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は じめに
静岡大学教育学部国際理解教 室 の現行カ リキ ュラムにおいては、3年 次 に「国際理解教育論演習 I」
(前 期 )と 「国際理解教育論演習 Ⅱ」 (後 期)が 必修 とな つてい る。これは演習形式 の授業 で、国際理
解教室所属教官全員が授業 を担 当 し、学生は 自分 の研究テーマ に沿 つた演習を選ぶ こ とにな つてい る。
2年 次までの学習のまとめ及び卒業研究へ とつ ながる橋渡 しの意味合 いをもつ少人数教育 のゼ ミである。
一方、国際理解教育 の 目指す人間像 は、「知識人 とい うだ けでな く、理想に向 けて実践す る人間」で
あ り、国際理解教育 において 「実践 を伴 う指導 は重要な課題」である (金 澤・渡辺 :5)。 大学 にお ける
国際理解教育 のカ リキ ュラムで 「実践 を伴 う指導」をどの よ うに行 えばいいのか。 ここでは、前述 の
「国際理解教育論演習」を例 に、 国際理解教育 において 「実践 を伴 う指導」を行 うには具体的 にどの
ような授業 を展開 してい くべ きなのかにつ いて考察す る。

1。

授業構想か ら事前アンケー ト

2003年 度 の国際理解教育論演習 I及 び Ⅱ (筆 者担 当)に おいては、7名 中 5名 が教員 にな りたい と
い う明確な意志をもち、5名 共 に英語教員を目指 していた (私 立 の 中高一貫校へ就職 が決まってい る 自
主参加 の 4年 生 を合む)。 このよ うな学生 にとつて 「実践す る」とい うこ とは、実際に教壇 に立ち、国
際理解教育 について生徒 とともに考える こ とを意味す るであろ う。
本来な らば、教育実習 が学生 に「実践」の機会 を与える こ とになる。しか しここで問題 となるのは、
「国際理解」 とい う免許 は存在せず、制度上 「国際理解教育」 につ いて教 える教育実習 の機会 がない
とい うことである。 そ こで今回の 「国際理解教育論演習」では、学生に 「実践す る」 ことを体験 させ
るために、国際理解教育を実際 に教 える こ とを授業 の 目的 として設定 したbも ちろん実際の授業 の時
間だ けが 「実践」 とい うわけではな く、そ こにいたる準備 の各過程 で、学生は今まで培 つて きた国際
理解教育 に関す る知識 を現実化する ことになる。また このよ うな実践 をする ことによ り、各教科 に対
す る専門知識 に加 え、国際理解教育 にも造詣 のある教員 として、 国際理解専修卒業 の英語科教員 ある
いは社会科教員 の存在理由が出て くると考えられ る
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1‑1.実 施場所
まず実際 に授業を行 う場所 につ いて検討 した6国 際理解教育専修 の学生 は小学校 の教員免許 は取得
で きない こ と、学生が英語教員志望であることを考慮 して、 中学校 での授業を行 うこ とにする。 ここ
で、 国際理解教室 の吉田教官、静岡大学教育学部附属静岡 中学校長塩川教官 のア ドバイスを受け、附
属静岡中学校 での授業をお願 いする こ ととした。
静岡大学教育学部附属静岡中学では毎年、選択教科を実施 している。選択教科実施要項 (後 期)の
「選択教科 の考え方」には、「学級集団 とは少ない人数 の仲間たち と密接 に関わる ことで、よりよい も
の をつ くってい く授業」を目指す とあ り、内容は「教科 のま った く新 しい題材 を持ち込んでもよい し、
授業 で とりあ げた題材を、 より専門的 に追 求する こ ともよい」 とされている。 そ して選択授業 は、そ
の後 の 「教科 の授業や総合的な学習 にもい きて くる」 であろ うとある。 この よ うな選択教科 のあ り方
は、今回の学生参加 の授業 に適 していると考 えられた。まず人数 の少ない クラスは、 国際理解教育 の
要 で あるワー クシ ョップ形式 の参加型授業 には うってつ けであ り、また学生にとって も少人数 の方 が、
生徒 との コ ミュニケー シ ョンが取 りやす いか らである。 内容 に関 して も、題材 を 「より専門的 に追求
す る」 こ とにより「総合的な学習」 にも発展す るとい うことか ら、総合学習 として位置付 けられる こ
とも多い国際理解教育 との関連 もつ けやす い と考 えられた。学年 につ いては、受験 もな く落ち着 いて
学習で きるで あろ うとの学生 の意見を入れて、中学 2年 生 を対象 としたクラス を希望する こ とにす る。
ただ、学生たちはまだ教 員免許 がないので、筆者 の授業 のアシス タン トとい う形 で行 った。1コ マ分 の
授業を、2004年 3月 4日 木曜 日、第 4時

