷武志（2015）「国際理解に関する学習―社会科におけ
る新しい課題―」『教師用指導書　小学社会　総論』日本文
教出版社、174〜183頁
2.学会発表
▪	吉谷武志「多文化社会における市民性教育支援人材養成の
試み　－Council	of	EuropeのPestalozzi	Programmeに
ついて－」（日本比較教育学会、第54回大会、広島大学、
2018年6月23日）
3.教科書
▪	『小学校社会』（3年、4年、5年、6年生）（2020年度版）
日本文教出版　共著者
4.報告書
▪		2019年度東京学芸大学特別開発研究プロジェクト「性の多
様性に応じる学校に関する研究―授業作りから環境整備まで
―」（概要）を作成し、報告会で報告した。（2020年3月）
5.その他
▪	吉谷武志「遠眼鏡」『福社研協会報』福岡県社会科研究協議
会
　	「子どもの声を大人社会は受け止めていますか―対話により
育まれる能力が導く社会は子どもたちの活躍する将来の社会
－」No.60-1	（2019年10	月）
　	「多文化社会の国際的な課題を裁く視点	国際刑事裁判所を見
学して」No.60-2（2019年11	月）
　	「多文化社会の現実―話題作からみる日本社会、学校の変化
―」No.60-3（	2020年1月）
　	「新型ウイルスの流行の中で-子どもたちの学習を支援するた
めに-」No.60-4	（2020年3月）

［海外調査］──────────────────────
▪	2019年8月〜9月　ハンブルグ大学で開催された「欧州教育

研究学会（European	Education	Research	Association,	
ECER	）」 大 会2019、“Education	 in	An	Era	of	Risk”,	
University	of	Hamburgに参加し、あわせてベルリンにお
いて「国際NGOアンネ・フランク・センター（ベルリン、
Anne	Frank	Zentrum）」他を訪問し、異文化間教育、市民
性教育に関する調査・資料収集を実施した。

▪	2019年11月　アムステルダムで開催された「国際異文化
間教育学会（International	Association	of	 Intercultural	
Education）の年次大会（会場DENISE校、DE	Nieuwe	
Internationale	School	Esprit） に 参 加 し、 国 際NGO
「 ア ン ネ・ フ ラ ン ク・ ハ ウ ス（Anne	Frank	House,	
Amsterdam）」でホロコースト教育に関する情報交換及び
資料収集、さらにグラーツ（Graz,	Austria）で「欧州現代
言語センター（Council	of	Europe,	European	Centre	of	
Modern	Language）」を訪問し、欧州の言語教育に関する
情報収集を行った。

［講演会・研修会への参加］───────────────
▪	2019年7月25日　東京都小学校日本語指導研究会（葛飾区
立葛西小学校）で「外国人児童生徒の現状と課題－多文化の
子ども理解とその支援のために－」と題して講演した。

▪	2019年9月18日　あきる野市立南秋留小学校の校内研修で
「多文化社会に生きる子どもたちを育てる　一人一人を大切
にするということ」と題して講演した。

▪	2019年9月20日　北九州市国際交流協会で「多文化の子ど
もの教育上の課題について」と題して講演した。

▪	2019年12月1日　福岡市東区香椎浜公民館において「地域
に共に生きる生活者として相互理解のために〜身近な異文化
理解（交流）から〜」と題して講演した。

［社会的活動］─────────────────────
▪	福岡県社会科研究協議会会長
▪	NPO法人「ともに生きる街ふくおかの会」理事長
［学内の活動］─────────────────────
▪	国際教育センター主催のJSL研修会で「外国人児童生徒教育
の現状と課題」と題して講演した（2019年5月11日）。

▪	国際教育センター主催の「学校のセクシュアル･マイノリティ
教育･支援研修―だれもがありのままでいられる学校のため
に―」で「学校におけるセクシュアル･マイノリティの現状」
と題して報告した（2019年7月6日）。

▪	本学の教育支援経費の交付を得て「教師を目指す学生のた
めのセクシュアル・マイノリティ理解講座－LGBTQから
SOGIに、当事者と語り理解を深める時間－連続講演会」
（2019年1月27日〜31日）を開催した。
▪	国際教育センターと小牧市協議会との共催、小牧市教育委員
会の開催協力で、「サテライト・セミナー・イン小牧」を企画し、
「JSL児童生徒の現状と受け入れ体制づくり」等の講義を行っ
た。（2019年8月23日愛知県小牧市）

［主な学会活動］────────────────────
▪	異文化間教育学会　理事（2017年6月〜2019年5月）
▪	日本比較教育学会
▪	日本国際理解教育学会
▪	International	Association	for	Intercultural	Education
［教育活動］──────────────────────
▪	教育学研究科（教職大学院）で「学校教育とマイノリティ」（講
義）及び「国際理解・多文化共生教育演習」を担当した。

