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はじめに

（１）インドネシア（ジャカルタ）基本情報
ジャカルタは、ジャワ島北西部に位置する人口約 1,000 万人のインドネシアの首都である。ASEAN（東
南アジア諸国連合）の事務局を抱える都市でもある。
ジャカルタの人々の 90％以上はムスリム（イスラム教徒）であり、毎日 5 回のお祈り時には街中にアザ
ーンが響き渡る。ラマダン（断食月）やレバラン（断食明け大祭）などイスラムの戒律と密着した生活を送
っている。しかし、インドネシアでは仏教やキリスト教、ヒンドゥー教、など他の宗教の信仰も認められて
おり、イスラム教以外の宗教に関しても寛容である。中国正月、ニュピ（ヒンドゥー教の正月）、聖金曜日
等、各宗教の休日が国指定の祝祭日となっており、ジャカルタ日本人学校もインドネシアの祝祭日に準じて
休校となる。この祝祭日はそれぞれの宗教の暦によるため、毎年、次の年の国指定祝祭日が発表される。そ
れに伴い、ジャカルタ日本人学校の行事も変更を余儀なくされるのが現状である。
東南アジア南部に位置するインドネシアは、面積は日本の約 5 倍、赤道にまたがる約 17,000 の島々から
なる世界最大の群島国家である。豊富な地下資源と緑豊かな自然に恵まれている。そこに 2 億 5000 万人（世
界第 4 位）を超える人々が暮らしている。歴史的背景からもインドネシアは多民族国家であり、約 300 の民
族があるといわれている。
気候は年平均気温約 28 度と年間を通して温暖な気候で、季節は乾季（4 月～10 月）と雨季（11 月～3 月）
がある。雨季でも日本の梅雨のようにずっと降り続くことはなく、突然降り出して止むスコールが多い。
インドネシアの人々は、日本語学習者数でも世界で上位を占め、非常にやさしく、親日的である。JKT48
の活動は日本でも知られているところだが、その他にもアニメや音楽、映画など若者を中心に日本文化に興
味をもっている人が多い。
ジャカルタの街中は、近代的な建物が立ち並び、道にはオートバイと車があふれ、交通渋滞が常である。
曜日や時間帯によっては、普段 20～30 分で移動できる距離が３時間ほどかかる場合もある。鉄道の路線は
少なく、人々の生活の足は、自動車かバイクである。道路には信号がほとんどなく、それが渋滞の一つとな
っていると思われる。車の免許は教習所で習って取得する物ではなく、お金で買えるそうだ。その結果、渋
滞や交通マナーの悪さから日本人は運転手を雇っている場合が多い。今、インドネシアは、バブルを思わせ
る経済発展を遂げており、毎年物価が上昇し続けている。ショッピングモールや高層マンション建設ラッシ
ュであり、日本企業も多く進出している。現在、地下鉄の建設が行われている。
急激な発展で裕福になっている人も多いが、大通りには女性や子どもの物乞い、車道には物売りの姿もま
だまだ見られる。2016 年 1 月の IS によるテロ報道により、改めて危険なイメージが高まったところだ。現
在も全地域で危険情報レベル 1 が喚起されている。1998 年のスハルト大統領の退陣要求の暴動の際は、JJS
の児童生徒も学校に宿泊を余儀なくされ、多くの日本人が帰国したこともインドネシア在住歴の長い日本人
の間では記憶に新しい。経済発展に伴い、インドネシアの人々の生活は二極化しており、インフラ整備と経
済格差の解消が求められている。
歴史的にみると、まだ建国 70 年ほどと日が浅く、過去にはオランダに 300 年ほど統治されていた時代が
ある。日本も約 3 年間、軍政を敷き、この国を占領していたという事実は、決して忘れてはいけないことで
ある。

（２）学校紹介
ジャカルタ日本人学校（Jakarta Japanese School）は昭和 44 年に設立され、平成 8 年に現在のビンタロ・
ジャヤ校舎に移転した。全校児童生徒数は 1,231 人（平成 27 年度 4 月現在）となり、ここ数年で急激に増
加している。今年度、単一校舎としては世界で 3 番目に人数の多い日本人学校となった。本校では、国際家
庭の受け入れも行っており、学校全体で約 1.5 割の家庭が国際家庭にあたる。
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敷地は広く、校舎は近代的だが、自然の豊かさを感じられる吹き抜けの造りとなっており、開放感を感じ
られる。グラウンドにはたくさんの熱帯の植物が植えられ、珍しい昆虫等にも出くわす。
全児童生徒はスクールバスもしくは自家用車で通学している。登下校時、駐車場にバス 50 台以上が並ぶ
様子は圧巻である。

