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要旨  

本稿は、光塩女子学院初等科と清泉女子大学間で開催された、スペイン文化交流会の報告

である。大学生は自らが考えた内容で小学生にスペイン語・スペイン語圏文化を紹介することで、

また小学生は大学生の準備した学習活動に取り組み、大学生と積極的にかかわることで、相互に

大きな学びを得る交流会となった。小学校と大学のような異なる学校機関間の協働学習は、異文

化を理解、体験するため、また外国語を学ぶ意味を考える機会となり、今後、より重要性を増して

いくだろう。  
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Abstract 

This article reports on a Spanish cultural exchange event organized by the Koen 

girls’ elementary school and Seisen University. At this event, based on their own 

ideas, the university students introduced the Spanish language and culture to the 

elementary school students. The elementary school students actively engaged with 

the university students, giving them an opportunity to learn from each other. 

Collaboration is important between different institutions, such as elementary 

schools and universities, to enable students to experience different cultures and to 

appreciate the meaning and nuances of learning different languages.  
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university, private school  

 

1. はじめに 

2020 年度に小学校では、新たな学習指導要領（以下、新指導要領）が全面施行

された（文部科学省  2017）。新指導要領において注目を集めているのは、第 5・第 6

学年で開始された教科「外国語」、第 3・第 4 学年で開始された外国語活動である。

今回の改訂から教科「外国語」は評定で評価される教科となった。「外国語」で扱う

言語について、新指導要領第 4 章の外国語活動「第 3 指導計画の作成と内容の

取扱い」には次のように指摘されている。「1. 指導計画の作成に当たっては，次の事

項に配慮するものとする。  （1）外国語活動においては，英語を取り扱うことを原則と

すること。」また、検定教科書は 7 社から出版され3、すべてが英語に重きを置いた内

容となっている。 

社会からのニーズも相まって小学校教育においても英語偏重の向きを強くしてい

るように感じるが、一方で、英語以外の言語や文化の重要性を主張する研究者も少

なくない。吉村（2019）は次のように指摘している。「学校に英語以外の外国語教育を

取り入れようとすると、「英語だけでも苦労しているのに」と困惑の声があがる。だが、

日本を取り巻く状況を見れば、英語だけですむ時代ではないことはわかるはずだ。…

中略…ヨーロッパなどでは、国・地域によって、多言語教育の取り組み方や習得レベ

ルは様々だが、「母語＋2 言語」を学ぶ言語政策が一般的になされている。世界的に

見ても、日本のように、ほぼ英語一辺倒の外国語教育は珍しい。英語に加え、さらに

別の外国語を学ぶ利点に目を向けたい。複数の言語を学べば、言語間の構造や文

法の違い、類似性などが見え、各言語の理解が促される。英語が不得意でも他の言

語なら興味が持てたり、習得が容易だったりすることもある。」また、山崎（2019）も「母

語に加えて二つ以上の言語を身につける複言語主義。ネイティブほど話せなくても、

相手を理解して相手の心に働きかけることが重要」と指摘している。  

本稿は光塩女子学院初等科（以下、光塩）と清泉女子大学（以下、清泉）が“ス

ペイン”を仲立ちとしてつながり、小学生と大学生の文化交流会を通して、児童と学

生がどのように関わり、互いに働きかけあったかを記録、検討したものである。小学校

と大学のような異なる学齢期の学習者が協働で学ぶことは、今後さらに求められる活

                                                        
3  開隆堂  『Junior Sunshine』、啓林館  『Blue Sky』、三省堂  『Crown Jr.』、学校図書  『Junior 

Total English』、光村図書  『Here We Go!』、教育出版  『One World Smiles』、東京書籍  『NEW 

HORIZON Elementary English Course』  
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動となると確信している。本稿がそのモデルの一例となれば幸いである。  

 

