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国際福祉開発学部だより
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学びを止めるな！コロナ禍で
学びを止めるな！コロナ禍での学びのチャレンジ
〜オンラインでもできることがある。オンラインだからこそできることがある。〜
オンラインでもできることがある。オンラインだからこそできることがある。〜
吉村輝彦（国際福祉開発学部長）
2020 年度は、コロナ禍において、感染拡大の防止のため、対面形式ではなく、オンライン形式中心の授業と
なりました。年度が始まった当初からオンライン形式での授業ということで、学生にとっては、特に１年生に
とってはチャレンジングであったと思います。
そんな状況の中で、教員も、学びを継続・支援する
ために、試行錯誤の中で、様々なチャレンジを行って
きました。この間、ICT ツールの情報や活用のノウハ
ウを共有しながら、教育の質の確保を図ってきまし
た。実際に、オンライン会議ツールである Zoom に加
えて、様々な ICT ツールを活用した授業の実施、従来
対面形式で行ってきたワールド・ユース・ミーティン
グのオンライン形式での実施、国際フィールドワーク
I の国内での代替的なプログラムの開発等を進めてき
ました。学部の特色であるアクティブラーニング期間

開発ソーシャルワーク演習 I で導入したオンライン
ツール miro の活用風景

を活用したフィールドワークやインターシップ等は様々な困
難が生じましたが、できることをできるだけ進めていくとい
う観点から、ICT の活用や教員それぞれが持つネットワークを
活かした取り組みを探求してきました。教員間で様々な情報
やノウハウを共有していく中で、学生の学びの機会の創出に
つなげていくことができたとともに、個別状況を踏まえて、
臨機応変に対応してきました。また、2020 年度は WEB 開催と
なった「ワールド・コラボ・フェスタ」(愛知県国際交流協会
などで組織される実行委員会主催)にも、学部としてオンライ
ンで出展しました。
様々な取り組みを行っていく中で、オンライン形式ならで
はの学びを経験するとともに、オンライン形式だからこその
強み、対面形式だからこその価値も実感できたと思います。

オンライン形式で実施されたワールド・コラボ・
フェスタ 2020 における学部ブース

2021 年度も、コロナ禍の中、引き続き、様々なチャレンジ
を行っていきますが、対面形式、そして、オンライン形式のそれぞれの良さをうまく組み合わせた学びのあり
方を探求していきたいと思います。
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国際フィー
国際フィールドワーク
ィールドワークⅠ
ルドワークⅠ

「行ったつもり」でバーチャルに世界へ
「行ったつもり」でバーチャルに世界へ飛び出そう
飛び出そう

例年、1 年次の 2 月に 4 ケ国に分かれて 2 週間の現場体験を
行う国際フィールドワーク。今年は、コロナ禍の下で、海外
に出かけることができませんでしたが、逆に、「バーチャルならば
世界中に行けるよね」と、気持ちを切り替えて全く新しい企画を実
施しました。
題して「行ったつもりフィールドワーク
行ったつもりフィールドワーク」
行ったつもりフィールドワーク 。
2/15 朝の「出国手続き」を皮切りに、
2/26 まで、ネパール・カンボジア・ベトナ
ム・マレーシア・インド・フィリピン・中国・韓
国・ブラジル・アメリカ・キューバ・インドネシ
ア・ホルトガル・イギリス・ロシアを旅してきま
した。各国の方々との交流、開発事情の理解や市
場探索、農村ツアー、文化体験に加えて、食文化
体験の実践も含め、多彩なプログラムが展開され
ました。最後は川柳大会も。
教室での活動と合わせて、96 個のスタン
プ集めのアクティビィティも始動。ワークショップへ
の参加、学んだことのふりかえり、昼食時の各国料理…な
ど、色々なアクティビティを通じてスタンプを集めることが
できました。
行ったつもりごはん
チャンネルには動画もアップ
96 個の
スタンプ

地図をクリックして
振り返りの提出

1限

日程

10:00-11:10

2限

11:20-12:30

昼食

4限

13:20-14:50

5限

15:00-16:30

6限
16:4018:10

夕食（配信）

2月15日

月

国際フィールドワークへ出発
カースティゼミ企画

ネパールに行ったつもり！
(留学生による国事情紹介）

言語文化体験(1)
（ネパール語）

難民支援について
（ユニクロ）

食文化理解(1)
（ネパール）

2月16日

火

異文化
コミュニケーション(1)

