
第２回多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー
事後アンケート集計結果（１日目）

日付：８月１１日 回収数：48

基調講演 回答数 47
大変良かった 5
良かった 29

ファシリテーターの主観が少し目立った気がしたが、分かりやすかった

普通 13
より具体的な国際協力について知りたいと思ったから

少々難しかったです。

良くなかった 0

a.多文化共生の学校づくり 回答数 18
大変良かった 6

学校で学べない難民の実態が少し把握できたように思う。

良かった 9
普通 1
良くなかった 0

b.平和の背後にあるもの 回答数 12
大変良かった 4
良かった 7

普通 0
良くなかった 0

c.国際協力シミュレーション 回答数 17
大変良かった 7
良かった 9
普通 1

グループ討論の時間が充分なくて自分の意見が反映出来なかった

良くなかった 0

交流会 回答数 2
大変良かった 1
良かった 1
普通 0
良くなかった 0

本日セミナーで学んだことを授業などに活かそうと思いますか？
はい 43
それはなぜですか
1-a 参考になることが多かった
1-a 「人は人によって人になる」プラス交渉になるよう人とのふれあい人から学ぶ心をもちたい
1-a 交流によって情報交換ができたから
1-a 高学年など、カテゴリーわけするのが好きそうだから
1-a

1-a

1-a 多文化共生についてだけでなく、全校のこどもたちが気持ちよくすごせる学校作りにつながると思うから。

キーワードの提示に終わってしまったところが残念だったが、参考図書で詳しく学ぼう

内容的には良かったのですが話し方に工夫が必要です。①マイクが近すぎて声が割れていました。②カタカ
ナ語が多用されすぎです極力誰にも理解できるひらがな言葉で話されないと分る者だけが分ったらよいとい
う話になります。

レジメが講演に使われているのと同じだとそれを先に読んでもう聞いた気になってしまうのがもったいな
い。

自己紹介を考えている時から何の断りもなく写真をとられて不愉快でした。司会者が事前に断りを入れるか
学生さんに“断りなしで写真をとることは失礼なことである”ことを教えておくことが必要だったと思いま
す。参加者に対する心配りも大切ではないでしょうか。

セッションでは多文化共生の学校づくりについてKJ法によるワークショップをしました。今まで気付かな
かったこと、おろそかにしていたことがわかりました。今後の実践に活かそうと思います。

私は小学校で６年生を担任しています。２学期の総合の時間に国際理解教育をすることになっています（と
いっても半分は近くの高校の英語科の生徒と先生、ALTの方による英語活動（英会話）です）残りの半分を
どうするか、「好きな国を選んで調べましょう」にはしたくないと思っているので何か共通のテーマをもた
せて、最後に意見交流したいと思います。参考にして２学期の計画をしたいと思います。
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1-a 小学校でも分りやすい授業ができそうだから
1-a 参加型学習で、その立場になって考える思いやりのある学級作りを目指したいです。
1-a 少しでもお互いの文化をわかりあえる時間を作れたらいいなと思ったから
1-a

1-a

1-a

1-a

1-b 「平和」という大きなテーマを様々な分り易い側面からアプローチしていく方法は、「使える」と思ったから。
1-b △講義時間との兼ね合いを考えなければならない
1-b

1-b 参加型の授業で機能すると思った
1-b 議論し合える子どもを育てたい
1-b

1-b

1-b

1-c 大事と思うので
1-c

1-c みんなが平和でなけば幸せになれない。子どもにもそれを感じとってほしいから。
1-c より良い教材を提供したいと考えています。
1-c 子どもたちに少しでも世界に対し目を向けてほしいと思うから
1-c 日本と外国の関係について考えさせたい
1-c 今後の未来について、戦争と平和について、子どもたちとともに学習したいので
1-c

1-c 活かしたいとは思いますが、参加型にするのは難しそうですね。
1-c Capacityとは生徒の資質を向上させることだと再確認できました。今後の教育に生かしたいと思います。
1-c 現在、総合的な学習で国際協力について教えているので
1-c

