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シチズンシップ教育の実践に関する考察
―沖縄におけるアメラジアンの学びに着目して―

古 　 庄 　 清 　 宏＊

１　研究の目的と方法

　本研究の目的は、沖縄におけるシチズンシップ教育の実践の意義と課題を明確にすることであ
る。この目的の達成を目指して、シチズンシップ教育に関して文献研究を行うとともに、それを踏
まえて、沖縄県中部にある公立中学校に通う５名のアメラジアンの生徒に対するインタビューを中
心とした調査を行う。シチズンシップ教育については、イギリスでは2002年に中等学校において必
修化され、初等学校においても準必修化されており、日本では、「総合的な学習の時間」や「選択社
会 （1）」で試行的な実践が行われている。文部科学省は、平成20～22年度にシチズンシップ教育の実
践研究を推進する研究開発学校として13校を指定し、新しい教育課程や指導方法の開発を要請して
いる （2）。研究開発学校に実践研究の推進を要請するということは、シチズンシップ教育が、何らか
の形で、次期の学習指導要領の内容に関わることが予想され、そうなると、日本の学校現場も具体
的な対応に迫られてくる。また、広く若者を取り巻く社会状況を鑑みると、いわゆるニートと呼ば
れる若者の増加に見られる就業意識の低下、投票率の低下が表す政治的無関心、などといった、ま
さに市民性の欠如を思わせる事態が進行しており、一方で、選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に
引き下げる改正公職選挙法が成立したことで、教育の場は、市民性を育む実践を構築することが、
喫緊の課題として立ち上がっていると見るべきであろう。つまり、文部科学省の教育政策の先読み
ということのみならず、社会問題の解決に向けた取り組みの必要性が、シチズンシップ教育を研究
の対象として扱う理由である。

次に、なぜ、アメラジアンの学びに焦点をあてるかについてである。まず、インタビュー対象の
５名が、アメラジアンスクール・イン・オキナワ AmerAsian School in Okinawa（以下 AASO と表記
する）での学習経験を経た上で、現在、公立学校で学んでいるという点が挙げられる。AASO の職
員である北上田源は、アメラジアンの子どもの市民性育成を意図した社会科のカリキュラムの編成
に取り組んでおり （3）、アメラジアンの生徒に必要な「市民」としての資質・能力の中でも「社会の
中で他の人々と協働したり、社会の中で自らの役割や義務等に責任を持つ能力」と「地域共同社会、
国家社会及び国際社会における政治に参加する意欲と能力」に注目しながら研究・実践を推進して
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いる。現在の AASO は、スクール全体としてシチズンシップ教育を推進しているわけではなく、北
上田の研究実践も社会科教育の枠組みでアメラジアンの生徒に必要なシチズンシップの検討をおこ
なっている。しかし、異質な文化を背負う他者との協働の実践は、社会科だけではなく、すべての
教科・領域において行われることで、学習者にとって、よりリアルな形でシチズンシップを育むよ
うになると考える。

したがって、本研究においては、まず、シチズンシップ教育の理念と実践の両面から、先行研究
のレビューを行い、論点を整理する。その後、AASO において実施されている他との協働を基本と
した市民性を育む実践のレビューを行い、シチズンシップ教育のレビューの中で示した論点との関
連性を考慮しつつ、５名のアメラジアンの生徒に対する質問項目の設定を行う。インタビューにあ
たっては、質問者（筆者）の意図への誘導とならないように半構造化インタビューを用いる。さら
に、５名の日常活動の参与活動で得た情報も根拠にしながら、より客観的な分析を行い、学習者に
市民性を育む学びへの視野が広がる可能性があるかどうかの検討を行っていく。

２　シチズンシップ教育とアメラジアンスクールインオキナワ

本研究では、沖縄県中部の公立中学校に通う５名のアメラジアン（１人は帰国子女）の生徒によ
る、AASO での学びと公立学校での学びの違いについての語りをシチズンシップ教育の視点から検
討する。アメラジアンの学びの考察を通して、沖縄におけるシチズンシップ教育の実践の意義と課
題を明示し、今後のシチズンシップ教育の実践展開に向けた示唆を学びの視点から探ることを目的
とする。

以下、本節では、まずシチズンシップ教育について、次に AASO の実践について述べる。

２−１　シチズンシップ教育
近年、日本において、市民性を育むための教育のあり方が、議論されている。その際、イギリス

における市民性教育の先進性、つまり、中等学校においてシチズンシップ教育が必修化されている
ことが、合わせて伝えられることが多い。したがって、日本のシチズンシップ教育のあり様は、少
なからず、イギリスの影響を受けていると考えられる。

新井浅浩は、イギリスでシチズンシップ教育が必修化された経緯について次のように論じてい
る （4）。シチズンシップ教育必修化の流れを形成した通称『クリック報告書 （5）』の中では、民主主義
をひたすら賞賛すべき至上の価値としてとらえているわけではなく、「シチズンシップとは、民主主
義そのものの抱える問題に対して、自ら能動的に取り組んでいく市民の資質と能力」を想定してお
り、したがって、その教育は「そのための市民的能力の育成を眼目としている」としている。

では、「市民的能力の育成」のために、どのような教育活動が行われているのであろうか。新井
は、イギリスの初等学校や中等学校で行われているシチズンシップ教育の例を挙げながら、「自分の
意見をきちんと表明する能力の育成」と、「自分たちの身のまわりや世界で起こっていることに関心
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を向け、行動計画をたてて実行し、その評価をする」ということがシチズンシップ教育の神髄であ
るとしている。

また、シチズンシップ教育推進ネット（www.citizenship.jp/citizenshipedu/）では、先の『クリッ
ク報告書』から、シチズンシップ教育の目的を「子どもたちが、参加民主主義を理解・実践するた
めに必要な知識・スキル・価値観を身につけ行動的な市民となること」と設定し、実践課題を①コ
ミュニティとの関わりの育成、②社会的・倫理的責任の育成、③ポリティカル・リテラシーの育成
の３点を引き出している。

それでは、日本においては、シチズンシップ教育の実践はどのような展開を見せ始めているのだ
ろうか。イギリスにおけるシチズンシップ教育の実践に影響を受けながら、日本においても「シチ
ズンシップ」や「市民性」の育成を目標にした実践が展開され始めている。ただしシチズンシップ
教育の全体的で明確なガイドラインが存在するわけではなく、ゆえに、現状においては、その多く
が実践者の試行的な実践である。試行的であるということは、チャレンジングではあるものの「手
探り」の実践ということでもある。筆者は、シチズンシップ教育の試行的かつ「手探り」的実践に
着目し、実践者及び学習者が「市民性」を育む過程の中に一般性や特殊性を見ることができるかど
うかを分析していく。そのことが、シチズンシップ教育の今後の発展的展開に資することになると
考える。