異文化
コミュニケーション(2)

言語文化体験(2)
（韓国語）

日本語で学ぼう

食文化理解(2)
（韓国）

2月17日

水

佐藤ゼミによる
ワークショップ

ベトナムに行ったつもり！
(留学生による国事情紹介）

文化体験(3)
（ブラジル：サンバ）

言語文化体験(3)
（ベトナム語）

2月18日

木

千頭ゼミによる
ワークショップ

カンボジアに行ったつもり！(1)
(カンボジアの開発事情）

文化体験(4)
言語文化体験(4)
（キューバ：サルサムーブメ
（カンボジア語）
ント）

2月19日

金

カンボジアに行ったつもり！(2) カンボジアに行ったつもり！(3)
(市場体験）
(ホームステイ体験）

2月22日

月 マレーシアに行ったつもり！

2月23日

火

米津ゼミによる
ワークショップ

2月24日

水

2月25日

木

2月26日

金 フィリピンに行ったつもり！(1) フィリピンに行ったつもり！(2)
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言語文化体験(5)
（ポルトガル語）

⇒4･5限同じ
内容で半数
ずつ参加
⇒4･5限同じ
内容で半数
ずつ参加

食文化理解(3)
（ベトナム）
食文化理解(4)
（カンボジア）
食文化理解(5)
（日本）

クラス別振り返り

アメリカに行ったつもり！
(クラークカレッジ)

交流企画
（マレーシア・インド・フィリピン・ベトナム）

インドネシアに行ったつもり！
(留学生による国事情紹介）

交流企画（韓国）

食文化理解(7)
（インドネシア）

フィリピンボラカイ島に行った フィリピンボラカイ島に行った
つもり！(1)
つもり！(2)

各クラスの交流企画紹介・報告（各クラス30分以内）

食文化理解(8)
（フィリピン）

吉村ゼミによる
ワークショップ

言語文化体験(6)
（中国語）60分

中国に行ったつもり！
(留学生による国事情紹介）

世界一周したつもり川柳大会

文化体験(5)
（イギリス）※映画上映
120分

食文化理解(9)
（中国）
修了式
-17:30
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フィールドワークの
おかげで、色々友達
ができました。

自分の知識が広が
り、協力の大切さが
実感できました。

学んだことを生かし
ていつか絶対に海外
に行きたい

叶えたい夢や目標が
増えました。

たくさん準備していた
だいた先生･先輩･講
師･事務室の方々あり
がとうございました。

フィリピンの養護施
設の子どもたちが自
立した後のお話が聞
けて感動しました。
た。

人間が捨てたゴミが
どれだけ影響を持つ
か、この映画ではっ
きり分かりました。

中国の文化や社会
に触れてみたくな
りました。

言語が伝わらない環
境を実際に体験し、
言語の大切さを改め
て実感しました。

インドネシアの多民族
の話は印象的でした。
国に対する気持ちが込
められていました。

言葉の大事さ、深み
を川柳入賞者から聞
き、日本の良さがわ
かりました。

自分の気持ちを五七
五に表現するには語
彙力が必要と実感。

SDGs と真剣に向き
合えた。何気なく過
ごす日常生活の中で
も考えていきたい。
ていつか絶対に海外

英語使う場面を増や
したり友達との日常
会話を英語にしたり
していきたい。

ベトナムのことを学
べ、先輩が褒め上手
だったのでとても楽
しい時間でした。

対面でででで 誰誰誰誰がががが誰誰誰誰だが 分分分分から
ない
今井 優太
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国際福祉開発学部２
国際福祉開発学部２年
坂下瑞萌

海外からの研修生と農業を
海外からの研修生と農業を実践
と農業を実践中
実践中

公益財団法人 SOMPO 環境財団が行っている CSO ラ
ーニング制度に採択され、半年間、公益財団法人オイ
スカの中部日本研修センター(豊田市)でインターン
シップに参加。その後も、大学以外で外国籍の人と友達を作りたいって思ってい
ました。教職志望なので、授業がいっぱいだけど、空いている時間を精一杯活用
して農業についてもっと知りたいと思っていました。

1.オイスカと関わり
1.オイスカと関わり

2 月の 1 ヶ月間、住み込みで、タイ・マレーシア・
フィジーの研修生と一緒に畑で収穫や手入れなどの
農作業に明け暮れていました。また、技能実習生の
技能事務や技能生の基礎研修での日本語の授業も担当しました。さらに、所長か
らのお願いで Instagram と Twitter のアカウントを開設して、オイスカの日常
について発信したりしています。 (@oisca_chubu)

2.主な活動内容は
2.主な活動内容は?
主な活動内容は?