2. 光塩と清泉のつながり 

光塩と清泉は多くの共通点のある学校であることがわかる。  

光塩女子学院は 1931 年にスペインのベリス・メルセス宣教修道女会によって日本

の東京に創設された（光塩女子学院  1982）。現在の光塩女子学院は幼稚園から高

等学校までの一貫教育校として、建学の精神「世の光、地の塩」に基づき、初等科で

は「人を大切にする人を育てる」を教育目標に学校運営を進めている。  

清泉女子大学は、スペイン、マドリードに設立されたカトリックの聖心侍女修道会を

設立母体としている。来日した修道女たちが 1935 年清泉寮を開設、その後 1950 年

に 4 年制女子大学が創立され、1961 年にはスペイン語スペイン文学科が設置され

た。建学の精神であるキリスト教ヒューマニズムに基づき、文化の多様性を理解し、奉

仕的精神に富む人材育成を目指している。  

「スペイン発の学校」「女子校」「カトリック」「スペイン語学習の機会がある」など、共

通点の多い両校の担当者である著者らは JACTFL（日本外国語教育推進機構）が

主催するシンポジウムを通じて知りあい、小学校と大学のつながりが、学習者がより積

極的に学習に向かう材料となり得ると共感し、スペイン文化交流会の可能性を探るこ

ととした。 

 

3. 計画が始まるまで 

共通点の多い両校だが、小学校と大学という大きな違いがある。なぜ、文化交流

会実施に至ったのか、それは両校の担当者の想いが合致したからである。  

光塩で茂木は、小学生には体験を通して英語に限らない言語や文化を経験させ

たい、と常日頃より考えていた。今までにもスペイン大使館訪問、スペイン文化センタ

ー訪問、スペイン料理の調理実習、世界のボードゲーム、言語学習など様々な方向

から児童に働きかけることで、興味のある児童が「自分の好き」や「自分の得意」に気

づくきっかけとなればと信じて活動している（茂木  2019）。その活動の中で小学生は、

大人である教師から教えられる機会は多いが、年齢の近い大学生や中高生と触れあ

う機会が少ないことに課題を感じていた。小学生にとって「近しいお姉さん」である大

学生に関わる機会があれば、また今までとは違った新たな影響が小学生に及ぼされ

るのではないかと考えた。  

清泉で齋藤は、担当するゼミナールにおいて、スペイン語をはじめとする外国語の
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学び方をテーマに授業を行っている。受講生たちが自らの外国語学習体験を振り返

りながら、何のために私たちは外国語を学ぶのかを考える場を作るよう意識してきた。

また、入学前にスペイン語を既に学んでいた大学生や、スペイン語を自ら選択して学

んでいる高校生を対象にした調査（齋藤・高畠  2018）を通しても、英語以外の外国

語を学ぶ価値を伝えようとしてきた。しかしながら、高等学校での英語以外の外国語

教育を扱う際には、大学入試との関連を話題から外すことができない。スペイン語は

大学入試センターによる試験科目に該当せず 4、スペイン語に取り組む高等学校は、

中国語、韓国語、フランス語ほど多くはない 5。活況とは言えない現在の大学の第二

外国語環境、また受験との関連を考慮しなければならない高校の外国語科目、そう

した課題を打開する新たなアプローチとして、より早い段階、つまり学齢期の低い児

童たちへの種蒔きや働きかけが必要なのではないかと考えるに至った。そのような折

に光塩とのつながりに新しい可能性を感じて、両校の交流会実現の検討を始めた。  

 

4. 事前準備  

小学生と大学生のスペイン文化交流会の開催に向けて、次のように準備した。表

1 に当日に向けた準備の日程をまとめる。  

小学生が楽しく言語や文化を学ぶためには、座学だけではない工夫が不可欠だ

と考えた。ある程度の少人数グループに分かれることで、小学生が受け身にならない

ように配慮した。そして、いくつかのブースを回りながら体験学習をすることで、リズムよ

くさまざまな文化に触れられるだろうと考えた。今回は初回ということもあり、異文化理

解やスペインに興味のある児童を集めるため、クラブ活動「国際交流メルセス」の児

童（小学 5・6 年生）を参加対象とした。 

 