YOSHITANI, Takeshi

吉谷 武志
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SAKAKIBARA, Tomomi

榊原 知美

[共同研究]──────────────────────────
▪	国際教育センター共同研究プロジェクト「文化間移動をする子ども
の発達・学習に関する心理学的研究―就学後の学力を支える多文化
保育のあり方を探る」（研究代表	榊原知美）
　	学習上の困難を経験しやすい多文化的背景をもつ子どもの発達や学
習を促す文化的多様性を考慮した保育のあり方について，心理学お
よび保育実践の視点から検討するものである。2019年度は，中華
系の保育所・幼稚園の5歳児クラスおよび台湾の日系幼児園におい
て実施した保育活動の観察および保育者への面接データの分析をさ
らに進めた。これによって得られた知見の一部を学会で報告した。
[科研費等の研究]───────────────────────
▪	2018-2021年度　科研費	基盤研究（C）「文化的実践への参加を
通した数量発達と大人の支援：1歳から3歳までの縦断的研究」（研
究代表　榊原知美）
　	幼児早期の1〜3歳児が参加する文化的実践としての家庭および保
育園での活動に注目し，幼児の数量概念の発達過程を大人の数量支
援の構造との関係で縦断的に捉えることを目的とした研究である。
本研究では特に，子どもが家庭や保育園での活動において自発的に
行う数量行動の1歳から3歳までの間の発達的変化，それに対する
保育者や保護者の支援とその変化，の2つの側面について検討して
いる。
▪	2015-2018年度　科研費	基盤研究（C）「多文化状況の保育活動
における幼児の数量発達と保育者の支援に関する研究」（研究代表
　榊原知美）
　	多文化状況にある保育活動への参加を通した幼児の数量概念の発達
過程と，それを支える保育者の支援の文化的特徴を解明することを
目的とした研究である。保育の文化状況としては，保育者が文化的
多数派とならない次の2つの状況，1.	文化的少数者の保育者が文化
的多数者の幼児集団を保育する状況（状況1），2.	保育者集団内と
幼児集団内に文化的多様性がある状況（状況2）を対象とした。
▪	2016-2018年度　科研費	基盤研究（C）「対話的異文化理解の教
育方法をめぐる実践及び理論的研究」（研究代表　呉宣児）
　	大学生の異文化理解を促す授業実践の開発を行うことを目的とした
研究である。日中韓の大学において，映画やイラストなどを共通の
素材に用いた交流授業を行い，学生同士が対話の過程で経験する違
和感を通して異文化理解を促すことを目指した。本研究ではさらに，
学生の異文化理解過程の詳細な分析も行い，理論的な面からの考察
を加えることで，心理学における文化理論の見直しも行った。
[研究業績]──────────────────────────
1.著書
▪	榊原知美（2019）乳幼児期の学びの過程と特性1　認知的学び　
杉村伸一郎・山名裕子（編）保育の心理学（pp.	145-156）中央
法規
▪	榊原知美（2018）文化と発達　藤村宜之（編著）発達心理学―周
りの世界とかかわりながら人はいかに育つか（第2版）（pp.	214-
233）ミネルヴァ書房
2.論文
▪	榊原知美（2020）子どもの数理解と文化　心理学ワールド，88,	
23-24
▪	渡辺忠温・榊原知美（2019）外国人児童生徒の指導者・支援者か
ら見た子どもおよび保護者の抱える問題とその原因　国際教育評
論,	15,	1-17
▪	黄	琬茜・山名裕子・榊原知美・和田香（2018）多文化保育におけ
る幼児のことば：5歳児のコードスイッチングに着目して，保育学
研究，56（3）,	174-185
▪	榊原知美（2018）遊びを通して育まれる数量・図形の理解とその
援助　幼児教育じほう，46（7）,	12-18
▪	榊原知美（2018）保育がはぐくむ幼児の数量知識―幼小での連続
性ある援助を目指して　初等教育資料,	965,	72-75

3.学会発表等
▪	Sakakibara,	T.,	Yamana,	Y.,	Wada,	M.,	Huang,	WC.,	&	Takagi,	
K.	（2019.8）.	Preschool	teachers’	support	for	children	in	a	
multicultural	context:	Case	study	of	Taiwanese	preschools	
with	Japanese	Children.	19th	European	Conference	on	
Developmental	Psychology,	Athens,	Greece.
▪	榊原知美（2019.3）異文化理解エクササイズ（仮想交流授業）　
フォーラム「違和感を通してお互いを知る―文化間対話から共生は
生まれるか？―」における報告　第11回国際教育センターフォー
ラム，東京学芸大学国際教育センター
▪	榊原	知美・片	成男（2018.9）日本と中国の大学間における対話
的交流授業を通した学生の異文化理解プロセス―学生による物語の
作成と分析―	自主シンポジウム「対話的異文化理解授業実践のあ
り方を考える―国際理解教育とのコラボレーション」での話題提
供（企画者	渡辺忠温，山本登志哉）日本教育心理学会第60回総会，
慶應義塾大学