国際協力は海外で行うものだと思っていました
3.いま
3.いま考えて
いま考えていること
考えていること
が、オイスカでの活動を通じて、ちょっとした時に日
本語を教えたり、一緒に勉強したりして、国際協力は
国内でもできることが十分あると気付きました。今はコロナ禍で気軽に海外に行
けず、国内でもイベントがほとんどできないなど厳しい状況ですが、できること
を地道にやって行こうと考えています。
これからも在留外国人が増えると言われています
が、互いのことを認め合い、同じ地域に住む住民と
して迎え入れる心を持つ人が増えるような社会が作り上げられたら良いと感じ
ています。また、ムスリムの技能生が、日本にはハラルフードがあまりなく大
変なことを知り、食と宗教の関係について興味を持つようになりました。私た
ちが普段何も影響がないところでも、誰かが困っているかもしれないと考えら
れるような人になりたいです。

海外からの研修生と収穫作業

4.将来に向けて
4.将来に向けて

国際福祉開発学部３
国際福祉開発学部３年
岩﨑右城

収穫した野菜で料理
収穫した野菜で料理

元気な山村・加子母で村づくりの現場によそ者・若者として参画中

アメリカ･フィリピン･インドネシ
ア･韓国を訪れた経験を踏まえ、東京
一極集中の下で衰退しているとされる日本の中山間地域に関心が湧き、
ゼミ指導の千頭先生の紹介で中津川市加子母地区にたどり着きました。

1.活動を始めたきっかけと想い
1.活動を始めたきっかけと想い

よそ者・若者の一人して、地元の「村むら
づくり協議会」や「NPO 法人かしもむら」の
会議に参加したり、若い女性たちのグループ
や商工会青年部の方々とも意見交換や交流を行っています。
2.主な活動内容は
2.主な活動内容は?
主な活動内容は?

ゼミのみんなと加子母大杉にて

加子母の方々は、昔から森や木を守る文化があり、自分たちの地域を自分たちで
守っていくという気概が感じられます。また、仕事はもちろん、地域の役職があ
り、行事も盛んなため、良い意味で「忙しい」ことがわかります。過疎・高齢化
が進んではいるものの、文化や伝統をただ守るだけではなく、観光ツアーや、特産物や地域紹介を兼ねた
オンラインショップの開設など、様々な試みを新たに始めていることも特徴的だと感じています。

3.いま
3.いま考えて
いま考えていること
考えていること

加子母に関わることにより、自分が住む地域を選ぶことの大切さを感じていま
す。また、自分が地域づくりの担い手になりたいと考えています。地域づくりの
担い手とは、そこに住んでいる人だけでなく、外から関わる人や、その地域で働
く人など、どのような人でも貢献できることが、活動を通じて感じられました。今後、就活や住むところ
が変わる分岐点が多く訪れると思うため、このような視点を重視し、選択をしていきたいと思います。
4.将来に向けて
4.将来に向けて
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Show your flag for “ Quality Education, Goal4 (SDGs ゴール４ 私たちにできること)
たちにできること) “
2020 年 9 月 26-27 日の二日間、第 22 回となった国際交流イベン
ト World Youth Meeting(WYM)が開催されました。WYM は、国内外の
高校生や大学生がチームで参加して英語プレゼンテーションを披
露したり、互いの国の文化交流を通じて世界のつながりを感じるこ
とのできる、年間で最も大きな活動です。
今年は「SDGs ゴール４ 私たちにできること」をテーマに 58 校、
のべ約 1,600 人が参加しました。
国際福祉開発学部では 1・2 年中心で学生実行委員会を組織し、
1･2 年生約 170 名が共に学ぶ「国際交流フ
この大きなイベントを企画・運営しています。新型コロナウイルス
ァシリテーション」。フィリピンやカンボジ
感染拡大の影響下で、数百人規模のイベントをどうやって成功させ
アとつなぎ､生きた交流のスタート。
るか、学生と教員が一丸となって検討した結果、複数のオンライン
会議システムと各学校での対面的発信のハイブリッドな組み合わ
せにより、特に海外から例年以上に多くの参加者を得て大盛況となりました。

