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令和３年度文化庁「生活者としての外国人」のための日本語事業
「生活者としての外国人」のライフステージに寄り添う地域日本語教育を考える

＜第８回＞



0-0 自己紹介 経歴と予定（概要）

2007年 小平市役所入庁 高齢者福祉課

2010年 小平市中央公民館

2012年 社会教育主事資格取得

2015年 東京都オリンピック・パラリンピック準備局

2017年 小平市文化スポーツ課

2019年 小平市役所退職

2019年 公益財団法人東京2020オリンピック・

パラリンピック組織委員会へ転職

2021年 組織委員会退職・起業予定

（出向）



0-0 自己紹介 最近のプライベート活動（概要）
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初のワークショップ（参加体験型学習）タイプの講座
※現 こだいら国際協力プロジェクトSeed



災害ボランティア
ネットワーク
チーム小平









中央公民館 年末交流会











東京都小平市の名誉市民

日本近代彫刻界の巨匠

彫刻家 平櫛 田中





時代への
標準化

GAPの
拡大











今日は、日本語教育の変化球を
投げる練習です。
楽しみながら学んでいきたいと
思います。

よりアクティブに！
よりクリエイティブに♪



０-1 生涯学習と家庭教育・社会教育・学校教育

その他、あらゆる学習（個人学習）

家庭教育 学校教育



０-２ 社会教育とは

社会教育とは・・・

学校教育、家庭教育以外の社会の中で行われる
教育活動のことを指します。

＜具体例＞
・国や市などが行う講演会や講座、ワークショップ等（特に、公民館、図書館、
美術館、博物館、体育館などが多い）
・NPOや市民団体の行う講座やサークル活動、ワークショップ
・大学、短大、高校等の学校が行う公開講座
・民間教育事業者が行う通信教育やカルチャースクール
・個人経営のピアノ教室やそろばん教室など
・企業内教育
・職業訓練施設における教育



