
 

 

資料解説 

 

１ 資料１は三省堂『国語Ⅰ』の随筆、評論単元の教科教材の抜粋である。１年生１学

期から２学期におこなったものである。この活動の導入と文化論についての導入のため

に作成した。活動の冒頭で提示した。 

 

２ 資料２・７はこの活動のために多言語情報紙である『IRUMA KOM＋KOM』（入間市自

治文化課発行2000年9月号～2000年10月号）を教材として編集したものである。９月と10

月の記事を併用して用いた。資料２はスペイン語クラス用。スペイン語と中国語を併記

したものである。資料７は中国語クラス用。中国語版を単用した。 

 

４ 資料３・８は資料２・７を用いて、「CO0PERCION PERE EL CENSO DE POBLACION」「廃物再

生利用」の記事を辞書等を用いないで内容を読みとる。Sのクラスは各自が、Kのクラス

では班単位で読み取りをおこなう。外国人生徒S・Kに作業中質問に行くことができる。K

のクラスでは作成できたところから班発表を行いKの批評をうける。 

  「質問項目」はわからなかった部分をSとKに質問するため項目（語彙に限らず疑問に

思ったこと全て）欄である。「聞き取りメモ」は記載内容をS・Kが説明発表したときに

記録する欄である。「感想欄」は活動全体に対する生徒の評価を期待して設けた。 

 

５ 資料４は卒業生Rの作成したスペイン語版の翻訳文である。これに併せて音声教材を

作成した。 

 

６ 資料５は外国人生徒Sの作成したスペイン語版の翻訳文、父親と共同で作り上げたも

のである。Sはこれを活動の流れ（６）で発表し、日本人生徒が資料３の「聞き取り 

 メモ」に書き取る。  部分はわからないので空欄になっていた部分と不適切な表記

のところである。 

 

７ 資料６はスペイン語クラスの日本人生徒の資料３の記録である。＊は各生徒の記録 

   部分は誤った記述や理解の不十分な部分である。不適切な表現もあるが資料とし

て敢えて記録した。「聞き取りメモ」は記載内容のa・b・cは聞き取りレベルごとの記録

 

 

資料である。cがもっとも聞き取れている例である。 

 

８ 資料９は中国語クラスの日本人生徒の資料８の記録である   線部分は誤った

記述や理解の不十分な部分である。 

 

注：生徒の記録については記載通りに記録した。 

 

資料１ 

             現在までに学習してきた文化論の三つの例から 

 例１ 

  ホームステイのコツは絶対によそ行きをしないことだ。アメリカの習慣がどうあろ 

うとも、こちらがそれに合わせてマメリカナイズされる必要はない。朝食もいつものよ

うに湯気の立つご飯に味噌汁、弁当も家族と同じ、家庭の欠点もさらけ出してしまう。

夫婦げんかもキャシーの前で公然とやる。・・・・・・・会話はもちろん日本語、日本

に来て日本語を使わぬ法はない。日本語を覚えなさいと私は励ました。 

兼重芳子 『今日が一番若い日』―過保護― 

 

例２ 

  言うまでもなく、水にはそれ自体として定まった形はない。そうして、形がないとい

うことについて、おそらく日本人は西洋人と違った独特の好みを持っているのである。

「行雲流水」という仏教的なことばがあるが、そういう思想はむしろ思想以前の感性に

よって裏づけられていた。それは外界に対する受動的な態度というよりは、積極的に、

形無きものを恐れない心の現れではなかっただろか。 

山崎正和 『海の桃山記』―水の東西― 

 

例３ 

  一時間ぐらい待たされてイライラするようでは、ナポレターノとつきあう資格がない

みたいだ。何しろ彼らの間でさえ、アプンタメント・エラースティコ（エラスティック

型待ち合わせ）ということばがあるというのだから、あきれてしまうではないか。 
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 ・・・・・・・イデオロギーなんてものは、輝く太陽と紺青の海、おいしいスパゲッ

ティの一皿の前には、色あせて見えるものらしい。彼らには、主義主張よりも人間の個

人的魅力の方が、ぴったりくるのかもしれない。 

塩野七生 『イタリアからの手紙』―ナポレターノ― 

 

 

＊それぞれの学習の場面で「多文化」の視点から現在の私たちの社会のあり方について

話をしてきました。例１のようなことを身近な場面で想定したときにどのような問題が

起きてくるかについても考えてきました。今回の授業は私たちの身の回りでどのように

「多文化社会」が創造されつつあるかを入間市の例を参考に考えて行きたいと思います。 

 

 

 

授業資料２ 
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資料３ 

 

  組 氏名          

 