                                                        
4 令和 2 年度大学入試センター試験出題教科の外国語は英語、ドイツ語、フランス語、中国語、

韓国語の 5 言語である。https://www.dnc.ac.jp/sp/center/shiken_jouhou/r2.html  [accessed 1 

October 2020]  
5 ８ 高等学校等における英語以外の外国語科目の開設状況について（平成 30 年 5 月 1 日現

在）https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/__icsFiles/afieldfile/2019/09/  

19/1323946_001_1.pdf [accessed 1 October 2020]  

1 位：中国語  開設学校数 497 履修者数 19,637 

2 位：韓国・朝鮮語  開設学校数 342 履修者数 11,265 

3 位：フランス語  開設学校数 201 履修者数 6,782 

4 位：スペイン語  開設学校数 96 履修者数 2,863 

5 位：ドイツ語  開設学校数 96 履修者数 2,860 
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表 1 スペイン文化交流会開 催に向けた準備の日程  

日付  内容  

2019 年 3 月  第 7 回 JACTFL シンポジウムにて、担当者が面識を持つ  

5 月 17 日（金）  打ち合わせ（茂木、北原（光塩の英語科教師）、齋藤）於光塩  

今後の共同研究についての方向性の共有  

5 月 31 日（金）  打ち合わせ（齋藤、茂木）於清泉  

齋藤の担当するゼミナール学生（参加希望者）が光塩を訪問する形で

交流会を開催する可能性を共有  

9 月 27 日（金）  交流会の本番を 2019 年 12 月 9 日（月）とする  

10 月 21 日（月）  打ち合わせ（齋藤、ゼミナールの学生数名、茂木）於清泉  

交流会の内容について自由に意見交換  

11 月  交流会の内容を具体的に決定（茂木と齋藤のメール連絡）  

前半：スタンプラリー形式、小学生はグループを作り、ブースを回りなが

ら、スペイン文化を体験学習  

後半：小学生全員集合後、ピニャータ割りを楽しみながらスペイン語圏

文化を体験学習  

12 月 9 日（月）  交流会当日  

 

大学生には、教員が適宜アドバイスはするものの、小学生のために何ができるかを

大学生自身に検討してもらった。したがって、どのような体験学習になるかは大学生

に委ねられた。中には教職課程を受講する学生もいたので、この文化交流会が児童

生徒理解の実習という一面にもなり得ると考えた。大学生たちは、これまで学んでき

たスペイン語やスペイン語圏文化を、小学 5・6 年生にどのように伝えたらよいのか、

複数回の授業の中で議論していった。初めのうちは、これから接する小学生たちがど

のような子どもたちなのか想像ができない中、やや漠然と面白そうなテーマを探すとい

った様子であったが、回を重ねるごとに、教える対象者の年齢に適した内容や教え

方について議論が進むようになった。そして、小学生がいくつかのブースを回りながら、

スペイン語・文化に触れる体験をするということを前提に、次の点に留意して準備する

ことにした。 

・ スペイン語圏の広さを伝えるには、スペインだけでなく、ラテンアメリカの情報も入

れる 

・ できるだけ小学生にとって身近な単語やフレーズを扱う  

・ 小学生それぞれが、ブースで得た情報を自分で書き込むことができるオリジナル

カードを配布する 

・ 小学生が情報をただ受け取るだけにならないよう、身体を動かし体験できる活動

を取り入れる  
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・ 異文化を体験するために、小学生に関心の高い、絵や音楽、ダンスの要素を取