０-３ 社会教育を分かりやすく言うと・・・

社会教育とは・・・

学びの力で社会をデザインすること

学びを通じたまちづくり



０-４ 社会教育の原理・原則

社会教育は・・・

自主性・主体性や

相互学習（学び合い）が

ベース



お互いに学び合う
という気持ちを
今日は大切に



０-５ 生涯学習社会とは

生涯学習社会とは・・・

いつでも・どこでも・だれでも

学ぶことのできる社会



＜第１部＞
イベント学



プログラム １

目的と目標の捉え方



「目的」と「目標」の違いを
あなたは説明できますか？



１-１ まちづくり活動共通のフレームワーク

的 ＝ まと ≒ ターゲット (取組主体が
目指す分野の)
まちづくり

標 ＝ しるべ ≒ フラッグ



１-２ まちづくりを登山に例えると

まちづくり山の山頂では、
みんな同じ景色を眺めたいはず

各分野にも多文化
共生の課題あり



１-３ 今回のケースの目的と目標（例）

的 ＝ まと ≒ ターゲット

標 ＝ しるべ ≒ フラッグ

基本的な言語習得をサポートする

各人にとって必要な言語活動と
その言語活動において必要なレベルに向けてサポート

日本語を使って
「できること」に注目してサポート

外国人住民が、
より深く社会に参加し、
より多くの場面で
自分らしさを発揮
できるようになるため

言語の習得



「目的」も「目標」も
取組主体によって違います。



１-４ 目的と目標について、取組の主体を「自分自身」と「外国人」に分けて考えてみよう①

⇒

⇒

⇒



１-５ 目的と目標について、取組の主体を「自分自身」と「外国人」に分けて考えてみよう②

⇒

⇒

⇒



プログラム ２

レクリエーションとは



２-１ レクリエーションとは

仕事などの拘束あるいは強制によって緊張
し疲れた肉体と精神を回復させ、新たなエネ
ルギーを生み出すために、余暇（レジャー）を
利用して行われる活動全体をいう。

レクリエーションは、肉体と精神のリフレッ
シュという目的ないし意味づけを重視する
考え方。



プログラム ３

場所と場



３-１ 「場所」と「場」のちがい

場
所

地図で表せるところ、施設

例：公園、公民館、会議室、
お店、オフィス、学校、教室

場
主に人と人のつながり方が
生み出す雰囲気や可能性



３-２ 場づくりとは

場づくりとは、自分（たち）が求める場
を新しく作ること。

人と人との相互作用の可能性を引き
出すために行うこと。

例：会の立上げ、ミーティング、イベント、

学習会、ワークショップなど・・・



３-３ 場づくりの必要性

場づくりに関心を持つことで、

より有意義で、より楽しい学習活動を

目指そう！

例えば、会場づくりひとつとっても、

相互作用が変わります。



３-４ 会場づくり①

ホワイトボード or スクリーン

講師は見やすい

だけど、参加者同士は横の顔が分かりづらい！



３-５ 会場づくり②

ホワイトボード or スクリーン



３-６ 会場づくり③

ホワイトボード or スクリーン

講師は見やすい

だけど、参加者同士は横の顔が分かりづらい！



３-７ 会場づくり④

ホワイトボード or スクリーン



３-８ 会場づくり⑤

ホワイトボード or スクリーン

口の字の配置は

このような形の

方がお互いの顔

を見やすい

間を埋めると

離しやすい雰囲気になる



３-９ 会場づくり⑥

ホワイトボード or スクリーン

背中を向ける参加者が
見づらい



３-１０ 会場づくり⑦

ホワイトボード or スクリーン

背中を向ける参加者が
余計に見づらい

椅子を引いたときに、人が通ることのでき
るくらいスペースが取れていない

ＮＧ
パターン

前方が見づらい



３-１１ 会場づくり⑧

ホワイトボード or スクリーン

椅子を傾けて

前に注目してもらう



３-１２ 場づくりはトライ＆エラー

机の並べ方ひとつとっても、

場の雰囲気は大きく変わってきます。

BGMの有無、選曲、音の大きさでも

場の雰囲気は大きく変わってきます。

適した形を見つけるまで

トライ＆エラーをやっていきましょう。



３-１３ 簡単にできるちょっとした工夫

◆入口は全開にする。両開きの場合、
手間でも子扉を開けておく。

◆名前をたくさん呼ぶ。呼び合う。

◆カンパでドリンクコーナーやお菓子
を用意する。

◆片づけを一緒に行う。

◆少しでも「出番」「役割」を与える。



３-１４ SNS上も場づくり

フェイスブックのコミュニ
ティページをつくる。
例：ARIGATO HAMAMATSU

ＬＩＮＥでグループをつくる。

など



プログラム ４

学習形態



４-１ 学習形態

① 個人学習

② 集合学習

ⓐ 集会学習

ⓑ 集団学習

学習形態



４-２ 個人学習とは

①個人で進める形態の学習
図書、雑誌、動画など個人で入手できる