経済産業省は「シチズンシップ教育宣言 （6）」の中で、学習の形態（フォーマル－インフォーマル）
と学習の場（フォーマル－ノンフォーマル）の２つの軸を設定し、さらに学習の形態を「知識習得
型」「シミュレーション型」「体験型」「プロジェクト学習」「実践・参加」に、学習の場を「学校」

「学校と社会の連携」「家庭・地域・NPO」に分けて学習プログラムを整理することで、シチズンシッ
プ教育の全体的な枠組みを示している。水山光春は、この経済産業省が示した枠組みに依拠する形
で、学習の場を学校に限定し、さらに、学習の形態を「社会科的アプローチ」と「学校全体的アプ
ローチ」の２つに分けて、現状における日本のシチズンシップ教育実践を整理・分析している （7）。
その中で、水山は、社会科的アプローチの代表として、琉球大学教育学部附属中学校、埼玉県桶川
市立加納中学校、お茶の水女子大学附属小学校の３校を、学校全体的アプローチの代表として東京
都品川区立小学校・中学校、お茶の水女子大学附属小学校、京都府八幡市立小・中学校群の３校群
を取り上げ、各校群（教育委員会）が公表している文書をもとに、各事例を、シチズンシップ教育
のねらい、背景、成果と課題、学習内容としての構成要素とカリキュラム構造の４観点から検討し
ている。水山は、現状のシチズンシップ教育の実践に様々な課題があることを指摘するのであるが、
筆者は、特に「シチズンシップ教育のねらいの抽象性」と「身につけさせる知識や価値の不明確さ」
という水山の指摘に着目し「抽象的思考」の活性化の意義をシチズンシップ教育の実践の中に見出
していきたい。その際、上記の水山による分類の中で、社会科的アプローチ、学校全体的アプロー
チの両方に位置付けられるお茶の水女子大学附属小学校の実践 （8）に依拠しながら、考察を進めてい
こう。

お茶の水女子大学附属小学校では、先の水山の分類で社会科的アプローチと考えられる「市民科」
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を創設し「提案や意思決定の学びを通して、適切な社会的価値判断や意思決定を行う力としての市
民的資質を育む」というねらいを掲げて実践を行っている。また、同校では、学校全体アプローチ
としてのシチズンシップ教育にも取り組んでおり、「市民科」をも含むより広い教育として捉え直
し、すべての教科でシチズンシップ育成に取り組んでいる。同校では、学校全体アプローチとして
のシチズンシップ教育の目的を「子どもたちが、生涯にわたって、民主主義に基づく社会生活を創
る市民として成長することをめざし、小学校の発達段階にふさわしい公共性＝友だちと自分の違い
を排除せずに理解し考える力を発揮する子どもを育成する」とし、同校が規定する「公共性」を育
むことをシチズンシップ教育の柱に据えるのである。また、お茶の水女子大学附属小学校は「公共
性リテラシー」を「個人に固着した力というよりは関わりや学びの文脈に沿って生まれ育つもので
ある。授業をつくる子ども同士だけではなく、子どもと教師の関係性を問い直すという性質もある」
と定義している。前述のシチズンシップ教育推進ネットが、「クリック報告書」から引き出した目的
と比較してみると、特に前半部は「民主主義」の使用において重なっている。また、「参加民主主
義」についても「民主主義に基づく社会生活を創る」と表現している点で共通性をみることができ
る。後半部についても、シチズンシップ教育推進ネットが「必要な知識・スキル・価値観」とする
ところを、お茶の水女子大学附属小学校では、「公共性＝友だちと自分の違いを排除せずに理解し考
える力」と、具体的に規定している。さらに、授業を通して育てたい「公共性」に関わる資質能力
を、コアである４つの要素（共感・批判・賞賛・提案）と、そこから派生する「自分とは違う感じ方・
考え方があることがわかる＝自分の感じ方・考え、自分らしさの確立」や「他者の提案を聞き、他者
の視点をもつことができる。」といったような10観点を「公共性リテラシー」としてまとめている。

さて、上記のようなねらいを持つお茶の水女子大学附属小学校のシチズンシップ教育の中で子ど
もたちは何をどのように学ぶのであろうか。まず、子どもたちに育まれるものは実体的な知識や能
力ではないということを指摘しなければならない。「社会的価値判断や意思決定を行う力」「公共性
リテラシー」といった価値に関わるものを他との協働の中で育んでいくのである。そもそも、「市民
性」という実体はないが高い価値を有するものを育成していくためには、その過程で、抽象的な思
考が必要になってくる。そうだとすると、教育の場で抽象的なねらいを有する活動を他との協働の
もとで推進することは、抽象的思考・論理的思考の活性化につながるのではないだろうか。

お茶の水女子大学附属小学校のシチズンシップ教育の実践をレビューしてきた。お茶の水女子大
学附属小学校は、現在もシチズンシップ教育の研究実践を継続している （9）。最新の研究テーマは、

「異質性が行き交うシチズンシップ教育」であり、「交響して学ぶとは、異なる場へ重層的に参加を
繰り返しながら、他者と関わり、世界を広げ、より多様な人々と呼応して、他者とともに社会（コ
ミュニティー）を生み出していくこと。」と、その学習観を規定している。このようなお茶の水女子
大学附属小学校の学習観は、多様な文化背景を持つ人々が集う沖縄の学校現場においても実践展開
が可能だと考える。

一方、沖縄ではこれまでに、琉球大学教育学部附属中学校の選択社会科「地域作りを担う力を育
てる～学部・附属協働による市民性教育の研究および教育実践」においてシチズンシップの育成を
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目指した実践が行なわれている （10）。以下、実践の概要を見ておこう。
2005～2007年度にかけて行われた本実践は、琉球大学教育学部の島袋純研究室・里井洋一研究室

と附属中学校の協働実践として行われた。中学生・大学生のそれぞれにファシリテーションの力を
育てることを目標に、中学生のグループによる町づくり学習及び大学生による中学生の学習を支え
る援助活動が実施されている。ファシリテーションの力とは「共同作業のための『議論を促し合意
形成を図れる力』」と定義され「それこそが『市民性』にとって最も重要な力だという認識」に基づ
いているという。また、市民性とは「自分を含めたみんなに関わる公共的な問題を自分たち自身で
解決していく判断力と行動力」のこととされている。