り入れる 

その後、テーマを「お祭り」「料理」「芸術」「世界遺産」という 4 つに絞った。大学生

2～3 名ずつが各テーマを担当するよう 4 つの班に分かれ、班ごとに教える情報、教

え方を検討していった。グループに分かれた小学生たちが、4 つすべてのブースを回

ることを考えて、小学生に教える情報が常に同じにならないよう、1 つのテーマ内で複

数の内容を用意することになった。最終的に各班が準備した内容は次の通りである。  

＜お祭り＞メキシコの死者の日、メキシコ・オアハカ州のお祭りゲラゲッツァ、スペイン・

セビリアの春祭り 

＜料理＞アロス・コン・レチェ、ガスパチョ、エンパナーダ、タコス  

＜芸術＞フラメンコ、打楽器カホン  

＜世界遺産＞ペルーのマチュピチュ、チリ・イースター島のモアイ像、スペイン・コルド

バのメスキータ、スペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリア  

それぞれ、パワーポイントや絵カード、写真などを見せ、クイズなどを盛り込みながら

説明し、関連するスペイン語単語を発音したり、書いたりしながら学習活動を行うこと

になった。また「芸術」班は、小学生たちが実体験を通して文化に触れられるよう、フ

ラメンコ衣装試着体験と、カホン演奏体験を実施することにした。  

 

5. スペイン文化交流会当日  

日時：2019 年 12 月 9 日（月）13:30～15:30 

場所：光塩女子学院初等科  ホール 

名称：「スペイン文化交流会」  

参加校：光塩女子学院初等科、清泉女子大学  

光塩の参加者：小学 5・6 年生「国際交流メルセス」クラブ 29 名（他妹 1 名）、教員 3

名（茂木俊浩、他 2 名） 

清泉の参加者：大学 3・4 年生「ゼミナール VII」10 名、教員 1 名（齋藤華子）  

内容：以下の通り 4 部構成とした。 

 

第 1 部：担当教員より挨拶（10 分間） 

光塩の茂木より、交流会の主旨説明と光塩の学校紹介をした。担当者の出会い、

小学生と大学生との交流の可能性を見出したこと、両校には多くの共通点があり、女

子校同士、意義ある交流ができる可能性があることについて説明した。次に清泉の
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齋藤より、大学紹介、本日の内容説明をした。そして、大学生一人ひとりがスペイン

語と日本語を使い分けながら自己紹介を行った（図 1）。 

   

図 1 清泉の自己紹介の様 子                   図 2 スタンプシート  

 

第 2 部：清泉によるプログラム  

（1） 大学生によるスペイン語・スペイン文化体験スタンプラリー（30 分間） 

大学生は 4 つのブース（各グループ 2～3 名）に分かれて、「お祭り」「料理」「芸術」

「世界遺産」の文化体験活動を行った。小学生は 4 グループ（各グループ 7～8 名）

に分かれた。1 つのブースの体験を終えると図 2 に示すスタンプシートに大学生が各

文化体験の内容をまとめた用紙を 1 枚渡し、小学生はそれを貼り付けて、次の体験

へと進むという流れである（図 3）。 

 

     

図 3 各ブースにおける体験学習の様子  

 

（2） スペイン語圏文化体験－ピニャータ6割り（20 分間） 

大学生が自作したピニャータを小学生が順番に棒で叩いて割る活動である。棒を

                                                        
6  ピニャータはメキシコのお祝い事によく使われる日本のくす玉のようなもので、紙で作られた型枠

の中にキャンディなどのお菓子を入れ、それを上から吊して棒で叩いて割るゲームのこと。  



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.8 (2020) pp.161-172 

 

 - 168 - 

振り回すことのない女子児童もいる中、楽しみながら棒でピニャータを叩いていた。た

くさん叩くとピニャータが割れて、中からお菓子が飛び出し、そのお菓子は小学生で

仲良く分けた。そして、この活動はさらに秘密のスペイン語学習活動が隠されていた。

中に入れていたお菓子には 1 つずつ、スペイン語の単語が書かれており、小学生は

自分がもらったお菓子に書いてある単語をお互い見せあい、自分だけの特別な単語

を持ち帰ることができた。  

 

