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ようこそ 

国際教育みらい会議 2007［東京］ 実行委員長 藤谷哲 

(N

 

ようこそ「国際教育みらい会議 2007[東京]」へお越しくださいました。 
交換の場へと

ただく講演を

会・研究会」でも

elcome 
ANI, Ph.D. in Engineering, Mejiro University, Tokyo Japan 

Head of S

 
elcome to “JEARN International Education Meeting 2007 in Tokyo.” I give a 

r’s warm and meaningful conference in Tokyo, we have 

school teachers are now in a kind of era of significant change 

 path in order to make clear vision of international 

PO法人グローバルプロジェクト推進機構・目白大学経営学部専任講師) 

 
 

 昨年、多くの先生にお集まりいただいた会合を、より教員の実際的な情報

すべく、多くの方々のお知恵をいただきながら準備をしてまいりました。 
 今年は、一人・１グループの方に数十分のお時間をさし上げてご発表をい

多く取り入れました。特に、会議の主催 NPO であるグローバルプロジェクト推進機構

JEARN 以外のプロジェクトの方々にもお越しいただいてお話をきこうということで、貴重

なお時間を割いていただき、ご参加を賜ります。感謝申し上げます。 
 このような「教員組織・学校教育団体」でも「教育委員会」でも「学

ない、NPO 法人による教員研修会合というのは、こんごの学習・教育活動支援の一つのあ

り方としていくことができないかと、私は考えております。開催にあたりお気づきの点が

ありましたら、ご助言ご指導賜りますよう、お願い申し上げます。 
 
 

W
Satoru FUJIT
teering Committee, JEARN International Education Meeting 2007 in Tokyo 

W
hearty welcome to you all.  
 Followed by last yea
prepared various efforts to hold such meeting in this year also. Thanks to the 
special supports from Uchida Yoko Co. Ltd and others, we again call for participates 
to meet together. 
 Japanese 
throughout society. Although they know that collaborative learning has great power 
for children to overcome the hardship of global world, they are buried under many 
demands by public opinions.  
 We would like to find a
education in Japan and Asian/Pacific countries. I wish we will make efforts to think 
about that. Hope your time at the meeting precious. 

 2



「国際教育みらい会議」が目指すもの 

                    NPO法人グローバルﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進機構 JEARN 

    理事長 高木洋子 

 

この７月、iEARN－Japan CenterであるJEARNは、日本から過去最高という参加者数と

発表数をもって、アイアーンカイロ会議を舞台に最大限の活動をしてきました。このような

日本教師や生徒たちによる海外発表活動は国内ニュースになかなか反映されませんが、

参加者には、特に初めて参加した皆さんには驚き・共感・感動の一週間でした。 

 

一方、このアイアーン全員集合！的な世界大会とは別に、アイアーンには２４時間稼動

するオンラインフォーラムがあります。アイアーンの心臓部です。新しい討論フォルダー

が生まれ、教師と生徒による約1000件の書き込みが毎日あるとされています。 

 

残念ながら日本の先生や生徒からの書き込みは、日本発のプロジェクトリーダーを除い

て殆どゼロという現実があり、アイアーンの心臓部からは遠く離れています。2003年日本

開催アイアーン会議が、その後のアイアーン世界大会の流れを変えたと云われたJEARN

ですが、しかし、いつまでもフォーラムへの参入がないためにアイアーンのお客様という

感を否めません。フォーラムへの書き込みだけでなく、JEARNのアイアーンプロジェクト参

加も日本発のプロジェクト以外には数多くあるわけではありません。 

 

単に世の中の一つの「ICTを使った教育ネットワークアイアーン」ではありますが、ここに

乗り込まない、書き込まないのは、グローバルな協働学習の機会を潰していることです。

フォーラムだけでなく、多くのアイアーンプロジェクトに参画しない、或いは参画できない

理由。 更には、日本のK-12情報教育にとって究極の目的の一つとして、ICTを使った国

際教育の具体化と教科化は、日本教育の将来に見えるのでしょうか。 

 

「K-12国際教育のみらい像」は、Project Based Learning＋ICT＋各教科と総合的な学習

の時間の複合的な組み合わせ＋グローバルな協働学習への積極的な参加にあります。 

 

英語によるコミュニケーションやパソコン使用に対して先生の躊躇を耳にしますが、それ

が生徒たちを世界へつなげられない理由であってはなりません。では、グローバルな協

働学習時代の、新たに期待される先生の役割とスキルはなんでしょう。 

 

今回の国際教育みらい会議において、日本の学校での実践者・海外の学校事情・大学

関係者・大学生と高校生が集まって、これからの国際教育を語り、ビジョンを共有し、来

年の実践報告へつなぎ、困難を不可能と決め付けるよりも、できていく実践や工夫に光

を当てる。 協働学習仲間に世界とのつながりを実感する生徒数を増やす。グローバル

な教育ネットワークと連携しながら、なによりもエデﾕケイト：生きる力を引き出す授業をす

る。 そんな先生への賞賛と支援ができる国際教育みらい会議を目指しています。 
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プログラム

8/24/2007

10:00-

分科会1 分科会2 分科会3 オープンスペース

11:30-12:15 L/C06-07報告(1)My School
JEARN発信のお勧めプロジェクト：防災世
界子ども会議

L/C06-07報告(2)Nobody is Forgotten, Nothing is
Forgotten

アジアファンド、ポスターセッション

奥内正浩先生、Maria Luisa H. Larcena
(Philippines)

納谷淑恵先生・岡本和子先生 中野哲也先生

英語初学者･初級者どうし（日本は中学生）が
メールによる交流学習を行ったプロジェクトの報
告です。奥内先生はネットからテレビ会議による
ご参加です。

JEARN会員の先生が中心になって、世界規模で
進めているアイアーン学習プロジェクトを紹介し
ます。

第2次世界大戦後のウズベキスタン抑留日本人
を題材にした、高校生の探究活動･交流学習の活
動報告。

「アジアファンド」は、こんごの同様の会合へアジア各国
教員を招聘するため等の経費を得るための物品販売で
す。会議運営のためにご協力下さい。
「ポスターセッション」では、参加者が学習の成果物等を
展示します。分科会での発表とともにご覧下さい。

13:30-14:15 iEARN海外教員活動報告(1)スリランカ iEARN海外教員活動報告(2)オランダ iEARN海外教員活動報告(3)オーストラリア
アジアファンド、ポスターセッション、発表者とのコンタク
ト

Lakshmi Daya (Sri Lanka) Bob Hofman (The Neatherlands)
Rob King (Australia)

アジアのiEARN学習プロジェクトのうち、スリラン
カの先生の取り組みについてお話を伺います。

ヨーロッパ各地のiEARN学習プロジェクトや取り
組みについての報告と、新学期以降のご紹介を
いただきます。

オーストラリアの先生から、特に新学期以降に行
いたいと考えている交流学習プロジェクトのご紹
介をいただきます。

コンタクトスペースは、ここまでの登壇者など、個別に話
を聴いてみたいと思う参加者どうしが集まって、こんご
の交流活動について情報交換をする場です。

14:30-15:15
交流学習での大学サポートの役割：日本語学習
教材づくり

小学校総合学習とアイアーン国際交流 海外教員＋大学高校生交流セッション

慶應義塾・サイラス先生、 清水和久先生 海外教員＋大学高校生

学校の交流学習での大学教員による支援の役
割について、事例をもとに紹介いただき、現場に
役立つサポートのあり方について意見交換をし
ます。

小学校「総合的な学習の時間」を話題の中心と
して、国際理解・交流学習の実践例や授業の組
み立て方について、解説をします。

学生・生徒スタッフが海外教員との交流を行う時
間です。※教員の参加はお断りします。

15:30-17:00 音楽でのICT活用 国際交流学習カリキュラムの共同制作 高校でのアイアーン国際交流と教師の役割

廣田元子先生 清水和久先生
冨士田浩之先生、只野智子先生、杉本範雄先
生、上野浩司先生

小学校音楽授業でのコンピュータ活用を題材
に、ワークショップを開催します。

iEARNで行われるプロジェクトを実施するときの
計画について、子どもの交流場面を想定しなが
らカリキュラムを国内・海外の教員でつくるワー
クショップを開催します。

高校でのアイアーンを活用した交流学習や教育
活動はどのように展開するか、その成果などにつ
いて、高校の授業や課外活動での取り組みをさ
れているJEARN会員の先生方にご紹介いただき
ます。

17:00- 内田洋行ショールーム見学

１階　会場

オープニングセレモニー

９階　会場



8/25/2007

分科会1 分科会2 分科会3 オープンスペース

10:00-10:45
JEARN発信のお勧めプロジェクト：アートマイル・
「まちんと」

交流学習での大学サポートの役割：ニューヨーク
プロジェクト

Japan UK Live!の活動 アジアファンド、ポスターセッション

塩飽隆子先生・高木洋子先生 慶應義塾・青木　直さん Japan UK Live! ・成田健之介先生

JEARN会員の先生が中心になって、世界規模で
進めているアイアーン学習プロジェクトのうち、２
つ（壁画作成を通じた多文化理解交流「アートマ
イル」）（ヒロシマを題材にした絵本を中心にした
交流「まちんと」プロジェクト）を紹介します。

