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　平成24年度文部科学省大学の世界展開力事業「ツイン型学生派遣プログラム（ツインク

ル）」は5年目の節目の年を迎えました。プログラムは年々改善を重ね、派遣、受け入れプロ

グラムをともに充実したものへと発展しました。この成果が認められ、文部科学省の中間評

価においても「S」評価を受けました。その後も、たゆまぬ努力により海外連携大学および

高校、さらには国内の高校からも多くの支持を集めるものになりました。ツインクルプログ

ラムはこれから第2章へと進んでいきます。そしてさらに多くの課題を乗り越えることとなる

と思います。我々も、この中で海外連携校の先生方とともに成長していきたいと考えており

ます。

　この報告書は、ツインクル活動の中で我々が培ったノウハウをまとめ、今後、海外展開を目

指す大学等関係の方々の一助となればと考え作成いたしました。我々が5年の間に直面した

さまざまな出来事、それに対応すべく作成したマニュアルや体制等、多くのノウハウをお示し

したつもりです。

　本報告書を手に取られた、新たな海外活動プログラム構築を担われる方々のご成功を祈

念いたします。

ツインクルプログラム担当者一同

はじめに



T W I N C L E

グローバル・キャンパス・千葉大学の更なる飛躍

　千葉大学は、世界を先導する教育・研究を促進する大学として、魅力ある国際協同教育・

研究を推進してきました。この結果、派遣留学生者数では、平成23年度から4年連続で国立

大学中1位という成果を挙げています。平成26年度からは文部科学省「スーパーグローバル

大学創成支援」事業に採択され、「Rising Chiba University－千葉大学の新生」のもと、

世界を代表する未来指向型大学として国際教養学部の開設や千葉大学海外校の設置等、グ

ローバル化の推進を含めた大学の機能強化のための改革を進めています。

　千葉大学のグローバル化に向けた教育改革のひとつである文部科学省大学の世界展開

力強化事業「ツイン型学生派遣プログラム（TWINCLE）」では、本学学生の教育実習の場

をASEAN諸国の初等中等学校へと広げ、ASEAN5カ国の12の連携大学と共に教育コン

ソーシアムを構築しました。平成24年度に開始した本プログラムは「TWINCLE活動」を

ASEAN連携大学と共同で行うとともに、平成27年度よりASEAN留学生によるTWINCLE

活動（逆TWINCLE）も本格化し、日本－ASEAN双方向での教育研修プログラムへと大き

く飛躍を遂げました。この結果、本学362名がASEANで教育体験をし、また、ASEANの

246名が千葉大学で研修をしています。

　本年度TWINCLEプログラムは、文部科学省からの支援最終年度というひとつの節目を

迎えましたが、TWINCLE活動自体はASEAN5カ国の連携大学にとどまらず、今後の拡大

を目指し、フィリピンに加え、台湾などASEANをも越えた連携の兆しが見えてきています。

さらにこれまでのTWINCLEプログラムの成果を受け、本学において連携大学との共同研究

の推進を目的とした「アジア・アセアン教育研究センター」の設立準備が進められております。

　私たち千葉大学はTWINCLEプログラムにより構築したASEANと千葉大学をつなぐ架

け橋を通して教育と研究の両面から相互の大学が今後さらに発展していくことを願ってい

ます。そして、この様な国際協同教育・研究をステップとして次世代の若者がグローバル世

界へ旅立つことを願っております。今後も千葉大学は「つねに、より高きものを目指して」の

理念の下、若き世代の飛躍と成長を支援していきます。　

国立大学法人 千葉大学 学長

徳久 剛史



T W I N C L E

グローバル人材育成力を高める教員養成の更なる革新

　教育学部が中心となり全学展開で実施してきた大学の世界展開力強化事業「ツイン型学

生派遣プログラム（ツインクル）」も支援最終年度を迎えました。このプログラム実施の5年

間は、教育学部にとって大きなチャレンジの日々でした。当初、教育とグローバルのかかわり

が教員間で共有されない中でのスタートとなりましたが、5年間のツインクルプログラム活

動実施は教員の意識を大きく変化させました。現在では、多くの教育学研究科および学部

学生がツインクルプログラムを通して海外での教員研修を体験し、所属する研究室でのグ

ローバルに対する意識が、「特別なもの」から「一般的なもの」へと変わってきていることを

感じます。さらに、多くの留学生が千葉大学を訪れ、高校や附属学校でのツインクル活動の

実施など、さまざまな教育活動に取り入れられ、初等中等教育との関係強化を含め、教育学

部の教育への貢献の質がますます高まっていることも実感しています。

　この変化はユネスコスクールの活動と連携したESDプログラムや、現職教員のための研

修プログラム開発（科学研究費補助金基盤研究（A））の獲得、大学教育再生加速プログラ

ム｢次世代才能スキップアッププログラム｣の獲得など、教育を核とし、日本とASEANにま

たがる文理融合教育や現職教員のリカレント教育までも含む大きな学部戦略へと発展して

きました。

　現在、ツインクルプログラム支援終了後の更なるグローバル展開力強化のために、教育学

部ではアジア・アセアン教育研究センターの開設に向け準備を進めております。さらに国際

交流委員会を中心としてさまざまな国際交流プログラムの実施体制の強化を進めており、

更なる教育機能強化へ向けて邁進いたしております。

　我々千葉大学教育学部は、今後もグローバルに活躍する人材養成力の強化を通して、社会

の持続的発展に貢献します。

千葉大学 教育学部長

高橋 浩之
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3Final Report of TWINCLE

YEO Ai Choo Jennifer. Ph.D
Assistant Professor

Natural Sciences and Science Education | National Institute of Education

Abstract : Singapore participated in the TWINCLE program since its conceptualization. The participation takes 
the form of receiving students from Chiba University for about 1.5 weeks. The program has brought about 
many positive outcomes, both for the participating schools and collaborating institutions. Future program 
could include a research component. 

Singapore participated in the program since its conceptualization in 2013. The model of our participation in 
this program takes the form of students from Chiba University coming to Singapore to conduct science and 
