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コロナ禍における日豪小学校間の国際交流活動支援  
 

Supports for an International Exchange Learning Project at Schools  

in Japan and Australia  

 
 

辻  伸幸   

 

2020 年度は、小学校から大学に至るまで新型コロナウイルスのパンデミックのため大

混乱に陥った年度であった。このような混沌とした状況で、子どもたちの学びを止めない

ために試行錯誤ではあるが、あらゆる教育機関が対応を取ったことは周知の事実である。

コロナ禍であっても地域貢献を行うことは大学の大きな社会的使命でもある。本稿は、和

歌山信愛大学わかやま子ども学総合研究センター事業の一環として、紀の川市立麻生津

小学校とオーストラリア・ビクトリア州立クレイトンノース小学校間の国際交流活動に

関する支援について述べたものである。  

キーワード：コロナ禍、日豪小学校間国際交流活動、ビデオ会議システム、英語教育  

 

1 はじめに 

筆者は、小学校英語教育における言語活動で、児童が英

語を使用する必然性を高めるため日豪小学校間における国

際交流活動の教育実践・研究を長年行ってきた（辻 2009a; 

辻 2009b; 辻 2010; 辻 2011; 辻 2013）。そして、2018年

度から、和歌山県紀の川市立麻生津小学校とオーストラリ

ア・ビクトリア州立クレイトンノース小学校の国際交流活

動を支援してきた。この交流では、担任の教員が主体とな

って展開できるように大学教員としてどのような支援が可

能であるのかを明らかにしてきた（辻 2019）。 

ところが、2019 年末、中国で新型コロナウイルス

（COVID-19）が出現し2020年には地球規模で蔓延しパン

デミックとなり、2021 年 2 月時点においても終息する状

況ではない。2020年度の前半は、麻生津小学校もクレイト

ンノース小学校も休校期間が長引き、国際交流活動は中断

せざるを得ない状況であった。その後、COVID-19 の感染

の実態が科学的に解明されはじめ、感染防止の方法が具体

化し、人々の行動変容も進み学校の対面教育が再開された。 

麻生津小学校側から、国際交流活動の継続を強く依頼さ

れ 2020年 11月 27 日に両校の国際交流活動を実施するこ

とができた。コロナ禍のため小学校教員の負担が増してい

る現状を鑑み、筆者が主導してこの国際交流活動の内容を

開発し、児童への指導も実施して支援した。 

本稿では、筆者が開発した国際交流活動の内容と実践を

記録に留め、児童の事後の振り返りを含めて検証を行い、

成果と課題を明らかにする。 

 

2 両校の概要 

2.1 紀の川市立麻生津小学校 

麻生津小学校は、和歌山県紀の川市を流れる紀の川の中

流域南岸の丘陵地に位置し、校区は緑あふれる豊かな自然

と連帯感のある地域住民に恵まれた準農村地域にある。

2011年度には、児童数が105人あったが、人口減少により

徐々に減少しつつある。2020 年度の児童数は、35 人で全

学級が複式学級となった。 

教育に対して協力的な安定した地域である。児童たちは

落ち着いて日々の教育を受けることができている。紀の川
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市の中でも最も規模が小さい小学校の一つであり、多様な

人との関りが少ないことが課題である。この課題に対応す

るためにICTを利用した教育について学校全体で取り組ん

でいる。 

国際交流活動は Skype を利用し行なわれている。ICT 環

境は恵まれており高速のインターネット回線が利用できる

教室やコンピュータ教室があり、電子黒板、ウェッブカメ

ラ、ウェッブマイクも完備されている。これまでに、和歌

山市内の小学校とSkypeを利用した交流学習を行った経験

がある。 

今回、国際交流活動を実施した学級は、3・4 年生の 12

人の複式学級である。児童は、優しく他者を配慮すること

ができている。 

 

2.2 ビクトリア州立クレイトンノース小学校 

ビクトリア州の州都メルボルンの南東に位置するクレイ

トンにある。典型的なオーストラリアの大都市近郊の地域

である。小学校から徒歩10分の所に世界的に有名なモナ

ッシュ大学がある。数多くの留学生や外国人研究者が在籍

している大学である。 

全校児童217名の中規模校である。大学が隣接するグロ

ーバルな環境から在籍児童は、多様な文化、宗教的背景を

もっている。この多様性を認め、学び合わせ深い学びに結

び付けようとしている。日本語専科教員が日本語をプリス

クールから6年生まで週に1時間単位、指導している。 

今回、国際交流活動を実施した学級は、3・4年生の複式

学級であり、12名が参加した。日本のように児童数が少な

いために法律・規則上複式学級になるのとは違い、オース

トラリアでは、同一学年の児童で学級を編成せずに隣接学

年で学級を編成している学校が多く存在する。クレイトン

ノース小学校もその一つである。 

オーストラリアは、小学校から外国語教育の導入を強く

推奨しており日本語は人気のある言語の一つである。外国

語教育は、オーストラリアではLanguages Other Than English 

(LOTE)と呼ばれており、文字通り英語以外の多言語を扱っ

ている。多言語を学ぶ理由は、移民政策や原住民に関する

国内の多文化を背景にする言語を財産と考ええいることと、

海外の国との貿易に寄与するためである（辻 2009a）。 

Victoria State Government, Education and Training (2019)に

よると、2018年度で日本語を教えている小学校は、ビクト

リア州で199校存在する。ちなみに、他の上位にある言語

は、インドネシア語の220校、中国語の206校、イタリア

語の189校である。その他の言語は21言語にも及ぶ。 

日本語は、専科教員が指導しており、その中には多くの

日本人が多く含まれている。彼らは、オーストラリアの大

学で日本語教員としての資格を取得しており、正規または

非常勤の教員として勤めている。クレイトンノース小学校

の日本語専科教員も正規の日本人教員である。 

 

