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１�．インドネシアにおける特別活動実践の背
景

　インドネシアにおける特別活動の実践はまだ始
まったばかりである。レッスン・スタディとして海外
で知られるようになった授業研究であるが、インド
ネシアでも10年以上を経て全国的に広まった。特別
活動は、インドネシアの授業研究の関係者を中心に、

次の日本モデルとして注目されている。すでに特別
活動に関する研修が日本で行われるなど、今後さら
なる発展が予想される。ここでは、おそらくインド
ネシアで初めての全校型、また学校横断型（幼稚園、
小学校、中学校の連携）で特別活動に取り組んでい
るＹ学園の実践事例を取り上げ、インドネシアの学
校における特別活動の実践と、現地の教育事情とを
照らし合わせた意味について考察する。
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要　約

　近年、教育移転は多様化し、他国の優れた実践事例を取り入れる動きが、国レベルでも、草の根レベ

ルでも起きている。2015年頃から特別活動が中東や東南アジアを中心に実践されている。しかし、一様

に見えるこの特別活動への関心も、実は多様なレイヤーがある。エジプトやアラブ諸国では「日本型教育」

が規律・協調性の育成を目的として実践されている。シンガポールでは国に貢献する人材を育成するため、

市民・人格教育の一部として清掃活動が導入された。一方、インドネシアでは、草の根レベルで、人格

教育やアクティブ・ラーニングの手法として取り組まれるようになった。

　本稿では、インドネシアＹ学園における授業研究に特別活動を組み合わせた事例を取り上げ、子どもの

学びに焦点をあてた学びの共同体を構築する試みとして紹介する。また、その実践の意義と課題について

論じる。
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　インドネシアでは10年以上前から授業研究が大
学と学校で実践されてきたが、教師の教え方を改善
する研修と理解されている。これは、授業の目的が
カリキュラムの伝達と理解されていることと関係し
ている。このため、授業研究によりグループ活動や
実験などが取り入れられても、子どもの学びではな
く、教師の教え方について話し合われることが多い。
　しかしJICAの支援等で来日し、日本の学校の様
子を視察した教員の中には、生き生きと学ぶ子ども
の姿を見て、安心して学べる環境づくりを行うこと
で、インドネシアの子どもたちも、意欲的に学ぶこ
とができるのではないかと考えるものも現れた。第
二著者であるスラトノ氏もその一人である。その結
果、子どもの学ぶ姿に寄り添う学校づくりを目指し
た支援を行うようになった。
　近年、インドネシア政府が推し進めるIndustry 4.0
など、教育の役割も情報社会に備えた多様な人材の
育成へと変化している。教育の目的がこれまでの学
歴・資格取得から、全人的な能力の育成に関心が集
まるようになった（草彅，2019）。これにより、教師
の教え方から子どもの学び方に関心が向けられるよ
うになってきた。
　また、インドネシアの学校ではもともと午後１時こ
ろまでだった授業時間が、2017年に８時間に延長さ
れた。この際、放課後に課外活動で取り組まれてき
た宗教教育が疎かになるのではないかと宗教団体か
ら反発があった。そこで教育文化省が、多様な活動
が教育に含まれ、人格教育もその一つであると強調
したという経緯もあり（Kemendikbud，2017）、学
力以外の能力に関心が向けられるようになった。特
に地方政府は地域や学校に根付いた実践を後押しし
ており、学校の特色を出したプログラムづくりに取
り組みやすくなった。
　Ｙ学園の所在する西ジャワ州バンドン市では、
2016年当時市長であったRidwan Kamil氏（現在の
州知事）の提唱により、「マサギ」と呼ばれる全人
的な教育を目的とした地域カリキュラムが推進され
ている（Apandi，2016）。マサギとは、地域語のス

ンダ語で正方形という意味があり、全人的に優れて
いて、広い視野を持って物事を判断し行動できる人
という意味である。このように、インドネシアでは、
地域性や宗教性などのアイデンティティー形成と絡
め、次世代の市民育成として非認知的能力育成の
ニーズがある。

２．Ｙ学園の学校改革と研究の背景

　Ｙ学園はバンドン市に所在する、約110年前にオ
ランダからの宣教師によって設立されたカソリック
の学園である。Ｙ学園の概要は表１の通りで、幼稚 
園、小学校、中学校から構成される。同学園を経営
する財団は、西ジャワだけでも70の学校を経営して
いる。本稿では、幼稚園の園児、小学校の児童、中
学校の生徒を取り上げているが、一括してこれらを
生徒と記す。