様々な行事が行われる中でも、特に体育祭・JJS フェスティバルが二大イベントとなっている。体育祭で
は小学部と中学部が協力して縦割りで応援合戦を繰り広げる。JJS フェスティバルでは小学部の学習発表会、
中学部の合唱コンクール、小中交流の企画や御輿を担ぐ等様々なイベントが一同に行われる。交流企画には、
PTA・EC（英語教員）・TI（インドネシア語教員）・ヘリテイジソサエティー・昆虫博士、等のブースも加
わり、児童生徒保護者が一体となって盛り上がる行事となっている。
現地校との交流も小中全学年で積極的に行っている。特に中学部で行っている日本インドネシア友好親善
スクールは今年で 36 回目を迎えた。
その他にも、インドネシア語や英会話など、特色を生かした教育活動を行っている。英語検定も年間 3 回
本校で受験が可能である。

（３）赴任当初
3 年前、赴任してきたときに担任したクラスの児童が、
「うちのメイドがさ～・・・。
」
「インドネシアって
なんでこうなんだろ～。」等、自分の家で働いているお手伝いさんに対して呼び捨てをしたり、インドネシ
アという国に対して卑下した態度をとったりすることに、非常に違和感を感じた。児童の言い分としては、
物を盗ったり時間を守らなかったり、危ないから外出がままならないといった不満だったりと、理由がある
ということは理解できた。他にも、最初の学級懇談の際、1 人 1 人保護者の方に自己紹介をしてもらった際、
「まだ来たばかりで困ることが多くあります。いつ一時帰国できるかそればかり親子で楽しみにしていま
す。」とお話しされる保護者の方もいた。その一方、ある授業の一幕で別の児童は「今、僕たちはインドネ
シアに住まわせてもらっている。」と考えを述べた。この児童は、いつもこういった話を両親としていると
のことだった。
児童の考え方や感覚には、一番近くいる保護者の考え方や感覚が日本以上に色濃く反映することを身をも
って感じた赴任の始まりであった。私たち派遣教員は、自分で希望して赴任しているが、児童によっては、
いや保護者によっては、全く希望外の赴任であることが多いのだと改めて実感した。児童にも保護者にも「こ
こジャカルタに来てよかった。
」
、
「JJS に来てよかった。」と思ってもらうために、自分に何ができるかと考
えるようになったことの原点である。
もう一つ、JJS で働き始めて感じたことがある。それは、何とも言えない古き良き日本の学校の雰囲気だ
った。それは、行事への取り組みや規律の面からそう感じたことが大きい。今の日本では簡略化されたり削
減されたりしていることが多く残っている。最初は驚いた面もあったが、「ここでしかできない体験」を大
切にしていくことに深く納得し、楽しく過ごしていた。しかし、日が経つにつれ、保護者とのかかわりが増
え、少しずつニーズを理解し始めた。アンケートをとったわけではないので偏りはあると思うが、大まかに
まとめると、ジャカルタ滞在が長い家庭の多くは「今ここでしかできない体験を。
」、一方滞在が浅い家庭の
多くは「行事は日本同様で、学力をしっかり。
」と望まれているように感じた。
児童生徒数が増加の一途をたどり、まさに学校に対するニーズは二極化。保護者のニーズと且つ自分の思
いの両輪を達成するべく、日々邁進しようと務めてきた。

２ 実態調査
（１）調査方法
小学部の各学年 1 クラス抽出でアンケートを実施した。低学年は、担任が聞き取りする形をとり、3 年生
以上は記述で行った。そのため、低学年の人数が把握できていない項目がある。集計は、児童の記述から、
肯定的・否定的・どちらでもない等、私の主観で判断して分類した。項目を設けなかったのは、児童の素直
な気持ちを把握したいとの思いからである。

（２）調査結果
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ジャカルタに転校が決まったときどんな気持ちでしたか？
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２