学校の交流学習での大学生による支援の役割
について、事例をもとに紹介いただき、現場に役
立つサポートのあり方について意見交換をしま
す。

英語教育・子どもについての研究で積極的な活
動をしておられる事例について、活動内容やこれ
までの成果についてご紹介いただきます。

11:00-11:45
iEARN海外教員活動報告（4）バングラデシュ・
フィリピン

L/C06-07報告(3)ねがいコネクション＋数学プロ
ジェクト

iEARN海外教員活動報告(5)タイ ファンド、ポスターセッション、発表者とのコンタクト

Proshanta Kumer Sarker (Bangladesh
Maria Luisa H. Larcena (Philippines)
Celia P Flores (Philippines

Maryam Behnoodi (Iran)・薮内ひろみ氏・福井良
子先生

Chollada Suawong (Thai)

アジアのiEARN学習プロジェクトのうち、バングラ
デシュ・フィリピンの先生方の取り組みについて
お話を伺います。

広島の中学生が作った平和を願う歌が、世界規
模の連歌になって広がっていったプロジェクトの
紹介。／AIDSをテーマにしたプロジェクト学習の
取り組み報告。

アジアのiEARN学習プロジェクトのうち、タイの先
生の取り組みについてお話を伺います。

コンタクトスペースは、ここまでの登壇者など、個別に話
を聴いてみたいと思う参加者どうしが集まって、こんご
の交流活動について情報交換をする場です。

13:30-13:50

13:50-15:05

15:05-15:30

コンタクトスペースは、ここまでの登壇者など、個
別に話を聴いてみたいと思う参加者どうしが集
まって、こんごの交流活動について情報交換を
する場です。

疑問・質問セッションは、JEARNのプロジェクト学
習・交流活動の内容について、JEARN理事らが
中心になって参加者の疑問・質問に答えていきま
す。

15:30-17:00

17:30-19:00
19:00-19:30
19:30

全体セッション(1) Asia Learning Circles 2006/07 の活動報告、2007/08 の活動計画

福井良子先生

昨年度行ったLCの活動報告詳細ならびに、本年度LCの実施方法等アナウンス

全体セッション(2) 全体会議：iEARNで「身につく力」ってなんだろう

参加者は国際教育・交流学習について、どんな魅力を感じているのでしょうか。また、いまどんな悩みを持ち、どんなことを不安に感じているのでしょう
か。JEARNはそこをどうサポートしていけばよいのでしょうか。
ここまでの情報交換をふまえて、パネラーが現場の目線から素朴な意見交換を進めます。その上で、フロアにも疑問・質問を求め、意見を出し合って
いきます。

Farewell party

司会：藤谷哲先生、稲垣忠先生

iEARN・JEARNで身につく力とは、いったい何なのでしょうか。5月「みらい会議［愛知］」においてJEARN会員で話し合った結果をきっかけにして、日
本・アジア・世界の先生方の意見をもとに、「国際理解・交流学習で身につく力とは」を考える「全体会議」です。

全体セッション(3)
* パネルディスカッション
（仮題）「いま、国際教育・交流学習に『足りていること』『足りないこと』」

片付け
終了

９階　会場

１階　会議場

休憩／コンタクトスペース／疑問・質問セッション

司会：浅井徹先生



Conference Program 2007/8/24-25

2007/0824
Separate Session (1) Separate Session (2) Separate Session (3)

11:30-12:15 Report of Learning Circle2006-2007 NDYS(Natural Disaster Youth Summit
Report of L/C06-07Nobody is Forgotten,
Nothing is Forgotten

Maria Luisa H. Larcena(Philippines)Mr.
Kazuhiro Okuuchi on TV conference

Ms.Yoshie Naya, Ms Kazuko Okamoto
Mr. Tetsuya Nakano,
Rustam Badalov（Uzbekistan）、
Sanobar Umarova（Uzbekistan）

My school Project(for English
beginners)

Report of NDYS which was held on
this May in Aichi, Nagoya

13:30-14:15 Presentation by overseas iEARN Presentation by overseas iEARN Presentation by overseas iEARN members
Mr.Bob Hofman(The Netherlands) Rob King (Australia)

Lakshmi Daya (Sri Lanka)

iEARN learning project and the action
in each place of Europe each and
introduction after the new school
term

Plan and Schedule of iEARN Asia Pacific
Learning Circle between Australia and Asian
countries

14:30-15:15

A role of the support of university in
the interchange learning： The making
of Japanese learning teaching
materials.

Elementary school composite learning
and iEARN international exchange

Interchanging time  with the overseas
teacher and the student staff

Mr. Lias (Keiou Gijuku Univ.) Mr.Kazuhisa Shimizu

15:30-17:00  Practical use of  ICT in the music
Cooperative production of
international exchange learning
curriculum

iEARN international exchange in the senior
high school and the role of the teacher

Ms.Motoko Hirota Mr.Kazuhisa Shimizu
Mr. Hiroyuki Fujita, Ms.Tomoko Tadano、Mr.
Norio Sugimoto、Mr. Hiroshi Ueno

About the computer practical use by
the elementary school music class.
She will present you the CD so that
you can use it at your school.

Workshop how to make a curriculum
when you'll get involved in iEARN
Projects

JEARN member introduce the action in a
class and the extracurricular activities  how
utilize iEARN projects in the senior high
schools



2007/8/25
Separate Session(1) Separate Session (2) Separate Session (3)

10:00-10:45 Machinto Project/Art Mile Project
A role of the support of university in
the interchange learning: New York
Project

Japan UK live

Ms. Yoko Takagi/Ms. Atsuko Shiwaku Mr. Nao Aoki Group of Japan Uk live and Mr. kanda
Project of other group but iEARN Project of other group but iEARN

11:00-11:45 Presentation by overseas iEARN Presentation by overseas iEARN Presentation by overseas iEARN members

 Proshanta Kumer Sarker (Bangladesh)
Maria Luisa H. Larcena (Philippines)

"Negai connection"
Mathematics Project
Ms. Hiromi Yabuuchi /Maryam
Behnoodi (Iran)

Chollada Suawong (Thai)

13:30-13:50 General Session:   An activity report of Asia Learning Circles 2,006/07, 2,007/08 activity plans
Ms. Yoshiko Fukui/ Mr. Rob King

13:50-15:05 General Session: "What we could learn from iEARN"
Mr. Satoru Fujitani, Mr.Tadashi Inagaki

General meeting to think together what is the most advantage when you get involved in iEARN projects and facilitate your
students interchange learning and international understanding.

15:05-15:30 Break/Poster Session/interactive talk
15:30-17:00 General Session: Panel Discussion 

What kind of charm will the participant feel about international education / interchange learning? In addition, what kind of
thing will you feel in uneasiness with any kind of trouble now? How should JEARN support there?
On the basis of information exchange to here, a panelist pushes forward simple exchange of opinions.

Mr.toru Asai
17:00 Break/Poster Session/interactive talk
17:30 Farewell party
19:00 End of the Conference
19:30 Clean up time



アジアラーニングサークル（マイスクールプロジェクト）の取組 

Let's find out the difference of schools.  

How many students? How many classes?  

Lunch time, club activities, fee, school trip, subjects  

teachers attitude, students attitude.  

How many days? How long? Vacation, uniform.  

We can ask many things and will be able to understand the difference about schools in Asia. 

The good point for this project is students can use easy and simple English.  

Students can make sentences by themselves. And also can read sentences without 

dictionaries.  

Students will find out good points of their schools. What do you think?  