1‑2口 国際理解教育 とは

(1140‑1230)に 行 うこ とに決定 した。

(授 業内容 )

授業を構想す るためには、 そもそも国際理解教育 とは どの ような教育を指す のか、授業 の 目的 は何
なのか、生徒 に対 して どの ような こ とを学ばせたいのか、 な どを明確 にする必要がある。学生 にとっ
ては、 国際理解教育 について入学時 より学んできた こ とをふ り返 り、今までの学習を総括する過程 を
経 ることになる。佐藤・林 (1998)は 、「国民国家を前提 に世界的な相互依存関係 の強ま り」を示す 「イ
ンターナ シ ョナル」、「民間や個人をベ ニ スに展開する交流や人 の移動」を指す 「 トランスナ シ ョナル」
とい う「国際化」の 2つ の概念 に対応 して、国際理解教育 には 2つ の側面 があるとする (2‑4)。 すなわち、

1つ は、環境、開発、人口、異文化な ど国際化社会 の現実を教材化 し、それ 自体 の学習を目標 と
した 「目的」 としての国際理解教育 の側面 である。
そ して もう 1つ は、,こ れか らの国際化社会 で必要 とされる表現力、 コ ミュニケー シ ョン能力、
共感性、自己実現な ど個人的資質 の育成をめざす「手段」として の国際理解教育 の側面 である。(4)
授業を構想するにあた っては、上記 2つ の側面をどの よ うな形 で取 り入れるかが問題 となろ う。水
越・ 田中 (2000:68)に よると、 国際理解教育 の 目標 は、「認知領域」、「情意領域」、「技能境域」 に分
けられ、それぞれ以下 の よ うに細分化できる