表１：Ｙ学園の教員・生徒数

教員数 学級数 生徒数

幼稚園 ７人 ７学級（各27名） 189名

小学校 12人 12学級（各27名） 324名

中学校 ４人 ４学級（各24名） 96名

合計 23人 ―― 609名

　Ｙ学園では、2000年半ばに、21世紀型の教育に
合わせた改革の必要性が叫ばれ、新たな学校のビ
ジョンとして、「魅力的な十字架」と呼ばれる４つの
柱が策定された。それが、１）成長、２）ケア、３）
思考、４）創造性で、この中心に「心」が位置付け
られている。つまり、当初から特別活動の目指す、
全人的教育理念と共鳴した経営方針が改革の核に
あった。Ｙ学園はこの方針を日常の教育活動に反映
するための方法を模索していたところ、授業研究に
ついて知り、授業研究を通じた教師の協働と、授業
の改革が可能ではないかと考えた。
　第二著者はバンドン市にメイン・キャンパスがあ
るインドネシア教育大学の講師であり、10年以上日
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本の授業研究を用いた学校の支援を行っている。特
にボトムアップでの教師の同僚性の構築に関心を
持っていたことから、佐藤学氏の提唱する学びの共
同体の理念を中心とした学校改革の支援を行ってき
た。すでに支援していた他校の紹介により、2017年
からＹ学園の授業研究アドバイザーとなった。Ｙ学
園が授業研究を取り入れた理由として、財団の幹部
との会話から、アジアの国において経済発展の成功
例として知られる日本の教育モデルを参照すること
で、具体的な将来像を描きやすかったことが背景と
して伺える。
　筆頭著者と第二著者は、長年授業研究の実践を
通じて研究交流を行っており、特にＹ学園の特別活
動導入にあたっては、東京大学のチームが2018年
10月にＹ学園で行った研修や、2019年６月にＹ学園
の園長、小学校校長、中学校校長が参加した日本
での１週間の研修プログラムを共同で企画するなど、
協力して実践を支援してきた。

３．研究の目的と方法

　本稿ではＹ学園の２年間（2017年〜2019年）の
実践を振り返ることで、授業研究と特別活動がどの
ように、子どもの学びを中心とした教師の同僚性の
構築に貢献したのか、その実践の意味と課題につい
て議論する。
　 筆頭著者は2018年10月の特別活動のワーク
ショップの際に、初めてＹ学園を訪問した。また
2019年６月にＹ学園の校長らが特別活動研修のた
め来日した際は、研修の企画・コーディネーター役
として同行している。第二著者は前述の通り学校改
革のアドバイザーを務めており、毎月１〜２回学校
改革支援のためにY学園を訪れていて、2017年から
2019年９月まで30回以上訪問し、アドバイザーとし
て日本での研修にも同行している。また、第二著者
の元教え子であるコンサルタントのAndrian Rizki 
Ajie（Aji）氏が、アドバイザーとしてこの２年で60
回以上Ｙ学園を訪問し支援を行っている。
　本稿では、第二著者とAji氏によるY学園の２年

間の実践報告書、教員の実践の振り返り、学校とア
ドバイザーから提供されたビデオ等の資料、筆頭著
者による教師へのインタビュー、Ｙ学園の教師との
ディスカッション（オンラインも含む）をもとに分析
した。

４�．Ｙ学園における授業研究と特別活動を
通じた同僚性の構築

　Ｙ学園における２年間の学校改革の経緯は以下の
通りである。１年目はアクティブ・ラーニング型の授
業を実践するため、授業研究がまず導入された。さ
らに全人的教育を推進するため、２年目に特別活動
が導入された。