cultural activities with one or two secondary schools in Singapore. Four groups of students from the program 
were received thus far. Their visit to Singapore involved interaction and discussion with the student-teachers 
in National Institute of Education (NIE), Singapore, to understand Singapore’s education system, presentation 
of their activities design and working collaboratively with the NIE students to revise their activities, before 
conducting the activities in schools. Students also take time off their busy schedule to visit some of the places 
of interest in Singapore. The interaction between the students from both universities have resulted in new 
friendships built, as well as better understanding of different education systems and cultural backgrounds.

The activities conducted by the TWINCLE team were well-received by the schools they visited. Students en-
joyed the hands-on inquiry activities and were amazed at the application of physics they learn in everyday 
technology they were familiar with. Teachers also found these activities very refreshing, and liked that these 
activities bridged the gap between science and technology. The cultural activities were also helpful in broad-
ening students’ understanding of Japanese culture.  

The TWINCLE program has led to fruitful outcomes, achieving its goal to help their students be more globalized 
and to be more conversant in the English language. The TWINCLE consortium meeting provides an opportu-
nity for educators from all over Asia to interact and network. New friendships are forged and opportunities for 
collaboration are made available through this platform. Moving forward, it is hoped that the program may 
continue, perhaps with a research component to capitalize on the excellent work done so far.

Nanyang Technological University

Short Essay for Final Report
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GUNAWAN WIBISONO
Head of Dept of Electrical Engineering

TWINCLE activities was held in our school in 5 – 16 September 2016 at SMA 3 Depok and SMA 38 Jakarta. The 
���������	
������������������ ��������������
	�������������������������������������	�����������	��
Active” and exchange Japanese culture in social class. The experiment was very interesting for both senior 
high school (SMA) students. Chiba University students presented the experiments and culture exchange at 
SMA 3 Depok was accompanied and supervized by professor from Chiba University, while at SMA 38 Jakarta 
was accompanied UI students and supervized by professor from UI.

��������������������
	���	�����!�����������	��������	"�����������������������
�	��#����$��������������	��
of using English language they try to understand each other. Even if it is a new thing for them but the process 
to do experiment  is very simple so they can understand it easily. This program is very important for the SMAs 
and students, since they  can improve knowledge and add students experiences in international social-
ization. Both SMA students are motivated to improve and prepare themselves  to face the obstacles in big 
scale. Some of them feel interested  to know more information about  the education in Chiba University after 
attending Chiba University students presentation.

