
．はじめに

本稿は 年 月 日、ベトナム国立タイグエン師範大学で行った公開講義（ コマ）

の実践報告記録である。それに加えて、講義に出席した学生諸君の感想文（資料参照）から

見えて来たことを考察した。

筆者はこれまで、ベトナムの小学校で小学生と教員を対象とした研究授業を 回実施 ）

してきたが、大学生と大学教員への公開講義は初体験である。タイグエン師範大学は、ベト

ナム北部タイグエン省、山間地域の中心都市であるタイグエン市に位置し、少数民族出身者

の教員養成を担う、多民族国家ベトナムにおける特色ある拠点大学である。独立の指導者

ホーチミンの 全ての民族は対等である の建国理念をうけ、国内で少数民族が集中する北

部山岳地帯に創設された、多民族国家ベトナムの特色ある教員養成機関である。

教員養成（教育学部・大学院）系分野のみで 人を超える学生 教員希望者の多く

が、政府から奨学金を受けて学んでいる（写真 ）。卒業生の多くは、故郷の山間地方にも

どり、地元の学校で教育に従事することになる（例えば感想文 の学生）。

．はじめに

．公開講義（その ）の概要

．公開講義（その ）の概要

．公開講義と感想文からの考察

．結 論

公開講義 世界地図と平等・
公平な社会を考える授業 からの考察
─講義シナリオとベトナム大学生の感想を中心に─

西 岡 尚 也

）筆者はタイグエン省ボーニャイ郡クックドン小学校で（ 年 月、 年 月、 年 月）合計
回研究授業を行った。



．公開講義（その ）の概要

実施日 年 月 日 限、場所 タイグエン師範大学、対象 大学生 人と教員

． 世界地図 はどのように作られるのか。 面積 方位 は正しいか？。

． 平等・公平な社会 について考えよう。

．異文化理解 開発教育 地球の課題を考えるための世界地図。

導入

日本語の 歴史 地理 ）と、ベトナム語の （リ

クシュ） （ディリ） が発音がよく似ていることを

きっかけとして、どちらも起源は中国語 漢字 であること

を紹介した。このことで日本への親近感を感じてもらうのが目

的である。学生諸君の反応は良かったので、導入としては、成

功であった。（写真 ）。

メンタルマップ世界地図（頭の中の世界地図）

何も参照せずに各自のイメージで、世界地図（一種のメン

タルマップ）を描いてもらう（ 分間）という試みである。こ

の手法と考察は、過去に 日本人の高校生・大学生 を対象と

した調査で、筆者がまとめたものがある（西岡 、 な

ど）。
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）ベトナムの小中高校では、歴史・地理は社会科の中の小教科ではなく、単独の 歴史科 地理科 で
あり、独立した教科として教えられている。日本で 社会科 が導入されたのは、第二次大戦後である。