実際に転校してきて、ジャカルタに住んでいる今、どんな気持ちですか？
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インドネシアを知るために何かしていることはありますか？（複数回答可）
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（３）仮説
アンケート１の結果より、やはり、インドネシアに来ることをマイナスにとらえている児童が多いことが
わかった。また、アンケート２の結果より、児童にとっての最大の理由は友達関係だということも全学年を
通して明らかになった。まず、第一に、学校が一人ひとりにとって楽しい場になることを教員としてしっか
り保証していくことは最優先事項であると改めて思う。また、低学年になればなるほど、身の回りの不便さ
に目が行くようだ。高学年になると少し客観的な理由が見られた。行動範囲が広がるためや物事を多角的に
考えられるようになるからだと予想する。
次に、アンケート３の結果から、学校以外の場でインドネシアについて知ろうと何かに取り組んでいる児
童が非常に少ないことが明らかになった。旅行の人数は多いが、その内訳としてはバリやジョグジャカル等
の有名どころでの観光が主であり、島々を巡ったり文化を知ろうとしたりといった国内旅行をしている児童
は少なかった。食についても同様のことが言える。体験したものとしては日本でも出回っているフルーツや
ナシゴレンなどの回答が多かった。
そこで、以下の 2 つの仮説の元、実践を行ってきた。具体的な取り組みとしては、今年度担任した 3 年生
を掲載した。

仮説
①インドネシアについて知る・体験する・考える・ふれ合う場を学校が積極的に取り組んでいくことで、
インドネシア理解が深まり、結果としてここインドネシアで生活できる今を大切にしたいと思う児童
が増えるだろう。
②児童の取り組みを意図的計画的に発信していくことで、保護者も今をここジャカルタで生活できるこ
とを大切にしていけるだろう。

３

実践

（１）ＪＪＳのインドネシア理解を支えるカリキュラムと小学部３年生での取り組み
①生活科と総合的な学習の時間
1 年間の学年の学びと、6 年間を通しての縦の学びの両方を大切にし、6 年間でインドネシア理解を深
められるように年間指導計画を立てている。今年度は以下の通り実施した。
今年度の各学年での取り組み
1年

・カリヤワン（JJS のインドネシア人校務員）さんのお仕事調べ
・インドネシアは自然がいっぱい（自然を使った遊び、動物）
・アン・ニサー校のお友達を１年生祭りに招待しよう

2年

・インドネシアの自然がいっぱい JJS（植物、果物、シンコン栽培）
・わたしたちのまち大すきインドネシア（JJS 子ども郵便局）
・インドネシアの友だちとなかよくなろう（プリギ校、コルドファ校交流）

3年

・インドネシアの生きもの博士になろう
・インドネシアの食べもの博士になろう
・プリギ校との交流会を成功させよう

4年

・インドネシアの特産品を伝えよう
・インドネシアの文化を探求バティックを作ろう
・アン・ニサー校との交流会を成功させよう

5年

・プンチャック宿泊学習にむけて
・環境問題を考えよう
・アン・ニサー校との交流会を成功させよう

6年

・インドネシア探検隊～民族編～（タマンミニインドネシアインダー）
・インドネシア探検隊～芸能編～（アンクルン・ガムラン・アチェダンスなど）
・インドネシア探検隊～歴史編～（モナス独立記念塔）
・インドネシア探検隊～交流編～（プリギ校との交流）
・インドネシア探検隊～感謝編～（手紙などで伝える）

※このインドネシア理解の授業とは別に、３年生～６年生は週１回年間計画をたて、インドネシア語の
授業を行っている。

【３年生の取り組み：昆虫博士を招聘】
「インドネシアの生きもの博士になろう」の際に、ゲストティーチャーとして昆虫博士に来ていただいた。
レクチャーだけでなく、インドネシアにいる昆虫を持ってきてくれて、実際にふれあうことができた。最初
はキャーキャー言っていた女の子も愛おしげに触れるようになったのが印象的だった。

【３年生の取り組み：プリギ校との交流】
プリギ校の３年生をＪＪＳにお迎えして、交流会を行った。日本を知ってもらい、仲良くなろうと、たく
さんのアイディアを出し合い、それぞれグループごとに準備をすすめた。習ったインドネシア語を駆使し、
身振り手振りで、気持ちを伝え合う。作品ができあがったとき、技が成功したとき、気持ちが通じたとき等々、
素敵な笑顔がたくさん見られる交流となった。