▪	榊原知美（2018.1）数量知識の獲得の文化的文脈　日本発達心理学
会認知発達理論分科会第54回例会でのショートレクチャー，名古屋
4.その他
▪	榊原知美（2020）遊びを通して育まれる数量・図形の理解とそ
の援助　幼児教育大全作成委員会（編）幼児教育大全（pp.	285-
288）全国国公立幼稚園・こども園長会
▪	文部科学省（著）『幼稚園教育要領解説』（フレーベル館）の作成協
力　2018年3月
[主な学会活動]────────────────────────
▪日本発達心理学会
▪日本教育心理学会
▪日本心理学会
▪日本保育学会
[社会的活動]─────────────────────────
▪	東京学芸大学国際教育センター主催	第9回多文化共生フォーラム
「周縁から日本の学校文化を捉える―文化心理学者がみた日本の学
校」の企画・運営　2020年2月
▪	大田区教育委員会幼児教育センター主催	平成31年度第5回幼稚園
教諭・保育士合同研修会	講師「保育を通して育まれる数量・図形
の理解とその援助」2019年12月
▪	令和元年度秦野市立北中学区幼小中一貫教育公開保育研究会	講師
「子どもは数をどのように学ぶのか―幼小での連続性ある援助を目
指して」2019年11月
▪	平成31年度免許状更新講習	講師（必修講習）「子どもの変化につ
いての理解―子どもの発達に関する脳科学，心理学等における最新
の知見」　2019年8月
▪	平成30年度	幼稚園教育課程山形県研究協議会（最上・庄内地区協
議会）	講師「幼児の資質・能力を育む保育のあり方について―数量
や図形等への関心・感覚を育む保育を通して―」2018年7月
[教育活動]──────────────────────────
▪	「異文化間心理学」「国際教育演習B」「国際教育特別研究」「入門
セミナー」東京学芸大学教育学部
▪	「認知発達と学校教育」「フィールド研究」「特別研究」東京学芸大
学大学院教育学研究科
▪	「教育学特殊XV	発達と学習の文化心理学」慶應義塾大学文学部（非
常勤）
▪	「学習学研究法」青山学院大学大学院社会情報学研究科（非常勤）
▪	“Ear ly 	 mathemat ica l 	 deve lopment	 in 	 Japanese	
preschools”	Education	Abroad	Program,	University	of	
California.	Meiji	Gakuin	U,	Tokyo.
▪	その他，東京学芸大学の国際教育選修（学部）および教育支援共同
実践開発専攻教育AI研究プログラム（大学院）において卒論・修論
指導を行った。
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[共同研究]──────────────────────────
▪	多様化する社会におけるシティズンシップ教育の比較研究プロジェ
クト
　	2019年度、新規に立ち上げたこのプロジェクトでは、諸外国およ
び日本のシティズンシップ教育の現状と課題、およびその特質を明
らかにし、比較考察することを通して、グローバル時代の日本のシ
ティズンシップ教育（市民性教育）の在り方について、理論・政策・
実践の側面から検討を行うことを目的とする。特に、多文化化、グ
ローバル化する社会において求められる市民性教育とは何かを検討
する。2019年度は、ユネスコ、ドイツ、イギリス、カナダ等の近
年の動向について、検討を行った。
▪	海外子女教育の新展開に関する研究プロジェクト
　	在外教育施設に学ぶ子どもの実態の多様化が進む中、その多様性に
対応するための取り組みが始まっている。このプロジェクトでは、
そのような実態を把握し、今後どのような教育が可能か検討するこ
とを目的とする。今年度は、文科省事業「帰国教師ネットワーク構
築事業」の下で海外子女教育財団、本学教員、本学付属学校教員が
連携して行った、日本人学校教員の教育実践研究に対する支援を踏
まえて、グローバル教師の育成について検討を行った。
▪	文部科学省委託事業「在外教育施設の高度グローバル人材育成拠点
事業」（受託：海外子女教育振興財団「AG5Project」（Advanced	
Global	5	Project）（平成29〜33年　研究代表：佐藤郡衛　明治
大学、中村雅治　財団理事長）
　	本事業は、在外教育施設において高度グローバル人材の育成を目指
す取り組みを支援するものであり、2019年度からは7つのテーマ
について、共同研究・開発を進めている。このうち、テーマ2「日
本人学校におけるバイリンガル・バイカルチュラル人材育成のため
のプログラム開発とそのための教員研修のプログラム開発」におい
て、台湾プロジェクト（台北・台中・高雄日本人学校）のチームリー
ダーを担当し、台北日本人学校における日本語補習プログラムの開
発、台中日本人学校における在籍学級での日本語支援の視点を取り
入れた授業づくりの手引きの作成等を行った。また、テーマ5「南
米日本人コミュニティにおける日本型教育・日本語教育の発信・普
及のためのプログラム開発とそのための教員研修プログラム開発」
のチームリーダーを担当し、パラグアイ・アスンシオン日本人学校
において、現地の日系人移住地の日本語学校で学ぶ日系人子弟も活
用できる社会科副読本の作成等を行った。
▪	海外子女教育振興財団「G-ONE	Project」（Global	Overseas	
New	Education	Project）（平成28年〜　研究代表：佐藤郡衛　
明治大学、中村雅治　財団理事長）
　	本プロジェクトは、海外子女・帰国子女教育のさらなる活性化を目
指し、新たな政策提言を行っていくため、また、在外教育施設と協
働で課題に向き合い、グローバル化時代の新たな教育を創造する目
的で立ち上げられた。今年度は、AG5プロジェクト等と関連付け
た取り組みを行った。
[研究業績]──────────────────────────
▪	「韓国の学校における世界市民教育の展開―推進に影響を与える要
因の分析」『東京学芸大学紀要　総合教育科学系』第71集、2020
年2月（孫ボラム氏との共著）。
▪	「オーストラリアの主権者教育」『Voters』No.51、2019年8月。
▪	「台北日本人学校における日本語補習プログラムの開発」『海外子
女教育』8月号No.558、海外子女教育財団、2019年8月。
▪	編集『日本人学校における日本語補習のための学習活動案集〜台北
日本人学校の実践から〜』海外子女教育振興財団、2019年12月。

▪	編著『在籍学級における日本語支援の視点を取り入れた授業づくり
の手引き〜台中日本人学校の実践から〜』海外子女教育振興財団、
2020年3月。
▪	書評：片田珠美著『子どもを攻撃せずにはいられない親』PHP新書、
『海外子女教育』9月号No.559	、海外子女教育財団、2019年9月。
▪	監修『わたしたちのパラグアイ第3版』、アスンシオン日本人学校、
2020年3月。
▪	学会発表「多様化する補習授業校の現状と課題－児童生徒および管
理職への大規模調査より－」、異文化間教育学会第39回大会（於：
明治大学2019年6月8日）渋谷真樹、岡村郁子、佐藤郡衛、近田由
紀子との共同発表。
▪	報告「海外・帰国子女教育政策の最前線」、国際理解教育学会・公
開研究会（於：聖心女子大学2019年12月14日）
▪	コメント「グローバル教師育成の視点から」、第9回多文化共生
フォーラム「周縁から日本の学校文化を捉える」、（於：東京学芸大
学、2020年2月1日）
▪	報告「グローバル化時代の日本人学校―新たな取り組みと課題」、
多文化共生教育研究会、（於：東京学芸大学、2020年2月28日）
[海外調査]──────────────────────────
▪	AG5、高雄日本人学校において現地校の子どもへの日本語指導等
に関する調査（2019年11月29日）
▪	AG5、台北日本人学校において国際結婚家庭の子どもの進路等に
関する調査（2019年12月17日）
▪	AG5、パラグアイのアスンシオン日本語学校、イグアス日本語学
校、二ホンガッコウ等の教育の現状および支援ニーズに関する調査
（2020年2月3〜11日）
[研修会への参加]───────────────────────
▪	教員免許更新講習、教育の最新事情：「国の教育政策や世界の教育
の動向」、「教員としての子ども観、教育観等についての省察」の講
義を担当（2019年8月16日）
▪	AG5、台中日本人学校教員研修会講師（2019年12月18日）
▪	AG5、アスンシオン日本人学校における教員研修会講師（2020年
2月5日）
[学内の活動]─────────────────────────
▪	海外子女教育セミナー、JSL研修会（第1〜3回）、LGBT研修会、
多文化共生フォーラム等、国際教育センター主催行事の運営
[主な学会活動]────────────────────────
▪	異文化間教育学会（理事、広報・情報化委員会委員長、紀要編集委員）
▪	国際理解教育学会（紀要編集委員）
▪	日本比較教育学会
▪	オセアニア教育学会
▪	日本教育学会
[教育活動]──────────────────────────
▪	学部「海外・帰国児童生徒教育論」、教職大学院「グローバル化時
代の学校教育」「国際理解・多文化共生教育演習」、次世代日本型教
育システム研究開発専攻「次世代日本型教育システム研究開発概
論」、修士課程「国際教育演習」等
▪	非常勤講師：青山学院大学教育人間科学部「異文化理解教育」、中
央大学文学部「国際比較教育学」、武蔵野大学大学院「比較教育研究」
▪	教職大学院（国際理解・多文化共生教育サブプログラム）院生1名
の主指導担当
▪	交換留学生1名（中国）の指導担当
▪	この他、随時、本学および他大学の卒論・修論等の相談を受けた。