写真 タイグエン師範大学の建物群（左）と美しいキャンパス中庭（右）

写真 小学校 年生教科書
歴史と地理



公開講義 世界地図と平等・公平な社会を考える授業 からの考察（西岡）

この中でも指摘したことであるが、 自分の国を大きく、中央付近に描く 傾向は、今回

のベトナムの学生諸君のメンタルマップでも見られた（図 ）。しかしながらこの傾向は日

本の学生よりも少ない。通常日本では教材の世界地図は 太平洋中心 に描かれることが多

いが、筆者の経験ではベトナムの小学校で使用されていた掛け地図や、教科書および地図帳

の世界地図（教材）は、 大西洋中心 が多い。このことが自国 ベトナムを中央とせず

右端 に描くことに影響していると考えられる。

さらに 満足のいく世界地図 が描けるかに関しては、日本と比べてベトナムの方が 少

ない という傾向が見られた。ただしこれは今回のベトナム学生数が 人 と少数であり

断定はできない。今後調査対象を増やし明らかにしたい。いずれにせよ 世界地図を描くこ

と は、今回の公開授業の 導入 を含んでいる。ここには 自分の頭の中の世界地図

自己の世界認識、に関心を持って欲しいという筆者の願いが込められている。

年前の つの授業風景（ 映像をみせる）

この 映像（映像 ）は私が初めてタイグエンを訪れた 年前 年 月、クックド

ン小学校のベトナム語の授業の様子である。私たち（日本からの来客者）が授業参観してい

るためか、子どもたちや先生方にも少し緊張が見られた。授業者の教員は木製の棒（定規）

を持って、机をたたきながら授業を進行していた。教科書を解説しながら、何人かの児童に

ところどころ発問する方法であった。残念であるが私の印象では、この授業は 伝達

一方通行 の授業に見えた。

次に同じ日に私がクックドン小学校の 年生のクラスで行った、公開授業の 映像を

図 メンタルマップ世界地図の例（タイグエン師範大学学生）



見せた（映像 ）。この時私が目指したのは、 一方通行 ではなく子供たちとの 対話 を

重視することだった。手法としては発問と回答のやりとりを通じて 対話 授業を展開し

た。そのために私は意識的に教壇から降りて、机間を回ることを試みてより子どもたちと身

近に接する工夫をした。学生諸君には つの映像の異なる点を考えてもらった。

世界地図ができるまで 地球の平面化

ここからは受講生（大学生）に映像（映像 ）の小学生とおなじ体験をしてもらい授業を

展開した。（ 人グループで討論 代表が黒板にグループの答えを描く）

．次の立体を平面に 展開 して、その展開図を黒板に描いてもらう。

立方体、円柱、四角錐、三角錐、円錐、球（地球、オレンジ皮のイメージ）

．地球を平面に展開した場合に、面積はどのように描かれてしまうか？

．世界地図の面積を正確に描くためにはどのような工夫が必要になるか？

つの立体を 展開 平面化 することを考えてもらうために、実物（身近なものを用い

た教材 箱、筒、オレンジ、ビーチボール）を示した。その回答をグループ代表一人が黒板

に記入する方法を用いた。これは 伝達 一方通行 になる展開を防ぎ、主体的 子ども

中心 に参加させる授業への工夫である。この点は感想文でも （感想文 ）…いろんな立

体を展開して描かせる方法や、身近にあるオレンジや箱など、目に見える形（実物）を用い

ていたことだ。この方法なら私たちにも将来応用できると思った。特に小学生には興味を

持って学べる方法だ。… （感想文 ）…オレンジの皮を使った地球儀の構造の説明がとて

も面白かった。このような教え方があるとは知らず大変驚いた。… と好評であった。（感

想文 など参照）。

講義（その ）まとめ 学生諸君に考えて欲しかったポイント

教師 児童への 一方通行 にならないためにどんな工夫がされたか。

子どもたちの 関心を惹きつける ためにどんな工夫がされていたか。

子どもたちを ほめる ことには、どのような効果があるか。
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写真 公開講義のようす（ タイグエン師範大学）