実行委員の４人がスタートのあいさつ

折り紙！

インドネシア語でお誕生日サークル

トントンずもう！

けん玉！

習字！
Terima

福笑い！

kasih！sampai jumpa！

ビンゴ！

【３年生の取り組み：インドネシア語の時間】
あいさつ・数などの基本的な内容から、動物・海の生き物などの総合的な学習の時間との関連を考えた内
容を年間計画を立てて学んできた。以下は、現地校との交流にむけ、インドネシアの遊びに挑戦したときの
様子である。貝やスーパーボール、輪ゴムなどの身近な道具でとても楽しく遊びに親しむことができた。

②各学年の校外活動
各学年の各教科・領域の学びをさらに深めるために、校外活動を設定している。毎年同じではなく、そ
の学年の実態に合った活動になるように年間を通して計画している。今年度は以下の通り実施した。
今年度の各学年での取り組み
1年

ラグナン動物園遠足

2年

マカルサリ果樹園遠足

ジャカルタ郵便局見学

3年

学校まわり探検

ヤクルト工場見学

4年

浄水場見学

ボゴール植物園見学

5年

プンチャック宿泊学習

ジャカルタ漁港見学・ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ植樹

6年

タマンミニインドネシアインダー見学

バンドゥン修学旅行

日本食スーパー見学

トヨタ自動車工場見学
モナス独立記念塔見学

【３年生の取り組み：学校まわり探検】
社会科の学習「学校のまわり」に関連して、学校まわりの探検を行った。普段なかなか自由に歩くこと
ができないジャカルタで、住宅街や道路を歩き、モスクの中に少しだけ入れたことは、とても新鮮な体験
だったようだ。トゥカンサユール（野菜売り）、カキリマ（屋台）などを実際に間近で見学している表情
はとても生き生きとしていた。

【３年生の取り組み：日本食スーパー見学】
社会科の学習「店ではたらく人」の学習に関連して、日本食スーパーの見学を行った。ジャカルタ市内
に４店舗を展開しており、ほぼ全員の児童が行ったことがあるスーパーである。店の内側をのぞくことが
でき、児童は大変意欲的に見学を行っていた。

③ヘリテイジソサエティーによるスクールプログラムとの連携
Indonesian Heritage Society は、1970 年に Ganesha Society として発足し、1994 年に現名称に
変更した。ジャカルタ国立博物館を中心として、インドネシアの文化遺産の保護、研究及び一般への紹介
を目的として活動しているボランティア団体である。現在会員数は約 600 名、その国籍も約 45 カ国にの
ぼるそうで、大部分の活動は英語で行われている。Indonesian Heritage Society に約 20 ある活動グ
ループの中で、ジャパニーズ・スピーキング・セクションに属している日本語スクールプログラムスの方々
と連携を図っている。このメンバーには JJS 保護者の方が比較的多いが、JJS のボランティアグループで
は無い。子どもたちがインドネシアに興味をもつきっかけになればと、教員と相談を重ね、パワーポイン
トを活用したり、実物を用意してくださったりするので、私たち教員も大変勉強になる。インドネシア理
解を深める上で、とても強い味方である。主に、総合的な学習の時間や社会科の導入として活用させてい
ただいている。
今年度の各学年での取り組み
職員向け

４月にヘリテイジの紹介を兼ねて児童生徒向けの短縮版をレクチャーしてくださる。

1年

インドネシアの生き物（生活科：ラグナン動物園遠足の事前学習として）

2年

インドネシアの果物 （生活科：インドネシアの自然の学習の一環として）

3年

ジャカルタの町

4年
5年
6年

（社会科：わたしたちのまちの学習のまとめとして）

インドネシアの特産品（総合 ：特産品、バティックの学習の一環として）
ボゴール植物園

（総合 ：ボゴール植物園見学の事前学習として）

インドネシアの米作りと水産業（社会科：日本とインドネシアの農作業の違いなど）
インドネシアの民族 （総合 ：インドネシア探検隊～民族編～の導入として）
バンドゥンとインドネシアの火山（バンドゥン修学旅行の事前学習として）

【３年生の取り組み：ジャカルタの町】
なかなか知ることができないインドネシアの現地の小学校についてや、ジャカルタの町のそれぞれの地
域の特徴などをレクチャーしていただいた。インドネシアの各学校では毎日制服が決まっている。それを
実際に子どもたちがモデル役となってファッションショーを行った。普段、街中で聞くカキリマが売って
いる物によって音をかえていることなど、児童共に驚きの連続の時間となった。また、ジャカルタの歴史
についてもふれ、オランダに占領されていたこと、ジャカルタで暴動があったときに地域の皆さんが助け
てくださったこと、等も交えてくださり、児童のインドネシアに対する理解が一層深まり、感謝の気持ち
を感想にたくさん綴っていた。