本実践のファシリテーターの一人である与那嶺匠は、シチズンシップ教育を推進する背景につい
て、１政治参加に対する有益意識形成の必要性、２新たな社会契約の必要性、３新たな共同体構築
の必要性、４科学的な政策判断力の必要性、の４点を挙げている。その上で、市民性を獲得すると
は上記の４点を満たすということであり、獲得の方法として市民性教育の推進が有効であると述べ
ている。

授業を通して生徒たちは、清掃・給食の時間を削り、話し合いの時間を増やす「新しい一日の日
課表」、「自転車通学禁止の解除」、「校則の改善について」の３つの提案書を作成し、学校に提出す
ることとなる。

さて、琉球大学附属中学校では、本実践の成果と課題を以下のようにまとめている。
＜成果＞

 •  課題を客観的な視点から捉えることができ、課題の原因解明、課題の解決策の立案を行い、解
決策の提案までができた。

 •  授業の後半には一人一人の意識がグループの中心へと集まっており、授業実践開始時よりも質
の高い話し合いや議論の場を全員でつくり、参加するということに関しては最終的に生徒一人
一人が力をつけていたといえる。

＜課題＞
 •  「課題発見から解決に至る力」は想定していたレベルまで到達することができた。だが、もう一

つのねらいである「議論を促し合意形成を図れる力」は目標としていたレベルまでは到達する
ことできなかった。

 •  生徒が話し合いや議論の共同作業の場を主体的に進めていくことよりも、それ以前の問題とし
て共同作業の場の意義やその必要性を生徒は理解していなかった。つまり、生徒には共同作業
の場での体験によって共同作業の場のための「議論を促し合意形成を図れる力」つまりファシ
リテーション能力の必要性を実感してもらう必要があった。

 •  授業の進行が示すように、この授業には、ファシリテーターの育成と課題の遂行という二つの
目標が生徒に与えられており、どちらに主たる目標があるのか、生徒には紛らわしい。さらに
大学生ファシリテーターの育成という第三の目標もある。これらの目標の複雑さから生徒たち
は何が授業のねらいなのかを見失ってしまったと考えられる。
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以上のように、成果も課題も明確になり、実践研究としては、これから成熟していくことが期待
される。特にファシリテーションの力・市民性という個の能力は協働の活動の中で育まれるという
認識は注目に値する。ただし、この実践は「選択社会」という、カリキュラム上の明確な保障のな
い時間帯で行われたものであり、事実、新学習指導要領では選択教科の時間は廃止されている。し
たがって、この実践で要した年間30時間の枠をどこに求めていくかという、決して小さくない課題
が残った。この課題への直接的な示唆を得ることができるかは断言できないものの、同じく沖縄県
内で、アメラジアンという流動性のある生徒たちを対象に協働を基本とした市民性の育成に挑む実
践に着目し、生徒の学びの事実を整理していく。生徒の学びの事実の整理は、他者との協働が抽象
的思考を活性化し、さらに抽象的思考の活性化が自律・自立を促進するという筆者の研究仮説の根
拠になることが期待される。

２−２　アメラジアンスクール・イン・オキナワについて
前項でシチズンシップ教育の実践をレビューする中で、学校の全学習分野で、将来、市民として

社会参加していくためのリテラシーを育むことが重要であることが示唆された。その意味において、
シチズンシップ教育の推進は、カリキュラム観の転換につながるものであり、授業における子ども
同士だけでなく、子どもと教師の関係性を問い直すという性質をもつことから、教育方法の分野に
おいても議論を誘うことになるだろう。また、コミュニティーはそれぞれ固有な歴史や文化をもつ。
したがって、コミュニティーへの関わり方も多様であり、個人に育まれるリテラシーもコミュニ
ティーの歴史や文化に少なからず依拠することになる。大切なことは、少数者の意見に耳を傾ける
姿勢ではないだろうか。少数者の意見に耳を傾けることは、ものの見方、考え方の多様性を理解し、
多文化共生、つまりは異質共同の価値を体得していくための基本的な姿勢なのである。このように
考えると、多文化共生や異質共同の価値の深化を促す実践は、シチズンシップ教育の目的にかなう
部分が多いと言えよう。そこで、以下、独自の歴史性と文化性を有する沖縄の中で、さらに少数者
であるアメラジアンの子ども達が学ぶアメラジアンスクール・イン・オキナワ（AmerAsian School 

in Okinawa: 以下、AASO と略）における教育実践を、シチズンシップ教育との関連性を考慮に入れ
ながらレビューしていこう。

1998年に設立された AASO は、「ダブルの教育」が行われている。「ダブルの教育」とはアメリカ
人とアジア人の間に生まれた子どもを主な対象とし、日本文化とアメリカ文化のどちらも教育内容
とする教育である （11）。

さて、AASO は、設立に向けた動きから現在に至るまで、保護者や市民らによる教育運動として
展開してきている。一方で、フリースクールとして教育実践を遂行している。この教育運動（国政
や地方行政と対峙していることを考えると社会運動の側面が強い）の要求は、「アメラジアンの教育
権保障」であり、「ダブルの教育」実践遂行に多大なる影響を与えていることは間違いない。ただ
し、本研究においては、シチズンシップ教育の実践可能性を検討することが主題であるため、AASO

設立からの教育運動の変遷については比嘉康則 （12） や上里和美 （13） の議論、そして、研究者として運動
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に直接関わった照本祥敬 （14） と野入直美 （15） の議論に譲ることとし、以下、アメラジアンの子どもたち
に必要な市民としての資質・能力を整理し、社会科教育で実践を推進する北上田源の議論を簡単に
レビューしていこう。その際、実践者としてではなく、研究者としての北上田の論に主に着目して
いく。

北上田は、アメラジアン自体が国境を越える人の移動によって誕生してきた経緯があるため、ア
メラジアンの生徒が想定すべき「市民」は、特定の国家の「国民」とは異なるものであるとする。
つまり、特定の社会の成員として、道徳的規範の遵守や適応だけでなく、主体的に他者とかかわり
つつ、生活を営み、必要な時にはその社会をよりよいものに変えていけるような人々のことをアメ
ラジアンの生徒たちの「市民」像として規定するのである。北上田は、アメラジアンの生徒たちの
現実を考慮した上で、このような「市民」として社会で生きていくために必要な資質・能力の中で
も、特に「社会の中で他の人々と協働したり、社会の中での自らの役割や義務等に責任を持つ能力」
と「地域共同社会、国家社会及び国際社会における政治に参画する意欲と能力」に注目している。
尚、北上田は、「政治への参加」は投票活動や選挙権の行使だけでなく、より広く他者との協働を通
した社会的活動も指すとし、カリキュラムに協働の概念を導入することを提案するのである。