2。

認知領域 :知 識、理解、発見、対象化
情意領域 :態 度、国際感 覚、協調、尊重、 自覚、興味・ 関心、価値判断、異質体験
技能領域 :交 流、表現、言語、資料活用、製作
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「認知領域」は、上記 「
『手段』
『 目的』 としての国際理解教育」、「情意」、「技能」の両領域 は上記 「
「
としての国際理解教育 の側面」にあたるだろ う。この段階で学生か ら、 今、世界 で起 こつていること
につ いて 自分 の見解 を述べ ることを 目標 としたい」 とい う意見 が出てきた。 国際化社会 の現実、それ
に対す る判断、問題解決 に必要な コ ミュニケーシ ョン能力 に焦点を当ててい る点、 この発言 には前述
、
「技能領域」の要素 が含まれ ている:2年 次 までに学習 した こ とを消化 し
の「認知領域」、
「情意領域」、
た上での意見 と受 け止めたい。
「認知領域」については、扱 う題材 によつてカバ ーす る こととした。「認知領域」の「知識」には「環
合 め られてい る。学生か ら 「意外 に 自分 の周 りのこ とを知 らないのではないか」、「自分
境 、公害」力｀
に身近な トピックな ら、 自分 の見解 も言 いやす いのでは」 とい う意見があ り、身近な話題 に結 びつ き
やす い環境問題を扱 うこ とに決定 した。「技能領域」の 「言語」については、今回は英語教員志望がほ
とんどなので、英語 を媒介 とす る こ とにした。
前述 したよ うに、教員免許 の観点 か らは既存教科 と国際理解教育 の関連 は常 に考慮 してお く必要 が
「教科固有 の 目標 と国際理解教育 の 目標 との整合性 をどの ようにはかるか」(佐 藤・林 :142)が 重
あ り、
「国際理解」の内容 を「英語」で考 えるとい う今回の授業 は、両者 の接点 のあ り方を提供す
要 となるが、
「体験的側面」、
「道
るであろ う。また金谷 (2000)は 、国際理解 と外国語教育 の接点を、「知識的側面」、
具的側面」 の 3つ で あるとし、後者 2つ 、特 に 「道具的側面」 の重要度 が増 しているとす る (35‑9)。
学生か ら 「英語 のスキルを伸 ばす こ とをメイ ン とした くない。英語は手段 として」 とい う意見が出て
きたが、今回の授業 も、英語の 「道具的側面」 に焦点を当てたもの とい える。
「情意領域」 につ いては、「価値判断」 の 中に 「世界的な課題 に対する価値判断」が合まれ ている。
参加す る中学校 の生徒 は「世界的な課題」として の環境問題 に対す る判断をす ることになる。その際、
フ ァシ リテー タとして の大学生たちの、 これまでの学習 で培われ た知識 が有効 となろ う。国際理解教
「アカデ ミック・イ ング リッシ ュ」な どで、 Think Globally,Act
室 の学生は、1年 次 より「国連英語」、
「接続 可能な開発」(sustainable development)の 概念を提出 した 1992年
Locally"を ス ローガンに、
の 鴨窃姥 開発 に関する国連会議 Onited Nations Conference on En宙 ronment and Developmen0
な どに触れてきてい る。「環境保全が開発 の必要条件 の一つ」

(り

￨￨・
￨1嶋 ・ 市り

今村 :42)と い う考えの

下での価値判断を生徒たちに促す こ とが期待 された。
授業内容をさらに細 か く検討 してい くにあた っては、まず実際 に授業 の対象 となる中学生 の関心、
レベ ル、普段 の学習内容 についての知識 を得 るところか ら始めた:普 段 の学習内容 に関 しては、附属
中学 のカ リキ ュラム を参照 した。2年 生のカ リキ ュラムで は、特 に1自 分 の考 えを述べ る こ とを重視 して

いる以下の 3つ の単元 (① 〜③)に 注目し、それ らの内容、方法に関連付けた授業を行 うこととした。
なお今回の選択授業は学年末 に近いので、ほとんどの単元は終了 していると考 えられた (今 回の選択
授業の方法 に関連す る下記② に関 しては 9月 に行 つてお り、10月 3日 の研究協議会の際には公開授業
になつてお り、今回の選択授業のクラスを持 つている村谷泰治教官が授業者 となつている)。
① 題材 :Let's save the earth!〜 環境保護を訴 えるコマーシャルをつ くろう〜
題材の価値 :環境問題についてインターネ ットや ALTの 意見を参考に自分たちの考えを英文で
発信す るおもしろさにふれる。
② 題材 :本 音を伝える手段 つてなんだろう !〜 道具 としての英語、Show and Tellの すばらしさ
にふれよ う〜入門編
題材の価値 :自 分の本音を伝 えるよ り良い表現方法を練 りあい、英語 と動作の調和 を楽しむ。

212

森

野

和

弥

マイ・ イ ング リッシ ュで、本音を、そ の力に応 じて、効果的に伝 える手段を開発
し、英語 で伝える喜びを知る。

③

題材 :自 分の英語で考えを伝え合お う〜 Debateを 通 して〜
題材の価値 :自 分の考えを英語を用いて、論理的に組み立てるお もしろさを体験する。自分の
考えを英語で伝えた り、友達の考えを知った りする満足感や充実感を味わ う。