学習媒体を使って、一人一人がそれぞれ

の場所で任意に行う学習。

②個人が施設を利用して進める学習



①個人の学習経験（習熟度）に左右

されやすい。

自分に適した効果的な学習方法の

判断、効果的な学習計画の設計が

できにくい。

４-２ 個人学習の主な問題点・限界



②個人の性格に左右されやすい。

いわゆる「三日坊主」で継続的に

取り組むことが困難なケースも

多い。

４-２ 個人学習の主な問題点・限界



③個人で学習を管理することが

難しい。

全体的な見通しに欠けて局部的な

学習になりやすい。

試行錯誤など無駄が多い。

４-２ 個人学習の主な問題点・限界



④自己管理で進めるため、学習の

進行予定が狂うことも多い。

例：日ごとの仕事や学校、家事等

の都合などの影響

４-２ 個人学習の主な問題点・限界



４-２ 個人学習の主な問題点・限界

⑤学習過程での疑問に答えるなどの

手段に欠ける。

⇒学習が長続きしない。

⑥学習支援者と学習者、学習者同士

の相互交流が少ない。



⑦学習成果の社会的承認の手段が

不完全である。

４-２ 個人学習の主な問題点・限界



４-４ 集合学習とは

人々が集まって学ぶ学習形態のこと。



４-５ ⓐ集会学習とは

学習の主題に応じて

希望者がその都度集まるもの

例：講演会・展示発表会・音楽会

・映画会など



４-６ ⓑ集団学習とは

参加者の集団が組織的・継続的で、
それ自体が教育的意義を持つ性格の
もの。集団内で積極的に相互作用を
行い、共同して学習を展開する。

例：グループ学習、サークル活動、

講座、宿泊訓練など



４-７ 集団学習の学習継続のために

集団学習の学習継続の

重要な要因

学習支援者や参加者同士の

人間的なふれあい



４-８ 集団学習の長所

① 得られる情報の多面性

② 学習の動機付けの強さ

③ 感情の浄化作業や

仲間意識の形成 など

教育的相互作用



プログラム ５

講座や教室の役割



５-１ 講座の役割

講座や教室の役割・・・

「学びの客体」から

「学びの主体」となるように

育むこと



５-２ 講座や教室の運営ポイント

講座や教室の運営ポイントは・・・

「おいしい魚をもらえる」

と見せかけて

「魚釣り」を覚えてもらう

感覚で企画・運営しましょう



５-３ 主体性のスイッチ

魚釣りを覚えてもらうポイントは・・・

小さなPDCAを

何度も回して大きくしていく

スパイラルアップの方式

（主体性の育成）



５-４ 主体性スイッチの事例

例えば・・・

みんなで協力してお客さんを呼ぶ

大きなイベントを行う

未来

いま

類似のイベントに参加してみる。

自分が好きなこと・得意なことを２０分で伝える

「ミニ講座」をメンバー内でお互いに行う。

大きなイベントをメンバー内で実験してみる。



プログラム ６

課題の捉え方



６-１ 課題の類型

(1) 発達課題

(2) 現代的課題

(3) 生活課題と地域課題

（A) 要求課題と必要課題



【参考】 ６-２ (1)発達課題とは

人が誕生してから死を迎えるに至るまでの間に、成
長・発達・変化をしていきますが、この間に個人が直面
する課題を適切に解決することによって、次の成長・
発達につなげることができます。その乗り越えるべき
課題を「発達課題」といいます。

乳児期・幼児期・学童期・青年期・成人期・壮年期・高
齢期などに分けられるライフステージには、それぞれ
固有の発達課題があるといわれています。



【参考】 ６-２ (2) 現代的課題とは

現代的課題とは、地球環境の保全、国際理解等の世界的な課題
から、人々が社会生活を営む上で、理解し体得しておくことが望
まれる課題であり、「社会の急激な変化に対応し、人間性豊かな生
活を営む必要のある課題」と定義されています。時代の進展とと
もに、次々と新たな現代的課題が生まれます。

なお、この考え方が生まれた平成４年当時、課題として掲げられ
たものとして、生命、人権、家庭・家族、地域の連帯、まちづくり、
高齢化社会、男女共同参画社会、国際貢献・開発援助、環境など１
９の課題が例示されました。いずれも地球規模の問題ですが、地
域での取組みが欠かせなく、問題が深刻であるがゆえにすぐにで
も取り組まなければ未来に禍根を残してしまうという課題群です。



【参考】 ６-２ (3) 生活課題と地域課題とは

私たちが日々の生活を送る上で、職業生活、家庭生活、
人間形成、余暇の利用、健康の維持管理、地域社会生活
など、さまざまな領域において解決すべき課題を「生活
課題」といいます。

その中で、多くの住民が共通して直面していながら、
個人ではその解決が不可能であったり、地域住民の共
同での取組みによって初めて解決が可能となる課題を
「地域課題」といいます。これには、特定の地域に限定さ
れる問題と、全国に共通する地域の問題もあります。