1-c

いいえ 0
不明 4
1-b 自分なりにもう少しよく勉強してから活かそうと思います。

1-a うまくくだいてできるかどうか自信がない

1-a 学校教員ではないので、いかす場所などが特にないので何とも・・・

資料、研修に関する情報が入手できたので

学校では、表面上だけでしか授業をしない教師が多いため、情報が少ない。逆に生徒の立場から教師へ報告
したいから。

KJ法が利用できるから

同じ日本人でも、様々な考えがあり、受入れるために工夫しなければならない。ミニ多文化を体験したか
ら。

おもしろそうなプログラムが紹介されていたから

ワークショップ型は子どもの意欲を高めやすい。

今まで出前授業の講師などを自己流でしていたので、改善したいと思って参加したため。教育現場の立場か
ら少し視点で考え始められている段階なので、勉強になりました。有難うございました。

私が今日学んだことを他の人にも知ってもらえれば、少しずつでも多文化共生の理解が進むのではないかと
思ったから

諸問題を考える方法として面白かった。一見つながりのない課題がそれぞれつながっていき、最後は平和と
いう戦闘状態だけでない安心したくらしが保障されないと真の平和ではない、ということにつながっていく
のがみごとでした。

平和に関する用語をたくさん知ることができました。皆さんの前で発表することで、普段口にしなかった言
葉を話すことができうれしかったです。

（小学校２年担任）小さいうちから世界に目を向ける、同じ年頃の違う国の…人の立場に立って考える機会
を与えてやりたい。年齢的にむずかしいけれど、少しずつ考えていける子どもたちに育てたいから。

「ギョーザをつくっておわり、たのしかったね～」的なやり方で来たのが実情なので、もっと自分の生き方
につなげていけるような取り組みができればと思います。
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日付：８月１２日 回収数：70

セッション２
ａ.役に立ってる？私の国際協力 回答数 16
大変良かった 7

良かった 7
普通 1
良くなかった 0

b.世界がもし１００人の村だったら 回答数 46
大変良かった 18
良かった 23
普通 4

良くなかった 0

セッション３
ａ.‘ちがいのちがい’から学ぶ人権 回答数 27
大変良かった 7

他の人と話が出来てよかった

良かった 16
普通 2
良くなかった 0

b.わたしが難民になったら 回答数 25
大変良かった 11

具体的資料の提示があり参考になりました

小学校で使うにはちょっと内容が難しかったですが・・・

良かった 13
知らない事を体感したり、知識となったので良かった

普通 1
良くなかった 0

クロージングセッション 回答数 19
大変良かった 10

帰ってからすることが２、３浮かんだ。まず職場で、それから教室で

人の意見を聞くことはよいことです。

グループごとの振返りの手法で他の参加者の意見が聞けてよかった

様々な人・考えとの出会いがあった。

良かった 7
普通 2
良くなかった 0

本日セミナーで学んだことを授業などに活かそうと思いますか？
はい 56
それはなぜですか
2-ｂ
3-ｂ
2-ｂ
3-ｂ

具体的。自分の考えが整理できた。

実践されたときのビデオ映像や経験談をもっと聞けると良かった。自分が参加してやってみれたのはとて
も良かった。

個人レベルから政府レベルまで役に立たなかった例は、自分自身がどうあるべきかを考える機会となった
（私は会社員だが企業内で出来ること、また私が変えれることなど・・・）

私自身が体験して楽しかったし、楽しみながらのアクティビティをした方が頭に入って行きそうだから

アニメ本で職員研修を考えています（子ども多文化サポーターの協力も予定しています）９月に難民（ベ
トナムボートピープル）をテーマにした授業を計画しています、既存の県の副読本をベースに今回の研修
の提案を組み込みたいと思います（ex.つかみに2ｍｘ9ｍに40人or持ち出し荷物はなに？など）
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双方（私⇔受け手）による参加型ワークショップだったので、受け手側が暇になることはないと思う。
使っていきたいです。

