
活 動 報 告





2018年２月18日～３月17日までの４週間に渡

り，マレーシアから教育省の職員が７名，特別

支援学校の教員が３名，来日し，特別支援教育

の研修が実施された。本研修はマレーシア政府

とJICA（国際協力機構）が費用を分担し，研修

内容を筑波大学が提供した。主に，附属久里浜

特別支援学校の雷坂浩之副校長，障害学域の米

田宏樹准教授のご指導の下で研修が実施された

が，筆者も講師として参加し，学校視察にも同

行させて頂いた。

マレーシア教育省は「教育計画（Education

Blueprint）2013-2025」において，目指す11の

変革の第１に国際基準の質の高い教育への平等

なアクセスを掲げている。海外の好事例と現政

策に基づき，特別なニーズをもつ子どもをイン

クルーシブな教育プログラムへ移行させ，全体

の教育の質を向上させることを明記している。

障害児数，及び障害の種類/範囲が増加している

中，教育省では職員の知識，技能，能力の強化

にこれまで以上の力を注いでおり，日本の経験

から学ぶことを目的に本研修が要請された。

研修では，まず特別支援教育の国際的な潮流

や日本での先駆的な事例について講義がなされ

た。２週目からは，様々なタイプの特別支援学

校（筑波大学附属久里浜特別支援学校，金沢養

護学校，横浜国立大学附属特別支援学校）と特

別支援学級をもつ普通学校（横須賀市立諏訪小

学校）を訪問し，障害の程度やニーズに合わせ

て多様な学びの場を用意する日本の特別支援教

育の実状を視察した。

このような学校視察は，マレーシアからの研

修員が多くを学ぶことが出来るとともに，筆者

にとっても最新の特別支援教育の取り組みを学

ぶ良い機会となり，また今後の院生の研究に資

するネットワーク構築を実施することが出来た。

３週目には，地域の NGO や福祉施設等を視

察した。障害者の一般就労と福祉的就労の実態

を把握するともに，地域の連携と障害当事者に

よる地域生活支援の取り組みを視察することで

障害児・者が学校の外で直面する課題，教育と

他分野の連携の必要性について理解した。

マレーシアでは地域の理解が進んでおり，ま

た就労に関しては大きな問題ではないとのこと

で，研修員にはあまり好評ではなかったが，筆

者は，普段，教育の側面から障害を議論する機

会が多いため，このような社会の側から障害や

障害児教育を議論する機会を頂き，非常に良い

勉強となった。

研修の最後には，各研修員がアクションプラ

ンを作成し，マレーシアに帰国後，教育省，各

学校として何が出来るか，議論，整理した。今

回の研修には，教育省の特別支援教育局のNo 2

も参加しており，予算的な観点や教員養成の観

点など現実に即した計画が立てられているよう

であった。

また，2018年５月３日～10日には，先方の招

聘を受け，筆者がクアラルンプール市内の特別

支援学校を訪問し，視察させて頂いた。本研修

は今後，３年間，継続されるそうだが，今回を

機会にマレーシアの特別支援教育局との関係を

より一層，深めていきたい。

(文責：川口純）
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〈活動報告〉

マレーシア教育省との特別支援教育研修報告
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平成29年度，人間総合科学研究科３年制博士