MISE, Chikako

見世 千賀子



bulletine

20

Publication 在外教育施設における指導実践記録　 第42集

　国際教育センターでは，1978年のセンター開設当
初より，在外教育施設から帰国した教員による海外で
の指導実践記録等を集録した『在外教育施設における
指導実践記録集』を毎年刊行している。この記録集は，
派遣教員内定者をはじめ，関係各機関，研究者，その
他希望者に広く配布されており，在外教育施設や現地
国の学校での教育実践に関心をもつ人々にとって，貴
重な情報源となっている。第42集に掲載された実践記
録は55編で，いずれも在外教育施設での貴重な経験を
活き活きと伝えるものである。本記録の内容は，当セ
ンターのウェブサイト上で閲覧することができる。執
筆者およびテーマは次の通りである。

〈共同研究員〉
1.	 セクシャル・マイノリティの子どもたちと向き合う
	 ―個性と多様性を尊重するオランダに学ぶ―
	 前ロッテルダム日本人学校
	 東京学芸大学附属大泉小学校	河口	雅史

2.	 大規模補習授業校における校内研究の推進
	 ―教員の資質能力の向上と人材育成の視点から―
	 前デトロイトりんご会補習授業校
	 宮城県岩沼市岩沼西中学校	齋藤	友靖

3.	 	マレーシアにおける健康的なライフスタイルの定着をめざした学習方法の工夫
	 前在マレーシア日本国大使館附属	クアラルンプール日本人会日本人学校
	 福岡県福岡市立松崎中学校	高山	剛

4.	 	クアラルンプール日本人学校における特色ある教育活動
	 ―開校50周年を迎え、持続可能な活動にするために―
	 前在マレーシア日本国大使館附属クアラルンプール日本人会日本人学校
	 鳥取大学附属中学校	中村	仁

〈教科指導〉
5.	 中国の伝統工芸と現地校における美術教育の実態調査を通した図工美術の教材研究と授業の実践
	 前広州日本人学校
	 茨城県日立市立河原子中学校	浅井	香

6.	 サンホセ日本人学校における生活科・理科の実践
	 前在コスタリカ日本国大使館附属サンホセ日本人学校
	 神奈川県川崎市立久地小学校		阿部	一浩

7.	 	英国における道徳教育・PSHE（Personal,	Social	and	Health	Education）やCitizenship
の授業を参考とした、多様性の受容（Diversity＆Inclusion）を目指した授業づくり

	 前ロンドン日本人学校
	 千葉県木更津市立祇園小学校		池田	沙織

8.	 バンコク日本人学校における社会科副読本の改訂について
	 前泰日協会学校バンコク校（バンコク日本人学校）
	 群馬県高崎市立塚沢中学校		関口	南

9.	 ハノイ日本人学校における生活科「まちたんけん」の指導実践
	 前ハノイ日本人学校
	 京都府京丹後市立大宮第一小学校		谷川	直樹

10.	グアテマラの特色を活かした社会科教材開発
	 前グアテマラ日本人学校
	 沖縄県中頭郡北谷町立桑江中学校		堤	正代

11.	在外教育施設における日本文化・伝統教育の重要性
	 前釜山日本人学校	
	 長野県飯田市立伊賀良小学校		原	朋子

12.		小人数規模日本人学校における学び合う力を育成するための全校合同授業・評価の在り方
	 前ジッダ日本人学校
	 北海道札幌市立大谷地小学校		平沼	啓

13.	ミュンヘン日本人国際学校における体育科実践
	 前ミュンヘン日本人国際学校
	 北海道北広島市立広葉中学校		星	卓志

14.	タイ国における現地理解と日本理解を考える教育活動の実践
	 前泰日協会学校バンコク校（バンコク日本人学校）
	 愛媛県西予市立多田小学校	松末	強

15.		スペイン美術教育の考察とより良い図工・美術教育の在り方を探る
	 前在スペイン日本国大使館附属マドリッド日本人学校
	 兵庫県丹波市立青垣小学校	村山	次郎