北上田は、社会科の授業の枠で、AASO と琉球大学教育学部附属中学校との交流学習に取り組ん
でいる （16）が、決して、社会科の知識の教授に留まることなく、学習者自身の行動を促すような実践
を、広い視野で組織している （17）。

ところで、他との協働により「市民性」を涵養する実践は、お茶の水女子大学附属小学校と共通
するところが多い。北上田はアメラジアンの生徒たちにとって「市民」として社会で生きていくた
めに「社会の中で他の人びとと協働したり、社会の中での自らの役割や義務等に責任を持つ能力」
が重要であるとする。その上で AASO 自体についての課題解決学習を今谷順重の提唱する「新しい
問題解決学習 （18）」の視点から再構成し「協働」の視点と共にカリキュラムに位置づけ「私たちの学
校を作ろう」という具体的な実践を推進している。以下の A ～ F がそのカリキュラム構成の視点で
ある。

A  問題場面の発見（見る目を育て問題発見能力を高める）
B  心情への共感（豊かな社会的感受性や人間的共感能力を育てる）
C  原因の探求（息の長い論理的な追究力・思考力を育てる）
D  願い・価値の究明（人々の願いに迫り自分の願いに気づく）
E  合理的意思決定（自由で個性的で自立的な社会的判断力を育てる）
F  主体的な社会参加（生活を変えていく実践的な生活的行動力を育てる）
北上田は、上記 A ～ F の視点を固定的に捉えるのではなく、授業を通して育成すべき人間像や学

力像を構成する個々の資質として位置付けることが重要であるとしている。また、北上田は、先述
の学校全体的アプローチに該当するであろう交流事業にも積極的に取組んでいる。いわば、社会科
的アプローチで活性化した抽象思考を具体的で論理的な思考へと昇華させる実践である。北上田に
その意図があったかは定かではないが、両アプローチを取り入れた実践には、お茶の水女子大学附
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属小学校の実践との共通性と発展性を見出すことができるのである。
北上田の指摘のように、アメラジアンのような移動のある子どもたちにとってのシチズンシップ

と、特定の国家の国民としてのシチズンシップには、差異が存在する。その差異を考慮に入れなが
ら、育むべき市民性の定義づけを行う必要があるだろう。この点に関して、小玉重夫は、移動性が
伴う市民を、越境する市民と呼び、東京大学教育学部附属中等学校の教員と協働で、越境する市民
を育てる実践および分析に取組んでいる （19）。小玉はジャック・ランシエールの政治的主体化の論

（市民が政治的主体になるということは、自分自身のアイデンティティを、「自明視されている場所
からの離脱」によって相対化すること）を参考にしながら （20）、越境を、単に地理的な移動の意味に
とどまるのではなく、生徒が自分自身の生育歴の中で身につけてきたものの見方や考え方を、地理
的な越境、異質な他者との出会いとその相互交流、既知の概念の批判的な相対化、といった行為に
よりいったん中断し、より広い視野へと開いていくことと規定している。また、小玉は、「クリック
レポート」のシチズンシップを構成する３要素（「政治的・道徳的責任」「共同体への参加」「政治的
リテラシー」）のうち、特に「政治的リテラシー」が重要視されているとし、論争に向き合う主体、
異質で多様な意見や争点と向き合い、それを判断する政治的主体とは、越境する主体にほかならな
いと述べている。このように、実践としてお茶の水女子大学附属小学校との共通性、及び、越境す
る主体としてのシチズンシップの意味を鑑みた場合、北上田が推進する AASO における活動は、学
習者のシチズンシップの育成を促す実践として参考になるところが多いと思われる。

筆者は、アメラジアンの学びを深めることは、異質協同 （21）の価値、つまり多文化共生についての
学びを深めることになると考える。異質協同の価値の実践により、学習者は、自分とは異なるもの
の見方、考え方の存在を知るようになる。多様なものの見方、考え方を知ることは、シチズンシッ
プ教育の目的の一つである。したがって、アメラジアンの学びの進化は、シチズンシップ教育の実
践の進化につながると言える。換言すれば、コミュニティーにある課題を解決する過程が、普遍的
な価値の学びにつながるのである。その際、コミュニティー間の交流、つまり協働は有効な学びの
手段である。北上田が AASO と他府県の学校（フリースクールを含む）との交流を積極的に行って
いることは先述したとおりである （22）。また、他府県の学校もアメラジアンを題材にした学びを組織
し、その中で、沖縄への修学旅行で AASO との交流を企画するところが増えている （23）。交流・協働
を通して、学習者はシチズンシップをより具体的なものとして体得していくのではないだろうか。

３　調査の概要

３−１　調査の目的
　アメラジアンの生徒の学びについての調査を通して、沖縄においてシチズンシップ教育の実践

を行う際の意義と課題を探ることを目的とする。
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３−２　対象と方法
かつて、沖縄県中部にある AASO に通っていて、現在は公立学校（M 中学校）に通っている５名

（４名はアメラジアン、１名は帰国子女）を対象として、半構造化インタビューを実施した（表２）。
また、筆者が M 中学校に勤務していることもあり、参与観察で５名の M 中学校における活動や言
説も分析の対象にした。さらに、M 中学校卒業後の５名の進路の追跡調査を実施した（表３）。

なお、インタビューにおける質問項目（表１）は、先述したシチズンシップ教育と AASO の先行
研究から得られた「他との協働」「越境する主体」といった知見を視座にして設定した。すなわち、
５名が AASO と M 中学校の教科・教科外活動の中で学んだことを明らかにし、５名の学んだことが

「他との協働」や「越境する主体」といった価値に拓かれているかを吟味するために設定したもので
ある。具体的に言えば、質問項目の３と４は、５人が AASO と M 中学校において、教科の学習、特
別活動で意義深いと感じていること、それほどの意味を感じていないこと、および、そう考える根
拠を問うものである。また、質問項目５は AASO と M 中学校の活動（学び）の差異を５名がどのよ