公開講義 世界地図と平等・公平な社会を考える授業 からの考察（西岡）

，公開講義（その ）の概要

実施日 年 月 日 限、場所 タイグエン師範大学、対象 大学生 人と教員

．異文化理解─世界の食卓と民族文化─からの考察。

．経済格差から派生する地球規模の課題には何があるか。

． 平等・公平な社会 のために私たちは何ができるのか考えてみよう。

導入

ベトナムには の民族が住んでいて、タイグエン市の周辺にはその多くが分布している。

タイグエン師範大学の学生にも異なる民族出身者がいる。ここでは 年 月に私が、クッ

クドン小学校で行った公開授業 異文化理解 世界の食卓から をふり返りながら、異文

化理解教育の手法について考えてもらうのがねらいである。

スライド写真 世界の食卓 （開発教育協会 ）の上映

このスライド写真は 年 月クックドン小学校で子どもたちに見せたものである。クッ

クドン小学校には、キン族、フモン族、タイー族 の子どもがいる。先生方は常にそれぞれ

の文化・伝統・言語を尊重しながら授業を行ってる。そのことは、教室に貼られていた写真

やベトナム建国の指導者ホーチミンを囲む、 人の民族衣装の子どもたちのポスターから伺

える。この根底には 少数民族の民族言語学習権の理念 （村上 、 頁）や、 言葉と

は民族にとって時空を超えた貴重な財産である （村上 、 頁）という指導者ホーチミ

ンの思想が生かされている。さらに 歌 や 祭り などに積極的に参加することで、自分

たちの文化や伝統に関心を持つように工夫がされていた。

スライドの前半は 写真で学ぼう世界の食卓・学習プラン （開発教育協会 ）とい

う日本で作られた教材の中の写真である。

世界各地の家族とその家にある 食べ物 と 飲み物 を全て並べてもらって撮影したも

のである。子どもたちの関心は、食べ物の種類だけではなく、家族の人数とりわけ自分と同

年代の子どもの様子に向けられる。他にも家具や食器類、冷蔵庫などの電化製品などにも関

心が向けられる。したがって時間をかけてゆっくりと、一枚の写真を見せながら何が写って

いるかを 発表 させながら見せていくことで、自分たちと異なる世界・地域の人々の暮ら

しに関心が高まるようにする。

これは前時限の講義 世界地図ができるまで と関連することであるが、それぞれの写真

が撮影された国の位置を、必ず世界地図で確認させる。世界地図を用いて位置を調べるとい

う作業から、そこに住む人々を大きな視点から 客観視 （ 場所とのリンクでイメージ

化）することが可能になる。いいかえれば広い世界の中で 自分たち を 多文化の一つ

として他文化と対等な存在として、さらに 多民族の一つ と他民族と対等な存在として、

相対的に自文化、自民族を認識する （アイデンティティの確立）が可能になる。すなわ

ち 大きな広い世界 の中の 小さな存在 の自分に気づくのである。



世界地図で考えることは、国境や民族の枠を超えた空間的に広い世界の存在を認識する

きっかけを作り 精神的にもプラスの効果 が生じるのである（荒木ほか 、 頁）。

ベトナムそして身近な写真からの考察

写真の後半は （ ）の本から

とった、民族の写真をパワーポイントで見せる。ここには 写真で学ぶ世界の食卓 （開発

教育協会 ）は、実はベトナム国内の民族の 違い にも通じることを、子どもたちに伝

えたいという意図がある。また小学校周辺の写真、クックドン村の食堂での料理、ハノイ市

内の様子などの写真を混ぜておくことで、 遠い世界 と 身近な世界 をリンクさせるよ

うに配慮して写真の配置を構成した。このような小学校の授業のスライド写真を見ての感想

を大学生にグループごとに発表してもらう。

．どんなことがわかったか（小学生にたくさんあげてもらうための質問）

．どんな食べ物・飲み物がありましたか。

．皆さんの家ではどんな食べ物を食べていますか（絵を描いてもらう）

クックドン小学校の授業では 特別な日（ハレの日） の食卓（食事の様子）を、描

いてもらったが、時間不足でうまくいかなかった。

．自分たちの 食卓 食事の様子 を、意識することが客観的な文化としての、 自

分たちのアイデンティティ認識 に結びつくと考えたからである。

講義（その ）まとめ で学生諸君に考えて欲しかったポイント

異文化理解教育にとって最も大切なことは 文化には上下がない ということで

ある。これは 文化相対主義 の視点である。

多数民族だから 上位 で、少数民族だから 下位 という考え方は誤りである

ことを、子供たちに伝えるためにはどんな工夫が必要か。

あなたが少数民族の地域の学校で、 自尊心 自分たちの文化に誇りを持たせる

授業 を行う際に、どんな工夫を行いどんな点に注意するか。

．公開講義と感想文からの考察

今回の講義（その ，その ）をふり返っての反省点

限め 世界地図 の授業では、うまく学生諸君の関心を引き付け、グループ分けしなが

ら 主体的 に授業に参加させること 参加型学習 ができた。感想文を見るとこの点では

ある程度成功したと考える。当初の計画では 限の 世界地図 を発展させ、 限には 少

数民族の文化 から異文化理解を深めることを考えていた。しかしながら時間不足の関係で

世界の食卓 の写真スライドを見せることを省略した。
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公開講義 世界地図と平等・公平な社会を考える授業 からの考察（西岡）

