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任地紹介
国： キルギス共和国
言語： キルギス語（国語）

ロシア語（公用語）
産業： 農業や畜産業でGDPの３割

その他は，金採掘などの鉱業
宗教： 主としてイスラム教スンニ派

その他は，ロシア正教会
人口： ６２０万人(２０１９年）
面積： 19万8,500㎢（日本の約半分）

地図国旗

農村地域首都 ビシュケク

キルギス共和国

国土の９３％が標高１５００ｍ以上，４０％
が３０００ｍを超える山々に囲まれていて，
中央アジアのスイスと呼ばれている。

活動していたこと
職種：青少年活動（英語教育）
任地：首都ビシュケク
配属先：ビシュケク市教育局
仕事：ビシュケク市内の英語教育にお

ける質的向上
活動内容：ペア・グループワークの普及
(伝統的に教師が主導する授業形態の
ため，生徒主体のペア・グループワー
ク活動が少ない）

ワークショップ



研究課題の背景
SDG4.7

2030年までに，持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル，人権，
男女の平等，平和及び非暴力的文化の推進，グローバル・シチズンシップ，文化多
様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して，全ての学習者が，持
続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。

SDGsの目標のように，普遍的価値を共有するグローバルなものの見方を実現するた
めには，各国の教育事情や歴史的・文化的背景を考慮してグローバル教育を展開す
る必要がある。国や地域によってグローバルなものの見方の根底にある人々のもの
の見方には違いがある。

ユネスコは，持続可能な開発のための教育(ESD)と地球市民教育(GCED)をターゲット4.7の目標を達成
するために推進しているが，本発表ではESDやGCED，国際理解教育，開発教育，平和教育，人権教育
などの価値教育における傘概念としてグローバル教育という用語を用いる。

SDGsのターゲット4.7を達成することは共通の目標ではあるが，各国におけるグロー
バル教育の内容や方法を普遍的に展開することはできない。



研究課題の設定
グローバルなものの見方は一定の普遍性を持っているが，どの側面の育成に重点をおくか，どのよう
な方法をとるか，などについては各国の歴史的背景や社会的状況によって異なる。

大津和子「グローバル教育の今日的課題」『教育』44(11)，1992年，pp.36-37.

ユネスコの価値教育で表明されている普遍的な価値概念を具体的にどのように理解するかについては，
様々な国・地域による差異が想定される。

小林亮「ユネスコの地球市民教育(GCED)が目指す共生型のグローバル人材育成の試み」『国際理解教育』Vol.25，2019年，pp.39-40.

ユネスコは，地球市民教育の学びへのアプローチが地域，国それぞれにすでに歴史的に培われてきて
いる例を紹介する研究を行い、グローバルは決して同化を促す「トップダウン」な性質のものではな
く，文化の多様性の尊重を前提にした「ボトムアップ」な性質のものであるというメッセージを発信
している。

北村友人・佐藤真久・佐藤学編著『SDGs時代の教育―すべての人に質の高い学びの機会を』2019年，p.58.

グローバルなものの見方を育成する際に考慮す
べき異なる国のものの見方に着目し，グローバ
ル教育を展開するための課題や提言を模索する。

グローバル教育の国や地域に
よる独自性の意義を提示する。



研究課題の目的

【グローバルなものの見方】

【異なる国の学習者】

【Aのものの見方】 【Bのものの見方】

グローバル教育重点を置くべ
き側面や方法
は異なる

グローバル教
育の国や地域
による独自性
の意義課題や提言を模索する



研究方法
１．「グローバルなものの見方」の概念
２．日本の高校生の「ものの見方」について

のアンケート調査
３．キルギスの高校生の「ものの見方」につ

いてのアンケート調査
４．アンケート結果・分析
５．グローバル教育を展開するための課題や

提言



グローバルものの見方
■Five dimensions of a global perspective 

（グローバルな見方・視点の５つの領域）

１．Perspective Consciousness （視点を意識する）
２．“State of the Planet” Awareness （地球の現状を知る）
３．Cross-Cultural Awareness  （異文化を知る）
４．Knowledge of Global Dynamics（世界の動き方を学ぶ）
５．Awareness of Human Choices

（人間に与えられた選択肢を知る）

Hanvey. R. G. An attainable global perspective. Theory into Practice，21(3)，1982，pp.162-167.



グローバルものの見方
■Four elements of study as being essential and  

basic to a global education 

（グローバル教育に不可欠な４つの要素）

１．Human Values （人間の価値観）

２．Global Systems （世界を動かすシステム）

３．Global Issues and Problems （世界全体が抱える問題と課題）

４．Global History

（民族，文化，国家間の接触あるいは相互依存の歴史）

Kniep, W. M. Defining a global education by its content. Social Education，50(6)，1986，pp.437-446.