課程ヒューマン・ケア科学専攻は，「筑波大学教

育戦略推進プロジェクト事業」に採択され，こ

の支援により２つの「国際的研究交流」を実施

した。１つは国際交流セミナーの実施，２つめ

は海外研究交流である。内容は以下の通りであ

る。

１．国際交流セミナーの実施

ヒューマン・ケア科学専攻では，平成29年度

より，国内の国立大学法人では初の「パブリッ

クヘルス学位プログラム」を開始することが認

められ，これにより，本専攻で国立大学法人初

の博士（公衆衛生学）の学位取得が可能となる

ことになった。平成29年４月より７名をこのプ

ログラムに迎え，学位プログラムが開始されて

いる。プログラム開始にあたり，平成28年度か

ら国際交流セミナーを実施した。

①国際的に活躍する，海外の研究者２名（韓

国および台湾）および国立保健医療科学院の研

究者２名，計４名を招聘し，昨年度に引きつづ

き第２回「国際交流セミナー」を開催した。セ

ミナーでは，パブリックヘルスとヒューマン・

ケア科学の最先端の研究報告が行われ，教員・

院生が多数参加し，国際的，分野横断的学術研

究交流が実現できた。

２．教員と院生による海外研究交流の実施

平成30年３月11日（月）～13日（水）には，専攻

教員３名，および大学院生４名が台湾輔仁大学

および国立台湾師範大学を訪問し，教員と大学

院生参加の，パブリックヘルスとヒューマン・

ケア科学に関する学際的な学術・研究交流を行

った。

〈派遣者〉

教員３名：庄司一子（人間系教授），堀愛（医学

医療系助教），門間貴史（体育系特任助教）。大

学院生４名：王厳埀（共生教育学分野），金綱由

香，生田目光，佐藤祐輔（臨床心理学分野）。

〈交流内容〉

３月12日（月）に台湾輔仁大学を訪問した。輔

仁大学大学院公衆衛生学専攻教員７名（専攻長，

教授，准教授他）と相互専攻紹介を行った。次

に輔仁大学心理学系を訪問し，専攻長，夏林清

教授はじめ４名の教授・准教授と４名の博士課

程の大学院生が出席し，院生相互の研究発表と

活発な質疑応答，意見交換が行われた。

翌３月13日（火）は，台湾師範大学を訪問し，

博士課程・修士課程・心理学部の専攻長，教授，

准教授，大学院生，学部生との相互専攻紹介，

研究紹介が行われ，活発な質疑応答が行われた。

その後，体育科学部学部長はじめ教員３名との

相互の専攻紹介，および体育系のヒューマン・

ハイパフォーマンス先端研究センター（ARIHHP）

の紹介などが行われ，今後の国際学術交流推進

に関する情報交換と打ち合わせを行った。

いずれの大学訪問においても非常に活発に相

互紹介と交流が進められ，今後の相互の発展に

つながる有意義な研究交流となった。さらに大

学院生もこの派遣に参加し，国際交流の意義と

必要性を多いに実感して帰国した。

今後はさらに対象国を拡大し，ヒューマン・

ケア科学専攻の学際性を生かし，専攻における

学際的国際的研究交流を進め，教員と院生の一

層の学際的・国際的研究推進に努めたい。

(専攻長：庄司一子）

〈活動報告〉

平成29年度ヒューマン・ケア科学専攻における国際交流活動報告

輔仁大学大学院との国際交流（2018年３月12日））
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教育学域では筑波大学グローバル教師力開発