④ＰＴＡ親子活動
PTA の学年部の保護者の方を中心に、年 1 回の親子活動を企画して下さる。保護者の方の参加率もほぼ
100％であり、親子で一緒にインドネシアを体験する良い機会となっている。今年度は以下の通り実施し
た。
今年度の各学年での取り組み
1年

インドネシアかるたづくりとかるた大会

2年

フルーツポンチ作り

3年

ベチャ・バジャイ乗車体験、アンクルン演奏体験

4年

バティック（ろうけつ染めの布）制作

5年

イカンアシン作り（インドネシアの魚料理）

6年

卒業を祝う会

【３年生の取り組み：ベチャ・バジャイ乗車探検、アンクルン演奏体験】
ジャカルタに住んでいてもなかなか乗る機会がない２つのベチャとバジャイという乗り物にワクワク
し、保護者と一緒に体験できるということでたくさんの笑顔があふれた。初めて乗ったという感想が多く
あった。世界無形文化遺産に登録されたアンクルンは、１つの楽器が１つの音を担当し音を奏でる楽器だ。
メロディーマニスさんという団体をお呼びして素敵な合奏を聴いたり、指揮者のハンドサインに合わせる
とあっという間に合奏できたりと貴重な体験となった。

（２）日常生活を通して
①委員会活動主催のキャンペーン
今年度より、児童委員会活動の 1 つとして、国際交流委員会
を立ち上げた。様々な企画を行い、インドネシア理解にとどま
らず国際交流を意識して活動していた。この写真は「カリヤワ
ン（JJS のインドネシア人の校務員）さんとふれあい BINGO」
の様子である。顔写真入りのビンゴカードをもち、カリヤワン
さんとの交流を目標に、あいさつをしてビンゴを集める活動を
行った。いつもの仕事を中断して全カリヤワンさんが協力し得
てくださった。そのおかげで全校が休み時間に取り組むことが
できた。この活動を境に、カリヤワンさんに進んであいさつで
きる児童が増えたように感じる。

②勤労感謝の日の取り組み
日本に住んでいると、祝日の度に、その意味を考える機会があるが、イン
ドネシアにいると、日本の祝日に疎くなりがちである。そこで、今年３年生
では、いつもお世話になっている方へ感謝の気持ちを伝えようと、ハートカ
ードの取り組みを行った。インドネシア語で日本の勤労感謝の日の説明と、
日ごろ感謝を印刷したカードを児童とだれに渡したいかと話し合った。事前
に学年内で渡す担当を決めておき、かぶりや貰わない人がでないように調整
した。本学級は、担当のセキュリティさんと、それぞれが乗るバスのソピル
（運転手）さん・チャプロン（ガイド）さんには、全員が渡す事に決まった。
手渡す当日は、セキュリティの部屋にいた方は、2 名だけで、そのほかの方はそれぞれの場所で勤務されて
いたり、今はお休みだったりしたため、いらっしゃったお 2 人に全員分を託すこととなった。24 時間警備を
してくれていることを実感した瞬間にもなった。

（３）本学級での取り組み
①道徳の授業を通して（資料１・２）
教師になってから、道徳の時間を大切に取り組んできた。ここインドネシアにいるうちに、何かできな
いかと考えていたところ、今年度の研究で、自作資料を作成した。テーマは「犠牲祭」である。１年目の
10 月、犠牲祭のために学校は祝日で休みになった。
「一度は見ておいた方がいい。」という先輩の話を聞き、
実際にモスクへ出かけた。牛や羊が屠殺される様子を見たことへの驚きよりも、その屠殺される様子を小さ
な子どもから大人まで、じっと見続ける様子に驚いたことは忘れない。しかし、毎年学校が休みになるこの
日がどんな日なのかを知っている児童は少ない。そこで、この行事の意味を知ることと命の尊さについて考
えることで、今このインドネシアで生きることを大切にしようと思える児童を育成できるのではないかと考
え授業を行った。当日は、多くの先生方に参観いただき、多くのアドバイスをいただいた。自作資料の難し
さを感じたが、このアドバイスをもとに日本でも使える資料として、再度検討したい。