Ａ）�学校レベルでの授業研究を通じた学びの共同体
の確立（2017年７月〜 2018年６月）

１学期 パートナーシップの確立
教師間の信頼関係を築き、授業研究
に対する教師の関心を高める

２学期 教授内容の見直し
授業目的を見直し、生徒の学習につ
いて振り返りを行う

　具体的な活動内容は、学びの共同体の構築を目指
し、学年ごとの小規模な教師のグループで、生徒の
学びについて話し合いが行われた。授業計画につい
て３回にわたり時間をかけて検討を行ったのち、公
開授業が開催された。その後、小学１年生の公開授
業に２〜３年生の教師が参加するなど、徐々に学年
横断的な学び合いに発展させていった。
　このプロセスの中で、これまでのトップダウンで
官僚的な学校文化を打破するため、２名のアドバイ
ザーが積極的にファシリテーターとして教師間の対
話を促進する試みが行われた。しかしインドネシア
では、授業を見られる経験というと、校長や指導主
事が教員評価を行う機会に限られていた。このため
授業観察イコール指導評価と捉えられてしまい、自
由に意見を交換する学び合いの場にはならなかっ
た。アドバイザーは教師への批判から議論を遠ざけ、
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子どもの姿から学んだことを話し合う場を作ろうと
した。
　１年目の段階では幼稚園、小学校、中学校それぞ
れで学びの共同体の構築が目指された。
　
Ｂ）�特別活動の導入による授業研究の発展と幼稚園・
小学校・中学校の連携（2018年７月〜 2019年
６月）

１学期 教師と生徒の信頼関係づくり

２学期 特別活動の理念により生徒との信頼
関係を作る

　２年目は、まず教師と生徒の信頼関係づくりが図
られ、その上で生徒間の関係の改善が試みられた。
また幼稚園と中学校合同の授業研究グループが作ら
れるなど、学校間を超えた連携を通じた、聞きあう
関係づくりの活動が行われた。また、生徒の協同を
推進するため、以下の４つの特別活動が取り入れら
れた。

特別活動の事例１：学級の話し合い活動
　インドネシアの新年度である７月に、学級のルー
ル作りが行われた。またクラス環境を改善するため

の、話し合い活動が実践された。インドネシアでは「学
級づくり」への取り組みは主流でないため、Ｙ学園
では初めての試みであった。また子どもたちによる
問題解決の機会もこれまでなかった。例えばロッカー
のきれいさをお互いに３段階で評価して、きれいさ
に応じた色のシールを貼るなど、学級環境の改善を
目的とした活動が行われた。

特別活動の事例２：給食当番
　給食活動は幼稚園から小学校６年生の学級で実
践されている。もともと宗教的に施しの心や分かち
合いの精神を示すため保護者が持ち回りで給食を提
供していた。日本の給食活動の要素を取り入れるこ
とで、学級づくり、道徳、食育を目的に、活動内容
が再考された。従来はそれぞれが自分の分だけよ
そっていたが、好きなおかずだけ食べて野菜を食べ
ない、食べ物への感謝がないなどの課題があった。
　当番の子が配膳することで、学級全体のことを考
え配膳する、バランスの良い食事をみんなで心掛け
る、感謝の気持ちを伝える、などの取り組みが見ら
れた。また友達のために配膳する楽しさや、配分を
考えて配膳することの重要さも学んだ。

特別活動の事例3：掃除当番
 幼稚園と小学校では清掃活動も導入された。その
際には東京大学のチームが作成した掃除についての
話し合い活動のDVD（Tsuneyoshi et al, 2016）も
参考にし、清掃員から話を聞き、学級環境の改善に
役立てた。特に幼稚園の実践では、子どもの話し合
いから学び、協同的な学びを促進しようとする教師
の姿が見られた。またこの活動を通して子どもに話
を聞く態度やコミュニケーションについて教える中
で、教師自身が子どもの話にじっくり耳を傾けたり、
子どもの感情に寄り添う姿勢がみられた。

特別活動の事例４：異年齢交流と主体的な活動運営
　インドネシアの独立記念日である８月17日には、
毎年日本の運動会のような生徒の競技会が開催され
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る。これを、生徒の主体性を育てる異年齢交流活動
として、上級生が中心になってイベントの運営を行っ
た。具体的には、下級生の競技種目のタイム測定を
行ったり審判として参加した。
　これまで生徒が主体となり学校行事の運営に関わ
る機会はなく、手間がかかることから反対する教師
もいた。しかし、タイムの記録や順位の判定に意欲
的に取り組む生徒の様子を目の当たりにし、教師か
らも一定の賛同は得られた。