学生なのですが、ゼミの仲間に広めたい。

百人村は授業で読んだことがある。動きを入れることで、文を読むよりも実感として理解できる。受講し
てそうおもったから。

ワークショップ（参加型セミナー）は楽しみながら学べるよい機会だと思います。実際やってみて、結果
から更に改良、改善していかないと、良いものはできないと思うので「まず活かす」ことです。

内容的に理解し易く、使い易いと思ったから

サークル内でやりたい（Hａbitａt for Humａnity)

小学校に勤務していますが、児童会の募金活動でギモンを感じることがあった。（「また？」という声が
上がったりする）。今日の「お金やものではない自分の日ごろの行動だ」ということが心に残ったので、
一度子どもたちと考える機会をもちたい

体感しながらの学習は大変効果的であろうと思われるからです

今年は低学年なので難しいですが、「世界がもし100人の村だったら」をいつかやってみたい

身近な問題として考えさせやすい。

もともと百人村は小学生でも使えるかな？と思っていたのに加えて、難民の話も少々難しいけれど使い方
によれば使えるとおもった（グループでそれについて話をすることによって）

子どもたちに今の自分の生活を見つめてほしいと思うから。

すぐに現場に活かせるような配慮が嬉しい。体を使って世界の状況がとらえられた。特に富の分与や文字
を読めないことをあんな形でとらえさえせることができるのに感動した。

100人の村で世界をイメージさせることができるから

意見交換の実践、練習になり、互いが深く生活の事、他者の事を知ろうとできるから

多くの人に知ってもらいたい。相互理解できれば、いろいろな現在の問題の解決にもつながると思う。

自分が学んだこと、感じたことを自分だけのものにせず、他の人にも知ってもらおうと思った。

総合学習の進路希望レポートに記入できそうだから

私がやってみておもしろかったから

講義型でなく参加型で話し合いを多く取り入れた手法は自分自身がやってみて楽しかったので授業でも生
徒に体験してほしいから

前からしたかったが方法が分らなくて、今日教えていただいたのでやってみようと思った

「世界がもし100人の村だったら」「ちがいのちがいから学ぶ人権」は工夫し児童の実態に合わせれば十分
使えると思います

物の見方・考え方が一方的にならないように気をつけて考えられる機会を今後も生かしていきたい

より良い教材を提供したいと考えています

子どもたちにとって、いい経験だと思う

子ども達の人権感覚を養うために，国際理解をとりあげて私達に何ができるかと考えていくことはとても
大切なことだと思っているので、少しずつでも続けて取りあげていきたい
参加型により関心をもって授業に取り組みやすそうだから

学校の職員に伝える、報告する

小学校なので内容を少し変更するとしてもチャレンジしてみたい

総合的な学習で国際協力を学んでいるので

うまくいかないケース（３点）の原因について考えるのがとても楽しく出来た。普段考えないことを考え
るよい機会になった。視野が少し広がりました。ぜも子どもたちにもこういう学習をさせたいです。子ど
もたちとふだん接する中でも国際協力の意識を育てることが大切だと感じました。結局は相手を思いやる
心が大切。
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教師でないので

不明 1
2-ａ
3-ｂ

活かせる場所からみつけたいと思いました。

今後、各主催団体に期待することは、どんなことですか？
・

・

・

・
・

・ 機会があれば、また、このセミナーをひらいていただくといいと思います。

・ もっとワークショップを増やしてほしい

・

・ 一般の人でも参加しやすいように広報など幅広くしてほしい

・ 少人数でもできるワークショップを教えてほしい

・ 今後もこのようなセミナーを是非開催していただきたいです。

・ 更に掘り下げたワークショップ

・
・ 授業で使える実践的な今日のような活動紹介をもしよろしければまたお願いします。

・

・

出張授業

情報がなかなか学校現場でまわってないと思います。（学校には来てるのでしょうが・・・）どうやった
ら、この種のワークショップを知ることができるのでしょうか？あと近くでやってもらえたこと、ありが
たいです。