〈教科外指導〉
16.	シラチャ日本人学校における進路指導と実践
	 前泰日協会学校シラチャ校（シラチャ日本人学校）
	 徳島県鳴門市鳴門中学校	志磨	智恵子

17.	テヘラン日本人学校での実践（非電化冷蔵庫の研究）
	 前在イラン日本国大使館附属テヘラン日本人学校
	 熊本県天草市立河浦中学校	那須	幸一郎

〈総合的な学習の時間〉
18.	総合的な学習の時間の記録	
	 ―探究的な学びを実現するために―
	 前シンガポール日本人学校中学部ウエストコースト校
	 山形県鶴岡市立鶴岡第一中学校	佐藤	諒平

〈国際理解教育・現地理解教育〉
19.	タイ国の社会的特性
	 前泰日協会学校シラチャ校（シラチャ日本人学校）
	 東京都目黒区立月光原小学校	荒井	崇二

20.	高雄日本人学校における現地理解教育	
	 ―現地小学校での日本語指導及び現地高級中学での古典指導を通して―
	 前高雄日本人学校
	 茨城県筑西市立川島小学校	飯村	將俊

21.	国際理解教育の実践
	 ―実物教材資料「台湾BOX」を使って―
	 前台北日本人学校
	 新潟県新潟市立鎧郷小学校	井口	昭夫

22.	上海日本人学校浦東校における国際理解教育と外国語活動の実際
	 前上海日本人学校浦東校
	 茨城県取手市立藤代小学校	岩﨑	康治

23.	日本人学校における国際理解教育
	 ―現地校との協同学習の体制づくりを通して―
	 前在チェコ日本国大使館付属プラハ日本人学校
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	 岐阜県岐阜市立長森西小学校	大前	忍

24.	「真の国際理解教育」を問う
	 前上海日本人学校浦東校
	 高知県立高知東高等学校	尾﨑	靖司

25.		ワルシャワ日本人学校における副読本「チェシチポル
スコ」の活用と実践

	 前在ポーランド日本国大使館付属ワルシャワ日本人学校
	 北海道虻田郡真狩村立御保内小学校	金本	真一

26.	プラハ日本人学校における国際理解教育	
	 ―交流学習等から見えてくるもの―
	 前在チェコ日本国大使館付属プラハ日本人学校
	 富山県魚津市立西部中学校	川端	満

27.	「日中友好」の基礎を築く―天津日本人学校における実践
	 前天津日本人学校
	 北海道札幌市立屯田北小学校	小松	裕和

28.	現地理解教育を意識した授業の実践
	 前コロンボ日本人学校
	 青森県青森市立南中学校	佐々木	裕一

29.	現地校交流から国際教育を考える
	 前バハレーン日本人学校
	 北海道江別市立江陽中学校	佐藤	昭彦

30.	バンコク日本人学校における現地理解教育
	 前泰日協会学校バンコク校（バンコク日本人学校）
	 神奈川県横浜市立市沢小学校	嶋野	遥

31.	ブエノスアイレス日本人学校における現地語理解教育
	 ―日本人学校における実践から―
	 前ブエノスアイレス日本人学校
	 埼玉県さいたま市立浦和大里小学校	鈴木	俊洋

32.		ニューヨーク日本人学校での実践を通して
	 前ニューヨーク日本人学校
	 千葉県いすみ市立大原中学校	露﨑	史哲

33.	上海市の現地校教育
	 前上海日本人学校虹橋校
	 神奈川県川崎市立大谷戸小学校	夏井	舞

34.		食からつくる地域（中国・山東省・青島市）に根差した国際理解教育の在り方
	 前青島日本人学校
	 滋賀県大津市立和邇小学校	西村	拓也

35.	香港日本人学校香港校中学部と現地校との交流
	 前香港日本人学校香港校中学部
	 兵庫県西宮市立上甲子園中学校	肥後	綾子

36.	現地理解教育の実践	―ミュンヘンを知る―
	 前ミュンヘン日本人国際学校
	 大阪府堺市立東陶器小学校		冨士松	諒

37.		日本とは様々な部分で環境が異なるドイツにおいて、日
本国内と同等の教育を目指すための授業の工夫について

	 前フランクフルト日本人国際学校
	 東京都墨田区立柳島小学校		本田	千晶

38.	現任校と原籍校を結ぶ、時空と教科を超えた国際理解教育
	 前在日本国大使館付属ジャカルタ日本人学校
	 兵庫県明石市立高丘中学校	増田	恵津子

39.	現地校との国際交流の在り方について
	 ─	レバンタム小学校との交流実践を通して	─
	 前日本国総領事館付属商工会議所立ホーチミン日本人学校
	 北海道札幌市立伏古北小学校	村上	和彦

40.	ジョホール日本人学校における国際理解教育
	 前在マレーシア日本国大使館付属ジョホール日本人学校
	 岐阜県岐阜市立岐阜清流中学校	割石	裕美子

〈日本語指導〉
41.	マレーシアにおける日本語既習者の日本語弁論能力の現状と課題
	 前ペナン日本人学校
	 岐阜県高山市立丹生川中学校	中坂	大輔

〈学校経営〉
42.	イスタンブル日本人学校における学校ステイタス問題と滞在許可取得について
	 前イスタンブル日本人学校
	 東京都小平市立花小金井南中学校	伊藤	克行

43.	日本メキシコ学院・日本コースの独自性と教育実践
	 前日本メキシコ学院・日本コース
	 神奈川県横浜市立不動丸小学校	菅田	真治

44.	多言語・多文化の中で暮らす子どもたちにとっての補習校
	 前ブラッセル補習授業校（ブラッセル日本人学校補習校）
	 北海道札幌市立山鼻南小学校	東間	義孝

45.	マナウス日本人学校の学校運営と危機管理
	 前マナウス日本人学校
	 北海道赤平市立豊里小学校	中川	勝美

46.	シアトル日本語補習学校の特色と課題
	 前シアトル日本語補習学校
	 兵庫県丹波篠山市立城南小学校	中野	龍文

47.	シンガポール日本人学校の教務主任を通して考えたこと
	 前シンガポール日本人学校小学部クレメンティ校
	 福井県福井市森田小学校	吉田	知也

〈派遣国の社会、自然、教育〉
48.	スペインの教育事情と理科教育
	 前在スペイン日本国大使館付属マドリッド日本人学校
	 福島県白河市立白河第二中学校	佐藤	友行