Masahiro Okuuchi 

(１) プロジェクトの概要 

アジアラーニングサークル

のフォーラム（掲示板）に上

記の内容で、参加校の呼びか

けを行ったところ、ネパール

の小学校６年生、フィリピン

の高校１年生の生徒から参

加の希望があった。「１日の

うちで一番多くの時間をす

ごす学校を紹介するプロジ

ェクトを考えた。戦争、環境

など考えればいろいろ浮か

んだが、 
 ① テーマが豊富である。（身近な話題で、長く過ごす場所なので） 
 ② 中学校１年生でも表現できる内容の話題である。 
   （現在形、have, like, am, is, are を使った文章を中心に表現できる。） 
という理由である。背伸びをしても、生徒の書き込みが無ければ意味が無いと思い、

無理をせずに取組めるのではということで考えた。他のサークルでは、平和、エイ

ズなどのテーマがあった。今回は実現できなかったが、時差が少ないので、授業中

に時間が合えばテレビ会議などもきると考えた。 
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(２) プロジェクトの流れ 

期間 内容 
１０月１８日～１１月 ２日 the Circle-Class Survey  
１１月１３日～１１月２６日 Interchange preparations of the learning circles
１１月２７日～ １月 ８日  Interchange between a students / schools 
 １月８日～ １月２１日  Organizing the students publication in each 

school 
１月２２日～ ３月１４日 The completion of a learning circle 

 
(３) 野々池中学校での取組 

ネパール、フィリピン、日本の

３カ国が協働で学習すること

が決定し、カトマンズ、マニラ、

明石、ニューヨークの時間を、

１００円ショップで購入した、

壁掛け時計 4 つを並べたり、世

界地図を教室に掲示したりし

てプロジェクトに取り組もう

とする雰囲気作りをした。選択

英語の選択者は 28 名。英語が

得意な生徒、苦手だが発表を意

欲的にする生徒など様々であ

る。９月下旬にスタートし、決

められたフォームに従って、英

語で意見をまとめ、フォーラム

にアップした。そして学校紹介

を行った。次に、プレゼンシー

トを作成していった。班毎にテ

ーマを決め役割分担をして学

習を進めた。①プレゼン作成係、②メール読む係、③メール書く係に分けた。理由

は、１時間で、相手校からのメールを読み、書き、かつ、自分のテーマのプレゼン

を作成することは、中学生にとって非常に難しいことであった。１時間で授業が完

結せず、メールの返事など、相手がいるものは優先させないといけなかったからで

ある。途中から２年生も参加してくれた。２年生は、さらに日本の文化や、様々な

テーマで成果物を作成した。 
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"Nobody is Forgotten, Nothing is Forgotten" 
中野 哲也 

このプロジェクトは、ウズベキスタン共和国の土の下に眠っている日本人をテーマに 
したものである。 
 英語学習における海外との交流は、多くの場合英語圏である。しかし、こういった 
交流において最も重要なことの一つはそのテーマである。私たちはなぜウズベキスタ 
ンの土の下に 813 人の日本人がその意に反して眠っているのかを学習し、歴史の真実と 
平和の尊さを学ぶことは意義のあることであると考えた。 
 
第 1 段階 
2006 年秋、ウズベキスタンの日本人墓地を墓参して平和教育を行っているウズベキス 
タン共和国フェルガナ州 11 番学校のルスタム先生から日本人抑留者をテーマに共同学 
習をしたいという提案を受けた。 
 
第 2 段階 
かつてウズベキスタンに抑留されていた方を探しだし、当時の話を聞いた。 
 
第 3 段階 
「もう一つの抑留 ウズベキスタンの日本人捕虜」 藤野達吉著 文理閣 を生徒が 
読み学習した。 
 
第 4 段階 
2 人の教員が 2007 年 3 月に、ウズベキスタンに抑留されていた元日本軍人 5 人と現地に赴 
き墓参をし、当時の状況や抑留の体験を聞いた。又、フェルガナ州 11 番学校と高萩高 
校との間で学校間交流の議定書を作成した。 
 
第 5 段階 
現地の映像、歴史的資料、元抑留者の証言を基に NFNF サイトを日本語で作成。高萩高 
校生が英訳（作業中）。 
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   On March 8, 2002, two days before the commencement, 170 ninth graders at Ohzu 
Junior High School held a final concert. As the closing event of their activities during their 
junior high school days, they sang thirteen songs on the subject of peace. One of the songs 
was made from the exchange of ideas between the students and the Hiroshima Chorus. The 
words of this song included a declaration of peace students made. Added in this song is a 
message from Mr. Mohsen Makhmalbaf, an Iranian film director who produced "Kandahar". 
    In the 21st century, with cooperative work, junior high school students in Hiroshima 
have created the song "Negai". From this concert a lasting impression was created. 
  The coordinators of Negai connection Project are Motoharu Yokoyama (Hiroshima 
Municipal Ujina Junior High School Teacher) Suwako Nagata  Kobe Municipal Minato 
Junior High School ) 
  At Sep. 2003 in IEARN Conference.Suwako Nagata was in charge of “Our Wish" Project, 
2003 Theme song singing in multi languages. She has collected more than 33 language 
translations. And actually sang "Our Wish" in Japanese, English, Finnish, Chinese, 
Spanish, Russian, Farsi, Hindi, Swahili, Slovenian, and Arabic.   
   She says” it was a great experience and opportunity to build up friendship, love, 
brotherhood, solidarity and so on. We would like to promote this project further more from 
now on too”. We named it “NEGA I(Our wish in English) Connection" The  purpose is to 
promote " Our Wish" idea including the song and any idea  connected with it. At the same 
time we would like to spread our wish friends all over the world continuing our friendship too. 
    This project started from 1 verse and on 2d of August 2007 reached to 1000 verses. 
The world longest song. From all over the world many students and teachers sent us their 
poems about PEACE. They joined to this project and took their hands to make a strong 
chain for spreading the feeling of peace and friendship among all the people.  
 
Homepage:   http://www.jearn.jp/2003conference/negai/index.html 
Mail Address:  
English   
neruda@mqb.biglobe.ne.jp  
(Suwako Nagata) 
Japanese   
yokoman@do3.enjoy.ne,jp    
(Motoharu Yokoyama)  
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iEARN Asia Pacific learning Circle 
福井 良子（Facilitator of iEARN Asia Pacific learning Circle） 

 

ラーニングサークルとは 

２校間交流では、休みなどが国によってまちまちなので、継続して

学習が難しい場合がある。３校以上の学校がグループを作ることに

よって、生徒のいろいろな意見を聞くことができ、夏季休業中のず

れによって、交流校が１校もない場面を少なくすることができる。

自己紹介（定められたフォームを使って）→テーマについての学習

→学習を深めるためにアンケート（調査）→成果物の作成→発表→

意見交流という流れで行われる。交流は、iEARN のサイト内にあるパスワード認証の必要な

交流フォーラム（掲示板）で行われる。 

 

2007/08 年度予定・概要・手順 

交流期間：２００７年９月２５日～２００８年２月２８日 

 
アジア・ラーニングサークルの概容 
１．国際協働学習をしたいプロジェクトを提示する。（各国２～３） 
２．一つのプロジェクトに３～５校のサークルを集める。 
３．国際協働学習は４ヶ月間行われる。 
４．この協働学習は、各サークル内で興味のあるプロジェクトのテーマを共有して、サー

クル内の学校からの質問に対して、学生たちが調べたことや意見を交換する方法でお

こなわれる。 
５．協働学習の最後は各校が学習成果物を発表する。 
６．交流を特に活発に行ったサークルは高い評価の対象になる。 
 
Learning Circle の交流手順。 

１ Getting Ready for Learning Circles (準備段階) 
２ Opening the Learning Circle (ラーニング・サークルの開設) 
３ Planning the Learning Circle Projects （各自のテーマを探す） 
４ Exchanging Student Work on Learning Circle Projects(交流によって各自のテーマを深

める。また、交流相手のテーマを共に考える)  
５ Organizing the Circle Publication(成果物を作成する)  
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2006/07 プロジェクト成果 
１．「エイズプロジェクト」・・・湊中学校、Universal Academy(Nepal),Keniya,Iran 
http://www.jearn.jp/2003conference/negai/slide1/1b.html 
http://www.jearn.jp/2003conference/negai/slide1/1d.html 
２．「Peace in Asia]・・・・・紫野高校, Balodaya English Boarding School( Pokhara) 

Group A; http://www2.jearn.jp/fs/1270/GroupA.pdf 
Group B; http://www2.jearn.jp/fs/1270/muasakinogroup12007.pdf 
Group C: http://www2.jearn.jp/fs/1270/groupC.pdf 
Group D: http://www2.jearn.jp/fs/1270/groupd2007.pdf 
Group E: http://www2.jearn.jp/fs/1270/groupe2007.pdf 
Group F: http://www2.jearn.jp/fs/1270/groupf2007.pdf 
Group G: http://www2.jearn.jp/fs/1270/Groupg2007.pdf 
３．「ドリームスクールシアター」・・Mind Works (Creative Writing, Literature, Social 
Science) 啓 明 学 院 、 和 光 国 際 高 校 、 公 文 式 有 野 中 町 National Fenghsin 
SeniorHighSchool(Taipei),Moanaua HighSchool (Indonesia) 
４．“ NOBODY IS FORGOTTEN, NOTHING IS FORGOTTEN”・・高萩高校、神戸工科高校、

ECC English School,寺前小学校、 
５．「マイ・スクール」野々池中学校、Makati Science High School(Philippines),Shuvatara 
High School(Nepal),  
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分科会２    １４：３０～１５：１５ 

     小学校総合学習とアイアーン国際交流 

                                           担当 石川県教育センター 清水 和久 

 総合的な時間の学習の中に、国際交流を取り入れてカリキュラムを作成するときの注意

点について各教科との関連や、評価方法も加味してお話しします 

 

１．総合的な学習の取り組み難易度について ★が多いほど難易度が高い 

      取り組む課題の難易度を把握し、教師のスキルに会わせて選ぶ 

 パフォーマンス型   調査型 

 １つの課題 ★ ★★ 

 グループ別課題 ★★ ★★★ 

 