結果として日本への食料輸入の話から、経済格差問題を明らかにして、先進国における過

剰開発と、開発途上国における低開発の格差問題を紹介できた。感想文からも学生諸君の反

応は大変良好であったと思う。今後機会があれば、タイグエン師範大学側の希望を聞きなが

ら 環境問題 大気汚染・水質汚濁・温暖化・森林破壊・砂漠化などをテーマにした講義

を実施していきたい。

ベトナムにおける 開発教育 導入の可能性

地理教育とりわけ地誌教育においては、広く世界地誌で自分たちとは異なる世界の地域の

実情を知ることがそのテーマである。ここで大切なのは単なる 知識として知る 認識す

る ということにとどまるだけではいけない。自分の日常生活や生き方そして 世界観

人生観 地理的なものの見方や考え方 までつながっていくことをめざす。すなわ

ち、私たち人類の生活舞台である地球や世界を正しく認識することは、日本の学習指導要領

中学校社会科地理的分野でも述べられているように 地理的ものの見方や考え方 を習得す

ることである（文部科学省 、 頁）。この点でいえば以下の学生諸君の反応（詳細感想

文は資料の を参照）は非常に興味深い。

感想文 …写真やビデオ映像を通して、世界で起こっている極めて厳しい状況を見る

ことができた。そして、豊かになるとはどういうことなのか、各国の志ある人たちの博

愛精神がどのような支援をしているのかもわかった。これらの視聴覚教材を通して、自

分たちはもっとグローバルに物事を見ていく必要があり、私より大変な状況にある人た

ちに小さなことでもいいから何かしなければならないと思った。…

感想文 …まだまだ多くの問題を抱えて貧しい。故郷のホアビン（ ）省で

は食料も足らないし、経済発展から取り残されている。でも私はできる限り努力しなけ

ればならないと思う。故郷が私を待っているからである。一日でも早く故郷に帰って、

子どもたちに知識や自分の経験を教えてあげたい焦燥感に駆られている…。

感想文 …私の心の中では教育に対する信念に火が灯り、教職を今まで以上に好きに

思えてきた。映像では日本の姿がわかっただけではなく、現代世界が抱えている様々な

問題について知ることができた。生きていることそれ自体で価値がある。しかし今日の

平等と公平 の授業を受けて豊かさと貧しさについて、この地球上の不公平について

改めて考えさせられた。…

感想文 …食糧と人類の暮らしについての授業では、多くのことを考えさせられた。

アフリカ大陸で貧しい暮らしを余儀なくされているの人たちへ同情するだけでなく、私

たちとの関係性や私たちの暮らしを再認識させられた。 豊かな人と貧しい人の格差を

なくすために、私たちは何をすべきでしょうか？ と どうしたら誰もが平等になれる

でしょうか？ の つの問いに対しては、答えが出せませんでした。…

感想文 …今日は地理の勉強を通して 平等と公平 について勉強ができた。実はこ

れまで私は、授業では教科書に書いてある内容を伝えればそれで十分だと考えていた。

しかし今日の授業を受けて考えが変わった。教科書を教えるだけではなく、生き方やい

かに生きていくかをも生徒たちに伝えていく必要がある。

感想文 …飢餓で苦しむエチオピアの人たちの様子を見て、私たちは地球に住んでい



る人間としてお互いに平和に暮らしていくために、手を取り合って助け合わなければな

らないと感じた。この講義ではただ地球に関する知識を教えるのではなく、生きていく

うえでの大切な事柄をも教えてもらった。…

感想文 …今日の講義テーマであった 平等と公平 は、人間社会にとって必要不可

欠な要素であり、社会が発展していくことを担保するものである。アフリカ大陸のある

地域（映像ではエチオピア北部）に暮らす人たちのビデオを見て、その痛ましい運命と

状況にに心を痛めた。翻って私は彼らに比べてはなんて幸運なのだろうと思う。そう思

える人はこの地球上では極めて限られていて、多くの人たちは支援を必要とする運命と