対象中学生のレベルに関 して も、上記の内容を学習 していることか らコ ミュニケーション能力につ
いてかな り高いレベルであることが推察 された。また環境問題 については、上記①で既に授業で触れ
てお り、選択授業 において更に発展することが期待できた。

1‑3

アンケー ト

「生徒の興味や関心を学習課題成立の根拠 にして、学習を展
次 に対象中学生の関心のあ りかを探 り、
開する」 (工 藤 :12)た め事前アンケー トを行 うことにする。 これは生徒側から見れば、アンケー トに
答えることで環境問題 についてスキーマを形成 し、関心を持つ ことができるとい うメリッ トがある。
国際理解教育論演習では、各 自がアンケー トを作成 し検討 しあうことにした。まずアンケァ トの 目
的を検討 し、以下の 3要 素を合めることにした。
① 生徒たちが環境問題の どのよ うな分野 に関心があるかを探る。
② 生徒たちの回答をデータとして授業中に使用することを考慮する。
③ 環境 に関するクイズ、生徒たちが日ごろ行 つている環境をよくするための行動 についての質問
を挿入 し、生徒たちに環境 について関心を深めてもらう。
以上をもとに各自の案 を検討し、環境問題の中で も、「ごみ問題」
、「水質汚染」
、「燃料・資源」
、「地
球温暖化」
、「オゾン層破壊」 に焦点を しぼったアンケー ト (資 料 1)を 作成 した。
後 日返送されてきた、生徒たちのアンケー トヘの解答は完璧で、 自分で追加 して調べたことを 「豆
知識」として書き加 えている生徒も多かつた (た とえば、「二酸化炭素排出量を世界で見ると日本は何
位 ?」 の質問に対 して、1位 アメリカ、2位 中国、3位 ロシアを書き加 えているなど)。 もっとも自由記
「一
述の部分では、全員が政府の政策を問 うなど、生徒たちは事前に答え合わせ をしていた ようである。
「地球温暖化」に○をつ けたものが 2人
番興味のあるものに○をつ けて ください」の問いに対 しては、
いただけで、あとの生徒は無回答だつたσ検討の結果、地球温暖化をテーマ とすることにする。

1‑4

方

法

自分の考えを重視する、附属中学校のカ リキュラム (1‑2① か ら③)、 また国際理解教育の 目標の
1つ である「技能領域」を考慮して、生徒たちが英語で表現 しやすい環境を整えることを考えた。特 に、
「言語・非言語的 コ ミュニケーション能力、他者 と協力 して課題を遂行する方法、問題解決能力、表
現力な どの育成を目指 した学習活動」(佐 藤・林 :7)を 重視する観点か ら、ロール・プレイ、ディスカッ
ション、ディベー ト、ゲームなどが候補 としてあがってきた。附属中学校のカ リキュラムにないもの
(デ ィスカッション、デ ィベ ー トはカ リキ ュラムに合まれていた)を 行 うため、また勝ち負けではな

く合意形成を目指す点に着目して、英語で ロール・ プレイを行 うことにした3.
国際理解教育論演習では、まず ロール 0プ レイについて基本的な学習を行い、「自己認識を高め、葛
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藤や問題 を解決するスキルを伸 ばす」 (パ イク・セル ビー :254)と い うロール・ プ レイの特質 を理解
した。選択授業 では、生徒 をそれぞれ の意見 ごとにグル ー ピングし、各グループに 「サポー ター」 と
して国際理解教室 の学生がつ くことにした。その他 は、グル ー プの代表が意見交換 の 「テ ー ブル」に
つ き、代表 の交代 は 自由な ど、 ロール・ プレイの方法 に従 つた。