学校では部署が変われば、このようなJICAのセミナー案内は私のもとには届かないだろうと思います。
よって職員室に掲示することを指示したり、個人名で案内下されば幸いです。

具体的で分かりやすかったから

できれば活かしたい。中学生は大勢でゲームをしたり動いたりするときに、なかなか難しい面を持ってい
るので、余程うまくやらないとできないような不安がある
タスクがいい

これまで総合学習でもインターネットで調べるなど単調な展開だったので、このようなゲーム形式を入れ
て子どもたちの興味をひきたい。

世界情勢が自分たちの活動を通して割合を実感できる

皆に協力してもらったらできるのでは？自信ない

皆が参加できるから

自分でもそうであったが、数字では分かっていても体感的に実体験することで「初めてわかった」という
ことに通じているから

今の中学生に合っている

教科書にはないが、とても大切なことなので

小学校では授業にするのはむずかしいかもしれないけれど、アクティビティをしながら少しずつやってみ
たい

△６０分なり、９０分、人数、場所に合わせて1つのアクティビティーを作らなければならない。準備が可
能なもののみ講義でしてみます。

相互討論が促進できるから

有意義でした

子どもたちが生き生きと学べると思うから

情報の提供を今後とも学校や市教委関係へ継続してほしい。いろいろと相談にのっていただけそうなので
心丈夫に思っています。宜しくお願いします。

教職員対象の出前研修や職場での研修のためのソフトの貸し出しなどをしてもらいたいと思います（山の
向こうの三田でも）

初めて参加させていただきましたが、とても充実していました。遠方の人も参加しやすいように１日で全
部学習できたらなあと思いました。

現物資料をぜひ用意していただきたい（・地雷、・写真）

こういう会があるのをはじめて知りました。情報をもっと流してください。年２回くらい実施してほしい
です。

開かれた学校（広い意味）を考える時、どうしてもすすめなければならない教育だと考えています。今後
も期待します。
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・

・ 今回のセミナーのように誰もが参加できるようなプログラムを開いていただけるとうれしいです。

・ ワークショップの機会を増やしてください。

・ 今回以上に多様なセッションを計画してください。来年もきっと参加します。

・ 即授業に生かしていける（有形・無形とも）ものを与えてくれるもの

・ 広報を頑張っていただきたいと思います

・ 様々な授業法を教えてもらう

・ 具体的な授業に使える手法及び、国際理解教育授業の目的を学ぶ・考える機会を今後も続けてほしい。

・ 具体的手法（授業の流し方も含めて）の交流会

・ 毎年このようなセミナーを開いてほしい

・

・

・

・

・

・

・

当セミナー全体についてお答え下さい。（8/11のみの参加者も含む）

開催時期について いつ頃が良いですか
参加しやすい 65 ８月上旬 7

参加しにくい 5 ８月下旬 1

夏休み期間中だったのでよい ７月下旬 1

日程（２日間）について
長い 9

終了が遅くなるので、帰りが困るので、内容も濃いので充実しているのですが、検討願いたい。

１日で朝からにはならないでしょうか

ちょうど良い 55
時間を10：00～16：00の２日間くらいにしてもらうと参加しやすいのでは（県内の遠い方等も）

短い 1
朝から晩までの１日セミナーにして頂けるとありがたいです

他のセッションの内容も教えていただければと思います

このセミナーをどのようにお知りになりましたか？
教育委員会からの案内 39
ホームページ 9 HIA JICA5
チラシ 13 JICA3 職場での回覧2 PHD
口コミ rt
その他 9 学校の掲示板 JICV/OB会 神戸YMCA 組合