境遇にあるということを知った。…

感想 …映像からは日本やアメリカ合衆国のような経済発展をしている国の様子がわ

かった。同時に物質的にも精神的にも苦しくて貧しい人たちには心を動かされた。 私

たちは他人に無関心であってはいけない。 これがビデオ映像を見ての私からのメッ

セージである。…

これらの感想文から今回のタイグエン師範大学の学生諸君の中に、世界地図認識 地誌学

習が 態度形成 まで発展する可能性が見られた点で、非常に興味深い（中山 、

頁）。これは地誌と開発教育の接点の実例と考えられる。開発教育は 年代に入り先進

国でスタートしたが（西岡 、 頁）、今日ではベトナムを含む途上国・新興国の学生を

対象としても発展の可能性を十分に包含しているのである。このことをタイグエン師範大学

の学生諸君の感想文から筆者は確信するようになった。

すなわち開発教育の今後の方向として、 先進国と途上国の連携で、地球規模の課題解へ

向けた大きな進展が期待できる と筆者は従来から考えてきた（西岡 、 頁）。

このことが今回の感想で 証明された のである。これは将来の開発教育発展の方向を示す

ものである。この意味で今回の公開講義の実施は大変大きい意味があった。

地球規模の課題解決、例えば南北間の経済格差や環境問題に関して、先進国と途上国の利

害の対立 意見の相違がみられる。このような状況で多くの先進国における開発教育実践者

には 閉塞感 が存在する。しかしこれを乗り越えない限り、次のステップは見えてこな

い。では次は何を試みたらよいのか。先進国の開発教育実践者が途上国・新興国へ出向き、

出前授業 出前講義 を行い、開発教育の手法や理念を拡大することで、このような

閉塞感 は必ず払拭できる。これが私の考えである。

ベトナム周辺国との少数民族教育の連携

公開講義前日の 年 月 日、タイグエン市から北部山間部のトンヌン小学校へ向か

う車の中で、私は男子学生 人（フモン族）の隣に座る機会があった。この時間に英語を

使って会話を試みた。この時、持参してきた以前筆者が中国で入手した 雲南省少数民族写

真集 （写真 ）とラオスで入手した

（写真 ）民族写真集を説明しながら彼らにみせた（詳細は文献参照）。

彼らにとっては、自分と同じフモン族が国境を越えた隣の国に生活し、その様子を写真で

見ることは、おそらく初めての経験であっただろう。二人は食い入るように写真集を見てい

た。私はベトナム語はわからないが彼らの 輝いた目 興味津々な目 は、自分たちと同

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）



公開講義 世界地図と平等・公平な社会を考える授業 からの考察（西岡）

じ 生活様式・言語・風俗・伝統文化… を共有する人々が、すぐ国境の向こう側に存在す

ることに大きく感動してることを示していた。

フモン族はベトナム国内では 少数 かもしれない。しかし国境を越えて隣国に存在する

同胞 の存在が彼らのアイデンティティーを 刺激した のである。多文化共生は開発教

育の視点であるが、今回の経験は 教材（写真）の力 を用いることで、少数民族の子ども

たちが 自信・誇り を取り戻せるきっかけになる、という手応えを私は感じた。

かつてブラジルの教育者パウロ・フレイレは、抑圧を受けてきた人々が 識字教育 を受

けることをきっかけに 自らの権利に目覚める ことを 意識化 と呼んだ（モアシルガ

ドッチ 、 頁）。私は今回のタイグエン師範大学での公開講義の経験を通して 教

材（写真や映像）の力 が、途上国そして少数民族の若者に、自らの文化や伝統に 自信

や 自尊心 そして アイデンティティ を取り戻す動機とになることを知った。これはフ

レイの 意識化 にもつながるのではないだろうか。開発教育の視点の芽生え 新興国 で

の開発教育の可能性、とりわけ 教材開発 を今後も検討していきたい。

．結 論