49.	マレー半島における学校のICT化と伝統文化の継承
	 前在マレーシア日本国大使館附属クアラルンプール日本人会日本人学校
	 東京都大田区立西六郷小学校	吉岡	康裕

〈その他〉
50.	在外教育施設に教師が派遣される意義
	 前ブラッセル日本人学校
	 茨城県立水戸飯富特別支援学校	稲葉	智章

51.	深圳日本人学校における情報教育の整備と今後の展望
	 前深圳日本人学校
	 東京都杉並区立浜田山小学校	納	太郎

52.	モスクワ日本人学校での国際交流と英語教育を通しての学び
	 前在ロシア日本国大使館付属モスクワ日本人学校
	 沖縄県島尻郡八重瀬町立東風平中学校		根路銘	みどり

53.	シカゴ双葉会日本語学校における教育事情
	 前シカゴ双葉会日本語学校補習校
	 茨城県稲敷市立桜川中学校	平井	伸

54.	高度グローバル人材育成拠点としての側面を生かした、マドリッド日本人学校の学校運営
	 前在スペイン日本国大使館付属マドリッド日本人学校
	 北海道北斗市立上磯中学校	平方	雅之

55.	「縁」＋「楽しむ」＝縁JOY上海で育む絆
	 ―特別活動を通して―
	 前上海日本人学校虹橋校
	 神奈川県横浜市立南吉田小学校	八木	浩司
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国際教育評論

　本誌は海外･帰国児童生徒教育、外国人児童生徒教
育、国際理解教育、日本語教育等、幅広く国際教育に
関する学術論文、ならびに実践的教育研究論文を掲載
しています。掲載論文は投稿を中心とし、複数のレフ
リーによる査読に基づいて編集委員会が審査を行いま
す。
　本誌の前身である『東京学芸大学海外子女教育セン
ター研究紀要』は先端的研究論文が掲載される国際教
育分野における数少ない専門的学術誌として高く評価
されてきました。誌名、デザインの変更のみならず、
多言語への対応、海外の研究者を編集委員に迎えるな
ど、内容面でも一層の充実、レベルアップをはかって
います。投稿資格は特に定めていませんので、研究者、
学生の方のみならず、さまざまな分野の実践家の方か
らの投稿もお待ちしています。

【第16号目次】
〈研究論文〉
芝野淳一
　	海外移住する日本人の教育戦略
　―グアムのライフスタイル移住者を事例に―
劉麗鳳
　	中国帰国者三世における女性の学業達成過程
　―エスニック文化の継承に注目して―
伊藤亜希子・佐藤仁
　多様性を志向する教師教育に関する基礎的研究
　―アメリカとドイツの研究動向から―
塘利枝子・松井智子
　	補習授業校に在籍する中・高校生の日本語学習動機
とアイデンティティ
伊藤亜希子・古賀美津子・宮嵜祐子・吉谷武志
　多文化共生の試みをつなぐ公民館
　－福岡市東区香椎浜地域のこれまでの取り組み―

【第17号投稿要領】
　	国際教育評論編集委員会では、下記の要領で本誌第
17号への投稿論文を募集します。
　　◦投稿資格：特にありません
　　◦投稿申し込み締め切り：2020年9月末日
　　◦論文提出締め切り：2020年10月15日
　　◦発行予定：2021年3月

　	　編集規定、投稿規定は当センターホームページ
（http://crie.u-gakugeiac.jp）をご参照ください。
ホームページではこれまで掲載された論文の一部に
ついて、目次、要旨をみることもできます。
　	　投稿を希望する方は投稿申し込み締め切り日まで
に、下記の編集委員会までご連絡のうえ、論文提出
締め切り日までに論文を3部郵送してください。
　	　提出された論文は複数のレフリーによって審査さ
れます。審査の結果、論文に修正を求めること、不
採択とすることがあります。

〈投稿申し込み・論文提出先〉
　〒184-8501	東京都小金井市貫井北町4-1-1
　東京学芸大学国際教育センター内「国際教育評論」
　編集委員会
　編集事務担当（松井智子）　宛
　FAX：042-329-7722
　e-mail：infocrie@u-gakugei.ac.jp
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出版案内

　本センターは、1978年に開設されて以来、さまざ
まな活動を行い、その成果を随時刊行してきました。
これまで、刊行された出版物の一覧です。本センター
の出版物は事業の報告書、共同研究プロジェクトの成
果、文部省科研費の成果等、多岐にわたっています。
なお、ご希望があればこの中で、在庫がある場合に限
り送付させていただきます（市販品を除く）。

1	 シンポジウム「海外子女教育を考える」記録集
	 第1回〜第5回
	 （昭和53年〜61年）

2	 国際理解のための海外子女教育研究協議会記録
	 （昭和54年）

3	 帰国子女教育に関する調査研究
	 （昭和54年）

4	 国際教育研究（1号〜24号）
	 （昭和55年〜平成16年）

5	 在外教育施設派遣教員研修会講義録
	 （昭和56年）

6	 海外子女教育セミナー記録集第1・2回
	 （昭和56・57年）

7	 日本人学校におけるカリキュラムの開発
	 （昭和57年）

8	 	海外・帰国子女におけるカルチャーショックに関す
る比較研究

	 （昭和57年）

9	 	海外・帰国子女におけるカルチャーショックの要因
分析と適応プログラムの開発・試行

	 （昭和57年）

10	 理科教材セット「星座早見盤」
	 （昭和57年）

11	 ビデオ教材
	 「社会科:日本の四季ー米づくり」
	 「研修用:世界の日本人学校」
	 「理科:一てきの水」
	 「理科:塩酸のはたらき」
	 （昭和58年）