推進室が教育学専攻の教員らの協力を得て，カ

ザフスタンの大学教員を対象とした研修を受け

入れて今年度で３年目になる。さらに，今年度

は初めて初等中等教育段階の教員向けの研修も

行い，今年度はロシアの学校教職員の研修を実

施した。以下，この二つの研修について報告す

る。

①　カザフスタンの大学教員の研修

2018年５月５日～11日の間にカザフスタンか

ら10名の大学教員を受け入れて「日本の高等教

育の国際化―経験と課題」というテーマで研修

を行った。研修参加者は，カザフ国立大学，カ

ザフ国立建築アカデミー，カラガンダ国立大学

など，トップ大学の管理職，教授らであり，カ

ザフスタン教育科学省の推薦を受けて研修に参

加した。

研修参加者は，筑波大学執行役員・ダイバー

シティ・アクセシビリティ・キャリアサポート

センター長の五十嵐浩也教授による本学のイン

クルージョン政策と実践に関する講義，教育学

類長の藤田晃之教授による日本の生涯学習制度，

教育学・教育基礎学専攻長の藤井穂高教授によ

る高等教育制度・政策に関する講義を聴講し，

スクールリーダーシップ開発専攻長の樋口直宏

教授の引率により土浦市新冶学園義務教育学校

を訪問・見学し，日本の教育政策・制度・実践

に関する知識を深めた。さらに，東京キャンパ

スを訪れ，大学教育研究センターの田中正弘准

教授から日本の高等教育改革と本学の学位プロ

グラム化に関する講義を受けた。研修の最終日

には研修参加者の研究分野に近い筑波大学の他

研究科の研究室を見学し，交流を行った。カザ

フスタン側が筑波大学の教育学研究・実践を高

く評価し，このような研修の受け入れが今後と

も続くことに期待を示した。

②　ロシアの学校教職員の研修

2018年４月14日～22日の間にロシアから学校

教職員を受け入れて「日本の学校教育制度と実

践」というテーマで研修を行った。本研修の依

頼はロシアの原子力国営企業 ROSATOM 社に

よるものであり，当企業が支援する地方都市の

学校の管理職と教員向けの教育の国際的動向を

知るための研修である。研修に６つの学校の管

理職と教員，３つの地方教育行政機関の職員ら

計23名が参加した。研修参加者は，教育学・教

育基礎学専攻長の藤井穂高教授から日本の学校

教育制度に関する講義，教育学類長の藤田晃之

教授から学習指導要領とその最新改訂に関する

講義，教育学域の濱田博文教授から日本の学校

経営の仕組みとその特質について講義を受けた。

さらに，教育学域のタスタンベコワ・クアニシ

助教の引率によりつくば市豊里もみじ子ども園，

筑波大学附属高等学校，桐ヶ丘特別支援学校を

訪問・見学し，学校教育の実践について学び，

理解を深めた。研修最終日にはタスタンベコ

ワ・クアニシがメンバーである日本のロシア教

育研究会に参加し，日本におけるロシアの教育

研究の動向について紹介を受けて，ロシアと日

本の学校教育の課題について意見交換を行い，

交流を深めた。ロシア側は本研修を通して日本

の学校教育の政策・制度・実践のすべてについ

て学ぶことができたことを評価し，研修の継続

の重要性を指摘した。

〈活動報告〉

カザフスタンとロシアからの教員研修

筑波大学で教員研修を受けたカザフスタンの大学教
員らとグローバル教師力開発推進室・吉田武男室長
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筑波大学附属高等学校を訪問・見学したロシアの
学校教職員らと大川一郎校長（人間系心理学域教
授），那須和子副校長，タスタンベコワ・クアニシ助教
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持続可能な開発目標 SDGsを求めるユネスコ

はグローバルシティズンシップ教育を掲げ，一

体としての強国化を希求する東南アジア諸国

連合 ASEAN は One Vision, One Identity, One

Community をその理念に掲げるなど，地球規

模，地域規模でそれぞれの必要のもとで新次元

の価値教育が求められる時代となった。その時

代に日本では，新学習指導要領から道徳が教科

として定められた。その動向を踏まえて道徳教

育，価値教育の近未来像を探ることを目的に，

教育開発国際協力研究センター(CRICED)と

東南アジア教育大臣機構は，2018年２月11日，

表記国際シンポジウム(原題：S E A M E O -

University of Tsukuba Symposium VI: Values

Education and Global Citizenship—Towards

the Achievement of Sustainable Development

Goals and Progress of Society—)を東京キャン

パスで実施した。開会，閉会を含め，22件，主

題にかかる22件の提言がなされ，参加者60名，

内海外からの参加者40名，特に SEAMEO 関係

組織からはセンター長（ないし代行者）が参加

した。

開会では，キャロライン・ベントン(副学長)