今回のタイグエン師範大学での公開講義は、筆者にとって大変大きな収穫であった。途上

国・新興国の厳しい状況で学ぶ将来教員を目指す学生諸君に、少しでも役だつ 教育実践

教材への工夫 を体験して欲しいというのが筆者の当初の目標であった。このことは受講

してくれた学生諸君の感想文からもある程度達成できたと思う。日本の小中高校生や大学生

を対象としてきた今回の講義の展開の手法や教材が、十分にベトナムの学生にも 通用 す

写真 中国雲南省の少数民族集 写真 ラオスの少数民族集



ることを 証明できた と考える。感想から読み取れたのは、日本からやって来た私たちの

授業実践は 新鮮 であったという点である。今回の講義は私自身が社会科、とりわけ地理

教育分野を専門にしていることもあり、地理教育分野の内容が中心であった。将来的には他

分野の授業実践を提示することで、ベトナムにおける教育改革へさらなる 貢献 が果たせ

るのではないかと考えている。

《資料》公開講義受講生（タイグエン師範大学学生）の感想文

年 月 日の講義終了時に記入してもらった。これを那須泉先生（琉球大学非常勤講

師）に日本語へ訳していただいた。筆者が内容を変えない範囲で修正・加筆（ である調に

統一 要約 私の講義以外の部分は削除 ）したものである。学年順に表記した。

年生男子（フモン族） 生徒への効果的な教育方法の数々、そして教員の責任を理解で

きた。それらは私の全然知らなかったことばかりだった。特に大切だと思ったのは、 回

の授業に対し最良の教育方法を見出すためには、責任感に裏打ちされた不断の努力が必要

であり、生徒たちの心情を日常から理解しておくということである。今回の講義は決して

長くなかったが、多くを学べた。機会があればもっと参加したい。

年生男子（フモン族） 今日の内容は実際教員になった時に応用できると思った。しか

し、私たちがこのような教材開発をするとなると、高い専門性・創造力・授業のシミュ

レーション・日頃からの探究心・実生活中の問題発見力、が求められることも同時にわ

かった。さらに学んでいくために、先生方には是非またベトナムに来て頂いて授業をして

欲しい。

年生女子（フモン族） 講義では新しい教え方がいくつもあった。いろんな立体を展開

して描かせる方法や、身近のあるオレンジや箱など、目に見える形（実物）を用いていた

ことだ。この方法なら私たちにも将来応用できると思った。特に小学生には興味を持って

学べる方法だと思った。また、写真やビデオ映像を通して、世界で起こっている極めて厳

しい状況を見ることができた。そして、豊かになるとはどういうことなのか、各国の志あ

る人たちの博愛精神がどのような支援をしているのかもわかった。これらの視聴覚教材を

通して、自分たちはもっとグローバルに物事を見ていく必要があり、私より大変な状況に

ある人たちに対して小さなことでもいいから何かしなければならないと思った。

年生女子（タイー族） 知識や新しい教育方法だけでなく、誠意・情熱・人間愛・そし

て生徒への愛情について教えられた。今回の公開講義や一緒に小学校に行った中で、一番

大切に思ったのは、教師は教壇に立って話をする人間だけでなく、生徒に近くで親しい存

在になり、愛情を込めて教えるということだ。

年生女子（フモン族） 私は講義内容の ％を理解し、多くの知識を得ることができ

た。このような授業をもっと受けて、いろんなことを吸収し自分の視野や思考を広げ、知

的レベルを高めたい。限られた時間だったが今回の教育方法は、私のモチベーションを上

げる動機となった。もっといろんなことを学び、貴重な経験を積みあげたい気持ちにさせ

てくれた。

年生女子（キン族） 今回は 子ども中心主義 にそった教育方法について多くのこと
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を学ぶことができた。私は地球儀の構造についてわかっただけではなく、（地図上で）ど