3 日豪小学校間国際交流活動 

3.1 事前段階 

国際交流活動を計画する場合、相手校との打ち合わせは

重要である。交流学級の決定、実施の日時の調整、活動内

容の検討などが必要になってくる。電子メールとSkypeを

通して、それらの事項をスムーズに行うことができた。ま

た、昨年度、両校間で国際交流活動を実施して以来、Skype 

を使っていなかったため接続テストも実施し、問題なく使

えることを確認した。 

打ち合わせの結果、クレ

イトンノース小学校の3・

4年生の児童と11月27日

の11時50分から40分実

施することが決定した。活

動内容は、表1の通りであ

る。 

次に国際交流活動を実

施する麻生津小学校 3・4

年生児童に、交流の目的、

相手校の紹介、内容、当日

使用する英語の表現に関する学習、準備物作製の事前指導

を筆者が11月12日に行った（写真1・2）。この事前授業

は、コロナ禍のため小学校側の負担を軽減するために大学

側ができる支援として筆者が全てを計画、準備し実施した。 

さらに、筆者は、11月 27 日の国際交流活動が実施され

る直前の1時間で、麻生津小学校の児童だけでリハーサル

を実施し指導を行った。これまでの研究から国際交流活動

を実施する前のシミュレーションとしてリハーサルをする

1  始まりの挨拶 

2  児童の自己紹介 

3  クレイトンノース小学 

校児童の歌の発表 

4  麻生津小学校児童の 

   歌と手遊びの発表 

5  お互いの質問 

6  終わりの挨拶 

表1  活動内容 



わかやま子ども学総合研究センタージャーナル No.2, pp.35-39, 2021 

 37 

ことが児童の緊張感を低め自信をもたせる効果が分かって

いる（辻 2019）。リハーサルは、仮想のクレイトンノース

小学校側としてパソコン教室を設定し、児童がいる教室と

Skype で接続して行った。パソコン教室では、クレイトン

ノース小学校教員の役割を麻生津小学校校長が担った。校

長は、音の大きさ、児童の立ち位置、提示物の見せ方等の

助言を児童に与えたり、良いところを称賛したりした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 国際交流活動本番 

教室には、大型モニター（国のGIGAスクール構想によ

る予算措置で購入）とノートパソコンをセッティングした。

ウェッブカメラとマイクは、ノートパソコンに付いている

ものを使用した（写真3）。    

以下、実施した内容を述べる。 

(1) 始まりの挨拶 

Skype を接続し、お互いの姿を確認した段階で、麻生津

小学校の児童は、“ Hello ! ” や“ Hi ! ”と手を振りながら笑顔

で元気に挨拶を行った。クレイトンノース小学校の児童は、

日本語の授業の一環であるため「こんにちは。」など日本語

での挨拶であった。両校の児童にとって初めての対面であ

った。 

挨拶は私たちが生きていく上で欠かせないものであり、

お互いに会えてうれしいという気持ちを相手に伝え、コミ

ュニケーションを図ろうとするものである。国際交流活動

という場面設定により、英語で挨拶を行う必然性が高まり、

言語を学ぶ最適な状況設定と言える。 

 

(2) 児童の自己紹介 

どちらの児童も十数名なので、一人ずつウェッブカメラ

の前に立ち、麻生津小学校の児童は英語で、クレイトンノ

ース小学校の児童は日本語で自己紹介を行った。麻生津小

学校の児童は、今年度から外国語活動を学び始めた3年生

も在籍している。そのため、自己紹介の内容は、短く、基

本的な表現を導入することにした。具体的には “ I’m Taro, 

T-A-R-O. ” と自分の名前の綴りも含めて自己紹介した。

さらに、視覚的に情報を補うために名前の綴りを大きく書

いたポスターを持って自己紹介を行った。 

日本側からの自己紹介後、クレイトンノース小学校の児

童の自己紹介が日本語であった。名前と自分の好きなもの

を伝えていた。外国語として日本語を使っているクレイト

ンノース小学校の児童を見ていると、ところどころ聞きに

くかったり、間違ったりすることに気付くことができる。

このことは、日本の児童が英語を使っている状況に自分自

身を置き換えて気付くことができることにつながる。外国

語習得にとって、このようなメタ認知的な理解は欠かせな

い。 

 

写真1  11 月12 日の事前指導の様子 

写真2  11 月12 日の自己紹介練習の様子 

写真3  国際交流活動本番の様子 
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(3) クレイトンノース小学校児童の歌の発表 