CO0PERCION PERE EL CENSO DE POBLACION   FORMA DE TIRAR LAS LATAS DE AEROSOLES 

（人口普査工作）   （注意事項） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

質問項目   質問項目 

    

    

    

    

    

    

聞き取りメモ   聞き取りメモ 

    

    

    

    

    

    

    

    

授業感想    
    

    

 

 

資料４ 

 スペイン語の訳 

           CO0PERCION PERE EL CENSO DE POBLACION 

 10月1日に国勢調査がおこなわれます。この調査は日本の法にしたがっています。 

すんでいる人々、そしてえいじゅうじゃない外国人とみつにゅうこくしゃも、ふくめて

日本に３ヶ月以上すんだことのある。そしてこれからよてい、の人たちは国勢調査のし

つもんに答えなければならない。けっかは国だけが見る 他にもらしません、たとえば 

けいさつやひつにゅうこくかんりきょくやぜいむしょにけっかはわたりません。 

9月の末に調査いんがあなたの家をおとずれます そして調査ひょうがわたされます 

それをこたえればいいです。この調査いんがあらためてかいしゅうにうかがいます。 

この調査ひょうの英語ばんもあります、だからだから英語ばんの調査ひょうがほしけれ

ば調査いんに“英語の調査ひょうをください”、もしあなたが他のことば たとえばか

んこく語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、

ドイツ語、フランス語、タガログ語、、ペルシャ語、マライ語、ビルマ語、ベンガル語

ができるようなら調査いんにもうしでてください、調査いんがやくの本をもっているか

らです。 

くわしくは 市やくしょのきかくか まど口。 

 

 

         FORMA DE TIRAR LAS LATAS DE AEROSOLES  

                     ADECURDAMENTE 

 さいきんゴミ場での火事が多くほうこくされています。その多くはかんぜんに つか

いきってないスプレーカンがげいいんです、これはゴミ場やゴミかいしゅう車でのばく

はつや火事をおこしています。これをふせぐためにはスプレーカン すてるさいにちゃ

んと中身がのこってないかをたしかめてからすててください。それからカンに穴をあけ

てください そして、ちゃんとねんりょうじゃないゴミとしてすててください。あなを

あけるさいになかみがないこともたしかめて穴をあけてください。 

  おちかくの まど口で ゴミのカレンダがおいてあります。 

（表記は生徒の記述のまま） 
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資料５ 

 スペイン語の訳 

No1  日本で生活している人は「国勢調査」に協力しよう。 

 

政府が「国勢調査」10月1日おこなうことを発表した。外国人日本で生活していくええ 

でビザとうの書類をもっていない人は日本での生活は不可能，３ヶ月日本で生活した人

また生活をしようとしている人は．「国勢調査」のアンケートに協力しなければならな

い． 

  集計したアンケートの結果は、埼玉県の選挙などでつかいます． 

  アンケート結果は外部にもれることはない． 

 アンケートの結果は入国管理局や税務署にとどけることはない． 

９月の末に係りのものかおうかがいしてアンケート用紙をを置いていきます． 

1週間たちますと係りのものがまたうかがいますのでアンケートをわたして下さい．また

アンケート用紙をもらうとき英語，中国語，台湾語，ポルトガル語，タイ語，スペイン

語マレーシア語，インドネシア語，ハンガリー語，ドイツ語，フランス語他で訳された

説明書をもらうことができます。問い合わせは入間市役所の企画課まで，また受け付け

でも質問を受けた溜まります． 

 

 

No2 缶、スプレー缶の捨てかた 

 

 ここ最近ゴミ捨て場にいろんな火災があいついではっせいしている．その原因はスプ

レー缶である，スプレー缶にのこっていた、ガスが爆発したとみられる 

  その結果私たちは．住民に「捨てる前にもう一度中がからかどうかたしかめてから捨

てて下さい」と呼びかけています． 

  その中の缶がのこっていないと確認した場合でもその缶にいくつかの穴をあけて中を

からっぽにする．また、決められた日の不燃ゴミに出すこと もう一度ガスが入ってい

ないか確認をする 

  入間市役所の受けつけにゴミ（カレンダー）を捨てる日の紙があります． 

（表記は生徒の記述のまま） 

 

 

資料６ 

生徒記入例（スペイン語クラス） 

「人口普査工作」とはどんなこと。 
＊日本政府が2000年10月1日に国勢調査を
行った。国勢調査は‘統計法’にもとず
いて行った。日本に住んでいる人はどこ
の国籍の人でも対象になる。 