うしたら正確な方位や面積を表現できるかを知ることができた。映像では、日本とエチオ

ピアの格差について理解できた。もうすぐ私は教育実習に行くのだが、今回の学びをきっ

と活かすことができると思う。機会があればもっとこのような講義をしてほしい。

年生女子（キン族） 今日の講義を通じて今まで知らなかったことを知った。それは、

地球では誰でも平等・公平であるのに、実際には豊かな国や満ち足りた生活をしている人

たちがいる一方で、貧しい人たちや数え切れない問題に直面して日々を送っている人たち

を抱えている国も存在するということだ。そして今回の講義は私たちに大変意義あるメッ

セージを残した。 人間は皆平等なので、豊かな国やお金持ちの人たちに、地球上の人た

ちが等しく発展できるようにするには自分はどうすべきなのかを考えて欲しい というも

のである。その他にも小学校における地理教育のいろいろな実践は、大変勉強になった。

授業中に直感に訴える教具（身近な実物）を使う方法は、大変効果的で将来教員になる私

たちに重要かつ必要な技能だと思った。

年生女子（キン族） 今日の講義を通して、私は 公平 について再認識ができた。私

たちは今まで生きてきた時間の中で、貴重な出会いがあり、周囲の人たちに助けられてき

たおかげで今の自分がいる。しかし実は私より恵まれていない人たちにも出会ったり助け

られていたということである。 公平 とは法律上の意味だけではなく、むしろ良心とし

ての 公平 のほうが大切なのではないかと改めて思った。このことを自分が将来教員に

なった時、子どもたちに必ず伝えていきたい。

年生女子（タイー族） 私はこのプログラムに参加できて本当に幸運だったと思う。教

育方法だけではなく、仕事に向かう姿勢、人を愛する心の持ち方なども学べたからであ

る。おかげで教員という職業を好きになれそうだ。将来は生徒にいろいろなことが教えら

れる高い資質を備えた教員になるべく努力しようと思えた。生徒が楽しく学べるように身

辺にある物を使って教える方法は大変効果的だということもわかった。ありがとうござい

ました。

年生女子（ターイ族） 私たちにとっては有益で、そして新しい知識を教えていただけ

た。最も印象的だったことは先生方の気持ちが私たちに届いたことである。個人的なこと

になるが、私の故郷・私の国・私が抱いている夢は、私にとっての宝物である。そしても

う一つ増えた宝物は教師の鏡としての先生方である。私はこの土地を愛していますが、ま

だまだ多くの問題を抱えて貧しい。故郷のホアビン（ ）省では食料も足らない

し、経済発展から取り残されている。でも私はできる限り努力しなければならないと思

う。故郷が私を待っているからである。一日でも早く故郷に帰って、子どもたちに知識や

自分が経験したことを教えてあげたい焦燥感に駆られている。でも今は勉強のためにここ

タイグエンに留まって頑張っている。将来故郷に帰るときは、立派な教員になりたい。

年生女子（キン族） 先生は講義を通じて一貫して熱意と誠意を示されていた。顔の表

情や態度、目の配り方、笑みなどを通じて気持ちを伝えようとする方法は大切だと思っ

た。今回の教え方は、私にとって初めて触れた教師と生徒の親密な関係性を構築し生徒の

やる気を起こさせる手法だった。以上から、学校とは、単に知識を教えるのではなく、他

者とどのように接し生きていくのかを教える場であることを学んだ。良い教え方とは、生



徒に対して誠意と熱意を持って、生徒の気持ちに寄り添うことなのだと思う。ただ一つ残

念だったのは、言語が違うことで熱意を十分に感じ取れなかったかもしれないことだ。

年生女子（キン族） 今日の講義は大変面白かったので楽しく受講できた。先生の躍動

感溢れる授業がとても印象に残っている。私は今 年生なので教育実習があり、その際に

今日の授業は大変参考になる。自分が将来教壇に立った時には今日の授業をお手本にした

いと思う。そうすれば生徒たちも興味を持って授業を受けることができるはずだ。今日教

えてくれた教育方法は必ず覚えて実践したい。

年生女子（キン族） 教育方法についての知識が深まっただけではなく、私の心の中で

は教育に対する信念に火が灯り、教職を今まで以上に好きに思えてきた。映像では日本の

姿がわかっただけではなく、現代世界が抱えている様々な問題について知ることができ

た。生きていることそれ自体で価値がある。しかし今日の 平等と公平 の授業を受けて

豊かさと貧しさについて、この地球上の不公平について改めて考えさせられた。ありがと

うございました。

年生女子（キン族） 今日のテーマは地球儀の構造と食糧についてである。実はこの

つのテーマについては私は既に勉強したことがある。しかし、知らないことがまだ沢山あ

ることに気がつかされ、今日の授業を通じて新しい知識が沢山増えた。講義の中で地球儀

の構造を示す際にオレンジの皮を使っていた。これは身近にある物を使いながら生徒の興

味を引く一番良い方法だと思った。教育に対する姿勢は大変素晴らしく、私たちに最も欠

けている部分なので集中的に学ぶ必要があると思う。

年生女子（フモン族） 将来自分が就く仕事に役に立つ知識や教育方法について多くの

事柄を学ぶことができた。私が知らなかった 子ども中心主義 にそった教え方を講義し

ていただけた。私は日本が好きなのでいつの日か桜の咲く国に行きたい。

年生女子（ムオン族） 今回の講義では 子ども中心 の教育手法で、目に見える実物

や視聴覚教材を使いながら情熱を込められた講義だった。生徒の立場からすると、授業内

容がものすごくわかりやすかったし、先生の明るい所作から親近感を感じた。このような

授業をするためには、準備のために膨大な労力と時間を費やさなければならないと思っ

た。自分も将来こんな授業をできるようになりたい。将来の自分にとても有益だった。

年生女子（キン族） 地球儀から読み取れる事柄と、日本人の食事について勉強た。オ

レンジの皮を使った地球儀の構造の説明がとても面白かった。このような教え方があると

は知らず大変驚いた。ほかにも将来自分が教員になった時に使えそうな技術や教え方を知

ることができた。食糧と人類の暮らしについての授業では、多くのことを考えさせられ

た。アフリカ大陸で貧しい暮らしを余儀なくされているの人たちへ同情するだけでなく、

私たちとの関係性や私たちの暮らしを再認識させられた。 豊かな人と貧しい人の格差を

なくすために、私たちは何をすべきでしょうか？ と どうしたら誰もが平等になれるで

しょうか？ の つの問いに対しては、答えが出せませんでした。今回は時間は決して長

くなかったが、私の中には多くの思い出が残った。タイグエン師範大学の私たちが更に勉

強ができるよう是非またこのようなプログラムを企画して欲しい。

年生女子（サンジウ族） 先生の教え方と教える姿勢が印象に残った。そして勉強に

なったことはグループ学習である。お互いの意見を言い合い、自分の意見をまとめ、全員
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の前で発表する方法である。講義は連続していて休み時間がほとんどありませんでした

