
    

 

黒部市帰国児童生徒教育研究会会報  

 

                                                        第 ４３号 

                                                     

                          ２０１７年(平成２９年)９月１日 

 

シャレンから教わったこと 
黒部市帰国児童生徒教育研究会 会長  寳田 順一 

                （黒部市立中央小学校 校長） 

 

アメリカ合衆国オレゴン州に住むシャレンは現

在７４歳（元中学校教員）、２６年前に参加した

「文部省若手教員海外研修」のメインプログラム

として、私を１か月間ホームステイさせ、研修先

の中学校で授業を参観させてくれた恩人です。私

が彼女を恩人と呼ぶのは、アメリカ社会のことや

アメリカ人の生活・考え方・価値観等を教えてく

れ、その後の私の生活に影響を与えた人だからで

す。 

 中でも強く影響を受けたのは、アメリカ人の男

女平等への徹底したこだわりです。 

当時の私は結婚４年目、両親と同居していて、

食事や掃除、洗濯の一切は妻に任せ、家事はほと

んどしなかったと思います。一度、夕食後の食器

を洗っていたら、近所のおばさんに見られて、

「あの家の息子が食器を片づけていた。」と近所

で評判になったくらいです。当時の日本は、まだ

男尊女卑の風潮が残っていた時代だったのです。 

 そんな私を待ち受けていたのは、家庭において

も職場でも男女平等が鮮明なアメリカ社会でし

た。例えば、夕食は先に帰宅した人が作ったら、

後片づけは別の人がするという原則や掃除も散ら

かした人が片づけるか時間的に余裕がある人がす

ることになっていたようで、ご主人のチャドがよ

く掃除機をかけているのを見かけました。期間

中、校長先生宅に招かれて夕食をごちそうになる

ことがありました。その時も校長先生が食事の準

備や後片付けをされていました。（校長先生夫妻

は奥様も小学校長。当時のオレゴン州の小中学校

の校長の約５０％が女性でした。）ホームステイ

中に私が「日本の男性は、ほとんど家事を手伝わ

ないよ。」と話したら、シャレンからは「この国

では、大統領といえども食後に食器を洗わなかっ

した。 

 帰国後、社会科の教員として、生徒には男女平

等の大切さを教えておきながら実践が伴わないの

は矛盾していると思い、家事や育児を夫婦で分

担・協働するようにしてきました。 

５年後、再び彼女の家を訪れた時、「あれから

あなたたち２人を見て、私は家事をするようにな

りました。」と話すと、シャレンは「ジュンが変

われたのなら、すべての日本人男性が私の家に来

るといいわね。」と豪快に笑い飛ばしてくれまし

た。その時、横で会話を聞いていた妻からは、

「でも、あなたが私を手伝っているという意識で

ある限りは、本当の男女平等にはほど遠いわ。」

とずっと言われ続けました。（言われなくなった

のは、つい最近のことです。） 

さて、私が授業で男女平等の大切さを伝えてき

た最大の理由は、シャレンとチャドの夫婦関係や

アメリカの学校の様子から、民主的で、思いやり

にあふれた、誰もが夢や希望をもつ将来性のある

社会がつくられているというそのよさを感じたか

らです。 

この男女平等の実現に限らず、国際理解や異文

化理解が進んだ今でも、海外から学んだことを日

本で定着させることは難しいようです。しかし、

世界には世の中をよい方向に導くヒントがまだた

くさんあるはずです。それらのよさを多くの人が

理解し、共感できたならば、きっとこの国（世

界）が抱える課題の多くは解決に向かうだろうと

私は信じています。そういった意味

からも黒部市が進める若者の国際交

流、国際化教育としての小中学校の

英会話科と英語活動の充実には、格

別の意味があると思うのです。 

たら、妻に叱られると思うわ。」と返答がありま 



 

 

 

 

富山県内の外国ルーツの子供たちの実態、その子供たちの抱える問題、私たちが行うことができる支援につい

て、さらにはその際の参考になる文献や教材等についての紹介など、たくさんお話していただきました。 

 

１ 外国ルーツの子供たちにとっての壁 

外国ルーツの子供たちにはたくさんの壁がある。日本語で日常会話ができても勉強についていけなかったり、

母語も十分でないためにどちらの国の教育も十分に受けられなかったりということばの壁。母国の教育制度や学

習内容の違いの壁。不安定な雇用形態のため保護者の精神的経済的余裕がないなどの家庭での子育ての壁。ユニ

ークな性格でもそれをうまく伝えられない、成功体験が少ないため『自分は頭が悪い』と思ってしまう自己肯定

感の低さ、どうせできないからという学習意欲の低さ、ルーツの国の母語が英語以外だとそのルーツを否定して

しまうなどの心理的な壁。中学卒業資格が取れなかったことにより高校進学ができなかったり、進学してもつい

ていけずに退学してしまい結局は企業の雇用調整弁になってしまったりするなどの就学進学の壁等がある。「や

る気がないとか勉強ができないとか、不適応はその子の問題ではないのか？」「言葉なんて簡単に覚えるでしょ

う？」と私たち日本人は思ってしまうが、実際は、私たちが思う以上に高い壁となっている。 

 