12	 補習授業校におけるカリキュラムモデルの
	 開発のための基礎的調査研究
	 （昭和59年）

13	 日本人学校向けの教材開発（昭和59年）

14	 世界諸地域の文化と教育（昭和59年）

15	 日本人学校小学部用社会科カリキュラムモデルの開発
	 （昭和60年）

16	 日本人学校小学部用理科カリキュラムモデルの開発
	 （昭和60年）
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出版案内

17	 補習授業校における学習指導の手引
	 （昭和60年）

18	 バイリンガル・バイカルチュラル教育の現状と課題
	 （昭和60年）

19	 海外子女のスポーツ生活に関する国際比較調査研究
	 （昭和61年）

20	 国際化時代の教育－帰国子女教育の課題と展望－
	 （昭和61年	創友社¥2800）

21	 日本人学校等派遣教員の教育意識実践行動の変容と
	 国内教育へのインパクトに関する研究
	 （昭和61年）

22	 日本人学校中学部用理科カリキュラムモデルの開発
	 （昭和63年）

23	 低学年初級用日本語教材「たのしいにほんご」セット
	 （昭和63年）

24	 華僑教育関係文献資料目録
	 （昭和63年）

25	 青少年時代の異文化体験が人格形成に及ぼす影響
	 （昭和63年）

26	 日本人学校向けの理科教材開発研究（監）
	 （昭和63年）

27	 日本人学校中学部用社会科カリキュラムモデルの開発
	 （平成元年）

28	 中・高校生の国際感覚に関する研究
	 （平成元年）

29	 国際的学力の探究－国際バカロレアの理念と課題－
	 （平成元年	創友社¥2784）

30	 海外子女教育文献情報システムの開発研究
	 （平成元年）

31	 高校段階の海外帰国生徒に最適な異文化体験を
	 生かす日本語基礎教材の開発
	 （平成元年）

32	 在外教育施設派遣教員追跡調査報告
	 （平成元年）

33	 学校文化の国際比較
	 －国際教育研究プロジェクト研究報告2－
	 （平成2年）

34	 	日本の児童・生徒の国際的資質・能力育成に関する
基礎的研究

	 （平成2年）

35	 国際教育のための教師教育
	 －国際教育研究プロジェクト研究報告3－
	 （平成2年）

36	 帰国子女の心理臨床的研究（平成2年）

37	 国際教育の創造（平成2年	創友社¥3500）

38	 国際的資質とその形成（平成3年	多賀出版¥7004）

39	 現代中国と華僑教育（平成3年	多賀出版¥8549）

40	 国際理解教育のキーワード
	 （平成4年	有斐閣¥2330）

41	 	日本人学校における小学部用生活科カリキュラムモ
デルの開発

	 （平成4年）

42	 バイリンガル文献ハンドブック（平成4年）
43	 日本エコロジズムの系譜
	 （平成4年	農文協¥4200）

44	 	帰国子女の特性把握とその評価基準の開発に関する
実践的研究

	 （平成5年）

45	 共生社会の教育
	 －帰国子女教育研究プロジェクト中間報告－
	 （平成5年）

46	 ドイツ現代史と国際教科書改善
	 （平成5年	名古屋大学出版部¥8400）

47	 日本人学校小学部用新社会科カリキュラムモデルの開発
	 （平成6年）

48	 日本人学校中学部用改訂社会科カリキュラムモデルの開発
	 （平成6年）

49	 中学年初級用日本語教材「たのしいにほんご」セット
	 （平成6年	小学館）

50	 高学年初級用日本語教材「たのしいにほんご」セット
	 （平成6年	小学館）

51	 ビデオ教材シリーズ「わたしたちの日本」
	 （4ヶ国語版）（平成6年）
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52	 日本の教師文化
	 （平成6年	東京大学出版会¥3708）

53	 転換期にたつ帰国子女教育
	 （平成7年	多賀出版¥6000）

54	 地球環境と教育
	 （平成8年	創友社¥3500）

55	 世界と対話する子どもたち
	 －国際理解教育とディベート－
	 （平成8年	創友社¥3800）

56	 海外・帰国子女教育の再構築
	 （平成9年	玉川大学出版部¥4841）

57	「ヨーロッパの歴史」を読む
	 （平成9年）

58	 国際バカロレアの研究（平成10年）

59	 二言語学習とその支援に関する調査研究（平成10年）

60	 異文化との共生をめざす教育
	 －帰国子女教育研究プロジェクト最終報告書－
	 （平成13年）

61	 諸外国の外国人学校政策
	 （平成16年）

62	 ひとを分けるもの	つなぐもの
	 （平成17年	ナカニシヤ出版¥2800+税）

63	 地域研究と現地理解
	 （平成17年）

64	 実践者と研究者の「協働」による実践・研究の試み
	 	－外国人児童生徒の日本語及び教科学習に関する研
究プロジェクト報告書－

	 （平成17年）

65	 日本人教育の条件
	 （平成19年）

66	「総合制国際中学校」の構想
	 （平成19年）

67	 	東アジア地域における海外子女教育の新展開に関する研究
	 （平成19年）

68	 多文化共生社会における学校教育の日豪比較研究
	 （平成20年）

69	 トランスナショナル化における
	 新しい海外子女教育モデルの創出に関する研究
	 	［平成19年度〜平成21年度科学研究費補助金成果報
告書（基盤研究C）］

	 （平成22年）

70	 現代に生きるアンネ・フランク
	 ー異文化理解と偏見を学ぶー
	 	［総合的道徳教育プログラム開発（魅力ある道徳教育
教材開発プロジェクト）平成21年度道徳教育教材・
プログラム開発成果報告書］