６-２ （A）要求課題と必要課題

学習の課題の整理

① 一般に人々が学習したい「要求課題」

② 学習が求められる「必要課題」

そのバランスをとって、
学習の機会づくりをすることが大切



６-３ 東京２０２０大会を例としたレガシーの曲線

顕在化したタイミングで
タイムリーに仕掛ける

例：コロナ対応！ インバウンド！ 東日本大震災！
多文化共生！ 共生社会！ ＳＤＧｓ！など



８-７ 課題の分類と取組方法のポイント

①生活課題（個人のニーズ）のように見
せかけて、地域課題（社会の要請）に取
り組むようにする。

②少しでも要求課題（例：レクリエーショ
ン）を取り入れて、必要課題（日本語習
得）に取り組むようにする。



５-４ 生活課題・要求課題のようで地域課題・必要課題に取り組むアイデア

例えば・・・地域課題としての多文化共生

同じ社会教育関係団体の協力を得る！

料理、美術、音楽、スポーツ、伝統文化など
のサークル活動の学びを、日本語教室にて
楽しく行ってもらう。



５-４ 学びの循環

事例・・・公民館サークルと障がい者青年学級

よさこい
サークル

障がい者
青年学級

日頃学んだ

ことの伝授

ボランティア

学習（学び）

学びの循環⇒お互い様の関係づくり



人に伝えることで

より本質的な部分に

気づいたり、

イベント案内をもらって

一緒に楽しんだり、

応援したり、

日頃からあいさつする

関係になれたり・・・







８-８ 課題を扱うバランス

多様な社会教育関係団体との協働によって、学び合い、
育み合えるような関係が重要（得意・不得意を補い合う）

その課題の多様性について、地域活動の取組主体同士
で理解し、尊重し、学び合い、高め合えるような関係に

地域には多様な地域活動があり、それぞれが扱う課題
には多様性がある



８-９ 課題の多様性への理解・尊重

知の循環型社会



８-１０ 【参考】満足のピラミッド（「顧客満足型マーケティングの構図」より）

属性３

属性２

属性１

属
性
Ａ

属
性
Ｃ

属
性
Ｂ

満
足
の
上
昇

本質サービス
当然受け取ることが期待されているもの

表層サービス
必ずしも当然と思わないが、あれば嬉しい
もの

本質サービスの属性（属性１～３）は、欠けると不満を引き起こすが、強化しても満足度
は上がらない。
表層サービスの属性（属性A～C）は、強化すれば満足度が一気に上がる。１つが卓越し
ていれば、他の属性が悪くても全体の満足度を担保できる。



プログラム ７

連携・つながり・
コーディネート



7-1 つながりを育む意味①

NETWORK 連帯交
流

地
域
共
創 COORDINATE

地域活動への
参画 つな

がりコミュニティ
の活性化



7-2 つながりを育む意味②

「出会い、交流し、つながること」

って何のために必要？



7-3 つながりを育む意味③

つながりは

「新たな価値」を育むために必要

という考え方を前提とします。



7-4 つながりを育む意味④

つながり（コーディネート）は

お互い様の関係づくり

が前提です。



7-5 つながりを育む意味④

知の循環型社会も

お互い様の関係づくり

お互いに学び合う・高め合う・
尊重し合うといったスタンスで



プログラム ８

評価の方法
と

ふりかえり



８-１ アウトプット評価とアウトカム評価

アウトプット Output(実績)
利用者数や参加者数など事業の結果

アウトカム Outcome(成果)
事業の結果を通じて生じる人々の意識や行動の変化や
地域社会の変化など、事業の成果や効果

⇒市民・地域が大切にしているアウトカム
⇒レガシーはアウトカムの延長上に生まれるもの



８-２ ふりかえり①

反省会

⇒ネガティブなイメージ

感想会

⇒開催目的が揃わないイメージ

打ち上げ

⇒パァっと忘れるイメージ



８-３ ふりかえり②

ふりかえり
⇒①よかったこと、よくできたこと

②よくなかったこと、できなかったこと

③改善点を見出す。

次への原動力につなげるため、イベントの
要素のうち、ふりかえりは最重要！



８-４ 話し合いの３レベル①

会話
単なる雑談ではなく、情報交換にも
なるし、人間関係を築くものでもある

対話
お互いの価値観に目を向け、共に新
たな価値観を生み出す創造的なコ
ミュニケーション

議論 具体的な方策を考えるためのもの



８-５ 話し合いの３レベル②

ふりかえりを毎回行うことで・・・

「会話」からメンバーの関係性を築き、

「対話」で異なる考え方や価値観を共有しな
がら共通の目的を見い出して行動していく
中で、「具体的にどのようにしていくのか」と
いった「議論」が全員で納得のいくかたちで、
そして創造的に進んでいく。



プログラム ９

広報とプロモーション



９-１ 広報とプロモーション①

広報 Public Relations
PR本来の定義は「組織を取り巻く様々な利害関係者
（ステークホルダー）と良好な関係を築くための
コミュニケーション活動」

プロモーション Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ(狭義）
販売促進活動と訳され、企業の場合は直接顧客に
アプローチし、購入を促進させるもの