５�．インドネシアでの特別活動導入の意義
と課題

　Ｙ学園の取り組みは、学校の伝統と宗教的価値観
を守りつつ、新しい社会のありかた、教育のニーズ
に応えるべく、日本の教育モデルが活用された点に
特徴がある。特別活動の全人的教育アプローチが、
インドネシアの学校教育の文脈で実践された際に、
どのような意味を持つのか。Ｙ学園の実践を通じ見
えてきたことを、既存の教育制度とのギャップを含
め論じる。
　第一に、幼稚園、小学校、中学校間の連携は珍し
く、Ｙ学園の取り組みはインドネシアでは先駆的な
事例であるといえる。同じ財団が運営する学園であ
り、カソリックの伝統・思想を共有していることから
実行可能であった。このような恵まれた条件にあっ
ても、学校全体や学校間で連携する仕組みがなかっ
たため、授業研究に皆で参加できるように教員の空
き時間を確保するのが難しいなどの問題も出てきた。
　第二に授業研究の内容が、「教える内容」から、「子
どものケア」にシフトしたことで、教科・学年を超
えた実践が行われた。これにより、子どもの全人的
な発達を目的として、教師の協同が起こり、つなが
りが深まることが期待された。しかし、幼稚園では
これがうまく作用したが、学年が上がるにつれ、教
師の優先度がカリキュラムを終わらせることに置か
れ、子どもの小さな変化や学びのプロセスを大事に
することが難しかった。
　第三に、従来はトップダウンの学校運営が行われ

ていたが、授業研究や特別活動などのボトムアップ・
アプローチを取り入れることで、より民主的な学校
運営が目指された。しかし、学校文化の改善には、
長期的な取り組みが必要であり、教師間の信頼関係
の構築にも時間が必要である。現在のところ、園長・
校長は、管理者の立場から対等なメンバーに役割を
変化させる必要性は感じている。今後の課題として、
教師が安心し挑戦し自由に意見を言える環境づくり
が目指されている。民主的な学校運営が実現すれば、
生徒の主体性を尊重した学級運営にもつながるので
はないかと期待されている。
　第四に、学びの共同体では、個々の教師の主体性
を尊重した上で、お互いの教育実践を支える同僚性
が目指されている。しかし、Ｙ学園においては、「学
校プログラム」として授業研究や特別活動は取り組
まれており、生徒個人の主体的な学びとは結びつ
いていない。今後どのように教師個人の専門家とし
ての使命ややりがいとつなげた教育実践ができるか
が、成功の大きな鍵になる。
　しかし、学校を取り巻く教育環境が、教師が子ど
もの学びに寄り添うことを難しくしている状況も否
定できない。例えば学力・成果重視の評価システム
では、狭義の学力や知識の取得が教育目標と捉えら
れる。これは、全人的教育アプローチの長期的でプ
ロセスや子どもとの関わりを重視する価値観と相反
する。このため、学力が重視されない幼稚園レベル
では、個々の子どものニーズや関心に寄り添うこと
が可能だが、学年が上がるに従い、個々の子どもの
気持ちや関心より、教科内容の伝達により学力をつ
けさせることが重視されてしまう。このため、辛抱
強く子どもに接したり、長期的な視野で子どもの全
人的発達を考えることが難しいという課題を抱える。
　これまでインドネシアでは、授業研究は教科と教
師の専門性の向上が目的であると理解されることが
多かった。しかし、特別活動を組み合わせたことで、
子どもの学びのプロセスに焦点が当てられ、この点
について議論がされやすくなった。特に幼稚園レベ
ルでは、普段から子どもの感情や社会的スキルの育
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成が、教師の専門的関心として共有されており、特
別活動の導入が円滑であったという。
　21世紀型の教育では、個々の教師の主体性や子
どもの自主性を尊重した、自らを変化させ、社会を
変化させていくような人材の育成が期待されている。
この実現には、参加者が対話を通じて学び合う、よ
り民主的な教育活動と、そのための学校改革が必要
とされている。
　Ｙ学園は子どもの学びを中心にした学びの共同体
の構築に、いまだ多くの課題を抱える。しかし、学
園全体の取り組みとして、長期的な視野で学校運営
を行い、教師の学び合いと生徒の協同的な学びを根
付かせようとする取り組みは、短期プログラム型の
取り組みが多いインドネシアでは、先進的な事例で
あるといえる。
　Ｙ学園の実践から、アクティブ・ラーニング型の
授業実践や、全人的教育アプローチの実践の実現に
は、個々の教員の専門性の向上だけでなく、学校文
化・教師文化への働きかけも不可欠であることがわ
かる。特にインドネシアでは、政府の助成金による
短期プロジェクト型の教育プログラムが多く、教員
研修や授業研究も、長期的な取り組みより新しい手
法を学ぶ場になりがちであり、日常に根付いた活動
になりにくい（Kusanagi, 2019; 田中, 2011）。特別活
動の導入は始まったばかりだが、子どもの学びとケ
アを中心に、教師の学び合いが発展することが期待
されている。
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