４

結果・考察
４ JJSでインドネシアについての学習をしてインドネシアのことがよく
わかりましたか？
100%
90%
80%
70%
60%

わからなかった

50%

少しわからなかった

40%

少しわかった

30%

よくわかった

20%
10%
0%
１年

２年

３年

４年

５年

６年

アンケート 4 の通り、全学年で 70％以上の児童が「よくわかった」または「少しわかった」と回答した。
特に、1 年生・3 年生・4 年生は 100％の児童が理解できたという結果になった。学校でインドネシア理解につ
いて積極的に取り組んでいく大切さを改めて感じた。
仮説１の視点で本校の教育活動を見つめ直したが、インドネシアを「知る・体験する・考える・ふれ合う」
活動を学校教育として多くの場面で行っていることはもともと自明だった。つまり、活動を増やすということ
よりも、毎年やっている行事の１つとしてただ行うのではなく、その一つ一つをいかに教員側が意識して取り
組んでいくか、また、いかに児童の意欲を高められるかにかかっているのだと思う。学校はあくまできっかけ
であり、それをもとに、さらに調べ、体験していける児童を育てるところまで高めていくことがやはり在外派
遣施設に派遣された教員の責務だと思い、取り組んできたつもりである。
仮説２については、この赴任してからの 3 年間、毎週 1 回のペースで学級便りを発行してきた。これは私だ
けでなく、本校全体として取り組んでいることだ。ノルマとして発行するのではなく、保護者の方の知りたい
ことは何か、学校として伝えたいことは何か、私個人として発信できることは何か、を考えながら書くように
してきた。児童だけでなく保護者からも「楽しみにしています。」とのお声をいただいた。長期休みのあとに
は、その休みに出かけたインドネシアの各地域についての旅行記をほんの少し書くようにもしてきた。理科の
時間に「赤道の通るポンティアナックという都市に行きたいんだ。」と話したことを家庭で話題にしてくれた
と保護者から連絡をいただいたこともあった。ほんの少しだが、子どもたちにとって私の話がインドネシアを
知りたい、今ジャカルタに住んでいてよかった、と思えるきっかけになれたのではないかと自負している。

５

おわりに
3 年間はあっという間であった。この国で、多くの地に出かけ、多くの体験をし、多くの人と出会えたこと

は大変貴重な財産となった。この原点は、1 年目に 6 年生を担当し、インドネシアの民族・芸能・歴史と幅広
く且つ深くこの国について知る機会を得たことである。歴史を学ぶ中で、日本人としてこの国に住まわせても
らっていることやこの国の方々の温かさに感謝しなければならないと強く思った。多くの経験を与えてくれた
このジャカルタ日本人学校に、派遣していただいたことに改めて感謝し、研修報告と致します。

６

参考資料
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/indonesia/index.html
APEX 特定非営利活動法人 http://www.apex-ngo.org/indonesia/