表１　アメラジアン生徒へのインタビュー項目

１  生年月日は　（When is your birthday?）　
２  これまでの学校歴　（Talk about your school experience）
３  アメラジアンスクールイン沖縄での学習
   （Learning in Amerasian school in Okinawa）
  ①  Who made decision to enter Amerasian school?
  ②  From when did you stay there?
  ③  What is your most impressive experience there?
  ④  What did you learn from that?
  ⑤  What subject was the most useful in Amerasian school?
  ⑥  Why do you think that?
  ⑦  What is your most hateful experience there?
  ⑧  Why do you think so?
４  公立学校での学習（Learning in public school）
  ①  Who made decision to go to public school?
  ②  Tell me the reason why change the school from AASO to public school?
  ③  What is your impressive experience here so far?
  ④  What did you learn from that?
  ⑤  What subject is the most useful here?
  ⑥  Why do you think so?
  ⑦  What is your most dislike experience here?
  ⑧  Why do you think that?
５  アメラジアンスクールと公立学校の比較（Compare AASO with Public school）
  ①  What is the experience that you could have in AASO, not in public school?
  ②  What is the experience that you could have here, not in AASO?
  ③  Which will be useful for your future, learning from AASO or in PS?
  ④  What do you want to do or be in the future?
  ⑤  How will learning in AASO and PS utilize for your future?
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うに感じているかを問うものである。

４　調査結果と考察

以下に、調査の結果と結果に基づく考察を行っていく。調査は筆者の研究者としての視点で行わ
れたものであるが、一方で、筆者は調査対象生徒が通う中学校の教員として勤務している。その結
果、特にインタビューについては、（直接、授業で関わりのない J、R 以外の）調査対象者にとって
本音を語るのが難しい場であったことが容易に想像できる。そこで、参与観察によって得た調査対
象者の特徴も考慮に入れ、できるだけ客観的に、対象者の学び及び市民性の涵養の有無を判定した。

４−１　アメラジアンの生徒の学校体験について語りの概要
J は、AASO での活動で最も印象的なものとして、Festival をあげている。他との交流が基本であ

る Festival を印象的に捉えているということは、J はコミュニティーとの関わりに意義を見出してい
ることが考えられる。ただし、“Impressive? （yes, I say “interesting”.） Oh, Festival.（and anything else?） 

No. （Nothing?） Nothing. （Just a festival?） Yeah.” “It’s not learning. It’s just a festival. （Is it just a fun?） 

It’s like 合唱練習．It’s kind like that. It’s for class. Each class has to do like a show like a Presentation.”

という J の言葉にあるように、他との交流が学びとして重要であるという意識は感じられない。ま
た、J は M 中学校では、部活動が最も有意義な体験だと述べている。部活動の中で、チームワーク
や、多くの友人ができたことに喜びを感じていることから、他との交流やコミュニティーとの関わ
りに一定の意義を見出していると言える。一方で、J は教科の学びの場としては、AASO より M 中
学校のほうがよいと考えている。より良く学習するためには、規律が必要であると考えていること
が予想される。

５人の中で、最も、移動歴が多いのは S である。移動歴が多いということは、それだけ、多様な

表２　調査対象生徒の属性

名前 性別 学年 学校移動歴 M 中在籍年数 実施日時

J 男 ２ 小学校（ギリシャ－アメリカ－ギリシャ）
中学校（AASO－M 中学校） ７ヶ月 2014．11．５

16：00～

S 男 ３ 小学校（ギリシャ－アメリカ）
中学校（ギリシャ－ AASO－M 中学校） ７ヶ月 2014．11．７

16:30～

R 男 ３ 小学校（三重県－オーストラリア）
中学校（オーストラリア－AASO－M 中学校） １年１ヶ月 2014．11．12

16：00～

Ti 女 ３ 小学校（AASO）
中学校（AASO－M 中学校） １年４ヶ月 2014．11．6

16：00～

Ta 女 ３ 小学校（AASO）
中学校（AASO－M 中学校） １年４ヶ月 2014．11．11

16：00～
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文化に触れてきたということであり、クラスの中の S の存在は、S 本人のみならず、クラスの他の
生徒にも、多文化共生の機会が拓かれていると言えよう。S は、AASO においても M 中においても、
友人たちとの交流に意義を感じており、また、教科の学習においても、規律に柔軟に対応しながら、
独自の学びを深めている。他との交流に意義を感じ、自分の興味（音楽、テニス）のあることを通
して他との交流を行うことができる S には、コミュニティーとの関わりを重視する姿勢が育まれて
いると考えられる。一方で、S はクラスの中では、決して、日本語を使おうとしない上に、教科の
学習においても、日本語の設問には全く答えようとしない。したがって、クラスにおける、他との
コミュニケーションも、常に、他から発信される言葉に、表情や動作で呼応するといったものになっ

表３　参与観察で得た調査対象者の特徴と進路先（中３卒業時）

特　　　　徴 進　　路　　先

J
 •  日本語に不慣れだが、他と積極的にコミュニ

ケーションを取ろうとする。
 •  そのため、人が周囲に集まってくる。

中３への進級

S

 •  決して日本語を使おうとしない。
 •  他との積極的なコミュニケーション
 •  集団での行動に対する忌避感情
 •  宇宙科学の知識は大学生レベル

アメリカのハイスクール進級の準備

R

 •  他との交流はほとんどない。
   （AASO の友人たちとのバンドでコミュニケー

ション）
 •  知的好奇心が高い。

推薦不合格
一般入試にて G 高校（普通科）合格

Ti

 •  他との交流は積極的であるが同時にトラブル
も多い。

 •  ピアノ演奏が好き（音楽の評価は低い）
 •  英検２級不合格

一般入試 G 高校不合格
２次募集にて C 商業高校（国際観光科）合格

Ta
 •  天真爛漫　誰とでも交流できる。
 •  運動好き。部活動加入するが、他とのトラブ

ルで退部

一般入試 G 高校（普通科）合格

表４　調査対象者の AASOと M中学校における印象的な活動

AASO での体験で
印象に残っていること

AASO の授業で
有意義だった教科 M 中学校での有意義な体験 M 中学校の授業で

役に立つ教科

J Festival 英語 部活動 国語（日本語）

S クリスマスパーティー等 地理、日本語 新しい友人をつくったこと 数学、日本語

R 日本語、英語の先生がいる 日本語 クラス
（生徒数が多いこと） 数学

Ti クリスマスパーティー
（ベースの住人と交流） 理科 友人との交流 英語

Ta パーティー
（クリスマス、ハロウィーン） 数学 合唱 英語、理科
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ている。
学びには規律は必要だと語る J に対して、R は、M 中の校則を中心とした規律に窮屈さを感じて

いる。R は AASO と M 中の生活を比較しながら、「アメラジアンスクールは、のびのび、生活面と
か、させてくれる。（聞くところによると、ルール、校則がないんだってね。）あまり、ないです。