グローバルものの見方
■Key elements of a global perspective

（グローバルな見方のカギ要素）

実体的次元 知覚的次元
普遍的ならびに文化的な価値と慣行

（Universal and Cultural Values and Practices）
オープンな精神性
（Open-mindedness）

グローバル相互接続
（Global Interconnections）

複雑性の予想
（Anticipation of Complexity）

現在の世界的関心と状況
（Present Worldwide Concerns and Conditions）

型にはめることへの抵抗
（Resistance to Stereotyping）

世界的事件の起源と過去のパターン
（Origins and Past Patterns of Worldwide Affairs）

感情移入傾向
（Inclination to Empathize）

世界的事件の代替的未来方向性
（Alternative Future Directions in Worldwide Affairs）

非狂信的愛国主義
（Nonchauvinism）

Case, R. Key elements of a global perspective. Social Education，57(6)，1993，pp.318-325.



アンケート調査
■日本の高校生とキルギスの高校生に「ものの見方」ついてのアンケート調査(119人）

質問事項：

１．あなたは，外国に興味がありますか。

Сиз чет өлкөлөргө кызыгасызбы?

２．興味のある国，行きたい国を書いてください。（複数回答可）

Кызыккан жана баргыңыз келген өлкөлөрдү жазыңыз. (Көп өлкөлөрдү жазсаңыз болот)

３．上記の国に興味のある理由またはなぜその国に行きたいか教えてください。

Жогоруда жазган өлкөгө эмне үчүн кызыгасыз жана баргыңыз келет, жазыңыз.

４．「グローバル化」「グローバル社会」という言葉を聞いて思い浮かぶことをできる

だけたくさん書いてください。（例：英語・競争が激しい・大変な時代）

Глобалдык жана глобалдык коом деген сөздү укканда эмнени элестетесиз, көп жазыңыз.

(Мисалы, англис тили, атаандашуу, кыйынчылык мезгил)



アンケート結果・分析

日本

キルギス

89%

11%

１．あなたは、外国に興味がありますか。

Yes No

99%

1%

１．あなたは、外国に興味がありますか。

Ооба Жок

二つの国における人種，民族，言語，宗教，政治体制などは異なるが，グ
ローバル社会を認識し，多くの高校生が外国に興味を持っていることを理
解できる。



アンケート結果・分析
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２．興味のある国、行きたい国を書いてください。

（複数回答可）
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２．興味のある国、行きたい国を書いてください。

（複数回答可）

日本

キルギス



アンケート結果・分析
・10か国中7か国（アメリカ・フランス・イタリア・ドイツ・イ

ギリス・韓国・中国）は同じであり，その大半は欧米諸国で

ある。

・キルギスの高校生では，欧米諸国だけでなく，東アジア諸国

（日本・韓国・中国）も上位10か国に入っている。

・多くの日本の高校生は，韓国・台湾・中国，キルギスの高校

生は，トルコ・UAEという地理的に近い国を回答している。

二つの国の高校生の興味のある国は類似しているが，欧米諸国などの先進
国および近隣諸国という特定の地域に偏ったものの見方を持っていると読
み取ることができる。



アンケート結果・分析

順位 日本の高校生 人数 キルギスの高校生 人数

1 食事 41 学問・語学 50

2 観光名所 29 歴史・文化・生活 30

3
肯定的なイメージ

景観（街並み・建築）
23

景観
（街並み・建築）

28

4 映画・音楽・芸術 18
発展している国

（経済・生活・テクノロジーなど）
26

5 学問・語学 17 観光名所 24

6 歴史・文化・生活 13 仕事・給料が高い 16

7
景観（自然・動物）/

スポーツ観戦/ショッピング
10 肯定的なイメージ 12

8
自分の視野を広げたい/

特に理由はない
8

自分の視野を広げたい
11

9 家族・親戚・友人 6 景観（自然・動物） 10

10
友達を作りたい/メディアの影響

ホテルの施設・設備
5 食事 9

３．日本とキルギスの高校生の興味のある理由



アンケート結果・分析
・日本の高校生にとって外国へ行くことは，余暇（旅行）を楽

しむためである（食事・観光名所・景観・芸術・スポーツ観

戦など）。

・キルギスの高校生にとって外国へ行くことは，キャリアアッ

プのためである（学問/語学・歴史/文化/生活・発展している

国・仕事/給料が高いなど）。

日本の高校生は，外国を余暇において一時的に楽しむ場所として表層的な
ものの見方で捉えていることがわかる。しかし，日本の高校生が外国の食
事や芸術，映画，音楽，スポーツ，ホテルなど多様な分野に興味を持って
いる一方で，キルギスの高校生は，外国への興味をキャリアップのための
手段であるという限定的なものの見方をしていることを指摘できる。



