
北海道教育大学函館校

Project 

㊹
地域教育専攻 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期） 

ミャンマー国基礎教育改革支援プロジェクト

【メンバー】 [学  生] 久我 凌太/上出 佳奈/佐藤 優衣/田代 香帆/荒井 秀俊 

[担当教員] 田中 邦明/石井 洋 

【背景】 

日本の全面的な国際協力のもと、近年行われている初等教育から後期中等教育までの全カリキュラムの

改訂は、世界的な注目を集めており、そのプロジェクトを視察することで国際教育協力の理解を深める。 

【目的】 

・現地で活動する国際協力団体が行う基礎教育の普及プロジェクトに触れる。

・現地の学校を訪問し、ミャンマーの教育の実態に触れ、開発途上国の教育支援について考える。

【概要】 

渡航前に全 3 回の事前学習を行い、その後ミャンマーに渡航した。 

（スケジュールについては【その他】に記載）

【事前学習】

第 1 回：歴史と文化

第 2 回：ミャンマーでの暮らしの実際

第 3 回：緊急事態への対応  ＜現地の学校＞

【プロセスと成果】 

1．JICA 事務所 

JICA が行うミャンマーに対する支援の概要、中でも主にミャンマーの教育に対する支援について詳しく教え

ていただいた。 

ミャンマーの教育分野での課題である、暗記中心の教育、筆記試験重視の教育、実践的授業が欠如してい

ることに対して、JICA は新カリキュラムをたてた。暗記型からの脱却をし、カラフルな教科書の作成をすること

等を通して、算数のテストの平均点数が上がる、算数好きの児童が増える、などの成果が挙げられていた。 

2．ヤンキン大学 

ヤンキン大学では、①全教科の新教科書・教師用指導書の作成 ②新カリキュラムに基づく新評価ツール

の開発 ③新カリキュラムの全教員への導入 ④新カリキュラムの教員養成校への導入 の 4 点について説

明いただき、実際に JICA 職員と現地の先生方が協力して教科書や指導書の研究・作成を行っている現場を

見学させていただいた。 

3．Great Light Private school 

学校見学と授業観察、幼稚部での交流活動をさせて頂いた。（学校構成：幼稚部・初等部・中等部・高等部） 

授業観察での算数や理科では、教科書を使用して授業が行われており、日本と同様に既習事項を復習した

後に新しい内容の指導を行う流れがあることが分かった。また、どの授業も教師の問いかけに児童生徒が元

気に答えており、活気に満ちていると感じた。交流活動では、ダンスとリコーダーの演奏を行い、言葉は通じな

くても音楽で一緒に楽しく交流することができた。 

4．シュエダゴン・パゴダ 

ヤンゴン市内にある世界遺産の寺院であるシュエダゴン・パゴダを訪れた。

高さは約 100 メートルで全体が金箔で覆われており、頂点にはダイヤモンドやルビーがはめこまれていい

た。様々な場所でミャンマー人の熱心に祈る姿がみられ、信仰心の厚さを感じた。祈り方に関しては、曜日が

重要視されているため、事前に各々が調べてお祈りをした。 
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【総括と反省・今後の課題】 