２．学習環境(６項目）の検討調査 

 人的環境 通訳や英語講師の協力体制、ゲスとティーチャの有無 

 地域素材環境 地域の情報として発信できるものの調査 

 共通体験的環境 問題解決の課程で共通に体験できるもの 

 メディア環境 TV会議、掲示板の利用 

 空間環境 地域と世界とのつながり 

 時間環境 ４５分授業にこだわらず放課後の利用等も検討 

 

３．国際交流における３つのレベル分けと活動内容の決定 

    交流をするときにはこの３つのレベルを意識して、活動内容を決定する。 

 コラボレーション どんなテーマで交流するか 

 コミュニティ 

 

相手をどう意識させるか 

仲間意識をどうつけるか 

 コミュニケーション どんなツールで交流するか 

＊出展 http://ina-lab.sakura.ne.jp/special/copo/index.php 
 

４．評価方法 

  活動内容に沿った評価観点の作成 

 総合的な学習のねらいを踏まえた観点

 

 課題設定能力、問題解決能力、学び方 

主体的な、創造的な態度、自己の生き方 

 教科との関連を明確にした観点 関心意欲、思考判断、技能表現、知識 

 各校の定める目標に基づいた観点 コミュニケーション力、情報活用能力 

 

５．その他国際交流における注意点 

・自己完結型のカリキュラムの用意 

・他クラスとの調整方法(学級独自活動の時間確保） 

・ストーリー性の重視 
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分科会２    １５：３０～１７：００ 

     国際交流学習カリキュラムの共同制作ワークショップ 

                                           担当 石川県教育センター 清水 和久 

 

国際交流のカリキュラムを作成するときに必要な単元設計を、子どもの交流場面を想定

しながら、具体的な学習活動カードを使うことで短時間に作成します。国内、国外の先生

方と一緒に模擬的にカリキュラムを作成してみたいと思います。基本的にはアートマイル

を例にとって作りますが、他のプロジェクトにも応用できます。 

 

   学習カードの例 

Drawing Activity Communication 

 D-1 テーマを決める 

 D-2 下絵を描く 

 D-3 着色する 

 D-4 鑑賞する 

 D-5 絵を送る 

 D-6 絵を受け取る 

 

 

 

 

A-1 相手の国について調べる 

A-2自文化について調べる 

A-3 自己紹介・学校紹介の文やビ

デオレターを作る 

A-4自文化や暮らしを伝える文や

ビデオレターを作る 

A-5 ニューイヤーカードの交換 

A-6 絵のメッセージを考える 

A-7調べたことを絵の内容に活かす 

A-8 活動全体のふりかえり 

C-1 自己紹介・学校紹介をする 

C-2 自文化や暮らしを伝え合う 

C-3 親善大使を交換して様子を

伝え合う 

C-4 共同制作の日程を相談する 

C-5 共同で何を描くか相談する 

C-6 共同制作の分担を相談する 

C-7 作品の感想交流 

 

 

 

ワークショップの進行方法。 

 ステップ１：長期休暇の日程を確認する 

 ステップ２：壁画のテーマ・形式を決める 

 ステップ３：制作活動の時期を決める 

 ステップ４：必要な調査活動を位置づける 

 ステップ５：利用可能な交流手段を選ぶ 

 

このワークショップは、７月に行われた iEARN エジプトの国際会議で実際に行ったもので

す。(東北学院大学稲垣准教授との合同企画）みなさんも、海外の先生と一緒に国際交流の

カリキュラム作成を体験してみませんか？ 
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Musical workshop   Schedule   August 24, 2007   15:30?17:00 

Time
distribution

Workshop side Workshop receptacle side Point

15:30 Soft way explanation 1 to be used The soft way explanation to be used is seen.

15:35 Soft way explanation 2 to be used Software is used listening to explanation.

15:40 A Japanese scale is inputted. A Japanese scale is inputted. RA,DO,RE.,MI,SOL,RA

15:45 A Japanese scale is heard to sound. Sound is sounded.

15:50 Melody is made using a Japanese scale.
According to the rule of a Japanese melody, melody is
made using a Japanese scale.

To the sound of the next sound to
a next door

15:55 The tone suitable for melody is chosen.
A favorite musical instrument is chosen and heard from a
tool.

16:00 Accompaniment is made. Accompaniment of two or more parts is made.

16:05 It is heard by an orchestration.
It is heard by an orchestration that accompaniment is the
composed melody.

16:10 It changes into a WAV file. WAV conversion is carried out when saving.

16:15
ODEO conversion is carried out and a file is
saved at CD-R.

After ending correction, finally it saves.

16:20 Free Music is corrected.

16:25 Free Music is corrected.

16:30 Free Music is corrected.

16:35 Free Music is corrected.

16:40 Free Music is corrected.

16:45 Free Music is corrected.

16:50
Case introduction using music data to an
electronic {picture-card show

A practice example is seen and the method of exchange is
considered.

16:55 The greeting of an end CD-R containing its own music brings home.

17:00 Rearrangement Rearrangement



2007 年 8 月 24 日 
高校でのアイアーン国際交流と教師の役割 

（於）国際教育みらい会議 2007 
埼玉県立上尾橘高等学校 杉本範雄 

 
1990 年当初より、パソコン通信・インターネットを通して、「授業での国際交流」に取り組んでいます。現

任校での取り組みを紹介させていただき、情報の共有を図らせていただきます。 
現任校は、埼玉県上尾市（県の中央部）に設置されている全日制普通科高校（普通科、普通科情報コース）

です。私は、埼玉県立和光国際高等学校（在籍１８年間）より、2006 年 4 月に現任校に異動になり、現在１

年５月になります。勉強の苦手な生徒が大半を占め、入学者数に対する卒業率は６５％前後です。当然のこと

ながら、大半の生徒が、国際交流に必須である「英語」も苦手（大嫌い！）です。しかし、外国の同世代の生

活や考えに対する興味は持っているので、海外で「日本語」を学ぶ生徒（クラス）との交流に取り組んでいま

す。取組内容詳細については、本校 web サイト（本文下のイメージ図） 
http://www.ageotachibana-h.spec.ed.jp/ExchngClture/overseas/hello_friends.htm  にて、確認ください。 

 
昨年、１年間の取組の総括として、以下をあげることができます。 
１ 授業で取り上げることの重要性 ------- 体験する機会が必要 ------- 日常生活では皆無 
２ 英語を意識させない --------- 毎授業時に、英語と日本語のメールを送り、自然に目の中に入れる。 
３ 正しい日本語（国語）の大切さ --------- 自分を伝えるための「翻訳ソフトの利用」には、不可欠 
４ 異文化の中の「同文化」-------- 同世代同士の文化の同一性の認識（言葉が違うだけ）---- 親近感 
５ 自信と意欲 ------- 一部の生徒：直接交流体験をした自信、交流活動への参加、進路への意欲 
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高校における授業内での国際交流の方法 

只野智子・冨士田浩之 

 
国際交流を授業の中に組み込む簡単な方法です。 

英語の授業を行うのとは、まるで違います。コンピュータなどの IT 機材を使用して ICT を行います。 
はじめに、メール、その後、GCC（グローバルクラスルームコネクション）、Video 会議へと進んでい

きます。 
 
まず、問題となるのは、相手です。 
私たちは、JEARN から送られてくるメールの中に、「日本の文化を知りたい、日本と交流をしたい、日

本語を教えて欲しい」などを希望している学校の情報があるので、それを目にしたら、名乗りを上げま

す。 
 
次に、まず先生同士の簡単なメール交換から始まります。次に生徒同士のメール交換をします。 
もしメールが使えない場合は、相手の先生に送ります。 
まずは、① お互いの自己紹介から始めます。 

② お互いに何かトピックを決め、プレゼンテーションをパワーポイントなどで作成します。 
③ これをメールで送るか、WEB に乗せます。 
④ さらに、進めば Video 会議でお互いに発表します。（時差に注意！） 

 
 

授業の中で、英語は翻訳ソフトをどんどん使用させます。  
また、PP、Excel、Word などを使用させれば、情報の授業になります。さらに、画像などを使用する

場合は、元のところに使用許可をお願いすれば、著作権の練習になります。 
 
 
さて、メールも心配 BBS も心配となると、これらを行うのによい場所があります。GCC という場所で

す。個人でページを持つことができ、各自でギャラリーを作成することも可能で、BBS まであります。 
また、ID、パスワードがないと見られないので、メンバーのみの閲覧になります。そのため、セキュリ

ティ面においても安心です。そして、小学生でも作成できるくらい簡単になっています。 
HTML も使用できるので、その勉強にもなりますし、画像の貼り付けなども可能です。 

もちろん、JEARN の BBS も使用できますが、個人の場所が持てるところが違うと思いま
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部活によるアイアーン活動

沖縄尚学高等学校・上野浩司

本校の部活、「アイアーン沖尚」にとって、今年は５年目のアイアーン世界大会になり

ます。創部から６年。やっと部活らしくなってきたところです。国際交流の部として、iEARN
の活動を通して、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、アフリカなどの国々