が本シンポジウムの意義を述べ，Ethel Agnes P

Valenzuela(SEAMEO副事務局長)が SEAMEO

による価値教育動向を概観し，基調講演では望

月要子(ユネスコ MGIEP)がグローバルシティ

ズンシップ教育の最新動向を，吉田武男(学群

長)が日本の道徳教育の教科化動向を示した。続

いて，グローバルシティズンシップ教育，持続可

能な開発教育，人間形成教育，包括教育，STEM

教育セッションにおいて，日本側と SEAMEO

側から相互提言がなされた（詳細は CRICEDサ

イト参照 http://www.criced.tsukuba.ac.jp/

math/apec/seameo2018/）。学内からは平井悠

介，唐木清志，佐藤博志，礒田正美，勝田光，

カマル・ラミチャネが発表した(発表順)。

SEAMEO 側からは本部事務局(タイ)，教育技

術革新センター(INNOTECH，フィリピン)，

遠隔教育センター(SEMOLEC，インドネシア），

生涯学習センター(CELLL，ベトナム)，地域教

育センター（RETRAC，ベトナム），理科教育

センター(SEAQIS，インドネシア)，特殊教育

センター(SEN，マレーシア)，数学教育センター

(SEAQIM，インドネシア)，言語教育センター

(SEAQIL，インドネシア)，歴史・伝統センター

(CHAT，ミャンマー)，理科・数学教育センター

(RETRAC，マレーシア)が参加した(発表順)。

研究成果は SEAMEO-Tsukuba Journal とし

て刊行される。

会議報告サイト（http://www.criced.tsukuba.ac.

jp/math/apec/seameo2018/）

（文責：礒田正美）

〈活動報告〉

筑波大学・東南アジア教育大臣機構 SEAMEOシンポジウムVI
グローバルシティズンシップ時代の価値教育と人間教育

基調講演された吉田先生

SEAMEOシンポジウム参加者
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人間総合科学研究科の平成29年度「研究科戦