次に、各自ロール・ プレイのシナ リオを作成 して くることにした。集まつた案の中には、オゾン層
の破壊 をテーマに「地球」をロールの 1つ にした もの、地球温暖化 について南北問題から捉えたもの、
「電源施設 としてど
開発 と環境保護の間のジレンマをテーマ としたものなどがあつたが、検討の結果、
の ようなものを建設すべ きか」 (「 臨海都市計画の是非」
)と い う課題の ロール・プレイを行 うこととし
た (資 料 2参 照)。
今回の授業 は ロール・ プレイを英語 で行 うのでヽ 中学生の英語 の レベル を考慮 して、英語 の語彙、
言 い回 しな どをプ リン トの形 で補 う必要 があ つた。 これ に関 して は、以下 3つ の方法 で対処す る こ と
にした。

① 単語集の作成:
② 重要な表現の事前学習。
③ ロール・プレイの模範文作成。
① の単語 に関 しては、特 に日常会話 と違い、環境問題 に関 しては、 中学 2年 生には難 しいと思われ
る専門的な語句もあるので、事前 に作成 したプ リン トを生徒が予習す る形をとつた。単語集の形式 に
ついては学生から出た以下のアイデアを取 り入れることにした。
○英語の選択肢 (global warmingな ど)と 日本語の選択肢 (地 球温暖化)を 線で結ぶ。
○空所補充 (glob五 l warmingの wa■ 11lingを 空欄 にしてお くな ど)。
○まとまった文章 (学 生が考えた環境 に関する架空の記事)を 読ませて、そ こに出て くる議論 に使用
可能な表現を指摘す る。
② については、学生から以下の表現を教 えたい との意見があうた。
①

自分の意見を言 うとき。

￨

② 反論するとき。
③ 相手 に賛成す るとき。
④ 比較するとき。
⑤ 結論を述べ るとき。
これらに加え、 What do you mean by〜 P"な ど、確認 した り質問 した りするときの表現を授業
時間に取 り上 げることにした。この ような一連の表現 については、附属中学校の授業 (1‑2② )で 、
Useful Expressions for Mini― Debate''、 ̀̀useful Expressions for Team Debate''と して扱 ってい

￨
るので、それらを発展 させることができた。
ロール・ プレイの模範文作成 については、説得力のある文を作成す るため国際理解教育論演習で実
際 にロール・プ レイをや つてみ ることにした。各自、 ロールを決め、作成 した模範文 をもとに練習を
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、小 さな声 で発言するとわか りに くい、下を向いていると説得力 に欠ける、わか
行 い結果を検討 した。
らない ところをそのままにすると議論 がかみ合わないな どの反省事項をもとに生徒 に示す注意事項 を
考 えた。
「授業 でや つた ことをかた ちとして残 し、掲示や事後通信な どで出て きた意見を共有す る」
学生か ら、
ために、 ワー クシー トを生徒 に作成 させたい とい う意 見があ った。 自分 の意見、立場 で、 どの発電 が
良 いか選び、そ の理 由を英語で書 くようにする。これは時間が足 りない場合 は宿題 とすることにした。
机 の並べ方、各 「サポー ター」 の位置な ど教室 の物理的配置を考えた後、黒板 に貼 る小道具づ くり
な どと併行 して、教育実習を終 えてい る 4年 生 の意見 も聞きなが ら指導案 の作成 にと りかかつた。単
元観、指導手順な ど詳細 に作成 し、授業時 には附属 中学校村谷教官にも渡す こ とができた。特 に、単
元観 の 「(1)内 容・題材 の観点か ら」 には、「多様 なものの見方や 自分 の意見 の発信 とい うのは、 国
際理解 にとって重要な点で ある。 この時間を通 して、国際理解 のための第一歩を踏み出 してほしい」
とあ り、学生たちの今までの国際理解教育についての学習 の成果 が表れ てい るよ うで ある。
2口