第 3 部：光塩による発表会（10 分間） 

小学生からの発表として、お祈りと歌を大学生に披露した。お祈りはアヴェ・マリア

の祈り7を「日本語・英語・スペイン語」の 3 言語で唱え、歌は聖歌「あめのきさき」を「1

番：日本語・2 番：英語・3 番：スペイン語」の 3 言語で歌った8。 

 

第 4 部：交流時間（15 分間） 

お互いの発表を終えた後に小学生と大学生が楽しくお話しする時間を設けた。最

後に小学生と大学生が自然に混ざりあった状態で集合写真を撮り、解散となった。  

 

6. 交流会を終えて 

交流会を終えた後の小学生・大学生の感想や、担当者の所感を記録する。  

 

(1) 小学生の感想  

光塩から清泉に届ける感想文を作成したので、その一部を紹介する（図 4）。 

小学生は大学生のお姉さんと話す珍しい機会を得て、積極的に話しかけていた。

小学生は相手に臆せず積極的に関わっていく年齢期であり、教員ではない身近な

お姉さんと自由にお話しできたことで、大きな満足感を得た様子だった。もしも中学

生・高校生だったら、委縮して距離を取ってしまう生徒が出ていたかもしれない。中に

は大学生のお姉さんの姿を見て、将来の自分を想像し、清泉女子大学に入りたいと

感想を書く小学生も現れ、担当教員としては嬉しい驚きだった。 

 

                                                        
7 https://www.cbcj.catholic.jp/2011/06/14/5759/  [accessed 1 October 2020]  
8  通常の学校生活では日本語でお祈りをすることが多いが、英語の授業では英語のお祈りの練

習をしていて、2019 年度からは「十字架のしるし」を全校で 3 言語で唱えるようになった。そして、

クラブ活動の児童はスペイン語のアヴェ・マリアの祈りを練習したので、その成果を披露した。  
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図 4 清泉女子大学へ渡す感想文に書かれた光塩の児童の感想  

 

(2) 大学生の感想  

交流会終了後、参加した大学生からコメントを集めた。主なコメントを以下にまとめ

る。 

・ 今回の交流会は小学生にとって、スペイン語やスペイン語圏の文化を学ぶことへ

の動機を生み出す体験になっているはずだ。  

・ 言語そのものには難しさを感じてしまうかもしれないが、文化や習慣などは取り掛

かりとして親しみやすく、その中から新しい言語を知る機会が作れる。  

・ 英語＝外国語ではないこと、世界にはもっとたくさんの言語や文化があるというこ

とを伝えられた。 

・ スペイン語＝スペインではなく、スペイン語が話される国の多さや多様な文化を感

じてもらうことができた。さらに、他の国はどうなのだろう、もっと知りたいと思うきっか

けも作れたのではないか。  

・ 誤ることを恐れずに次々と発言してくれた小学生の積極性から、学びたいという意

欲が伝わってきて、その姿勢を自分たちも学ばなければならない。  

・ どう教えたら小学生が興味を持ってくれるか、どうしたらわかりやすくスペイン語や

スペイン語圏文化が伝えられるかを考えることで、これまでの自分自身の学びの

振り返りになった。 
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多くの学生が今回の交流会を通して、言語やその背景となる文化の多様性を知っ

てもらう機会が作れたことを実感している。また交流会の成功は、小学生の積極性や

学ぶ意欲にあると感じ、自分たち自身とスペイン語の関わり方を考えるきっかけにもな

っている。さらに次のような意見も見られた。  

 

・ 小学校では「学ぶ」ではなく「触れる」という形で、たくさんの言語や文化を紹介し、

興味を持ってもらうことが、グローバルな社会を作る第一歩になると思う。  

・ 外国語を学ぶ際に必要なのは、文化や歴史といったその言語の背景との結びつ

きによって広がる、学習者自身の言語に対する興味である。学ぶ言語の選択肢

は学習者本人にゆだねられるべきだ。 

・ 文化を知ることから外国語に興味を持つ人もいれば、文法や会話を学ぶことで楽

しみを感じる人もいる。小学校の「外国語」の教育においても、様々な切り口で外

国語に触れる機会を作ることが大事なのではないか。  

 