と交流してきました。

世界大会にも、毎年参加し、今年のエジプト大会は 17名の生徒が参加しました。また、
昨日までカンボジアへのスタディツアーを行いました。

国際交流の部でありながら、最近はボランティア活動で評価されることも増えてきまし

た。それは、世界の現状を知り、貧富の差が歴然と存在すること、自然災害の被災地で苦

しんでいる子どもたちの存在を身近に感じるようになったからです。

昨年から、募金活動とともに、フィリピンへの教育支援として、中古ノートパソコンを

送る運動にも取り組んできています。顧問である私も、生徒の熱意に突き動かされて、イ

ンドネシアの地震被災地を実際に訪ねて、その様子を撮影してきました。この写真を見て、

一過性の募金運動でなく、継続的な支援活動が必要ではないか、インドネシアに継続的な

支援を行おうということになりました。

部活動として、アイアーンに取り組むのは、１つに正課の授業としての取り組みが難し

いこと。そして、なによりも、部活動として取り組むことで、先輩から後輩への受け継ぎ

があり、活動内容が進歩が見られます。「去年の失敗を今年は繰り返さない。」これをで

きるのが、部活動としてのメリットではないでしょうか。

そして、アイアーンの活動をしていると、次第に世界が小さく感じるようになってきま

す。「遠いどこかの国」から、「友達がいる国」に子どもたちの思いが変化してきていま

す。

iEARNの理念は、Connecting Youth, Making difference. これを私たちは、子どもたちの
絆が世界を変える」と訳しています。世界の様々な国と交流し、世界中に友人を持ってい

ることが部員たちの誇りです。彼らが、世界中に友人をもち、世界中の子どもたちがつな

がったときに、差別や戦争のない社会が訪れるのだと思っています。その日を目指して、

活動を続けています。

URL
アイアーン沖尚

http://www.oki-wide.com/iearn/okisho/



「『Japan UK Live!』を活用した日英国際交流学習の取り組み」 

                             日英国際交流学習研究会代表 成田健之介 

■はじめに 

 日英国際交流学習研究会は、日英国際交流サイト

「Japan UK Live!」（http://www.japanuklive.org.uk/）

への日本の参加校などで構成される研究会です。 

 インターネットを使った教師用掲示板やメーリン

グリストでの情報交換に加え、イギリスからの講師

を招いた研修会の開催などによって、Japan UK Live!

の学校教育現場での効果的な活用について研究をし

ています。 

 

■言葉の壁を感じさせない国際交流の場 

 Japan UK Live!は、言葉の壁を感じさせない日英国

際交流の場を提供するために、翻訳者を入れたバイ

リンガルサイトとして 2001 年にスタートしました。

イギリスの非営利の教育団体であるJapan21 によっ

て運営され、小学校から高等学校までの子どもたち

が無料で利用することができます。 

 交流で知り合った子どもたちが、言語の違いを気

にせず母語で思う存分情報交換、意見交換をするこ

とで、交流相手やその国を身近に感じ、異文化理解

につながることをめざしています。 
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 Japan UK Live!では、参加校のすべてが参加できる

電子掲示板「みんなの広場」と、パートナー校と協

力して共通のテーマで調べ学習を進め、自分たちの 

 

ホームページを作る「いっしょにホームページ」

を利用することができます。ここには簡単なホーム

ページ作成機能が用意されています。 

■円滑な交流学習を進めるために 

 一般的に、電子掲示板を設置しただけでは、やが

て下火になり学習が継続していかない場合が少なく

ありません。私たちは、Japan21 のスタッフと緊密

な連携を取り、日英の教師への支援を充実させてき

ました。そのため円滑な学校間交流を進めることが

でき、多くの学校で継続した交流が続いています。 

 たとえば、教員相互が母国語で意見を交換するこ

とができる教員用の掲示板とメーリングリストが

用意されています。また、日英の活動をつなぐ

Japan21 の翻訳チームは，メッセージ内容を常にチ

ェックし、問題がある書き込みに対して修正や削除

を行う学習支援者としても位置づけられています。 

 さらに、Japan UK Live!を利用するためには、学校

単位の登録によって発行されるＩＤとパスワード

が必要で，セキュリティーの面においても、利用者

が安心して活動できる配慮がされています。 

■全国に広がる日英国際交流学習実践 

Japan UK Live!の利点を生かして、全国各地の学校

で、子どもたちや地域の実態に合わせた様々なタイ

プのカリキュラムを開発し、実践を続けています。 

① イギリスの小学生と友だちになろう！ 

         ［小学校１年「国語科・生活科」］ 

 名古屋市立松原小学校では、１年生の児童がイン

グランド南部のモンクリープライマリースクールと

交流を進めてきました。子どもたちは、自分たちの

遊びや学校の様子をデジタルカメラで撮影し、紹介
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する文をワークシートに書き、教師がメッセージの

送信やホームページ作成を手伝っています。 

 こうして Japan UK Live!を活用することにより、

インターネットやデジタルカメラに慣れ、インター

ネットを自然な形で活用し、インターネットがコミ

ュニケーションツールとして使えることを、知らず

知らずのうちに理解していきます。 

② 外国を理解し、自分の国を理解しよう 

             ［小学校２年「生活科」］ 

 和歌山大学教育学部附属小学校では、日英の児童

が掲示板で意見交換する中から、自国の文化や習慣

にも興味をもち積極的な探究活動につながりまし

た。互いの国の様子を伝えるホームページを作る活

動では、商店街にでかけて取材しました。また、絵

画を交換したり日本の文化を伝えるビデオレターを

作成したりしました。こうした活動では、図書やイ

ンターネットで調べるだけでなく、両親や祖父母な

どの年配者に伝統的な遊びについて話を聞きに行く

など、積極的に行動する姿を見ることができました。 

③ 伝え合う力・書く力を高めよう 

       ［中学校３年生「国語科・選択国語」］ 

 米沢市立南原中学校では、選択国語などで Japan 

UK Live!を活用した学習を進めています。生徒達に

書く必然性を感じさせ、書く活動に広がりをもたせ、

書く楽しさを味わえる場として Japan UK Live!を利

用してきました。相手を意識して書くことによって、

伝え合う手段としての言葉の大切さを学ぶと共に、

相手に伝えるための情報を積極的に収集する姿も見

られるようになってきました。 

④ 英語で伝えたい！ 

       ［小学校４年「総合的な学習の時間」］ 

 兵庫県の市川町立甘地小学校では、４年生の児童

が Japan UK Live!の掲示板とホームページで交流を

進めました。環境問題や日本を紹介する情報発信を

進めるなかで、交流相手を身近に感じるようになっ

てきた子どもたちの中に，「もっと伝えたい」「英

語で直接伝えたい」という意欲が芽生えました。こ

れを生かして、英語での学校紹介の冊子や日本の文

化などを紹介するビデオ番組を作成するなど、英語

を使った学習に発展させました。 

■インターネットを活用した国際交流学習の成果 

① インターネットを活用して相手に自国や自分の

地域を紹介することで、異文化理解に加え自国や自

分の住む地域の文化や習慣の発見、探求、理解につ

ながりました。 

② 英語圏の子どもたちとの交流活動を通して、英

語に対する興味関心が高まり、英語学習の必要性

を感じさせることができ、英語学習への意欲を引き

出すことができました。 

③ 相手を意識して意見を交換することで、コミュニ

ケーション能力が向上しました。 

④ 国語科や社会科などの学習に、交流学習を取り入

れたことで教科の学力向上に役立ちました。 

 そして実践校に共通する成果として、相手を意識し

相手の身になってメッセージを発信する態度が育つ

ことによって、相手に対するマナーや情報モラルが身

につきました。またコンピュータやデジタルカメラを

自然に扱うことにより、情報機器の操作スキルが自然

に身についていきました。 

 こうした実践の成果を各校で共有するために、2006

年８月、日本国内の教員などを対象に全国各地で、

Japan21 のエグゼクティブディレクターであるハイ

ディ・ポッタ氏を迎えて研修会を実施しました。実

践発表や意見交換の場を持つことで、Japan UK Live!