授

業

附属中学校では、1‑2② にもあるように「マイ・イング リジシュ」を提唱し、日ごろから日本語交
じりで も積極的に英語を話すようにしている。 日本語交 じりを容認することにより生徒は英語を話す
ことに対 して気後れが減 り、積極的 に発言 していた。またこのクラスは、他の時間は英語劇 に取 り組
んでいるので、 ロール・ プレイヘの導入もスムーズに行えそ うだった。
授業は以下のよ うな流れで行つた。
○ 自己紹介・導入
授業前に既に配布済みのプ リン トの復習を行つた。ここでは提案 (I suggesO、 賛同 (I ttee with)、
反対 (I disagree with)、 聞き返 し (PardonP)な どの表現を確認 し、黒板 に貼 り付けた。生徒か ら
は、disagreeの 代わ りに don't agreeで もよいかなどの質問があつた。
○ ロール・ プレイ
舞台設定のプ リン トを配布 し、黙読の後、場面設定、登場人物の確認をする。配役を決め、サポー
ト役の学生がつ き、各自ロールを確認する。この間に黒板 に 「ロール・ プレイの注意点」など貼 り
付ける。
「ロール・ プ レイの注意点」を喚起す る。注意点 として以下の 4点 を挙げる。①大きな声ではっ
きりと②主張は簡潔 に③相手を見て話す④わか らない ところは聞き返す。
学生の 1人 が司会者 とな り英語で ロール 0プ レイを始める。
第 1巡 として、各発電方法賛成派力判順番 にそれぞれの主張を発言する。発表内容は 「良い点」 と
して板書する。 この段階では、自由に発言するとい うよりは、生徒たちは事前 に書いた英語を読む
結果 となつた。もっとも手のアクションをつ けて発言 した り、PardonPな どを活用 した り、積極的
にコ ミュニケーションをとる姿勢があった。マイ・イングリッシュを使お うなどと生徒同士が言い
合 う場面もあった。
各グループ、「サポ‐ター」を交えて反論を考える。
「ロール 0プ レイの注意点」をも う1度 喚起する。特に③ができていなかつたことを指摘。
英語で第 2巡 の発言をするように説明、それぞれの陣営が発言する。各陣営は他の 2つ の陣営 に
反論。これ も順番にしたので英語を読んでいることが多かった。時間の制約がありできなかったが、
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各陣営へ の反論 に対 し、す ぐその陣営 に反論 をさせ るようにすれば議論が もっ と活発 に行 えたであ
ろ う。
各陣営が 自由 に発言。「放射能」、「東海村」、「浜岡町」な ど日本語交 じ りで活発 に発言 し、順番 に
発言するので はな く自由な討論 の形 を取 ることができた。た とえば原子力発電所 の事故 についての
反論 に対 し、原子力発電陣営 が、 We havё many people to protectit."と 述べ るとす ぐに
do you protectP"と い う,倦 言 が続 レヽ
た。
時間がな くな り、チヤイムのなる中、簡単 に 「良 い点」、「悪 い点」をま とめ、宿題

(ワ

How

ー クシー

ト)の 説明をする。

3日

事後ア ンケー ト

後 日生徒 の提出 したワー クシー トを集計 し、学生が 「授業をふ り返 つて」 の プ リン トを作成 した。
授業後 の ワー クシー トに生徒 が書いた ことを集約 した結果、風力発電 を選んだ生徒がほ とん どだ つた。
風力発電を選 んだ理 由、各発電方法へ の反論、授業 で出て きた各発電 の長所 0短 所な どをまとめ、掲
載する。
附属中学校 の村谷教官 か らは、よく準備 で きた授業 であ り、4コ マ分 くらいの内容を合 んでい るとの
コメン トを頂 いた。確かに 1コ マの授業時間 にま とめるには多す ぎる内容だ った。今後 はもつ とじつ
くり取 り組 める授業内容 にできれば と思 う。幸 い今回の学生 の うち英語教員志望 の 4人 は、2004年 度
も附属 中学校 で国際理解教育 の授業 に 2コ マ参加す る こ とにな つてい る。次回はも う少 し余裕 を持 つ
た授業 が展開で きるだろ う