２ 私たちができる支援 

日本語支援、教科学習支援、母語支援、心の支援の４つが挙げられる。日本語支援、教科学習支援に関しては

初期日本語適応指導、教科＋日本語の統合型指導、母語を活用していく教科指導等がある。母語を失ってしまう

と情緒が不安定になったりアイデンティティが揺れたり日本語習得の土台や知的発達の土台がなくなってしま

うと言われているため、母語支援も重要である。心の支援の一つとして、先生の価値観のもち方がある。はっき

り言葉に出さなくても本人やまわりの子供たちに伝わり、影響を与えるものであり、『かわいそうで何もできな

い助けが必要な子』とならないようにその子供が活躍できる場を作ってほしいし、英語以外の言語ルーツの子供

が自国の文化や言語に誇りをもつようにしてほしい。そのために学級内でも座席の位置を工夫したり、分かりや

すく指示を出す工夫をしたりしてほしい。その他、外国人指導は特別支援と共通する部分もあるが、外国ルーツ

の子供は、家庭生活の語彙や母語では存在しない言葉を理解することを苦手としているので、しっかりと診断す

ることも重要である。学校内の連携はもちろん教育関係者や学校外の支援者の力を借りてチームで関わってほし

いし、保護者からの反応を待つのではなく、学校側から声を掛けてほしい。そして保護者に母語は大事であるこ

とも伝えてほしい。 

                         

３ 参考資料について               アレッセ高岡発行の冊子。ダウンロードできます 

黒部市教育センターホームページに「帰国児童生徒教育研究会」資料のサイト 

等の情報を掲載しましたので、ご覧ください。 

・〈参考文献〉〈参考サイト〉〈教材・指導解説書〉 

・〈担任のチェックリスト〉〈チームで関わる〉〈指導スケジュール〉 

・〈NPO 法人みらい作成パンフレット『こどものことばどうする？』〉 

外国ルーツの子供たちは、発想力や思考の柔軟性が高く、多文化共生社会のキーパーソンであり、本当の意味

での異文化の懸け橋になるといえる存在にもなります。それを受け入れる日本人の子供たちにとっても異文化

に接触する体験ができ、国際感覚を養うことができるチャンスでもあります。 

【帰国児童生徒教育研究会 全体研修会】                 平成 29年 5月 25日 

「日本の学校で学ぶ外国にルーツを持つ子どもたち～支援のあり方と可能性～」 

 講師 アレッセ高岡（高岡外国人の子どものことばと学力を考える会）代表 青木由香 先生 

                               



 

     

     

８月１日、地鉄に乗り、新幹線の黒部宇奈月温泉駅隣の地域観光 

ギャラリー、松桜閣、くろべ牧場まきばの風でアイスクリーム作り 

体験をして、楽しい一日を過ごしました。サマースクールは毎年こ 

の時期に開催しますので、ぜひ参加してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

When I first came to Japan I was excited to discover all the ways Japanese culture was different from American 

culture. What ways were Japanese people different? How is their education system? What was social and family 

life like for them compared to ours? These sorts of questions were the focus of my studies in college and I was 

fascinated by these comparisons for the majority of my life here. I felt I learned so much in such a short time 

academically. 

Over my years of living and teaching here however, I learned that for all of the things that make us different like 

customs and traditions, there were many more that made us even more similar. Saying hi to your students at a 

local festival. Sharing funny and embarrassing moments from our childhood with your class. Arguing about the 

results of last week’s sports events with the other teachers. One could go anywhere in the world and experience 

such joys with enough time, patience and love for those around them. 

Focusing so much on our differences made me blind to our similarities, but we are all human and we share one 

sky. That is the greatest lesson I take away from my time in this beautiful country. 