本プロジェクトにおいて、日本人が働く施設を訪れたり、教育に触れたりすることで、ミャンマーと日本とのつ

ながりを強く感じることができた。 

特に教育においては、初等教育カリキュラム改訂プロジェクトに携わる職員の方に説明いただいたことで、

新・旧の課程の違いや職員の取り組みについて詳しく知ることができた。事前にプロジェクトの内容やスケジュ

ールを把握していたことで状況をスムーズに理解でき、いただいた資料からより学びを深めることができた。さ

らに、調べることのできなかった実際の教科書や、教科書の作成風景をみることができ、貴重な体験をさせて

いただいた。 

課題としては大幅なカリキュラム改訂による教員や児童の負担のケアについてである。日本で使用されて

いる教科書や教材のレベルの高さが評価され導入されることは大変喜ばしいことだが、教える教員にとっては

変化に順応しなければならない。2020 年 1 月に教員研修が始まっているが、内容や教材の扱い方について、

一から学び直さなければならず、自身が学んだ経験から教育を行えないことにジレンマを感じることが考えら

れる。また、児童生徒も教科の編成や考え方、覚える内容が変わるなど、適応には時間を要することは想像

に難くない。負担は免れないにしても少しでも軽減するために、今までの教え方も残しつつ、段階的に改訂す

ることが大切であると考える。さらに、日本での教育の課題がそのままミャンマー教育の課題ともなりうるた

め、現在の日本の教育の現状から将来的な視点をもつことや、国同士で定期的に教育について交流すること

が重要となってくる。 

また、ミャンマーの学校の環境や子どもたちの授業を受ける姿勢を見たことで、日本の教育について見直す

機会になった。既習事項から新しい学びに移るという丁寧な段階を踏み、教員の問いかけに児童全員が元気

に答えていた場面が特に印象に残り、日本との違いがどのような点にあるかを考えるよい機会になった。 

課題としては、学ぶ環境の整備についてである。今回訪れた Great Light Private school は私立の学校で

あるため、通う児童生徒、学校共に、ある程度裕福であると考えられるが、他の学校が同様な環境ではないこ

とは明らかだ。児童生徒が平等に教育を受けられるよう、学校によって格差がないような対策を考える必要が

ある。 

【地域からの評価】 

 成果発表会において、いただいた地域の方々

のコメントを一部紹介する。 

 

・国際的な視点から教育について考えている点に 

興味をもった。音楽（リコーダー）という世界共通 

のものを通して信頼関係を築いているのが参考 

になった。 

 

・日本の教育とミャンマーの教育の方法の違いを 

知ることができたし、ミャンマーならではの教育 

の問題点もまとめられていてよかった。 

 

・ミャンマーと日本との関わりがあることすら知ら

なかったため、教育で関わりがあることに驚い

た。いきさつについても気になった。 

 

 

【その他】 

年間スケジュール 
11 月 10 日

（1 日目） 

移動 

（新千歳→香港→ヤンゴン） 

11 月 11 日

（2 日目） 

ヤンゴン市内の文化施設見学① 

（スーレ・パゴダ、ミャンマープラザ 等） 

11 月 12 日

（3 日目） 

ヤンゴン市内の文化施設見学② 

（セント・メアリー教会、アウン・サン・マーケット） 

11 月 13 日

（4 日目） 
JICA 事務所、ヤンキン大学訪問 

11 月 14 日

（5 日目） 

ヤンゴン市内の文化施設見学③          

（シュエダゴン・パゴダ、アウン・サン博物館 等） 

11 月 15 日

（6 日目） 

ヤンゴン市内の学校訪問、移動            

（ヤンゴン→香港→新千歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【最後に】 

今回、無事にプロジェクトを終えることができた

のは、引率いただいた田中先生、石井先生や現

地でお世話になった通訳の方、JICA の職員の

方々、初等教育カリキュラム改訂プロジェクトに携

わる職員の方々、Great Light Private school の

教員の方々など、その他多くの方々の協力があっ

てのことです。この場をお借りして感謝申し上げま

す。ありがとうございました。 

 