（M 中にきたら、窮屈じゃない？）はい。（でも、T が言ってたんだけど、ルールがたくさんあるほ
うが良いっていうわけよ。だから人によって、そういうふうに思うんだなって、僕も改めて、勉強
したんだけど。）」「やっぱり、校則が厳しいから、ちゃんと…（もしかして、生活？）ピシッとした
生活をしなければならないこと。（向こうは制服はないんでしょ？）私服です。」と語っている。R

は、今も AASO の友人とバンド活動を行っており、将来は、プロのミュージシャンを目指している。
一方で、日本の公立高校への進学も考えていることから、自由な雰囲気での学びに居心地の良さを
感じながらも、自分の夢の実現のために、規律正しい生活を消極的に受け入れていることがうかが
える。

双子の姉妹である Ti と Ta は、同様の学校体験を有しながら、それぞれ、異なる見方・感じ方が
育まれていることが、２人の語りから明らかになった。特に、M 中の授業規律の重視の風潮に対し
て、２人は全く反対の捉え方をしている。Ti は、語りの中では触れていないが、規律そのものに嫌
悪感を抱いているようで、他の教師から、Ti の授業を受ける態度について指摘されることが多い

（筆者は、昨年から、Ti の担任である）。そのため、Ti の興味関心が高く、知識も豊富であるはずの
理科や音楽といった教科の評価は低い。

一方、Ta は、「M 中。（Why do you think so?） Because they なんか　They have a lot of rules. あっ
ちは、There is no rules. （それが、useful? Why? ） 将来のために…（ルールがたくさんあったほうが、
今の君にはいい、ということ？）うん。（向こうではルールないの？）そんな、ない。（自由。フ
リー？）うん。（僕はそっちのほうがいいな。自由のほうが）」と語っており、学習には規律が必要
だと考えている。

４−２　考察
調査対象の５人は、AASO（AmerAsian School in Okinawa）において、課題解決型の学習や交流学

習を経験していることから、当初は、公立学校における管理型の学習に窮屈さを感じているのでは
と推測していた。窮屈さは感じてはいるものの、感じ方は、それぞれに違いが認められた。つまり、
学習や自分の進路の実現に向けては、管理型の学習も必要だと考えたり、規律や管理に柔軟に対応
しながら、独自の学習のスタイルを貫く生徒がいたのである。もちろん、管理・規律に嫌悪感を感
じる生徒もいる。わずか５名の生徒であるが、実に多様な感じ方である。筆者は、この感じ方の多
様さの中に、自主的で創造的な教育実践の可能性が拓かれていると見る。生徒個々の感じ方の多様
さに応じた学習を組織できるかどうかという問題なのである。換言すれば、学習指導要領で示され
た内容の一律教授が基本である現状の授業に対して、「多様性」や「協働」を基本的な理念とする課
題解決型の学習を創造し実践を展開していくことが、生徒の「自律・自立」の育成に直結していく
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のである。
さて、シチズンシップの育成の観点から、５人の語りの内容を参与観察の結果と絡めながら、さ

らに深く分析してみよう。
５人のインタビューから、特別活動の一環としてコミュニティーとの関わりを重視する実践が

AASO でも M 中学校でも行われており、５人の生徒も、概ね、親和的であることが明らかになった。
一方で、特に教科の学習の中で、管理的な風土や授業規律にも親和的な傾向を示している。つまり、
コミュニティーとの関わりを重視しながらも、学びの充実には管理や規律も必要だと捉えているの
である。この傾向は、J、R、Ta に強く表れている。

また、５人の語りからは、社会的・倫理的責任感やポリティカル・リテラシーを育成する実践を
読み取ることはできなかった。おそらく、AASO においては、非日常の交流事業の中に社会的・倫
理的責任感やポリティカル・リテラシーの育成の価値が埋め込まれているため、生徒がその価値を
十分に把握できていないと推察する。Jの “It’s not learning. It’s just a festival. （Is it just a fun?） It’s like 

合唱練習．It’s kind like that. It’s for class. Each class has to do like a show like a Presentation.”と言う言
葉に、筆者の推察の根拠を見ることができるが、いずれにせよ、お茶の水女子大学附属小学校で見
られるように、日常的な教科の授業の中で、シチズンシップ育成の視点を組み込むことが必要であ
ろう。一方、M 中学校においては、管理的風土や授業規律の重視の風潮の中に、社会的・倫理的責
任やポリティカル・リテラシーを育成する契機が存在するため、社会的・倫理的責任感やポリティ
カル・リテラシーは教師から子どもに教え込まれるものという観念が固定してしまっていることが
考えられる。R の「やっぱり、校則が厳しいから、ちゃんと… （もしかして、生活？）ピシッとし
た生活をしなければならないこと。」という語りや、Ti の興味関心が高い教科の成績評価が低いこ
と、Ta の「M 中。（Why do you think so?） Because they なんか They have a lot of rules. あっちは、
There is no rules. （それが、useful? Why? ） 将来のために…（ルールがたくさんあったほうが、今の
君にはいい、ということ？）うん。」という語りを目の当たりにすると、日常の教育実践の中で、自
主性（つまりはシチズンシップ）を育むという発想に、教師も子どもも届いていないと判断せざる
をえない。

最後に抽象的思考の育成という観点から考察してみよう。インタビューの中で、「印象的な経験」
や「役に立つ教科」という質問に関しては５人とも即座に返答していたが、「何を学んだか」や理由
を伴うような質問においては、答えに窮する場面があった。日々の授業で、価値に関わる課題に取
り組むことがほとんどないためであると考えられる。市民性の育成の過程では抽象的思考は必要不
可欠であることは前節までに見てきた。また、バイリンガルである５人に限らず、若者は多様な表
現・思考のチャンネルを有している。そのチャンネルを活性化するためには、例えば、哲学教育の
ような活動が有効だと考える。
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５　総括と今後の研究課題 

本研究を通して明らかになったこと、及び、課題として新たに浮かび上がってきたことを、以下
に記していく。

改正公職選挙法が成立し、選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げられたことにより、若
者の間に蔓延する政治的無関心を解消するための外枠はできたと言える。しかし、制度を整えるだ
けでは若者が自分の問題として社会問題を捉える姿勢は育まれ得ない。教育の場で「市民性」を喚
起する実践を構築しなければならないのである。また、筆者の研究テーマは「地域スタンダードの
学びの創造」である。地域を「おこす」教育のイメージを具体的な実践として形成していくことで、
卓越性にとらわれた日本の教育政策にパラダイム転換の視点を投げかけるという方向性を有してい
るのである。その意味において、沖縄のアメラジアンの学びに注目し、アメラジアンスクール・イ
ン・オキナワで試行的に行われている「シチズンシップ教育」の実践に焦点をあてながら、実践課
題を探ることは、筆者の研究に実践的な意味を付すことにもつながると考える。