＊日本政府2000年10月1日人口調査した。 
 日本に住んでいる人、国籍を持っている
人が対象。移民、税、治安維持が目的。 

＊日本政府が2000年10月1日、国勢調査を
行った。国勢調査は‘統計法’という法
律で行った。住民票、戸籍などを対象に
計算された。 

  国勢調査で人口を調査した。日本に住在
している人は、かならず調査をうける。 

「注意事項」は何についての注意。 
＊スプレーカンで爆発事故がある。 
＊発火事故発生。 
＊ごみみにはスプレー缶があり少し前に
爆発事故があった。ちゃんとガスをぬい
て燃えないごみに出さなければならな
い。 

＊スプレー缶をすてる時には完全にガス
をぬいてあなをあけてすてないとばく
はつしてしまう。 

＊スプレーカンの中の汽体を完全に排出
する。 

＊卓上用○○スプレーの取り扱い注意火
災 

  スプレーかんをすてるときは、ガスを全 
てぬいてから、捨てる。花火などが引火
し、爆発する、危険があるから。 

質問項目 
＊「� �法」とは何か？ 
＊ 无�持有�持治安とは？？  
＊ �行的� � � � 
＊  起�行  
＊ 无�持有�国国籍  

質問項目 
＊不明 
＊全てわかりません 

聞き取りメモ 
a＊日本政府が10月1日に国勢調査があり
ます。9月にはアンケートをとどけます。 

a＊アンケートの結果選挙で遣われる。 
一週間後係の人がアンケート用紙をとり
にくる。 

a＊政府が10月１日にこくせいちょうさを
した。アンケートのけっかはほかにもれ
ることはない、。 

b＊10月1日に政府が国勢調査を行う。日本
に住んでいる人はやらなければならな
い法立。アンケートの結果は外部にもれ
ることない。 

 

聞き取りメモ 
a＊缶は穴をあけてごみに出す。穴をあけ  

なかったら爆発する。 
a＊スプレー缶が爆発が起こった。缶を捨  

てると時は中をカラにしてから棄てて  
下さい。 

b＊スプレー缶でばくはつ、その結果、中  
がからっぽかどうかかくにんしてから  
すてろ、穴をあけてだせ、もう一度か  
くにん。 

b＊原因スプレー缶で爆発事故が起こって
いる。中がからっぽかどうか調べてから
捨てて下さい。穴をあけて出して下さ
い。（不燃ゴミ） 
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b＊政府が10月の始めに国勢調査を行う。 
アンケートに結果は外部にもれることは
ない。インド、ドイツ、フランスで訳し
たものがもらえる。 

b＊政府がこくせいちょうさを10月ごろは
じめる。アンケートなどのとってそれは
せんきょにつかう。外部にアンケートは
もれない他の所にもれることもない。ア
ンケートは9月においてき一週間後にか
いしゅう。かっこくの言語でやくしたせ
つめいしょアリ。 

c＊政府が10月1日に政府が国勢調査を行
った。日本にすむ人は法により、必ず、
おこなわなければならないので、必ずお
こなって下さい。アンケートの結果は外
部にもれることはない。税むしょにとど
けることもない。9月末にかかりの人が
アンケート用紙をおいていく。2週間後
とりにくるのでわたして下さい。また各
国のやくした紙がもらえます。 

c＊政府が10月1日に3ヶ月に協力しなけれ
ばならない。集計したアンケートの結果
は、アンケートのけっかは外部にもれる
ことはない。9月の末に係の人がアンケ
ート用紙を・・・アンケートをわたして
下さい。 

また、マレーシア語、インドネシア語問い
合わせは入間市役所まで 

c＊政府が国勢調査を10月始めに行うこと
を発表。日本で生活している人はアンケ
ートに協力しなければならない。選挙な
どで使う。外部にもれることはない。入
国管理局などにアンケートがいくこと
はない。9月の終わりにくばり、10月始
めに集める。各国の言葉で訳された紙を
もらうことができる。 

 
b＊最近、スプレーかんの爆破じこがおこ
った。中がからか、たしかめてすてて下
さい。穴をあけて不燃ゴミの日に出して
下さい。すてる日をまちがえないで下さ
い。 

b＊ここ最近ゴミ捨て場で火災が起きてい
る。その原因はスプレー缶です。中が空
か確かめてから、捨ててください。不燃
ゴミの日に出してください。 

b＊スプレー缶ののこったガスのせいでば
くはつ事故がおきている。だから、捨て
るときは、中のガスが全部なくなったか
たしかめて、そしてカンの底に穴をあけ
てから、きめられた日に捨てて下さい。 

授業感想 

 ＊ スペイン語と中国語のじすうのちがいにびっくりしました。（S ） 

 

 

 