	 （平成22年）

71	 多文化共生社会の教育をめざすカリキュラムデザイン
	 （平成22年）

72	 現代に生きるアンネ・フランク
	 －異文化理解と偏見を学ぶ－
	 	総合的道徳教育プログラム開発（魅力ある道徳教育
教材開発プロジェクト）

	 道徳教育教材・プログラム開発	最終報告書
	 平成21年度〜平成23年度
	 （平成24年）

73	 	多文化住民散在地域における学習・生活支援に関す
る研究

	 （平成24年）

74	 	多文化的背景を持つ子どもへの学習支援に関する発達
心理学的研究―文脈間の連続性/非連続性に注目して―

	 研究プロジェクト報告書
	 （平成25年）

75	 	海外子女教育の新展開に関する研究プロジェクト報
告書―新しい補習授業校のあり方を探る―

	 （平成26年）

76	 	算数・理科を学ぶ子どもの発達心理学
	 ―文化・認知・学習―
	 （平成26年　ミネルヴァ書房¥3500+税）

77	 	多文化共生社会における市民性の教育に関する
	 研究プロジェクト

78	 	在籍学級の授業で「外国人児童生徒」の成長を支える
	 〜ことばと文化の変革的ユニバーサルデザイン〜
	 	［外国人児童生徒への教科指導モデルの開発プロジェ
クト報告書］

	 （平成27年）

79	 	多文化共生に生きる子どもの教育支援を担って
	 	国際教育センター40周年記念誌
	 （平成30年）
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resource room

国際教育センター資料室

図書室（3階）
図　書

資料室（3階）
JSL児童生徒教育関連資料

資料室（2階）
在外教育施設の教育関連資料
・日本人学校
・補習授業校

・外国人児童生徒教育
・帰国児童生徒教育
・国際理解教育

・国際理解教育
・海外帰国児童生徒教育
・外国人児童生徒教育

図書、雑誌、紀要及び
センター刊行物等

研究紀要、活動報告書、
教材等

学校要覧、赴任の手続き、
カリキュラム、活動報告、
文集、学校紹介DVD等

資料室（2階） 図書室（3階）資料室（3階）

国際教育センター資料室

　本センター資料室では、帰国・外国人児童生徒教育、
海外子女教育、国際理解教育等に関する資料を所蔵して
います。学内・学外を問わず、ご利用いただけます。

　資料室では市販されている資料ならびに、報告書、教
材等市販されていない資料を収集しています。

所蔵資料
◦図書（約6,000点）
◦資料（約12,800点）
　	（学校での実践報告、自治体・NPO等の活動報告、HP
上で紹介されている資料等）
◦ビデオ・DVD（約1,500点）（学校紹介等）

▪利用方法
　開架日：月〜金曜日　9:00〜16:00（受付は15:30まで）
　　　　　	ただし祝祭日は閉室。また、臨時閉室となる場合もありますので、事前にご確認ください。
　受　付：国際教育センター教務室（合同棟2階）
　　　　　	教務室で「図書・資料室利用届」をご記入ください。

▪お問い合わせ
　国際教育センター事務室　TEL.	042-329-7717・7727　FAX.	042-329-7722
　E-mai l : resource@u-gakugei.ac.jp

※資料室は3つの部屋に分かれており、各室で閲覧できます。
※一部の図書・資料を除き、原則として貸し出しをしておりません。ご了承ください。
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clinic

　多文化児童・生徒が抱える問題の多くが言語
発達およびコミュニケーション発達の問題に起
因しています。本相談室では、「母語や第二言
語が年齢相応に伸びていない」「周囲とうまく
コミュニケーションがとれない」「学校での教
科学習についていけない」などのお悩みに対し
て、専門家が連携してお応えします。当該のお
子さんとそのご家族をはじめ、教員、支援員、
学校関係者の方々のご質問やお問い合わせを歓
迎します。基本的には日本語と英語で対応いた
しますが、それ以外の言語（中国語、ポルトガ
ル語など）での対応が必要な場合はご相談に応
じます。

▪利用対象
　�外国人児童生徒、国際結婚児童、海外帰国子女とそ
の保護者、教育者、学校関係者。

▪利用方法
　�メール、電話、ファックスのいずれかでご連絡くだ
さい。こちらから返信を差し上げる際に、相談日時
などのご相談をさせていただきます。最初のご連絡
は日本語か英語でお願いいたします。
　�初回のご連絡の際、お名前、ご所属、返信用のメー
ルアドレス（または電話、FAX番号）、相談内容を
ご記入のうえ、下記までお送り下さい。

▪お問い合わせ先
　E-mail�:�infocrie@u-gakugei.ac.jp
　TEL�:�042-329-7727
　FAX�:�042-329-7722
　東京学芸大学国際教育センター事務室

多文化児童・生徒の発達相談室
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 国立大学法人 東京学芸大学

国際教育センター
2020年版 年報

〒184-8501 東京都小金井市貫井北町4丁目1番1号
 TEL 042（329）7727（国際教育センター事務室）
 FAX 042（329）7722
 E-mail : infocrie@u-gakugei.ac.jp
 URL http://crie.u-gakugei.ac.jp/

　国際教育センターでは、外国人児童生徒教育、
海外・帰国児童生徒教育、国際理解教育にかかわ
る情報、センター主催事業のお知らせ、刊行物の
ご案内等をホームページ上で随時提供しています。
※一部、ダウンロードが可能な資料もあります。

関連ページ
▪ＪＳＬカリキュラム活用支援サイト
　こどものにほんご
　http://crie.u-gakugei.ac.jp/nihongo/
▪ＪＳＬ検索システム
　http://crie.u-gakugei.ac.jp/jsl_search2/
▪在外教育施設における指導実践記録集
　（WEB版）
　http://crie.u-gakugei.ac.jp/report/

最寄り駅／JR中央線　武蔵小金井駅下
車　北口バス乗り場
京王バス「中大循環」行き３つ目、「学
芸大東門」にて下車、徒歩３分。バス進
行方向へ進むと左手に東門があります。
東門から入り、直進すると、左側にある
レンガ色の建物です。

ホームページのご案内
URL http://crie.u-gakugei.ac.jp/

所在地・交通案内