Zoom
om、
om、Teams、
Teams、YouTube
YouTube Live、対面を組み合わせて
Live、対面を組み合わせて 10 カ国がリアルタイムにつなが
った本番当日。マレーシアやフィリピン等協定校との遠隔での協働英語プレゼンテ
ーションを
ーションをはじめ、テーマ別討論など、国際福祉開発学部の留学生も大活躍でした。

「コロナで 1 年生と 2 年生が関わり合う機会がなかったので、WYM のおかげで、意見交換し合い、仲が深
められてよかったです。
（WEB サイト管理を担当した学生）
「マレーシアの学生と Zoom でつながり練習を繰り返しました。1 年生でとてもいい経験ができました。
（英語プレゼンテーションを担当した学生）
」
「We had joined small seminar every
Saturday to improve English speaking
skill…and learnt how to be a good
presenter. Moreover, we could cooperate
with Japanese side to create the contents
for Cambodian students for better education
through Video clips using ICT. The
important things of us are experiences we
got and friendship we built with oversea
friends through this event which we never
forget（カンボジアから参加した教員養成校の ICT 力発揮でオンライン国際プレゼン カンボジア参加者の帰国後
をサポートした学生実行委員会本部 報告会。出会いがきっかけと
学生）
」
の様子
なり協働はさらに続いてい
ます！！

5
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国際福祉開発学部３
国際福祉開発学部３年

千頭ゼミ
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「SDGs を市民の合言葉に」プロジェクトで東海市民に働きかけ中

千頭ゼミでは、
「東海市大学連携まちづくり推進事業」の採択を受け、
「SDGs を市民の合言葉に」プ
ロジェクトを展開中です。学生目線で 17 の SDGs を読み解き、暮らしとの関わりを考えています。
SDGs って何？から
始めよう

ポスター8 種類は、東海市内のすべての市民館や市役所･東海市芸術劇場などに掲示していただきました。

私たちの
暮らしと
どうかか
わるの？

手書きの 17 の SDGs
ロゴ入りパンフ
「SDGs をもっと知ろう」
と、市内各地で取材した
内容をまとめた SDGs 新聞
も発行しました。
パンフは国際福祉開
発学部の新入生全員
にも配布予定です。

分かりやすく市
民と共有しよう

16
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国際福祉開発学部３
国際福祉開発学部３年

外国にルーツを持つ子どもへの学習支援に奮闘
外国にルーツを持つ子どもへの学習支援に奮闘中
奮闘中

佐々木瞳歌
佐々木瞳歌

2 年生の秋、アクティブラーニング
としてベトナムの日本語学校で 2 ケ月
間日本語を教えていました。それがきっかけとなり、留学生向け授業の
TA(Teaching Assistant)もしています。その担当の先生に誘われたのがき
っかけです。これらの体験がうまくつながっています。

1.活動を始めたきっかけと想い
1.活動を始めたきっかけと想い

週一回 2 時間、YWCA で、外国にルーツを持つ小学
生や中学生の学習をサポートしています。学校の授
業内容も教えますが、主には日本語を教えています。

2.主な活動内容
2.主な活動内容

自分の勉強したいことができて、楽しそうに過ごしてい
3.子
3.子ども達の様子
ども達の様子
ます。自由な雰囲気で、ボランティアの方々と近い距離で気楽
に話していることも多いです。学校でわからなかったことや進
路について職員やボランティアの方々としっかり相談していることも印象的です。

YWCA での活動の様子

外国にルーツをもつ子ども達にとって、学校でわからない事
が聞け、日本語を教えてくれる場所は必要だと思います。でも
そういう場所はまだまだ少ないのが残念です。授業の日本語が
わからないために内容も理解できず、テストで良い点数が取れないため、進学にも影
響してきます。継続的な日本語の支援が求められていると感じています。

4.感じていること
4.感じていること

5. 将来に向けて活動
から感じたこと

日本語支援は学校だけではなく、YWCA のような取り組み
など形態は様々です。将来は、大学での学びや経験を活かし
て、広い意味で日本で活躍できる外国人支援につながる仕
事をしていきたいと改めて感じています。
ジョレン島(
ジョレン島(カンボジア)
カンボジア)にて