日本に来た当初、日本とアメリカの文化がどんなふうに違うか見つけたいと思っていました。日本人はどう

違うのだろう。どのような教育を受けているのだろう。社会生活や家族生活はアメリカと比べてどうなのだろ

う。そういった疑問は大学で自分の研究課題でもあり、日本で生活する上で、いつもそのことに興味がありま

した。 

短い時間でしたが、学術的興味の面でもたくさんのことがわかりました。日本で英語を教えながら生活して

みて、風習や伝統などの違いよりも、似ているところの方がずっと多いことがわかりました。地元のお祭りで

「やあ！」と声をかけたり、教室で、今となってはおかしくて照れくさい子供時代のことについて一緒に話し

たり、ほかの先生方と先週のスポーツ試合の結果についてああだこうだ 

言ったり…人は誰もそういった喜びを世界のどこへ行っても経験できる 

はずです。自分を取り囲む人たちと、十分に時間をかけて根気強く思い 

やりの気持ちで接すれば。 

私は違いにばかりとらわれていて、似ていることを見落としていまし 

たが、私たちはみんな同じ空の下で暮らしている人間なのです。このこ 

とは、この美しい国で過ごした中で私が学んだ一番すばらしい教えです。                            

魚津たてもん祭りにて（真ん中がわたしです） 

黒部市での５年間     ALT オースティン・リチャードソン Austin Richardson 

英語サマーキャンプ 

8 月 16 日～18 日、小学校５･ 

６年生 40 名と中学校１年生 

12 名が参加して、ALT や日 

本人英会話講師たち 12 名と 

一緒に英語でいろいろな活動 

をしました。最終日の英語劇 

はますます英語に磨きがかかっ

ていました。今後の活躍が楽 

しみですね。

 

松桜閣で鯉にえさをあげました 

7家族（20名）が参加 

まきばの風ぼくじょうで、こやぎに

草をあげました。おなかがへってい

たのか、ぱーくぱくたべてくれまし

た。一ぴきちゃいろいこやぎがいま

した。そしてそのちゃいろいこやぎ

が、こやぎの中で一ばん大きかった

です。    （２年 S君） 



国際理解ちょっといい話  

 

6月 24日（土）、幼稚園、 

保育所、外国人保護者 

も参加され、特に子供の 

言葉についていろいろな 

相談ごとが出ました。教 

育相談室の福田先生から 

は、日本語と母語のどちらでもいいので、1つの言 

語を確立して基本を整えてからのほうが、２つめの 

言語を習得しやすいこと、寳田会長からは、子供た 

ちにいろいろな体験をさせてほしいこと、というの 

は、それを通して言葉や文化を知ることができるし、 

学習意欲を高める動機づけにもなるから、などの話 

をしていただきました。ほかにも、言語能力は学業 

の土台であり、子供のうちにどの方面にでも行ける 

頭脳を作っておいてほしいことなどのアドバイスも 

ありました。９人の参加者にとって、お互いの情報 

交換の場にもなりました。 

 
「なるほど！ザ・タイ」 

 

４年生に、３月にタイから帰国し、転入学した

児童がいます。この児童の海外生活の話は、学級

児童の知的な好奇心を温かく刺激してくれるよ

うです。 

「昨日は、富山市が日本で一番暑かったです。」

という担任の話題提供に、「タイはいつも暑いで

す。」と話し、ブラジル国籍の児童も「ブラジル

も暑いです。」と続け、みんなでタイやブラジル

の位置を地図で確認することで、暑さの理由を理

解するということがあったそうです。また、日直

のスピーチで「タイは車が多いけれど信号が少な

く、人は車と車の間をすり抜けて渡っていきま

す。」と話すと、みんなからタイの交通事情につ

いて驚きの声が上がったそうです。 

気候や文化の 

違いを知ること 

は、日本で生活 

する私達に国際 

理解を促す大切 

な機会になって 

います。 

（黒部市立若栗小学校教諭 若林 潤子） 

黒部市帰国児童生徒教育研究会 
会 長 寳田 順一（黒部市立中央小学校長） 
事務局 黒部市教育センター 
〒938-0861  黒部市宇奈月町下立 2361  
TEL 0765-65-0029  FAX 0765-65-2008  
e-mail  kurobe-ec@tym.ed.jp 

 

 

 

 
「１７音に込めた思い」 

 

 「先生、作ったよ。」夏休みを目前にしたある

朝、彼女は自学ノートを手ににこにことやってき

た。ブラジル国籍の彼女が、本校の５学年に転入

してきて、もうすぐ１年になる。開いてみると、

そこには、「俳句を作ろう五・七・五」の文字と、

ページいっぱいの俳句が書かれていた。さらに、

よく見るとその句の中には友達の名前が…そう、

彼女は、授業で学んだ俳句の手法を使って、学級

の友達全員のよいところやすてきなところを詠

んできたのだ。 

 友達に対する温かい思いの込もったその句を、

朝の会で紹介した。すると、名前を詠み上げられ

た学級の子供たちの顔も次々と笑顔になってい

く。指折り数え、その場で彼女にお返しの句を詠

む者まで出てきた。 

彼女の思いの込もった１７音は、 

みんなの心をポッと温かくした。  

お互いのことを知りたいという   

思いが、国際理解の大切な一歩   

であることを改めて感じたひと   

ときであった。          

（黒部市立荻生小学校教諭 鈴木 聡子）       

                  

 

ペニエル・ハギンス（Penniel Huggins） 

  

こんにちは。私はアメリカのテネシー州ジョン

ソンシティから来ました。私の両親はトリニダー

ドトバコというカリブの美しい島国の出身です。

私は武道が大好きで、『カポエイラ』というブラ

ジルの格闘技を９年間続けています。 

 

 

 

黒部で働けることになり、 

光栄です。よろしくお願いし 

ます。 

 

 

 

 

 

タイ 

ブラジル 