アンケート結果・分析:KH Coder3の分析ソフトを使用

４．「グローバル化」「グローバル社会」という言葉を聞いて思い浮かぶこと
日本の高校生 (  )は頻出回数 キルギスの高校生 (  )は頻出回数

1 英語(76) 17 進出(12) 1 問題(53) 17 考え(9)

2 外国(37) 18 多様(12) 2 英語(39) 18 大変(9)

3 文化(37) 19 格差(11) 3 世界(37) 19 技術(8)

4 世界(32) 20 国籍(11) 4 人(23) 20 生活(8)

5 海外(24) 21 情報(10) 5 社会(17) 21 たくさん(7)

6 インターネット(23) 22 協力(9) 6 国(15) 22 エコロジー(7)

7 国際(20) 23 会社(8) 7 勉強(15) 23 一つ(7)

8 社会(19) 24 仕事(8) 8 言語(14) 24 国連(7)

9 コミュニケーション(18) 25 自国(8) 9 大規模(14) 25 新しい(7)

10 人(18) 26 日本(8) 10 外国(11) 26 進歩(7)

11 交流(17) 27 経済(7) 11 想像(11) 27 大事(7)

12 言語(16) 28 人種(7) 12 競争(10) 28 ロシア(6)

13 国(16) 29 地球(7) 13 現在(10) 29 環境(6)

14 貿易(13) 30 発展(7) 14 言葉(10) 30 戦争(6)

15 企業(12) 31 留学(7) 15 キルギス(9) 31 多い(6)

16 競争(12) 32 出張(6) 16 解決(9) 32 教育(5)



アンケート結果・分析

日本

キルギス

最小出現数を10語に絞って頻出語の階
層的クラスター分析を実施



アンケート結果・分析
・日本の高校生は，英語・文化・インターネット・コミュニケーション・

交流・進出・協力・出張などグローバル化を科学技術の発達および英語

を使用して海外で様々な人々と協働していくというイメージで捉えてい

る。

・キルギスの高校生は，問題・英語・勉強・大規模・解決・大変・環境・

戦争などグローバル化は大規模な問題を抱え，解決すべき大変な時代

というイメージを持っている。

日本の高校生にも「競争」「格差」などの否定的な言葉はあるが，比較的
グローバル社会を自身にとって可能性の広がるような肯定的なものの見方
をしている。一方，キルギスの高校生は，「技術」「進歩」などの言葉を
除いて，グローバル社会を解決すべき問題であると否定的に捉えるものの
見方があると考えることができる。



考察
１．日本とキルギスの高校生が興味のある国として欧米諸国などの先進諸

国を挙げ，特定の地域に偏ったものの見方をしている。

→「普遍的ならびに文化的な価値と慣行」「型にはめることへの抵抗」

２．日本の高校生は，外国に興味を持つ理由として「食事」「観光名所」

「景観」「芸術」「スポーツ観戦」などの回答が多く，表層的なもの

の見方をしている。

→「世界的事件の起源と過去のパターン」「感情移入傾向」

政治的・経済的・歴史的な欧米型の枠組みから人々の生活様式や文化的
背景を反映した多元的価値を自覚すること。

歴史的背景を理解して人々の困難な状況に自分自身を置き換えたり，問
題を想像したりすること。自分とは違う立場や境遇にある人になったつ
もりで活動するロールプレイなどは有効である。



考察
３．キルギスの高校生は，外国は勉強や仕事をするために行くという限定

的なものの見方をしている。

→「世界的事件の代替的未来方向性」「オープンな精神性」

４．日本の高校生は，グローバル社会に関して肯定的なものの見方をして

いるが、地球規模の諸課題についての認識が低い。

→「現在の世界的関心と状況」「複雑性の予想」

グローバル社会の中で人間に与えられ選択肢を知るとともに，異なる意
見に耳を傾けたり，自身の姿勢を変えたりすることを排除しない意識を
育成し，人権，男女の平等，地球市民性など普遍的価値概念を育むこと。

情報技術の発達によるグローバル化の利便性だけでなく，相互に関連す
るグローバルな現象における要因の一部として諸問題を認識すること。
PBLの手法は，問題の原因・影響・解決方法を模索する機会につながる。



考察
５．キルギスの高校生は，グローバル社会を「問題」という言葉をイメー

ジすることで否定的に捉えるものの見方をしている。

→「グローバル相互接続」

SDGsのターゲット4.7を達成するためには，グローバルなものの見
方の育成の前提となる各国のものの見方を受け止めて，それぞれのコ
ンテクストへの意識を強くしたカリキュラムや教材開発を行い，国や地
域による独自性のあるグローバル教育の展開が期待される。

グローバル社会における経済的なつながりや科学技術の恩恵など，肯定
的な側面を理解することで，地球全体を一つのシステムとして俯瞰して
捉える包括的なグローバルなものの見方を育成すること。
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