を使った教育実践の更なる発展の可能性を感じるこ

とができました。 



＜発表タイトル＞ 

ニューヨーク市×東京都×ＳＦＣ発！ 

子供と子供、子供と世界がつながるオンライン交流プログラム 

～都内公立中学校における実践活動の報告～ 

青木 直 

＊ＳＦＣ＝慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの略称 

 

＜発表内容＞ 

近年、異文化・外国語への理解を目標に置く英語を用いた海外交流プログラムが多く紹介され、

教育機関への導入が進められています。一方、その実践に伴う教員への負担や混乱もそれに比例

して増大しており、現場教員には参加への戸惑いが多いと予想されます。こうした状況のもと、

慶應義塾大学長谷部葉子研究室は、英語教育、国際理解教育としての海外交流プログラムの現場

への普及にともなう実践的なカリキュラムデザインが急務であると考えます。 

今回の発表では、ニューヨーク市主催で2004年に始まった教育プログラムの一つ、ニューヨー

ク市姉妹都市交流プログラム(New York Sister City Program)に、日本から初めて参加した都

内公立中学校における実践活動を紹介します。発表を通し、今後の小中学校を始めとした各教育

機関と大学との連携による、海外交流プログラムの実践のための一つのカリキュラムデザインを

提案します。 

 

＜キーワード＞ 

英語教育、オンライン交流，大学生の取り組み，東京都，公立小中学校、カリキュラムデザイン，

地域との連携体制づくり 
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Lego ブロックを活用した英語教育ワークショップ 
 
ポスターセッション発表 
 
発表者：慶應義塾 大学環境情報学部 河合聡志（かわいさとし） 
 
大学生の立場から、小学生～中学生合同の国際教育参加につなげる、LEGO ブロックを 
活用した英語教育ワークショップの実践を2004年度から現在に至るまで実践してきました。 
ワークショップは小中学生を対象に 3 日間にわたる活動で、参加者が LEGO ブロックで 
自分の好きなものを夢中になって作り上げ、大学生リーダーとのチームの中で、次第に仲

間の輪を広げ、自分たちの作品を組み合わせて、それぞれの関連性のあるストーリー作り

を行います。大きな 20 枚ほどの模造紙上に展開する LEGO ブロックの世界。個別の作品

と作品同士をつなぐ新たな建造物。子供たちは、自分の作品、友達の作品、そして全体と

してみた皆の作品を様々な角度から、眺め、追加し、自分たちの世界感を作り上げていき

ます。絵を自由に書き込む、それを見てさらに建物が増える・・・一つ一つの行為の最中

にそれぞれの参加者の心の中、頭の中では、活発にお話が流れています。 
 
その空想・創造の世界の素敵なお話を、少しずつ、英語や日本で、大学生がコミュニケー

ションリーダーとして、引き出し、つなげ、デジタルツールを用いて、映像やパワーポイ

ント紙芝居や、演劇などの英語でのプレゼンテーションにつなげていきます。完成度の高

い英語のプレゼンテーションを作り上げることも一つの目標ですが、コミュニケーション

を取りながら、プレゼンテーションを英語で作り上げてゆく、その課程を特に重視した活

動です。このワークショップを通して、（１）英語に対する不慣れさを払しょくする、（２）

自由な発想を育むこと、（３）発想を形にし、表現する力を養うこと、を目標としています。 
 
このワークショップで生まれた子供たちの自由活発な発想の物語が、将来的に英語の副教

材として生き生きと学ばれ、意見交換されていったらどれほど楽しい学習ができるでしょ

うか。コミュニケーション、発信型の楽しむ英語の学習という視点から、そのカリキュラ

ムデザインを含めた、このワークショップの可能性を皆さんにご紹介し、様々なご意見を 
いただきたいと思っています。そして出来れば LEGO プロジェクトに皆様の学校からも 
ご参加いただきたいです。参加者の意見が反映された、活発な大学生が大学の研究室から 
皆様にご提供する英語教育ワークショップです。当日皆様に会場でお会いするのを楽しみ

にしています。どうぞよろしくお願いいたします。 
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防災世界子ども会議 
スローガン: コミュニケーションが命を救う！  

 

「防災世界子ども会議（NDYS）」は、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災から１０年を

機に、「大震災の教訓を未来へ、命の尊さを考えよう！」をテーマとして誕生した防災教育プロジ

ェクトです。自然災害に国境はなし。「Think Globally, Ac
地球規模で考え、地域社会で活動する人材を育成するこ

とを目的としています。 
この目的を

t Locally」減災社会づくりを目指して、

達成するために、ICT（Information and 

「防災世界子ども

Communication Technology）を活用します。世界の学校・

子どもたちが、交流やオンライン協働学習を通して、「コ

ミユニケーション」をとり、世界のさまざまな自然災害

の教訓をつなぎ、情報を共有しながら、防災について学

びあい、語り合い、次に起こる自然災害から国境を越え

て、互いの命を守りあっていく、グローバルな防災教育

ネットワークの輪を拡げています。 

被災国の子どもたちを招いた国際会議

会議2005 iｎひょうご」を出発点として、2006年台湾で開催し、2007年愛知県で開催。2008年に

は、カリブ海のトリニダード・トバゴで開催予定の国際的なICTを活用するプロジェクトです。 
  
 

ＮＤＹＳ２００８ プログラム 

  
1.グローバル災害安全マップづくり 

にして被害を最小限にとどめるかを考えます。 

ビ会議

. キッズ防災バッグづくり 
で、災害をイメージし、どのようにして被害を最小限にとどめる

地域の災害や危険箇所を調べ、どのよう

それぞれの学校が、学校周辺を調査し災害安全マップを作成します。 インターネットテレ

やフォーラムを活用して意見交換をしながら「協働」でつくるもので、これまでにない新しい防

災マップです。言葉、価値観の違いを超えて、協働で災害安全マップを作ることにより、「グロー

バル災害安全マップが出来上がります。 

 
2
キッズ防災バッグをつくる過程

かを考え防災バッグをつくります。つくった防災バッグをもったテディベアを交換し、異文化間

交流ができます。 
 
 
ディスカッション  
 
テーマ: 地球温暖化と防災 

ロ 者として何ができるか？。 
カッションをします。 

加者の年齢: 小学校から高校まで  
2008 年４月まで 

加方法： ndys@jearn.jp にご連絡ください。 

1.2 のプ グラムを通して、若

アイアーンフォーラムやインターネットテレビ会議でディス

 
参

プロジェクトの期間:  2007 年 9 月から

 
参

ホームページ: http://ndys.jearn.jp/ 
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参 。 

     

    NDYS 事務局：〒651-00７3 神戸市中央区脇浜海岸通 1－5－1 ひょうご国際プラザ活動支援室気付   

加方法：   ndys@jearn.jp にご連絡ください

ホームページ： http://ndys.jearn.jp/ 

 

 

NPO 法人 JEARN(ジェイアーン)事務所内  TEL&FAX  078-862-8288 



  
Children Make a Difference in the World 

Slogan: Communication saves lives!  
Natural Disasters occur anywhere and anytime on this planet.  
This is a project in which children will learn the importance of human lives and how to 
cope with natural disasters such as earthquakes, volcanic eruptions, wildfires, floods, 
hurricanes, landslides, tsunamis, droughts and so on through the communication and 
collaboration with global friends.  
Our goal is to build the safer place to live in for everyone in this planet. 
As the final event, NDYS 2008 International Conference will be held in Trinidad and 
Tobago in April 2008.  
 
Programs for NDYS:   
1. Global Disaster Safety Map (main) 
Students will create the Disaster Safety Map of 
their schools surrounding areas. 
Disaster safety map are made by schools all over 
the world through video-conferencing and forums. 
If connect them all up, we have a global disaster  
safety map that bring the whole world together.   
http://ndys.jearn.jp/GDSM.htm 
 
2. Kid’s Safety Bag (sub) 
The NDYS Teddy Bears with Kid’s Safety Bag will be exchanged between partner schools 
to strengthen the friendly bond. ‘Kid’s Safety Bag’ is an emergency kit bag. Students 
consider what are in need to save your lives when the disaster occurred. 
 
 
NDYS2008 Discussion  
Theme:  Global Warming and Disaster Reduction 
 
‘What Youth can do to prevent the next disasters” 
 Students have discussion on video-conferencing and forums. 

  
Age/level of project participants: Elementary school to Senior High School. 
Term: Sept.2007-April.2008  

Please contact to ndys@jearn.jp for the registration. 
Find more information at: http://ndys.jearn.jp/   

NDYS Project, Seeking Contacts, Contributions and Collaborators. 
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NDYS will build a global disaster management education network  

utilizing Information and Communications Technology (ICT). 

mailto:ndys@jearn.jp
http://ndys.jearn.jp/


グローバルな協働学習ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ   まちんと        JEARN 高木洋子 
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概要 広島原爆の絵本「まちんと」を学習の軸に、平和の絵本創作と参加国間の交