   
〈頂いた資料より一部掲載〉 
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Project 

㊺ 
地域協働専攻 

国際協働グループ 

地域プロジェクト （2019 前期～2019 後期） 

日本語ゼロで函館市内の小学校に転入した 

外国人児童に対する日本語支援プロジェクト 

【メンバー】 [学 生]   大串 桃子/井上 恵美/板井 唯茄/福井 梨沙/長津 裕香/金丸 彩乃 

佐藤 千賀/須田 美緒/久保田 彩夏/（協力：岩舘 颯希） 

[担当教員]  佐藤 香織 

【背景】 

児童の受け入れ先の小学校の教員のみでは外国人児童への支援が困難であり、函館市教育委員会から

協力の要請があった。→JTS（函館日本語教育研究会）でも、予算の関係上支援に入れる回数が制限されて

いるため、学生ボランティアに頼らざるを得ない。 

【目的】 

・日本の学校生活に馴染めるように、日常会話を身につけてもらう。

・学校から要請された学習内容を理解できるように支援する。

・最終的には、支援が入らなくても授業についていけるようにする。

【概要】 

・児童、教員、他の日本語支援者との連携を図り、支援を必要としている児童へのより良い指導プランを検討

し、日本語学習指導を実施する。

・日本語支援体制における函館市の現状を地域の人々に知ってもらうため、函館校地域協働推進センター主

催のシンポジウム「函館市の子どもの日本語支援を考える」（11 月 30 日）で、これまでの取り組みについて

発表した。

【プロセスと成果】 

別室で行う取り出しの指導では、ひらがな、カタカナ、漢字の学習、教師の指示語を学習（立って、並んで

等）、自己表現をするための言葉の学習（だめ、暑い、寒い等）、掛け算、九九の復習、学習発表会の台

詞練習を行った。 

教室で行う入り込みでは、先生の話や指示、算数の文章問題の英訳を行った。そして板書を英訳し、

日本語と一緒にノートに書かせた。

結果、ひらがな表を見ないでひらがなを書けるようになり、英語と簡単な日本語を交えて会話できる

ようになった。そして、函館校地域協働推進センター主催のシンポジウムにて、これまでの取り組みに

ついて発表し、文部科学省日本語アドバイザーの方から、外国人児童の具体的な受け入れ体制づくりの

アドバイスを頂くと共に「手厚い支援である」と評価していただいた。

児童が支援者に宛てた手紙（左）と使用した教材（右） 
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【総括と反省・今後の課題】 

 

〇総括 

・函館校地域協働推進センター主催のシンポジウム「函館市の子どもの日本語支援を考える」（11月30日）で、 

これまでの取り組みについて発表した。 

・文部科学省日本語アドバイザーの方から、外国人児童の具体的な受け入れ体制づくりのアドバイスを頂くと 

共に「手厚い支援である」と評価していただいた。 

 

〇反省 

・あくまでもボランティアとして支援しているため、我々がどこまで決め、支援を行っていけばよいかの判断がで 

きなかった。 

・函館市教育委員会、函館日本語教育研究会、支援小学校とで支援方針を話し合ったが、実質毎日支援に行 

っていたのは我々であり、責任の重さを感じた。 

 

〇今後の課題 

・日本語支援以外の科目である算数などの指導について、どこまで教えるべきか線引きを明確にでき 
なかった。 
・学校の先生との連携が十分でなく、私達が行った支援内容や学校の先生が抱く私達への要望がうまく 
共有しきれていなかった。 
・児童が支援者に慣れすぎてわがままが出てくるため、こういった場合に支援者はどうするべきか考え 
る必要がある。 

 
 
 
 
 
【地域からの評価】 

今期の活動を通して、支援先である函館市立中

央小学校、加藤 一明教頭先生から評価を頂いた。 
 
○学習指導的評価について 
児童のひらがな、かたかなに対する興味関心を

喚起させ、児童の能力にも関わるとは思うが、4 ヶ

月で多くの知識を学んだ。 
また、指導方法としてカルタや文字合わせなど

工夫がされており、学習効果を高めていた事は評

価できる。 
○日本文化紹介と習得に関わる評価について 
積極的に、児童の年齢と出身地及び生活年齢を

加味して、「だるまさんが転んだ」「折り紙」等、ア

メリカに帰っても、きっと得意になって友達に教

えている姿が目に浮かぶ。 
◎総合的評価 
・指導方法及び児童との関わり方についてはそれ 

ぞれの学生の個性により異なるが、しっかりと 
した引き継ぎの様子も見て取れた。 

・前半は児童の不安を取り除き楽しく生活させる 
ことを中心に配慮し、後半は主に日本語指導に 
努めていた。児童の実態に合わせた指導が行わ 
れていた。 

 
 
 
    
 
 

【その他】 

年間スケジュール（取り出し指導、入り込み指導） 

 

〇八幡小学校 

2019年8月20日～12月13日（月、水～金曜日） 

計  42回 

 

〇中央小学校 

2019年9月17日～12月17日（月～金曜日） 

計  63回 

 

総計 105回 
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