小学校の段階から、複数の言語や文化に様々な切り口を通して「触れ」、異なる言

語や文化への関心を育むことの大切さを感じ、自らが学びたいと思う外国語を、自ら

の目的で向きあっていく重要性を再確認していることがわかる。  

ただ、英語以外の言語文化に触れる機会を積極的に取り入れた、今回のような活

動そのものが大変貴重な取り組みであるということを、学生たちがどこまで実感できた

のかを確認することはできなかった。小学校から大学までのつながりを意識したより広

い観点から、日本の外国語教育を考える時間を作ることが必要であったと感じる。  

 

担当者（光塩・清泉）として感じた交流会の主な成果は以下の点である。  

・新たなつながりの機会の創出  

英語以外の言語や文化を扱う学校機関は多くないが、日本国内に自分と同じス

ペイン語やスペイン文化を勉強する仲間がいることを、肌で感じることは大きな意味が

あると考える。 

言語や文化は人と人がつながるためのツールであることを再認識した。今回の交

流会によって、“スペイン”が光塩と清泉をつなげた意義深い交流会だったと確信し

ている。 
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・先生対学習者ではないお姉さんと妹の関係性  

普段、小学生は学校において大人の先生から授業を受けるものである。先生に比

べ、大学生に対してある種の身近さを小学生は感じ取ったようである。大学生から直

接伝えられたことは教師が何度言っても伝わらない部分があるかもしれない。小学生

が大学生に抱くある種の憧れは、小学生を積極的にして、交流会の意味を大きくす

る可能性がある。 

実施前に次のように話す大学生がいた。「小学生は私たちから見たら異文化なの

です。」大学生はこの言葉に代表されるように、交流会を通じて、小学生と大学生は

互いに身近だが新たな世界を体験する機会となったと考えられる。 

 

・楽しく積極的に学びあう、アクティブラーニング  

大学生は普段教員から学ぶスペイン語を、今度は自分が小学生に教えることによ

り、学習内容の理解をさらに深め、自ら探究して教材を選び出す活動が実現した。

今後も小学生にも大学生にも学習者が主体的に取り組める題材を模索することに、

大きな意味があることを再認識した。  

 

実施報告として、光塩のホームページと、清泉の Facebook と Instagram にて当日

の様子を掲載した。この時、児童や学生の肖像権について配慮する必要があったた

め、次の手順を踏んだ。①光塩の担当者が広報で利用したい写真を取捨選択、②

写真に写っている児童の保護者に対して、インターネット上に写真掲載の可否を書

面で尋ね、③許可を得たもののみを使用した。今後のつながりの可能性を拡大する

ためにはこのように実施報告を学内だけではなく、学外にも発信していくことは重要に

なっていくものと思われる。  

 

7. おわりに 

振り返ると、1 年弱の長いようで短い期間をかけて企画立案実行した交流会であっ

たが、当日の小学生や大学生が微笑みながら楽しそうに参加する姿を見て、担当者

として、大きな幸せを噛みしめることができた。  

これまでの学校における学習は、学内で完結するある種閉鎖的な学習が多かった

かもしれないが、今後は以前にも増して学外と協働して、体験を通して学ぶ機会を創

出していかなければならない。私学の場合はその際、建学の精神に根差した活動が

欠かせない。特に英語以外の言語や文化を扱う学校では、同じ言語を扱う仲間とい
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う自覚を持ちやすく、学習者の積極性を喚起しやすい。英語学習では入試のために

なりがちな学習動機が、英語以外の言語や文化であれば、「人とつながるため」、「自

分を知ってほしい」などの確かな目的を持ち、言語学習、その先にある「世界平和」に

向けて取り組みやすいだろう。担当者として、今後も他機関と手を取りあい、つながり

を体感する学習機会を継続して探求していきたいと思う。  
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