流を通して、子どもたちの平和教育を進め、教師はオンラインを使ったグロ

ーバルな協働学習の進め方を体験研究する。 

期間 第１期 2006 年 9 月―2007 年 3 月（実践）7月８月（絵本展示） 

第 2期 2007 年 9 月―2008 年 3 月・7月 募集中 

参加国 第 1期 

日本（東京・神戸・広島・沖縄）アルゼンチン・カナダ・ロシア・スロベニ

ア・USA（イリノイ・シアトル）10 地域 

助成 第１期 財団法人子どもゆめ基金 

実践内容 １．「まちんと」を読んで理解する。気持ちの表現。 

２．創作平和の絵本を作る。ウェブ・ビデオ会議で発表。 

３．フォーラムやビデオ会議を使って参加者同士の交流。 

４．7月アイアーン国際会議ほか「まちんとギャラリー」展示。 

５．アイアーン会員によって難民キャンプや被災地へ。 

１ 参加者 ＜アイアーンオンラインフォーラム：Participants＞ 

まちんと絵本を読んでいる各クラス・グループを写真で紹介 

２ 感想 ＜アイアーンオンラインフォーラム：Folders for students＞ 

各クラス・グループ毎にアップ。教師・生徒によるレスポンス 

３ ビデオ会議 ＜アイアーンフォーラム：V/C＞＜JEARNML 日本語・英語＞打合わせ 

＜GloBiz21 使用＞ビデオ会議 全体会議と個別会議 

４ 交流 ＜アイアーンオンラインフォーラム：Communications＞ 

自己紹介・学校紹介など。教師や生徒によるレスポンス 

５ 絵本 ＜アイアーンオンラインフォーラム：Your Creative Picture Books> 

添付ファイルで紹介。ウェブ上で紹介。 

６ 進行 ＜アイアーンオンラインフォーラム＞＜JEARNML 日本語・英語＞ 

参加教師とファシリテーター、関係者間によるプロジェクト進行 

子どもに 

期待される 

学習効果 

・戦争の実態を知り、平和の意味を考える。文章化・英語力 

・絵本創作でクリエイティブな力・それを読む表現力 

・オンラインフォーラムやビデオ会議の ICT スキルとコミュニケーション力

教師に期待される

研究効果 

・英語力 

・ グローバルなオンラインフォーラムへ書き込む勇気と能力 

・ International Teacher としての自覚とマナー 

・ビデオ会議など ICT 道具の使い方・活かし方 

課題 ・生徒をアイアーンフォーラムへ連れ出す・翻訳ボランティアの活用 

・サイズの大きい絵本の共有の仕方 

・展示後の絵本の配布について 



ジャパンアートマイル 
塩飽隆子 

 
ジャパンアートマイルは、ユネスコが認定しているグローバルプロジェクト「Art Miles 
Mural Project」の日本のセンターとして、壁画の共同制作と作品の展示を通して日本の子

どもたちを世界に繋ぐ活動を行っています。（アートマイル壁画＝1.5ｍ×3.6m の大型絵画） 
ゴールは 2010 年、エジプトピラミッド展！ 
 
■活動内容 
１．学校の授業で取り組み 

A. 単独校による制作 
    B. 海外の学校と交流して共同制作 
２．「アートマイルイベント」を開催 
３．「アートマイル壁画展」を開催 
 
■絵のテーマ 
１．２００７年度の課題テーマ 「友 You & I 愛」 
２．自由テーマ 「平和」「環境」「伝統文化」「夢」・・・など好きなテーマで 
 
■２００７年前半の活動 
１．７月２０～２９日  

iEARN エジプト国際会議＆ユースサミットに参加 
・昨年シリアと交流した生徒が実践発表 
・アートマイル海外交流授業のためのワーク 
ショップ 

    ・壁画展示 
 
２．８月４日 アートマイルイベント 
   「でっ描く！壁画プロジェクト in 姫路」 

約５００人が姫路城三の丸広場に集まり 
一斉に壁画を制作、２８枚の作品が完成。 

    テーマは、「友 You & I 愛」と「日本」 
 

 
３．８月７～２９日「アートマイル壁画展」 

ひょうご国際プラザで開催 
    会場を埋め尽くす大迫力の壁画 
    同時に「まちんと展」「パピルス展」を開催。 
 
 
■今後の動き 
２００７度も海外交流プロジェクトが注目！ 
日本から１４校が参加 【交流相手国】インドネシア・台湾

９月より生徒による交流活動がスタート 
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Chollada Suawong (Thailand) 
From: "MRS CHOLLADA SUAWONG" <chollada.ict@thaimail.com> 
Nickname: Yui 
 
I am an English Teacher for 21 years, at Islamic College of Thailand, Bangkok. 
I am the volunteer of iEARN for 7 yrs., AFS, and the co-ordinator of Chiba University 
and Islamic College of Thailand in the exchange of the students who educated in 
Japanese teaching Faculty, Chiba University and go to stay in Thailand and teach 
Japanese for Thai students in my school every years, with Prof. Yoshida Masami. 
I went to Japan in 2003 in iEARN conference & Youth summit with my student 8 days 
in Kobe, and look around in Kyoto 1 day. I went to USA in 2006 for 1 month in the 
International Visitor Programme look around five states in US. 
I like to teach English with iearn Website and I am in the Teddy Bear Project , My 
students changed the bears with the students from USA 1 bear, Japan 3 bears and I 
have 2-3 topics in Youth Forum in iEARN programme. 
 
There are a lot of students in my iEARN Club, but the best who do everything for our 
club: iEARN Club is Mr Lontarot Sitirat , I hope he can go to have the meeting with me 
next time, if we have the Youth summit. I will bring my textbook for exchanging? 
 
I will bring something for our Asia Fund Now we keep in touch with Hiroshi from 
Okinawa that I and he often use the video Conference in Teddy Bear Project but I'm not 
good in the technique of computer, so I must have the students to help me ...Hiroshi is 
very nice I hope to see him in the conference. 
 
I hope to have a good time in this conference and hope to see somebody who met me 
( Yoko , the teacher from India and many teachers, ) in 2003 in Japan on that day in July, 
and I hope Japanese teacher and Thai teacher be the friend of the world of teaching 
English , exchange the bear and make the students to be friends together. 
 
Best reguards, 
Chollada 
 

Doris Wu (Taiwan) 
Dear JEARN friends,  
       Greetings from Doris! Though iEARN Taiwan is absent this time, we will like to 
help whatever we can. In particular, we have proposed one iEARN project called Voyage 
project. We will love to see Japanese schools joining us.   If there is anything we can do 
for the meeting, we would love to help. 
       Best wishes the success of this meeting. 
 
Warm regards, 
Doris 
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Lakshmi Attygalle (Sriranka) 
Self introduction 
I am Lakshmi Attygalle The iearn coordinator for Sri lanka I am also the 
Principal of Royal College Primary school Colombo 
The Animals are my friends , Cultural diversity and Human identity My 
Country at the Cross roads to peace were introduced to the iearn by me . 
The operation Hope project initiated by Canada was officially lunched in 
2005 by Bill and Me at the spring bank community schoolCalgery 
Sri lanka has helped a tsunami struck school through this project Called 
Muttur vidyalya 
 
Sri Lanka is involved in the teddy bear project with Herron primary school 
England Earls Grey Primary school in Canada 
During the 10th and 16th some of the iearn members attended the Olympic 
Summer camp held in Beijing and made alink to iearn with Liu Yu 
primary school in Beijing 
 
Sri Lanka is planning to introduce a new project called Heart to Heart 
through which the students of two schools in the world be bound heart to 
heart and they eventually visit their schools visit the families of the 
students and teachers within and year of Heart to Heart communication 
established culturally educationally and socially 
I would like the Japanese teachers to come forward in join hear to heart 
with a school in Sri lanka or any other country 
 
 
 

Maria Luisa (Philippines) 
 
 I would like to show to the conference participants, if you would allow, the project 
output of the LEARNING CIRCLES 2006-2007, specifically THE TEDDY BEAR 
PROJECT Blog and MY SCHOOL PROJECT website that my students worked on last 
year. Will that be possible?  I can also show our project website in language arts titled 
"A VISION 2007: An Anthology of Creative Writings" if given the opportunity.  
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Maryam Behnoodi (Iran) 

 
 
    The Mathematics Virtual Learning Circle is an interactive and educational website about 

mathematics with coordinating by Maryam Behnoodi the mathematics and computer 

teacher in Farzanegan high school in Tehran-IRAN. Now she is studying in Mathematics and 

Multimedia in Hyogo University of Teacher Education in Japan .She is going to promote the 

usage of multimedia in mathematics in classrooms by the web recourses. 

    This project introduced in 2003 in IEARN conference to the students and teachers and 

supported by Iran-IEARN too. 

    The coordinator believes, the main aim of this project is to attract students to different 

field of mathematics. There is a place where students learn how to collaborate with each 

other and create new styles in learning Mathematics. They can build Web pages with 

different software. We also try to teach this software when we are talking about the usage of 

that in math, so not only in this site you can learn mathematics but also you can learn 

software in usage math. Teachers so can use this site as a lesson planning in their teaching 

and we try to teach mathematics from base to advance .There is a forum, where all users 

can discuss with each other and solve many problems by themselves. The Mathematics 

Virtual Learning Circle an interactive place which caused the students is active in thinking 

about different probabilities in other cases of course more important the issues related to 

their life and mathematics.” 
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Recently she had a research by an online-survey to the many mathematics teachers and 

asked them which is necessary for a web site and by that result from 22 countries. By the 

results of that research she found the teachers prefer the web resources in eight types of 

contents.  