資料７ 
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資料８ 

  班 氏名 

 

「人口普査工作」とはどんなこと。   「廃物再生利用」はどんなお知らせ。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

質問項目   質問項目 

    

    

    

    

    

    

聞き取りメモ   聞き取りメモ 

    

    

    

    

    

    

    

    

授業感想    
    

    

    

 

 

資料９ 

生徒記入例（中国語クラス） 

「人口普査工作」とはどんなこと。 「廃物再生利用」はどんなお知らせ。 

＊日本政府が2000年10月1日人口調査を 
行った。                     （３班） 

＊リサイクルセンター通信 
  リサイクルセンターは毎月第２日地曜日
にやっています。 

・フリーマーケット：午前10時～午後3時 
10月、11月、１月を除く 

・古くなった家具抽選会：午前10時~11時 
（自転車の抽選会は毎月やる、30分間で
す。） 

・古くなった自転車抽選会：午前10時～11
時（奇数の月に行います。） 

・手提げカバンの制作指導：午前10時～午
後3時 

 お問い合わせは：リサイクルセンター 
   （TEL934ｰ5324）          （3班）） 

＊人口調査に協力してください。 
  日本政府は2000年10月1日人口調査を 
  おこないます。人口調査は、日本の法律 
  「統計法」に基づいて行います。日本に 
  居住している人は、           （5班） 

＊リサイクルセンターの案内 
  リサイクルセンターは毎月第２ 曜に活
動いています。 

  自由市場：午前10時～午後3時 
            10月、11月のうち1月を除く 
  家具ちゅうせん会：午前10～11時 
   （自転車は毎月30分行う） 
  旧い自転車をなおしてちゅうせん：午前
10時～11時  （奇数月は   ） 

  手提げかばん制服：午前10時～午後3時 
 問い合わせは：リサイクルセンター 
（TEL934ｰ5324）             （5班） 

＊日本政府は2000年10月1日人口調査を 
  行います。国勢調査は日本の“統計法”
に 

  もとづいて行います。現在日本に住んで 
いる人。日本国籍を時有している人。 

                              （1班） 

＊リサイクルを行うのは毎月第２日曜日に
行います。 

  ・小型自由市場は：午前10:00～午後3:00
まで。ただし10月11月1月はのぞく。 

  ・旧家具抽選会は午前10:00～11:00マデ
です。 

   （自転車は毎回抽選を行いマス。抽選時   
間は30分です。） 

  ・旧自転車の抽選会は午前10:00～午後 
  3:00マデ   （毎月奇数日に行います。） 
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  ・手さげカバンを作る教室は：午前10:00 
    ～午後3:00マデ 
お問い合わせははいきぶつさいりよう工場 
（TEL934ｰ5324） 

（1班） 
＊日本政府は2000年10月1日に人口ちょう
さをしました。人口ちょうさで日本は統
計法にて統計ちょうさを行った。日本に
住居いている人は日本国籍を持っていな
ければならない。国籍で平均ちょうさで
対象にし、ちょうさ所 

                             （2班） 

＊はいき再生利用広場にて毎月第２土、日 
に活動かいし 

  ・小型自由市場は：午前10時～午後3時 
    までだだし10月11月と１月はのぞく 
  ・旧家具     午前10時～11時 
          月時   せんたく時間30分間 
          午前10時～11時 
        又は奇数の月に活動 
  連らく先：はいき物再生利用広場 
              （TEL934ｰ5324） 
                                （2班） 

＊日本政府は2000年10月1日に人口調査を
行う。日本に住んでる公民であればどこ
の国籍のひとでもこの調査に参加する。 

  統計法にもとづいて行う。統計法以外使
ってはいけない。 

    人口調査員委員会の人があなたの家を
訪問するので協力お願いします。 

                  （6班・K在籍班） 

＊リサイクルを毎月第２日曜日に行う。 
  自由市場：午前10時～午後3時まで。 
  でも、10月、11月、1月はやっていない。 
  古い家具を直して抽選を行う。 
    午前10時～11まで 
  古い自転車を直して抽選を行う。 
    午前10時～11まで 
  自転車の抽選は奇数の日だけ。 
 問い合わせ：リサイクルセンター 
                 （TEL934ｰ5324） 
                      （6班・K在籍班） 

聞き取りメモ 聞き取りメモ 
 信息→お知らせ 
  自行� →じてん車 
  抽� →ちゅうせん 
  自由市場→フリーマーケット 

授業感想 

  ＊ごめんなさい。日本語でやすくのが精一杯だったんで、かけませんでした。今度か

らがんばるんで成績さげないでください。（Ｋ） 
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