が、全然疲れたり飽きたりせず、とても面白かった。

年生女子（キン族） 行われた授業はとても印象に残った。授業の雰囲気が楽しかった

ので、クラスメートとも授業を通じてさらに仲良くなれたし、自分から積極的に学ぶこと

ができた。しかし、今回先生が行われたいろいろな実物を使ったりグループ活動をさせた

りする方法は、 コマ 分の小学校の授業で、実現するには時間的制約が大きいだろう。

私はもっとこのようなプログラムに参加して勉強したいと思う。

年生女子（キン族） 今日は地理の勉強を通して 平等と公平 について勉強ができ

た。実はこれまで私は、授業では教科書に書いてある内容を伝えればそれで十分だと考え

ていた。しかし今日の授業を受けて考えが変わった。教科書を教えるだけではなく、生き

方やいかに生きていくかをも生徒たちに伝えていく必要がある。先生方は教える際に言葉

を当然使うわけですが、言葉と動作を連動させるので、授業が生き生きとしていた。最終

的に私たちも授業に参加したくなってしまっていた。

年生女子（？族） 先生が大変熱心に学生と親密にコミュニケションを取ってくれ、教

師と学生との距離感を感じなかった。講義では 人は誰でも生まれながらにして平等で、

公平である権利を持っている ことが示された。ビデオ映像を通して飢餓で苦しむエチオ

ピアの人たちの様子を見て、私たちは地球に住んでいる人間としてお互いに平和に暮らし

ていくために手を取り合って助け合わなければならないと感じた。この講義ではただ地球

に関する知識を教えるのではなく、生きていくうえでの大切な事柄をも教えてもらった。

このようなカリキュラムをもっと行って欲しいと思う。

年生女子（？族） 子ども中心主義 に則った授業とは、教室の中をわくわくするよ

うな雰囲気にして、楽しくそして（誰もが参加し発言できる）平等な空間を作ることだと

思った。今日の講義テーマであった 平等と公平 は、人間社会にとって必要不可欠な要

素であり、社会が発展していくことを担保するものである。アフリカ大陸のある地域（映

像ではエチオピア北部）に暮らす人たちのビデオを見て、その痛ましい運命と状況に心を

痛めた。翻って私は彼らに比べてはなんて幸運なのだろうと思う。そう思える人はこの地

球上では極めて限られていて、多くの人たちは支援を必要とする運命と境遇にあるという

ことを知った。

？年生女子（？族） 先生方はタイグエン師範大学の教員のように私たちに対して心を込

めて向き合ってくれた。今日の授業は小学校での地理の教え方だった。地球儀を使って、

面積の測り方・方位の決め方・面積の比べ方などを勉強した。教室内で実物を使って作業

する方法は生徒にとって理解を深めるのには大変有効な方法であった。例えば立方体の箱

を見せてその展開図を想像させて板書したり、オレンジの皮を使って地球儀の作り方を考

えさせるのは生徒の興味を大変ひくと思う。映像からは日本やアメリカ合衆国のような経

済発展をしている国の様子がわかった。同時に物質的にも精神的にも苦しくて貧しい人た

ちには心を動かされた。 私たちは他人に無関心であってはいけない。 これがビデオ映像

を見ての私からのメッセージである。
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ていただいたドンタイミン（ ）さん、学生諸君の感想文を訳していただいた那須泉

先生（琉球大学非常勤講師）に御礼申し上げます。本稿作成には 年度科学研究費補助金基

盤研究 ベトナム教育改革の質的向上を支える授業研究 日越地域間共同 課題番号

研究代表 村上呂里（琉球大学教授）の一部を使用させていただきました。記して感謝

申し上げます。

《文献》

・荒木一視・川田力・西岡尚也（ ） 小学生に教える地理─先生のための最低限ガイド─ ナ

カニシヤ出版、 頁。

・開発教育協会（ ） 写真で学ぼう世界の食卓・学習プラン 開発教育協会。

・中山修一（ ） 地誌で耕す地理教育─地誌と開発教育の接点─ 地理第 巻 号、

頁。

・西岡尚也（ ） 開発教育のすすめ─南北共生時代の国際理解教育─ かもがわ出版。

・西岡尚也（ ） 子どもたちへの開発教育─世界のリアルをどう教えるか─ ナカニシヤ出

版。

・村上呂里（ ） 日本・ベトナム比較言語教育史─沖縄から多言語社会をのぞむ─ 明石書店

・文部科学省（ ） 中学校学習指導要領解説 社会編 日本文教出版。

・モアシルガドッチ著、里見実・野元弘幸訳 パウロ・フレイレを読む─抑圧からの解放と人間再

生を求める民衆教育の思想と実践─ 亜紀書房。

・山人（ ） 雲嶺之華─雲南少数民族写真集─ 雲南美木出版社。

・

・
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