国際福祉開発学部 3 年

Bui Thi Hoa
1.活動を始めたきっかけ
1.活動を始めたきっかけ

名古屋市
名古屋市中学夜間学級でティーチングアシスタントとして活躍中
中学夜間学級でティーチングアシスタントとして活躍中
将来は母国(ベトナム)で日本語教師になり
たいと思っています。そのためには、夜間中
学校での経験が生きてくると思いました。

集まっている生徒は日本に在住している外国人で
す。自国でも日本でも中等教育を受けていないけれ
ども、日本の高校をめざして頑張っています。日本人
も 2〜3 人います。生徒が、先生の話がわからない時や漢字が書けない時
に、その生徒の手伝いをしています。また、日本語が全然わからない生徒
もいるので、別の教室で日本語を教えたりもします。

2.主な活動内容
2.主な活動内容

中学夜間
中学夜間学級でアシスタント
夜間学級でアシスタント

30 数名の中で、日本語がよくわかる生徒は勉強にも集
3.子
3.子ども達の様子
ども達の様子
中できるけど、日本語があまりわからない生徒は集中しにくそ
うです。でも、みんな昼間バイトをしながら、夜は学校に来て
勉強しており、やる気は結構感じられます。教室では日本語を教えるだけではなくて、
社会、理科なども教えているので、日本語をわからない人は授業がわからなくて大変
だと思います。英語ができる学生も多いので、英語で説明することもあります。
将来は日本語の先生になりたいので、この活動をしている
ことによって先生の気持ちがよくわかるようになりました。
教室には色々な生徒がいて、頭がいい生徒はいいけど、つい
ていけない生徒に対しては、先生がかなり工夫しないと進み
ません。先生という仕事の重要さと大変さがよくわかるようになりました。

4. 将来に向けて活動
から感じたこと

中学夜間
中学夜間学級
夜間学級にて
学級にて
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坂本実
坂本実穂・竹内健人・鳥居愛

就活×
就活×SDGs の企画・運営に学生として参画

2/12(金)半田市クラシティにて、SDGs に取り組む企業と SDGs に
関心のある学生をつなぐマッチングイベント「就活
就活×SDGs
就活×SDGs～未来
×SDGs～未来
にやさしい企業にあいにいこう～」が開催されました。
にやさしい企業にあいにいこう～
一般社団法人 SDGs design の曽根加奈子代表理事の呼びかけに応
じて、国際福祉開発学部 3 年の坂本実穂、竹内健人、鳥居愛が主
体となって企画・運営しました。準備段階から、3 人が主体的にアイデ
アを出し、
「学生が参加したくなる就活イベント」を目指して、一つず
つアイデアを実現していきました。
アイスブレークゲームに続き、企業からは SDGs に対する自社の
取り組み説明、その後、学生との熱心なやり取りが続きました。
学生がこんな企画を立てられるなんて凄いとの声をいただきました。
Youtube にも生出演。https://www.youtube.com/watch?v=oyV9m_mxnY8

参加学生･出展企業への呼びかけチラシ

3 人の声

学生と企業のマッチングの大
変さと重要性に気がついた。
地元の企業を支えられる仕事
に興味がわいてきました。

半田市長への表敬訪問

学生や
学生や企業へ
企業への広報が大変で
広報が大変で
したが、
したが、S
が、SDGs ゲームを通じて
両者の距離が近づき、参加者
に評価されて嬉しかった。

準備もひと段落して…
準備もひと段落して…

企業が
企業が SDGs 達成に向け取り
組んでいる社会貢献活動を知
り、自分自身の就活を考える
上でもヒントを得まし
上でもヒントを得ました。
ました。

フェア会場の様子

編集後記
未曾有の非常事態でしたが、国際福祉開発学部では、置かれた状況を前向きに変え、オンラインを活用した
様々な取り組みを展開してきました。その成果は学生たちのふりかえりや感想からもうかがえると思います。
2021 年度は、新型コロナウイルスの感染状況を見ながらではありますが、学生の多様な学びを確実に支援で
きるように、教員・職員ともに力をあわせて取り組んでいきたいと考えています。
国際福祉開発学部の教育・研究にご関心をお持ちの方は、いつでも遠慮なく学部事務室にお問い合わせくだ
さい。講義の体験参加も大歓迎です。(担当:千頭)
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