4。

4.ま

と め

国際理解教育 の重要な課題 で ある 「実践する こ と」を大学 のカ リキ ュラムの 中で どの よ うに生か し
てい くか。今回 は、実際 に国際理解教育 の授業を中学生に教 えるとい う形 をとったわ けだが、 国際理
解教育論演習 の授業 としては、単な る講義形式 の授業 よりも、明確な 目的をもって行 うことができた。
前述 の、 国際理解教育 について、あるいは英語 の道具的側面 についての学生 の発言な どにも表れてい
るように、学生 も 1年 次 よりの学習 の成果 をま とめ、理論 を現実化する機会 を得 られた とい える。
注
１

今回の学生は 3年 生で あ り、生涯教育課程 のため教育実習 は 4年 生にな つてか らである。 このこ
とに関 しては、フィー ドバ ック効果 も考慮 して、生涯教育課程 も 3年 生で実習を行 うべ きである
と考える。また教員採用試験直前 に 6週 間実習 が入る場合 もあ り、試験勉強 とい う点では不利益
を被 つてい ると考 えられる。

2. 大津 (1997)は これを、「知識理解」
、「技能習得」、「態度変容」 とす る。また、佐藤・林 (1998:

12‑3)に よれば、 国際理解教育 の 目標 は以下 の 3つ の柱 か らなる。
豊かな社会性をもつ (情 動・ 価値観 レベ ル)
違 い を認めて理解 し合 える (認 識 ・理解 レベ ル)
主体的 に 自分を表現 で きる (行 動 レベル)
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3. 高戸 ̲(1992:222)は 、「日本語 のスキァマ と英語 のスキーマが大きく隔たつてレ る」ので、日本
￨ヽ

語を媒介にする日本語訳などでは 「日本語のスキァマをそのまま用 いるよ うになる」 (236).弊 害
があるとしている。英語を媒介 とした今回の授業はこのような弊害を排除できるであろう。
4. 2004年 度 は、当初 2コ マの予定であったが、生徒 たちから、もう少 しじっ くり調べ る時間がほし

い との要望があり、計 3コ マの授業 (11月 18日 、25日 、12月 2日 )1を 行 つた。また附属中学校
の金子教員の指摘もあり、今回は発電方法を選択する投票は実施 しないこととした。
,生 徒自身の
意見 としては、 ロール・ プレイに出てきた意見以外 にも考えられるか らである。代わ りに、生徒
に自分の意見を英語で表現 したワークシー トを後 日提出 して もらい、学生が コメン トを記入 した
後、返却 した。

、

∫
「
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環境 に関す るアンケ ー ト
世界 で話題 にな つている環境問題 につい て考 えてみ よ う
君 は環境問題 につい て どれ くらい知 つてい るだろ う?
何 に興味 があるか な ?
ア ンケー トに答 えてね。

!

このアンケー ト結果は 3月 に予定 している選択授業の参考 とさせて頂きます。
↓全ての質問に答えた後、一番興味のあるものにOを つけてください。

＼

答え

質問

ゴ ミ問題

① 日本では、1人 1日 当た りのゴミの量は ?
その処理にいくらかかつている ?
②買い物の時、レジ袋がいらない時は断つている?
③ 日本で年間で食べ残 して捨て られた残飯の量を金額

(

)g

(

う円
はい ・ いいえ

にするとどれくらい ?
④テ レビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの中で捨てる時
一 番 お金 が かか るの は ?

○ で 囲 んで くだ さい→

テ レビ
冷蔵庫
洗濯機
エ ア コン

水質汚染

燃料・ 資源

地球 温暖化

⑤ 食べ残 した汁物をそのまま台所に流す ?
￨￨の 汚れの原因に家庭排水 は何 %含 まれる?
⑥ り
⑦ しょう油 1さ じを魚の住める水質にするには、何 0
の水でうすめる必要がある ?

はい

③ 自転車をこいで 自家発電。テ レビをつ けるのに自転
車は何台必要 ?