“ Twinkle, Twinkle, Little Star ” （きらきら星）を最初に日

本語で歌い、次に、英語で歌っていた。麻生津小学校の児

童にも馴染みの歌であり、英語でこの歌に触れることがで

きる貴重な体験となった。 

 

(4) 麻生津小学校児童の歌と手遊びの発表 

麻生津小学校児童が、オーストラリアの有名な子どもの

歌である “ Kookaburra ” （ワライカワセミ）を英語で合唱

した。11月 12 日の事前指導の時に筆者が児童にこの歌の

アニメ動画を使って、歌の意味や歌う上での留意点の説明

を行った。また、その時、アニメ動画に合わせて合唱の練

習を2回実施した。さらに、なぜこの歌を選び、麻生津小

学校児童が歌う計画を立てたのかも考えさせた。外国語活

動の授業で、このような視点について児童が考えることは

重要であると考える。現行の学習指導要領でも明示されて

いる「外国語の背景にある文化に対する理解を深め，他者

に配慮しながら，主体的に外国語を用いてコミュニケーシ

ョンを図ろうとする態度を養う。」ことにもつながってくる。

本来であれば、児童が主体的に考えて、どのような歌を歌

えばよいのかを考える機会を総合的な学習の時間や特別活

動で国際交流活動に連携させて進めるのが理想である。し

かしながら、コロナ禍のため担任にそれを求めることは現

実的ではない。 

筆者は、朝の会でこの歌を練習するように児童に伝えて

おり、本番当日は、クレイトンノース小学校の児童が感動

するほど英語で流暢に歌うことができていた。 

歌の次は、日本の子どもの手遊び歌である「とんとんと

んとんひげ爺さん」を披露し、その後、両校の児童で同時

に手遊びを行った。日本語を学んでいるクレイトンノース

小学校児童への日本語学習を応援する意味合いもある。 

“ Twinkle, Twinkle, Little Star ” は、日本側児童に向けられ

た応援と考えることができる。このように考えると、歌も

他者に配慮して行われるコミュニケーションの一部である

ことが理解できる。 

 

(5) お互いの質問 

子どもの視点から尋ねてみたい疑問や質問を行う機会を

取った。日本側は筆者が、オーストラリア側は日本語教員

が通訳をして支援した。両国の児童が、相手のことについ

ての素朴な疑問を出し合うことができていた。具体例を挙

げると、日本側からは、時差や季節についての質問があっ

た。オーストラリア側からは、給食やランドセルについて

の質問がなされた。 

児童がお互いの相違について理解し、受容する態度にも

結び付く活動になったと考えられる。このような、相手の

文化や生活について理解したり、受容したりする活動は、

国際交流活動に必要な内容の一つであると考えられる。本

来ならば、麻生津小学校の児童に普段の外国語活動の時間

を活用して英語で質問できるように計画するべきものであ

る。しかし、コロナ禍のため児童と担任への負担軽減を図

るため筆者と日本語教員による通訳を通して実施した。 

 

4 麻生津小学校児童の振り返り 

本国際交流活動について、麻生津小学校児童の自由記述

による振り返りを実施し、11名のデータを得ることができ

た。(1)自分たちの発表についての考えや思い、(2)相手側

の発表についての考えや思い、(3)今後の交流についての考

えや思いの3つに分類することができた。 

(1)自己紹介や歌を英語で披露できたことや日本の手遊び

や質問ができたことへの満足感や自信を得られたことが明

らかになった。英語という外国語を通して、交流すること

が達成できたということは、児童たちに自信を得させ、外

国語を学ぶ動機づけにもつながるであろう。このことから、

国際交流活動の内容は児童にとって適切であったと判断で

きる。 

 

(2)クレイトンノース小学校の児童が法被を着ていたこと

や日本語での自己紹介と歌に対して感嘆する意見が見られ

た。また、時差について質問をした児童は、日本の標準時

と2時間も差があることに驚いたと記している。このよう

に体験を通して相手国の文化を学ぼうとする姿勢は、国際

交流活動にとっての意義が存在すると考えられる。また、

児童が時差や季節の相違について、交流をする中で直接に

理解し、感じることができる利点も存在する。 

 

(3)今後の交流について、継続の希望や社会科で学んでいる

日本の伝統工芸について伝えたいという思い、英語で話を

したい願望などが出されていた。 
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児童の願いや思いを次回への国際交流活動にどう結び付

けていくのかが今後の課題として挙げられる。 

 

5 おわりに 

国際交流活動は、継続していくことが肝要である。その

意味からも、コロナ禍においても麻生津小学校とクレイト

ンノース小学校の国際交流活動が実施されたことは大きな

意義があったと推察される。 

緊急事態的な社会状況において国際交流活動を展開する

ために、学校のみのマンパワーのみではなく外部の支援を

活用することは、どの学校においても推進されるべきであ

る。また、大学は、普段よりも増して、もてる人的資源の

提供を行い、地域に積極的に貢献しようとする姿勢が求め

られていると言えよう。 
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