９-１ 広報とプロモーション②

広報 プロモーション

アプローチ先 社会 ユーザー

アプローチ方法 間接的 直接的

コミュニケーション
方法

相互通行
ほとんどの場合、
一方通行



中央公民館 年末交流会



９-２ アウトプットとアウトカムを広報やプロモーションに

アウトプット Output(実績)
たくさん参加者が集まっている様子、雰囲気良い様子を
写真撮影して広報に使用し、地域社会に認知してもらう。

アウトカム Outcome(成果)
そこで生まれた新たな価値をプロモーションに使用して、
参加者の増につなげる。



休憩
おやすみタイム



＜第２部＞
「ことば」の交流
レクリエーション



プログラム １０

アンラーニング



You must 

unlearn 

what you 

have learned





You must 

unlearn

what you 

have learned



UNLEARN

（アンラーン）
LEARN＝「学ぶ」

では、「学ぶ」の反対とは、
どういう意味でしょうか？



UNLEARN

とは

「学びほぐし」



１０-１ アンラーニングのメリット

◆新たな価値観に対応できる。

◆大人になればなるほど有効で、学び合いが促進される。

◆多世代の交流に有効。

◆継続的な学びにつながり、イノベーションが活性化。

◆新しい方法を取り入れやすくなり、効率化につながる。
・・・などなど



まさに、この連続講座で
日本語教室の

「学びほぐし」



プログラム １１

学習支援者



１１-１ 学習支援者とは①

学習支援者とは、講師（知識・技術を教える人）、
ファシリテーター（学びを促進する人）、企画立案
者、学習者（学びに参加する人）等の役割を果た
す人を指します。

つまり、従来の「教える」－「教えられる」（「指導
者」－「学習者」）という関係では捉えきれない
様々なスタイルで「学習を支援する人たち」のこ
とをいいます。



１１-１ 学習支援者とは②

「講師」と「学習支援者」は混同して理解
されがちですが、異なるものです。

学習支援者の範囲は、広く捉える考え方
が一般的になっています。

具体的には、次ページ（参考）



１１-３ 学習支援者とは③

社会教育・生涯学習
行政職員

社会教育・生涯学習行政機関や施設に勤務している専門的職員（社会教育
主事、公民館主事、図書館司書、博物館学芸員、青少年教育施設の専門職員、
女性教育会館や社会体育施設の専門職員など）

行政関係職員
教育委員会以外の行政職員も学習支援者としての役割を果たすこともあり
ます。

社会教育、生涯学
習関係の各種委員

社会教育、生涯学習に関連する各種の行政機関が委嘱する委員で、社会教
育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員等

団体、組織の役員、
スタッフ

社会教育関係団体、市民活動団体等の等の役員やスタッフ

講師・助言者 各種集会、学級・講座等において指導活動を行ったり支援する講師、助言者

ボランティア 社会教育・生涯学習施設等でボランティア活動を行っているボランティア

学校教育関係者等
各種の学校教育関係者等（教員、学校支援コーディネーター、放課後子ども
教室コーディネーター等）

その他
上記以外にも広く学習支援として挙げることができます。また、学習者自身
も参加型学習などで相互に学び合う過程を通じて、様々な気づきや発見を
共有するという考え方から学習支援者といえます。



１１-４ 講師と学習支援者のイメージ図

学習者

学習者
学習

支援者

学習
支援者

学習
支援者

横から伴走

後ろから見守る

一歩引いて
必用に応じた

サポート

講師

学び合い
の感覚あり



プログラム １２

日本語教育を

パワーアップ

～みんなで考えよう～



１２－１ 対話のルール

① 交流を楽しみましょう。

② 相手の意見を聞き、学び合うことが目的です。
（何かを決めるのが目的ではない）

③ 短い時間です。みんなが話し合えるように、
自分の意見を述べたら、他の人に順番を譲りましょう。
話していない人がいたら、機会をつくりましょう。

楽

学

合





１２－２ グループ交流 対話テーマ

① 自己紹介（３０秒～１分で簡潔に）

② ここまでの講演を聞いて、
「自分の団体に生かせそうだ！」と
思った良い点・改善点について





１２－３ グループ交流 対話テーマ

日本語教育において、
ことばの交流が生まれる
レクリエーションのアイデアを
たくさん考えよう！



２-１ レクリエーションとは

仕事などの拘束あるいは強制によって緊張
し疲れた肉体と精神を回復させ、新たなエネ
ルギーを生み出すために、余暇（レジャー）を
利用して行われる活動全体をいう。

レクリエーションは、肉体と精神のリフレッ
シュという目的ないし意味づけを重視する
考え方。



１２－３ グループ交流 対話テーマ

日本語教育において、
ことばの交流が生まれる
レクリエーションのアイデアを
たくさん考えよう！





１２－４ グループ交流 対話テーマ

グループ交流で
「学びになったこと」
「みんなに共有したいこと」
をチャットに残そう！



１２－４ チャットをメモしておこう

Ctrl と A を押すと全選択

Ctrl と C を押すとコピー

Ctrl と V を押すと貼り付け



プログラム １３

まとめ



１３-１ ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I)