その他、ご意見、ご感想、ご提言などご自由にお書き下さい。
・ ２日間で多くのことを学べてよかった。シミュレーションしながらワークショップでとてもよかったです。

・

・ 今は与えられて学ぶがスタート、一歩一歩学びの幅を広げていく努力を心がけたい。有難うございました。

・ 身近な問題として参加型学習を体験することにより多文化共生を考えていけるよう実践したいと思います。

・ 交流会は最後の方が参加しやすいと思う

さらに子どもたちに活かせることがあればどんどん教えてほしい

参加の機会を多くつくってほしい

引き続き学校関係機関にワークショップなどの機会を提供していただきたい。教師がまず知らないといけ
ないことがたくさんあると思ったからです。

忙しく教科を進めることにきゅうきゅうしてしまっていることを反省しています。夏休みのうちにプログ
ラムを考えたいと思いました。

（１）教員です、自主研修で個人参加しています研修出席修了証明書の発行が必要条件です（２）無料の
研修会は良かった今後も期待します

その団体で世界各国に住んだ人々、種々の活動をした人の派遣を学校にやっていただけるのですか？その
国の人を学校に派遣してもらえないでしょうか？（そんなプログラムもあるのかも？）

この２日セッションとして自分でワークできたことがよかったです。講義形式でないいろいろな方法を教
えてもらえたことがよかったです

学校で使えそうな教材の提示

クロージングセッションで緒方貞子氏の「平和構築のあるべき姿」を聞きましたが、平和構築が大事で一
つ一つ積み重ねてもらいたい
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第２回多文化共生のための国際理解教育・開発教育セミナー
事後アンケート集計結果（２日目）

・ “意識”が大切だなぁと思いました

・ 私は大学生なのですが、小・中・高の先生方の生のお話が聞けたことは良かったと思います。

・

・

・ とても勉強になりました、ありがとうございました

・ 大変面白かったです。また参加したいです。

・

・ 他のセッションの講演もききたかった

・

・

・ セッション全体について、小・中学校の教師や学生さんたちとの意見交換が出来てよかった

・

・ 貴重な経験・学習をさせて頂きました。ありがとうございました。

・ いろいろな準備をしていただいてありがとうございました。役立てるようがんばります！

・ ワークショップが多かったので参加しながら学習できて良かったです

・

・

・ 「100人の・・・」では壁際に椅子をおいておきたい（疲れました）

・ とてもいい時間でした。ありがとうございました。

・

・ ありがとうございます

・ 大変よかったです。ありがとうございました。

校区が田舎なので国際理解教育がどちらかというと重要視されていない。神戸まで来て色々な刺激をいた
だいた

現場（小学校）で実践できそうなことをたくさん学ぶことができました。ありがとうございました。募集
案内をもう少し早くいただけるとありがたいです。夏休みの研修日程が組みやすいです

大阪のワンワールドフェスティバルにおこし下さってPRしてください（私も毎年Volunteerで出席していま
す一番長い人です）

国際理解・開発教育のセミナーを設定してくださってありがとうござます。中学３年Crownテキストに「ハ
ゲワシと少女」（’94ピューリッアー賞）をテーマにした話が出ています。何が「国際理解」へのアプ
ローチになるかわかわないので、こうした企画をどんどん進めてほしい

せかせかしている感じがありました。すごくいいワークショップだったので、もうすこしゆっくり考えれ
たらなあと思いました。自分が受けたワークショップをサークルの中でやってみようと思います。

セッション２ｂのスタッフの方の動きが少々悪かったような・・・。講師の方との事前打合せを充分にさ
れていない感じがしました

国際協力ということについて自分の中でもとてもハッとする部分があったので、私が感じたことを他の人
にも知ってもらえるよう働きかけたいと思います。とても充実した２日間でした。このようなセミナーを
開催してくださって本当にありがとうございました。

割と体を動かして考えたり実演したりすることが多いので、思った以上に体が疲れます。館内に飲み物な
ど手軽に購入できるところがないようなので募集の紙に、飲み物は各自で用意するよう書いてあるといい
なと思いました。

教員の方のセミナーであるにも関らず、学生の立場の私も参加させていただき有難うございました。セミ
ナーの内容にプラスして立場の違う方々と関りをもてたことも、とても貴重な体験になりました。
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