 

A) Lesson planning  

B) Dynamic and interactive 

C) Printable worksheets 

D) Explanation in details 

E) Engage the students in challenging mathematics learning 

F) Projects and Presentations 

G) Questions and answers 

H) How to use web resources and math software. 

 

By these web resources she changed some method in her website. She brought some 

interactive work sheets and answer sheets and problem that top students are willing to have 

a challenge for solving those problems and collaboration with other students with 

mathematical international project. She tries to prepare the teachers access virtual sections 

by printing or using simulations and active functions which can be control by students. They 

also can see the results of students’ progress at the end of each lesson by checking the 

answers of the questions or the degree of hardness of each section. Even more, they can 

make new simulations by themselves after they read our guide manual for software have 

used in these resources. She believes training for teachers is very important than the others. 

She expects Japanese teachers to encourage the students to promote the way of research 

in English web recourses too, not only Japanese language recourse. 

Mail Address maryam.behnoodi@gmail.com
Web site         http://math.schoolnet.ir  
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Proshanta Kumer Sarker(Bangladesh) 

Lecturer of English Agrani School and College 
Dhaka, Bangladesh. Email-proshanta2001@yahoo.com
 
 
I am Proshnta Kumer Sarker, a Bangladeshi by birth. I’m running 37 now. By religion I 
am the follower of Hinduism or Sanaton which means Universal. In my personal life I 
am maintaining a family. I am the father of two children, one son one daughter. My wife 
is a student who is doing her bachelor degree in English Literature with honors. I have 
passed my Bachelor Degree with honors in English literature and Master Degree in 
English Literature also.  My Masterfinal exam was over in 1995.After four days of my 
completing Master exam I got an opportunity to join in a Reputed English Medium 
school named Oxford International School. The syllabus of The Cambridge University is 
followed in this school. After the declaration of the result of my Master's exam I was 
promoted to the position of a Section Head in the same institution. I became one of the 
most successful teachers of English Language and Literature. Afterwards I joined in 
Agrani School and College as a Lecturer of English and became a registered teacher of 
the Ministry of Education in March 1999.At the same time I continue my service as a 
part time teacher in OIS, my first job. 
 
 Now, how I became associated with iEARN.In February 2004 a Team from American 
Centre came to our college to organize a seminar on foreign study. I worked with them 
as an interpreter and facilitated their works. I hope they were very happy with my 
English speaking, especially my organizing capacity. Afterwards when US state 
department provided an scholarship to a Bangladeshi teacher to attend Second 
Regional Conference in Amman of Jordan, they recommended my name and I attended 
the programme. 
In this way I was associated with iEARN.After my coming back from Jordan, I started 
working in different projects of iEARN.I also facilitate different workshops of 
iEARN.My students prefers to work in LEWIN.This year I along with my another 
colleague Mr. Rajib Lochan Das work in Water and wetland project. I also work in 
another project named United beyond our diversity.Mr Bob Hopman and Ria of 
Netherland were the facilitators of these two projects. Now I am going to 
work in the most popular Teddy Bear project. Wishing good luck to all my iEARN 
colleagues in Japan. 
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Robert King (Australia) 
 
I live in Eagle Point, a rural town in East Gippsland, Victoria, Australia. 
I am a Secondary School teacher, teaching subjects in Art, Information Technology and 
Multimedia. I currently teach at Bairnsdale Secondary College. 
 
I am a member of the iEarn Australia Management Team and have participated in 
iEarn projects for about 7 years. Projects I have been involved with are: 
First peoples project, 
Lewin, 
Teddy Bear Project, 
Great Apes project. 
You can visit the Great Apes web page at www.iearn.org.au/greatapes .  
 
I am looking forward to meeting iEarn teachers in Japan so I can learn about projects in 
Japan and hopefully make connections for future project work. 
I HAVE MET TEWACHERS IN Australia who will be participating in Learning Circles 
with schools in Asia and I will be presenting information on Learning Circles at the 
jearn conference. 
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2007 年度ラーニングサークル・ｵｰｽﾄﾗﾘｱからの参加希望校 
Australian Participants in Learning Circles

 
 
Mentone Girls Secondary College 
 
1)Teacher: .....Ms.Georgia Smith./ .Ms.Fiona Couttie 
2) School name: ..Mentone Girls' Secondary College 
3) School telephone: 03 95815200 
4) Year level/grade: .Year 10 
5) Age of Students: 16 years 
6)The number of children : 50 
 
 
Frankston High School 
 
) Teacher: Clare Challenger 
2) School name: Frankston High School 
3) School telephone: 9783 7955 
4) Year level/grade: 9 and 10 
5) Age of Students: 14 to 16 
6)The number of children : apx 14 
 
 
Duncraig Senior High School   
1) Teacher:                                Darryl Deacon 
2) School name:                         Duncraig Senior High School 
3) School telephone:                 08 9448 3522 ext 232 
4) Year level/grade:                 10 
5) Age of Students:                   14/15 
6) The number of children :     30 to 60 – two classes – but more likely one class 
 
 
Helena College                   
1)  Teacher:                                 Leigh Abercromby& Christian Hansen 
2)  School name:                         Helena College Senior School 
3)  School telephone:                 08 929889100 
4)  Year level/grade:                 Year 8 
5)  Age of Students:                   13 Years old 
6)  The number of children :     58 
 
 
Alice Springs High School 
1) Teacher: Paul van Holsteyn and Jan Martin 
2) School name: Alice Springs High School 
3) School telephone: 08 8950 2500 
4) Year level/grade: year 8 and 9 
5) Age of Students: 12-15 
6)The number of children : 2 teams of around 60 students (not all would 
need to be involved) 
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Centralian Senior Secondary College 
Dr Al Strangeways and Serge Komadina 
Centralian Senior Secondary College 
Po Box 4856 ALICE SPRINGS NT 0870 
Phone:  08 8959 5531 
Fax:      08 8959 5510 
Mobile:  0400 479 821 
 
 
                      
Coolum State High School 
1) Teacher: Sally Vellar........................................... 
2) School name: Coolum State High School.................  
3) School telephone: 07 5471 5333............................... 
4) Year level/grade: Year 8 ......................................... 
5) Age of Students: 13 years......................................... 
6)The number of children : 50 (two classes)..............  
 
Harristown State High School 
1) Teacher: Rod Prior 
2) School name: Harristown State High School 
3) School telephone: (07) 4636 8700 
4) Year level/grade: Year 10 
5) Age of Students: 15-16 
6) The number of children: 15 (at this stage – new classes this semester, numbers 
may increase) 
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Bob Hofman (The Netherlands) 
 
Tokyo, August 24th 2007…… 
 
Konnichiwa, my name is Bob Hofman, 52 years young and married to Dini. 
We have four children, by now four global teenagers, Renske (22) Koen (21) and twins Aafke 
and Anne (18) 
 

 
Bob is known as a global educator and has been teaching in a secondary school for 25 years. 
Since 2000 he has started his own company ICT&E and became also the founder and chair 
of iEARN Netherlands. Bob initiates projects and trainings around global learning in about 35 
countries.  Since 1996 he never missed an iEARN Conference. Hungary (‘96), Spain (‘97), 
USA (’98), Puerto Rico (’99), China (2000), South Africa (01), Moscow (’02), Japan (’03), 
Slovakia (’04), Senegal (’05), the Netherlands (’06) and Cairo in 2007.  
 
Seeing the growth of iEARN, iEARN Netherlands initiated a meeting of iEARN countries in 
Europe during the Awaji conference in 2003. In 2004 the first iEARN Europe meeting took 
place in The Netherlands. 
 
iEARN Netherlands (www.iearn.org) is a member of the Assembly of iEARN (32 centers). All 
the countries in iEARN are united in iEARN International, represented by the EC (Executive 
Council). Bob has been chosen by the Assembly of iEARN in 2006 as Assembly member. In 
that role he is supporting the organization of the 2008 conference in Uzbekistan and the 2009 
conference Morocco. 
 
Bob is the Dutch coordinator for the Global Teenager Project and run www.learningcircles.nl 
for the Dutch Ministry of Education. The variety of Learning Circles has grown amazingly and 
connect learners in many countries. 
Bob coordinates several national projects for special needs education. 
During my presentation I would love to share the experiences and listen to your stories. We 
need to work and learn together for a better world !  
 
Domo arigato gozaimashita …Thank you JEARN for this Asia–Pacific conference,  
yours Bob. 

 

 36

http://www.iearn.org/
http://www.learningcircles.nl/


http://www.iearn.org/ http://www.jearn.jp/


	
	目次　Table of Contents

	0607program.pdf
	Sheet1

	
	音楽ワークショップ英語

	
	「『Japan UK Live!』を活用した日英国際交流学習の取り組み」

	
	ようこそ
	国際教育みらい会議2007［東京］　実行委員長　藤谷哲
	(NPO法人グローバルプロジェクト推進機構・目白大学経営学部専任講師)

	Welcome
	Satoru FUJITANI, Ph.D. in Engineering, Mejiro University, To
	Head of Steering Committee, JEARN International Education Me