ダイバーシティ
「多様性」
「一人ひとりのちがい」

インクルージョン
「包摂・包括・包含」
「受け入れる・活かす」



東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会HPより引用



１３-２ ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I)①

「多様性」は多岐に渡る！
年齢
人種や国籍
心身機能
性別
性的指向
性自認

宗教・信条
価値観
キャリアや経験
働き方
企業文化
ライフスタイル など



１３-３ 【参考】多様性って何だろう？

ジェンダー（体、心、恋愛対象、LGBTQ…）、
セクシュアリティ、趣味・思考、生物、言葉、人種、
身体の特徴、地域性、国籍、世代・年齢、
宗教・宗派、考え方、思想、主義、社会観、
政治的な考え方、民族、肌の色、育ち、教育、
性格、見た目・外見、目の色、髪の色、出身地、
文化、食べ物、服装、学歴…
それぞれの中のもっと深い部分



１３-４ 【参考】多様性どうしたら社会はよくなる？

◆相手の多様性を尊重して、受け入れる
◆固定観念、１つの考え方にとらわれない
◆多様性を認め合う
◆お互いの理解、教育・情報提供の必要性、言葉の壁を越えるための機会、法律の整
備、地域社会で理解
◆ユニバーサルデザインの普及、多言語対応の推進、多様性教育の啓もう、多様な人
との交流の機会、積極的に交流機会を持つ、自分を知ってもらう
◆相手が何を考えているか理解する、受け入れる
◆理解するチャンスをつくる
◆知らないことに興味を持ち、知る努力をしてみる
◆消極的にでも理解をしてみる
◆知識として多様性を知ることは大事だが、実際の体験（交流）が必要
◆LGBTQ…学んで受け入れる
◆自分と違うからと言って排除せず認める 理解するためには話し合う機会も大切
◆そもそも人と人の違い（利き手、話し方、方言などなど）身近な違い



１３-５ ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I)②

多様性を認め合うのは
当たり前の時代

これからは、

多様性を活かし合う時代



１３-６ 観光まちづくり①

地域が主体となって、自然、文化、
歴史、産業、人財など、地域のあら
ゆる資源を活かすことによって、
交流を振興し、活力あふれるまちを
実現するための活動

地域の人財の中に多様性を！



１３-７ 観光まちづくり②

では、その人財（主体）は誰？

地域の人財の中に多様性を！

ヒントは「多文化共生」にあり



１３-８ 多文化共生社会

地域における多文化共生とは、国籍
や民族などの異なる人々が、互いの
文化的違いを認め合い、対等な関係
を築こうとしながら、地域社会の
構成員として共に生きてゆくこと

在住外国人もまちの担い手



１３-９ D&Iまとめ①

Ｄ＆Ｉは何のため？

価値創造に
つなげるため



１３-１０ D&Iまとめ②

Ｄ＆Ｉに必要な考え方は？

学びほぐし
「今までの知識・経験」と
「新たに学び得たもの」を
もとに再構築する考え方



１３-１１ D&Iまとめ③

学びほぐすためには？

ワークショップが有効
参加体験型の学びの場において

共通の体験を通して他者への理解を
深め合うことが地域レベルでは重要



１３-１２ D&Iまとめ④

D&Iなワークショップ
をしていくために・・・

私たちの意識の変革が必要！
多様性を「共に社会を作っていく
パートナー」として捉える意識。



１３-１３ D&Iまとめ⑤

まちづくりには、
「D&I的な考え方」が大事

「多様性をどう活用するか」
という、よりアクティブな展開が
地域において今後求められる



１３-１３ D&Iまとめ⑥

それを一番よく
認識しているのが
日本語教育の皆さん



【参考】私がお伝えできる分野のご紹介 よかったら、また呼んでください(^^)/

◆ まちづくり活動、生涯学習、市民活動

◆ イベント学（プログラム作成・運営ノウハウ）

◆ コーディネート、コミュニティ活性化

◆ チラシ・ポスター作成 ◆ポートランド

◆ 観光・おもてなし ◆ 多文化共生

◆ 多言語対応 ◆SDGｓ ◆サステナビリティ

◆ TOKYO２０２０スタンダード
・・・などなど



日本彫刻界の巨匠 平櫛田中のお言葉



おわり
どうもありがとうございました。

皆さんの日常や実践の場でぜひ試してみてください。

Facebookやっています。
よかったら友達申請してください。
メッセージ付だと嬉しいです。