(

)台

⑨ 今地球上 にある水で実際に私たちが使える水は全
体 の どれ くらい ?

(

)%

・

いい え

(
(

)%
)2

⑩ 歯磨 きや洗顔時は水道 の蛇 口を閉めている?

はい

・

いい え

⑪ エアコンの設定温度には気をつけている?
⑫ 二酸化炭素排出量を世界で見ると日本は何位 ?

はい

0

いい え

オ ゾン層

⑬ 温暖化が進んでい くと、100年 後には平均気温は何
度上昇するだろ う?
⑭ オゾン層破壊のピークは何年後 ?

破壊

⑮ オゾン層破壊によつて人間はどんな病気になりや

(
(

)位
)℃

(
(

)年

す くなる?
その他、環境問題について興味のあることや知 りたい事 があれば書いてください。
(

ア ンケ ー トに ご協 力あ りが と うござい ま した。

)

後
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/扉髭物選勧7"″
舞台
近年、臨海部の開発 を進めおすすめ観光 スポ ッ トとして名を上げた Y市 。臨海都市の夜は 口0・ 特に若者層の
支持を集
めてお り、 これか らや って来るク リスマス シーズンに向けて、運河にはおよそ 2キ ロにわた って
その街路樹に眩いほどの
イル ミネー ションが灯 され る。そういえば、この臨海部の開発に便乗 して 多 くの娯楽施設やバー も出店 しネオ ン
を輝かせ
てい る。ホテルなど宿泊施設もい くつ もあるが、来年 1月 には 0グ ルー プによる 50階 建ての大
規模なホテルがオー プン
する。さらに某有名テーマパー クの誘致 も決定 し、 3年 後の着工が決定 した。 これ らの臨海都市計画 は この街に莫大な経
済効果 を与える ことが期待 され る。
しか し、急激な都市化に対応する電力不足が課題 となったも この国の最も南に位置する

Y市 は夏場の平均気温 も高い。
今後都市計画が進めば、最 も電力を消費する夏場に電力不足が深刻な問題 となるのは明白であった。今 日、市議会は し
新
い電源施設の立地を模索 している。
保守系主流派市議 A:現 在 この国の電源 として主流 となつてい る火 力発電所 の立地を提案 してい る。火力発 電な らば、燃

料を確保できれば都市部であっても建設が可能であり、現在最も実現可能な案だとして主張する。
共産非主流派市議 B:環 境問題への配慮が必要だと訴える。近年注目されている新エネルギー資源のひとつ、風力発電の
可能性を探つている。臨海部であるから風を遮るものは無く、風車もそこあ景観を損なうことはな
い

保守系主流派市議

。

C:不 足 が懸念 され る Y市 の電力問題 を一気 に解 消す るべ く、原子 力発電所 の誘致 を提案 してい る。 ク
リー ンで しか も安 定 した 電力供 給 は環境 問題 に も考慮 され てい る とい える。

Y市 を訪れ た若 者 D:こ の Y市 の 臨海都 市は絶好 の遊 び スポ ッ ト。 どん どん都 市化 を進 めて くれれ ば この先 、何 回 もここ
を訪れ る こ とにな るだろ う。
半世紀以上 Y市 に住 :昔 、 この街 は静 かで 自然 の 豊か な土地 であった。長年 この Y市 に住む 人 々の 多 くは この 臨
む E老 人
海都 市計画 を望んで い な い。経 済効果 が上が るか らといつ て 、都 市計画 を進 め るの は如何 か。グル

くばいんと>

ープ を結成 し、 自然 を破 壊 しての都 市計画 は中止 してほ しい 旨を うつ た えてい きた い。

① 大量の電力消費は莫大なエネルギーを要する。
・流通の視点から考えたら、この都市計画の効果は大きい。
② 経済
③ 都市計画はえてして、自然環境を破壊すると考えられる。
④ 都市計画が進めばより便利な暮らしが可能になるだろう。