資料１
第３学年

道徳指導案

道徳学習指導案
児童 ３年５組 ２９名
指導者

１

題材名

２

研究主題について
研究主題

“生きる”って何だろう。

内容項目

佐藤 摩路子

Ｄ-（１８）生命の尊さ

ここインドネシアで生活できる今を大切に、生命を輝かせて生きようとする児童の育成

JJS に通う児童生徒の多くは親の都合で来イしており、この国で生活することに納得できず、否定的さら
には卑下してインドネシアという国をとらえている児童が多くいるように感じる。実際、本学級においてア
ンケートしたところ、インドネシア行きが決まったときにうれしかったと答えた児童は１人だけであった。
ところが実際に住んでみた今、インドネシアが好きと答えた児童は１６人と変化し、クラスの半数以上であ
る。その多くはインドネシアのよさを実感できている児童であった。
住まわせてもらっているこのインドネシアという国について知り、日本との共通点や相違点を考える中で視
野を広げ、互いの文化を理解尊重し合う気持ちをもたせることこそが、これからの２１世紀を生きていく児
童を指導する私たちの責務だと考える。
そこで、今回はインドネシアの主要行事である“犠牲祭”について取り上げ、イスラム教を信仰している
方にとって大切な日であることを知ると共に、ここインドネシアにおいて、生命を輝かせて生きることにつ
いて深く考えさせたい。
（１）犠牲祭について知る
それぞれの国は、深い意味がある日を国民の祝日としている。ここインドネシアでは互いの宗教を尊重し
ており、様々な宗教に関わる祝日が混在している。しかし、JJS に通う児童生徒が、祝日について深く知る
機会は少なく、家庭に委ねられている部分が大きい。実際に、本学級でアンケートをしたところ、犠牲祭に
ついて知っていると答えた児童は１８人であった。そのうち、名前だけ知っている児童が１１人、見に行っ
たことがある児童については２人という結果であった。そこで、次の２点に気をつけて教材を自作した。１
つめは、屠殺という死に直面する話題であるが、そこだけに児童の視点が行かないようにし、宗教が大切に
している行事であることを強調したこと。２つめはインドネシアと日本が共通していることを意図的に文章
にいれ、どの国においても、ひいては、だれにとっても同じなのだという視点で考えられるようにしたこと。
である。
犠牲祭を通して、内容項目について考えると共に、国際理解の一歩となる良い機会としたい。
（２）生命の尊さを知り、命を大切に生きることについて考えを深める
D−(18)「生命の尊さ」は、生命ある全てのものをかけがえのないものとして尊重し、大切にすることに関
する内容項目である。
生命の大切さは、様々な観点から考える事ができる。どれも重要な観点ではあるが、本学級では、１学期
に「生命のつながり・連続性」、前時に「生きているもの全ての生命の尊さ」と観点を絞って学習を進めて
きた。本時は、１年間の生命の尊さの学習のまとめとして「生命を大切に生きるとは」を主題として設定し
た。本教材を通し、自らは多くの生命によって生かされていることに気づかせ、かけがえのない自分の生命
をいとおしみ、感謝して素直に応える大切さを感じさせ、最終的には、与えられた生命を一生懸命に生きる
ことこそが、生命を大切にして生きることなのだというところまでをねらいたい。

３

本時の指導

（１）目標
自分が多くの生命によって生かされていることに感謝し、自身の生命を精一杯輝かせて今を生きていこう
とする意欲を高める。
（２）展開
学習活動・主な発問
１ 前時をふりかえり、本時のテーマへと
つなげる。（3 分）

指導上の留意点（・） 評価（◎）
・マスキング形式にし、児童の興味を引きつける。
・前時に多くの児童が感じていた「人も動物も同じ命をもっ
ている」を全体で共有した上で、教師から逆説になる「み
んなは大切にしていると言えるか。言えないのならアドル
フと同じではないのか。
」と問いかけ、一人一人に問題意
識を持たせた上で、本時のテーマを示す。
・一度の範読で、全員が理解し、同じ土俵で話し合えるため

２ 教材の条件・情況を把握する。
（5 分）

に必要なことを説明しておく。
・事前アンケートで犠牲祭について知っている児童に経験を
語らせ、共有してから範読に入る。
・１つ目の問いを事前に知らせ、視点を与えてから範読する。

３ 範読を聞く。
（6 分）
４ 話し合う。（21 分）
①生命を大切に生きているのはだれだろ

集中力を高めて考えながら読ませる。
・何を選ぶのかが重要ではなく、選んだ生き物をもとにして
理由を語らせるために、選択をさせる。

う。
・あえて逆の立場から問いかけ、生命を大切にすることにつ
②羊、牛、にわとりは、殺されてしまっ

いての考えを深めさせる。

たし、途中で命をあげてしまったから ・黒板に児童が思いを表現し合うことで、支えて くれてい
生命を大切にしていない、いらない生

るものの多さに気づかせ、感謝の気持ちや、自分の生命が

命ということかな。

かけがえのないものだということを引き出す。

③私たちを支えてくれているのは羊、牛、
にわとりだけかな。
５ 見つめる。（8 分）
わたしたちがここインドネシアでどう生

◎自分が多くの生命によって生かされていることに感謝し、
自身の生命を精一杯輝かせて今を生きていこうとする意
欲を高めている。
（発言・ノート）

きることが、
「生命を大切に生きる」こと ・今日の学習を振り返り、ひそかにこれからこうしていきた
になるのだろう。

いと決意ができるようにさせる。

６ あたためる。
（2 分）
４

成果と課題
犠牲祭というインドネシアならではの行事について児童が知ることと生命尊重について考えることの２つ
を達成できた。特に、見つめるの場面の児童の発言「今、生きてるってことを証明する」に集約されるように、
これからの生き方についても考えられていた。しかし、自作資料の内容、「食べられる命」と「自分（人間）
の命」を同一ラインで考えさせる難しさ等について再検討する必要がある。