本研究の予備研究として、学習観には行動主義、認知主義、社会構成主義の主に３つがあり、行
動主義・認知主義は学習の個別化に関する議論であり、社会構成主義は学習の協働化に関する議論
であると再確認することができた。現状の学校教育においては、未だ、行動主義的な刺激の強化で
学習者の反応を良くするといった教授が授業の中心的な活動である。したがって、少なくとも、学
習者の自立を促す観点からは、他者との協働が中心的な活動である社会構成主義に依拠した学びの
実践への転換が急がれる。その意味において、シチズンシップ教育の実践のレベルから協働の意義
を確認できたことは大きな収穫であった。

次に、他者との協働によるシチズンシップ教育の推進が、「社会的価値判断や意思決定を行う力」
や「公共性リテラシー」の育成といったねらいに伴う抽象性を、具体的な思考へと高める可能性が
見て取れた。言い換えれば、他との協働で市民性に関わる課題に取り組むことで、抽象性のある目
的に達することができるということである。事実、お茶の水女子大学附属小学校の報告書の中で、
子どもたちに「社会には、個人の努力で、できることできないことがあり、個人と社会全体の利害
は必ずしも一致しない。したがって、社会には広い視野で調整する仕組みと、個人の工夫や努力が
必要である。」という意見があったと記されている。

また、学習指導要領で示された内容の一律教授が基本である現状の授業に対して、「多様性」や
「協働」を基本的な理念とする課題解決型の学習を創造し実践を展開していくことが、生徒の「市民
性」の育成に直結していくことを再確認することができた。具体的には、北上田の実践とアメラジ
アンの生徒のインタビューから、あらためて、課題解決型の学習と生徒の「市民性」の育成の関連
を考えることができた。特に、アメラジアンの生徒からのインタビューと参与観察からは、非常に
大きな示唆を得ることができたことを指摘しておかなければならない。筆者は調査対象者の５名と、
研究者としてだけではなく教員としても対峙してきた。そのように、いわば二面性を持って接する
ことによって、５名のシチズンシップ育成の素因だけでなく、５名の柔軟で多様な発想に触れるこ
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とができた。柔軟で多様であることは、政治的主体として、既知の概念に対し常に批判的であり、
シチズンシップの育成に拓かれているということである。

上記のような成果を見出すことができた一方で、特に、アメラジアンの学びについての実践課題
を、シチズンシップ教育の観点から具体化する必要性を痛感することにもなった。特に本稿では、
課題解決型の学習を「良きもの」として扱ってきたが、昨今、いわゆる「アクティブラーニング」
に関しては、活動至上主義ではないかという批判も出ている。また、本調査では、５名のアメラジ
アンの生徒に対するインタビューであったが、公立学校に通う生徒への聞き取りも、シチズンシッ
プ教育推進のためには必要不可欠なことである。歴史的にマイノリティーに位置づけられてきた沖
縄の子どもたちが、沖縄の独自の文化に誇りを持ちながら、他者と対等な立場で協働の実践を創造
していくことに価値を見出しているか、あるいは、協働の実践の可能性が拓かれているかを確認す
ることが、上記の「アクティブラーニング」に対する「活動至上主義」ではないかという批判に実
証的に答えることになるであろう。今後の課題として真摯に調査を行っていきたい。

＜注＞

（ 1 ）  例えば、埼玉県桶川市立加納中学校や琉球大学附属中学校で「選択社会」の時間枠でシチズ
ンシップ教育の実践を行っている。大友秀明、桐谷正信、西尾真治、宮澤好春「市民社会組
織との協働によるシチズンシップ教育の実践―桶川市立加納中学校の選択教科「社会」の
事例―」（『埼玉大学教育学部付属教育実践総合センター紀要』埼玉大学教育学部、第６号、
pp.115-138， 2007年）

  島袋純・里井洋一『研究成果報告書　地域づくりを担う力を育てる～学部・付属学校共同に
よる市民性教育の成果および教育実践～』琉球大学教育学部、2008年

（ 2 ）  文部科学省の Web サイトに平成22年度実施報告書が掲載されている。
  www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenkyu/htm/.../1328890.htm

（ 3 ）  北上田源「アメラジアンの子どもの市民性を育成を意図した社会科実践研究―アメラジア
ンスクール・イン・オキナワにおける『私たちの学校を作ろう』カリキュラムを通して―」
2009年度修士論文　琉球大学

（ 4 ）  新井は以下の論考で、イギリスにおけるシチズンシップ教育の詳細を連載で報告している。
新井浅浩「イギリスのシチズンシップ教育」『私たちの広場』財団法人明るい選挙推進協会　
No.294（2007,  5） -No.299（2008.  3）

（ 5 ）  この報告書の原典は『Education for citizenship and the teaching of democracy in schools』（Final 

report of the Advisory Group on Citizenship 22 September 1998）であり、日本語訳は『学校に
おける、シチズンシップと民主主義教育のための教育：シチズンシップ似ついての諮問委員
会最終答申』（1998年９月）としてまとめられており、いずれも、Web 上で公開されている。

  www.citizenship.jp/citizenshipedu/　また、この委員会の座長であったバーナード・クリック
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は以下の書籍の中で自らのシチズンシップ教育論を述べている。
  バーナード・クリック著　関口正司監訳　大河原伸夫・岡崎晴輝・施光恒・竹島博之・大賀

哲訳　『シチズンシップ教育論　政治哲学と市民』法政大学出版局　2011年９月
（ 6 ）  経済産業省「シチズンシップ教育宣言」経済　産業省 / 三菱総合研究所　2006年
（ 7 ）  水山光春「日本におけるシチズンシップ教育実践の動向と課題」『京都教育大学教育実践研究

紀要第10号』2010年
（ 8 ）  お茶の水女子大学附属小学校　2010『平成22年度研究開発実施報告書』
  文部科学省ホームページ www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenkyu/htm/.../1328890.htm より

（ 9 ）  同じく文部科学省が研究開発校（市）として指定した、京都府八幡市立八幡小学校（外11校）
も、シチズンシップ教育の内容を取り入れた実践研究を行っている。ただし、その実施に関
しては、小学校では「生活科」「総合的な学習の時間」から、中学校では「総合的な学習の時
間」を充当し、学習内容も、教科の基礎を定着させるドリル学習が中心となっている。（文部
科学省ホームページより）