略プロジェクト」に「上海オフィスとの協力に

よる教育学国際共同学位プログラム開設のため

の華東師範大学との研究教育交流」という取り

組みを申請して採択され，平成30年３月に教員

５名（浜田博文，井田仁康，片平克弘，唐木清

志，上田孝典）と博士前期・後期課程院生６名

（張信愛，橋田慈子，得居千照，江幡知佳，高野

雅暉，奥田修史），教育研究科院生２名（大江秀

和，古賀竣也），現職教員長期研修による教育学

類研究生１名（市原猛）の計14名で中国・上海

市を訪問し，華東師範大学教師教育学院，上海

市内の初等・中等学校３校と研究交流する機会

を得ることができた。

具体的な日程は以下のようであった。

・３月13日　日本出発→上海市到着，華東師

範大学にて懇親会。

・３月14日　華東師範大学教師教育学院との

研究交流会（双方の院生が自分の研究内容

について英語で発表して研究交流）。

・３月15日　上海市内私立中学校と公立小学

校で授業視察し，校長・教員等と研究交流。

・３月16日　上海市内の公立中学校（IB認定）

で副校長・教員等と研究交流。本学上海オ

フィスを訪問。

・３月17日　上海出発→日本到着。

今回の派遣は，これまで華東師範大学との間

で毎年続けてきた教員・院生の相互交流事業の

一環である。2017年10月に博士課程の進学説明

会のために華東師範大学を訪問した際に，周彬

教師教育学院院長及び呉遵民教授から，教師教

育学院の教員・院生と研究上の交流をこれまで

以上に深めたい旨の要請をいただいた。それに

応えるかたちで，今回は人間総合科学研究科の

教育学関連専攻のみならず，教育研究科の院生

にも派遣の募集を行い，両研究科をあわせて８

名の院生が派遣された。また，茨城県の教員長

期研修中の研究生１名もこれに加わった。

今回の派遣ではとくに，華東師範大学と本学

院生が相互に英語で研究発表を行い，それをめ

ぐって討議するフォーラムをメインとして計画

を立てた。あわせて，上海市内の２つの学校の

視察をあらかじめ教師教育学院に要請し，両校

での授業視察とともに，校長・教員等との様々

な討議の機会を得ることができた。さらに，本

学教育研究科に平成29年度から開設された教育

学（国際教育）修士プログラムで国際バカロレ

ア（IB：International Baccalaureate）教員資

格の養成を行っていることなどを踏まえて，上

海市内で IB 認定を受けている学校について上

海市教育科学研究院に照会し，そのうちの公立

学校１校の訪問視察が実現した。ここでは授業

視察はかなわなかったものの，副校長等と率直

な研究交流を行うことができた。

なお，現地での活動の詳細と各院生の小論考

が，『筑波大学大学院2018年度中国上海市への

海外研究交流派遣プログラム報告書』（PDFの

み）に収められているので是非参照されたい。

今回の訪問及び滞在中の様々な場面で，華東

師範大学内に置かれている本学上海オフィスの

王太芳さんに温かいご配慮をいただいた。ここ

に記して感謝したい。

(文責：浜田博文）

〈活動報告〉

華東師範大学での海外交流活動報告

華東師範大学教師教育学院との研究フォーラム
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本学の平成29年度「教育戦略推進プロジェク

ト支援事業」に「グローバルな視野をもち世界

的に活躍できる教育研究者養成のための授業の

構築」という取り組みを申請して採択され，平

成30年２月に教員５名（浜田博文，嶺井明子，

國分麻里，平田諭治，タスタンベコワ・クアニ

シ）と博士前期・後期課程院生５名（高橋智子，

川上若菜，砂田大樹，小牧叡司，青柳翔也）の

計10名でウズベキスタン共和国を訪問し，大学，

リセ（中等学校），イスラム神学校，公立学校等

で様々な人々や異文化と交流する機会を得るこ

とができた。

具体的な日程は以下のようであった。

・２月16日　日本出発→タシケント到着，シ

ベリア日本人抑留者墓地を墓参。

・２月17日　タシケント国立東洋学大学で教

員と院生に分かれて研究交流会（院生は自

分の研究内容について日本語で発表して研

究交流）。

・２月18日　タシケント出発→ブハラ到着

（高速鉄道），シベリア日本人抑留者墓地を

墓参，ブハラ市内の世界遺産見学。

・２月19日　イスラム神学校マドラサ「ミ

ル・アラブ」見学，ウズベキスタン日本セ

ンターで日本語クラス受講者と交流。ブハ

ラ出発→サマルカンド到着（高速鉄道）。

・２月20日　サマルカンド外国語大学で院

生・教員の研究交流会（教員は日本の教育

の現代的課題について発表して討議。院生

は自分の研究内容について日本語で発表し

て研究交流）。

・２月21日　サマルカンド外国語大学附属リ

セ（中等学校）で授業視察して校長・教

員・生徒と研究交流。

・２月22日　サマルカンド市内のモスク等を

見学。サマルカンド出発→タシケント到着

（高速鉄道）。

・２月23日　タシケント第60番学校で授業視

察して校長と意見交流。国立教育大学で学

長ほかの教員と今後の研究交流の方向性に

ついて協議。外国語学部の学生に向けて筑

波大学について英語での紹介。タシケント

出発→２月24日に日本到着。

以上のように，じつに様々な機関や場所を訪

問する計画を組んだので，行程はとてもハード

なものだった。しかし，教員・院生の全員にと

って，この国で過ごした時間は濃密で数多くの

刺激に満ちたものであった。古代からオアシス

都市としての繁栄の歴史をもち，シルクロード

の中継地として多種多様な民族・文化・言語等

とイスラム教の教えが混じり合って創造された

有形無形の貴重な遺産と直に触れ合い，しかも

旧ソ連から独立した歴史をもつ国の公教育の現

状について関係当事者と交流することを通じて，

とくに各派遣院生は多くの問題意識を触発され，

毎晩遅くまで議論した。プロジェクト申請書の

「期待される効果」の一つに，「旧ソ連圏，イス

ラム文化圏といった日本とは異なる価値観にふ

れ，西欧中心的価値観を相対化する姿勢を含め

たグローバルな視野を獲得することができる。」

と記述したのだが，期待をはるかに越えて，そ

の成果をあげることができたものと思う。

なお，現地での活動の詳細と各院生の小論考

が，『ウズベキスタン共和国への研究交流派遣プ

ログラム（2017年度）報告書』（PDF のみ）に

収められているので是非参照されたい。

(文責：浜田博文）

〈活動報告〉

ウズベキスタン共和国での海外交流活動報告

サマルカンド外国語大学附属リセにて
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