“生きる”って何だろう。

資料２

道徳自作資料

お昼休みの３年６組です。J 太くんと S 子さんが話し合っています。
S「きのうって、お休みだったよね。週予定に“ギセイサイ”って書いてあったけどなにか知ってた？」
ぎ せ い さい

J『ぼく、きのう、お母さんといっしょに近くのムスジット（モスク）に行って“犠牲祭”を見てきたよ。』
さい

S「へぇー。わたしも行けばよかったなぁ。“祭”って“まつり”っていう漢字だよね。どんなおまつりだ
ったの？」
J『うん。インドネシア語で言うと、“イドゥルアドゥハ”って言うんだって。イスラム教をしんこうして
いる方にとって、とても大切な日で、おまつりといっても、ぼくたちがやるようなおまつりじゃなくて、
おいのりの日とかおいわいの日っていう感じかな。レバランってあったでしょ。あれとならんで２大イベ
ントといわれるとても重ような日なんだって。』
S「ふ〜ん。それで、どんなことする日なの？」
J『ちょっとむずかしい話なんだけどね。イスラム教をしんこうしている方は、サウジアラビアという国に
あるメッカというところにおまいりに行く日が毎年決まっているんだって。だけど、遠いしお金もかかる
から、毎年はむずかしいでしょ。そこで、おまいりに出かけた人たちのさい後の日に合わせて、おまいり
ひつじ

ぎ せ い

に行けなかった人たちが、行く代わりに 羊 とか牛などの動物を犠牲としてささげていわうことにしたん
ぎ せ い さい

だ。それが、この犠牲祭の日なんだよ。でも、動物を出すにもお金がかかるから、一生に一度は自分の名
ぎ せ い さい

前で動物を出せるように家族や親せきが協力するらしいよ。そして、このささげられた動物は、犠牲祭の
日に、みんなが見ているところで、あますところなく、きれいに大切にさばいて、みんなでわけて、おな
かいっぱい食べるんだって。ちなみに、このささげられた動物の肉を、みんなで分け合うこと、とりわけ
まずしい人々に分け与えることがイスラム教をしんこうしている人にとっては、とても大切なことなんだ
って。』
S「なんで分け合うの？多く出した人がたくさん食べればいいのに。」
J『それはね。ささげた動物たちは、自分のものではなく、イスラム教の神様にささげたということなんだ
って。みんながよろこんでおいしいものを食べる。それがとてもうれしいことなんだって。』
ひつじ

S「なるほど〜。むずかしいな。でも、なぞが１つかい決した。先週、バスから、 羊 とか牛があちこちでた
くさん見えたのに、今日は１ぴきもいなかったのは、そういうわけだったんだね。」
J『そうそう。あの牛たち全部食べられちゃったってことなんだよ。ぼく、昨日、家を出る前に、お母さん
ぎ せ い さい

ひつじ

に犠牲祭の意味を教えてもらったし、「牛とか 羊 をころすところを見るんだよ。」って言われて、わかっ
ていたんだけど、いざ、さばくってなったら、ドキドキして、こわくなっちゃって、見たくなくて、かく
れちゃったんだ。だけどね、ムスジットにいたインドネシアの子たちは、じっと、目をそらさずに見てた
んだ。ぼくより小さい子たちも。ぼく、けっきょく、見てないのに家に帰ってもずっとドキドキしてた。』
S「あ、それって少し分かる。わたしも日本で、おじいちゃん家でかってたにわとりをさばいて食べたこと
があるの。食べるためにかってるって、わかってるんだけど、いざ今日ってなったら、かわいそうになっ
ちゃって。だってさ、さっきまで大切にお世話して、いっしょに遊んでたんだよ。あの日の夜ご飯、すご
く心をこめて「いただきます」って言ったこと、今でもおぼえてる。」
J『そうか〜。インドネシアも日本も同じなのか〜。』
S「だけどね、わたし、今日のおべん当に入ってたからあげ、何も考えずに食べちゃった。」
J『ねぇ。人間も動物も同じ生き物なのに食べていいのかな。』
S「ん〜、でも食べないとわたしたち生きていけないよね。」
J『あのにわとりにとって、“生きる”って何だったんだろうな〜。』
S「そんなこというなら、わたしたちの“生きる”って何だと思う？」