    また、アメラジアンとの関連を考えた時、坪井龍太の判例評論が興味深い。坪井は、フィ
リピン国籍の子ども10人が、法務大臣に対して、日本国籍を有することの確認を求めた訴訟
を検討し、最高裁の判決をシチズンシップ教育で活用する可能性を探る。翻って、沖縄にお
けるアメラジアンのことを考えると、国籍や紛争解決、そして家族の問題と、坪井が検討し
た最高裁判決と重なるところが大きい。坪井龍太「判例評論国籍法違憲訴訟最高裁大法廷判
決―シチズンシップ教育での本判決活用の可能性を視野にいれながら」東洋英和女学院大
学『人文・社会科学論集』第26号2008年

    さらに、地域社会にシチズンシップ教育の実践展開の積極性を見出すことを論じる以下の
大野による論考も参照されたい。大野順子「地域社会を活用した市民的資質・シチズンシッ
プを育むための教育改革―地域の抱える諸問題へ関わることの教育的意義―」『桃山学院
大学総合研究所紀要』第31巻第２号、pp.99-119　2007年１月

（10）  島袋純・里井洋一、前掲書　2008年
（11）  アメラジアンスクールインオキナワのホームページ amerasianschoolokinawa.org/ に設立の経

緯、活動内容、方針等が記されている。また、以下の文献も参考にした。
   •  野入直美「沖縄のアメラジアン　教育権保障運動が示唆していること」山本雅代編『日本

のバイリンガル教育』明石書店　pp.213-252　2000年
   •  照本祥敬「アメラジアンの子どもたち」『九州教育学会研究紀要27』pp.17-21　1999年

（12）  比嘉康則「社会運動における多文化共生理念の展開―アメラジアンスクールを事例として」
大阪大学教育学年報　第13号　pp.123-134 2008年３月

（13）  上里和美『アメラジアン―もうひとつの沖縄』かもがわ出版　1998年７月
（14）  照本祥敬編  2002『アメラジアンスクール』ふきのとう書房　pp.181-182　2002年
（15）  野入直美「沖縄の公立学校におけるアメラジアンについての学びの導入に向けて―〈違い〉
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と〈重なり〉をいかに学ぶか」『解放教育』469　pp.26-37　2006年12月
（16）  野入直美、同上　この交流授業では、「国際結婚を通して学ぶ多文化社会」をテーマに、それ

ぞれの学校への訪問、調べ学習が行われている。
（17）  北上田源「＜移動する子どもたち＞を対象とした中学校社会科教材開発研究」平成23年度～

平成25年度　科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書　若手研究 B（研究
課題番号23730840）

    また、「きょうどう」概念に関しても、北上田は先行研究に数多くあたっているが、「協働
学習」に関しては、筆者は以下の論考を参考にした。

  藤江泰彦「協働学習支援の学習環境」秋田喜代美、藤江康彦編『授業研究と学習過程』放送
大学教育振興会　pp.143-157　2010年

（18）  今谷順重『新しい問題解決学習の提唱―アメリカ社会科から学ぶ「生活科」と「社会科」へ
の新視点』ぎょうせい　1988年 p113

（19）  小玉重夫「シチズンシップ教育のカリキュラム」『カリキュラム・イノベーション　新しい学
びの創造へ向けて』東京大学出版会　pp.165-178　2015年

（20）  ジャック・ランシエール、松葉祥一 / 大森秀臣 / 藤江成夫（訳）『不和あるいは了解なき了
解』インスクリプト　p71　2005年

（21） 「異質協同」は浅野誠が生活指導実践の基本理念としたものである。浅野は多くの書籍の中で
「異質協同」の意義を説いているが、以下の論考で特に詳しい。

  浅野誠「〈同化・序列競争型〉から〈異質協同型〉へと生活指導を変える」『ゼミナール　生
活指導を変える』共同研究グループ編　青木書店　pp.14-31， 1994年

（22）  北上田源「共生を目指して北上田源「共生を目指して―公立学校や地域との連携のこれま
で」『アメラジアンスクール創立10周年記念誌』2008年　pp.121～150

（23）  丸山豊「総合学習　生徒と共に学ぶ＜アメラジアン＞―高２沖縄研究旅行と総合人間科の
中で―」『名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要』第44週　1999年　また、上記の北上
田は平和ガイドとして、他府県からの修学旅行生に対して、沖縄戦の事実を語り継ぐという
活動を行っている。

（24）  ５人に対する調査に先立ち、あらかじめ AASO が行った他校（自由の森学園、和光小学校、
星槎国際高校、琉球大学教育学部附属中学校）との交流学習におけるねらいや交流後の生徒
の感想等を検討し、質問項目の設定の参考にした。

    交流学習後の AASO の児童・生徒の感想を見てみると、否定的な意見もある。また、交流
相手の意見や行動の分析的な語りも多いが、では、自分たちは何を考え、どのように行動し
ていくかという観点からの意見は皆無に近い。今後の課題であろう。
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One consideration about the practice of the citizenship education: 

Paying attention to the learning of the AmerAsian in Okinawa

Kiyohiro KOSHOU

This study elaborates the practice of citizenship education in Okinawa through the interview of five 

AmerAsian students attending a public junior high school in central Okinawa.  The citizenship education 

was made a compulsory subject in secondary schools and an associate compulsory subject in elementary 

schools in the U.K. in 2002.  In Japan, a practice similar to a trial in integrated study and social study is 

being carried out.  The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology appoints one school 

and one city (12 schools), 13 schools in total as research and development schools, featuring the theme of 

citizenship education from 2010 until 2012.  The need for the forward looking education policy of The 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and the solution to social problems are the 

reasons to treat citizenship education as the object of this study.

The elementary school attached to Ochanomizu University received the designation of the research 

and development school in Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and performs 

a practice study of the citizenship education.  This school has set up the subject “citizenship” and is practic-

ing, aiming to bring up the nature of the citizen as an appropriate social value judgment and the ability 

making decision through suggestion and decision-making.  In addition, this school is working on citizenship 

upbringing in all subjects.  It is a practice from 2 directions the subject-like approach and the approach as 

the whole school.  Through such activities, children bring up a thing concerned with value such as public 

literacy to make a social value judgment and to make decisions in collaboration with others not substantial 

knowledge and ability.  In the AmerAsian School in Okinawa, one can also find this kind of learning.

The reason to focus on AmerAsian learning will be shown.  Five AmerAsian students featured in the 

interviews now study now in a public school after their learning experience in AmerAsian School in 

Okinawa (AASO).  This paper is to research and clarify how five people, who experienced learning “citizen-

ship” in AASO, can see learning in the public school.

The practice development of citizenship education will give a different viewpoint in an aspect of the 

scholastic ability acquisition competition that is given in Okinawa (and nationwide).