Based on the experienced conducted in SMA students trying hard to improve their skill especially to create 
something, to use English intensively and doing research in their spare time or doing the project related to 
lesson materials.

%��&�'*���	"����"�����	������������	���!�+���������$�/	����!+�%��������	"����"�����	������������4��
good collaboration with the university, giving  chance for school to conduct international relation, having 
motivation to make progress, and encouraging all the  stake holders to study English.

/	����!������7����������+�%��������	"����"�����	������������4���	����	���"��������	������������������
	�����+� �	��	������������	��	�������������������������	9����+� �	�"��� �"		�������������	�����������
foreign students, to motivate the students to use in English actively, and to make network and strengthen 
collaboration with Chiba University students. 

������������4�	��������%��������	"����"�����	�����������
	��7�������	�����!������������������	�$��	+�
Twincle program can be continued in the future and UI is ready to organize the Twincle program at Indonesia. 
UI students are also interested to joint the program and they do not mind to fund by themselves when they 
joint the program at Chiba University. 

Universitas Indonesia

Short Essay for Final Report
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Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron
Vice Dean of Research, Community Service, Cooperation and Alumni 

Abstract. 
TWINCLE Program has been a very unique international program carried out at Faculty of Geography. Nor-
mally, we worked intensively with other higher education partners in national and international level, tak-
ing no consideration to involve and to share our knowledge with elementary and high education partners. 
%��	�"��������	"���+�����������������4����"��������	�������������������"�	�����������������������
a great opportunity to reduce any further gap between high school and higher education. 

Narrative
It has been a privilege for UGM, especially Faculty of Geography, to be involve in this program. We gained 
fruitful advantages from student exchange of TWINCLE, i.e. more students learn about expanding network 
with pedagogic students from many interest at Japan, Thailand, and many other Asian Countries, exchange 
�����������������4"�	���+����	���*�"������	������+���������	���	��������	���	����
��������������������
����������������������7�������+�#����$�%�����������������"�����	����������
	����+�����������	
�������-
lated themes or interest towards high technologies and innovation invented at Japan are accessible through 
this program. Many activities also allow us to have more networks with other universities across Asia through 
Annual TWINCLE workshop and meeting. 

Impression 
We have look into the students feedbacks for this program, some of them consider the exchange program 
�����		���	��+�����������������"����	�4�	���	�����	��������������������	��������#����$��������������
lecture exchange also could be improved by taking joint publication as one of the output of the program, so 
that the international collaboration are well acknowledged by global societies. 

Implication for Future Program. 
In the future, Faculty of Geography, UGM shall work more intensively to improve International Master Program 
from several study program, hence, we would like to also provide more opportunity to receive more students 
either from Bachelor (like we used to do) and Master Students to Indonesia. Another potential collaborative 
work for future program are more students coming from pedagogic Geography, which this off course in-
crease our possibility to also send our students to Japan in order to teach elementary or high school students. 
We do hope TWINCLE Program shall continued, and we will off course support it from Indonesia. 

Gadjah Mada University

Short Essay for Final Report



6 ツインクルプログラム最終報告書

Prof. I Made Suastra
Vice Rector for Cooperation and Communication Affairs

Abstract : Under the ASEAN Vision 2020, Education amongst ASEAN countries has rosen as a growing area 
of concern and opportunity. Taking this momentum, Japan as a strategic partner of ASEAN promotes in-
ter-university exchanges program with its “Re-inventing Japan Project” to invite more ASEAN students to study 
in Japan. It is expected that the number of international students will increase and be able to contribute 
to strengthening Japanese international goodwill. In response to this great idea, Chiba University adopted 
“Re-inventing Japan Project” and has started the Twin College Envoys (Dispatch) Program or TWINCLE Pro-
gram since 2012, which has the purpose of encouraging ASEAN students and academic staff  to participate 
globally by building strong collaborative partnership, mutual academic and cultural exchange with Japa-
nese students and ideas exchange among academic staff from ASEAN countries. 

Narrative
Under TWINCLE trial and long course programs, Udayana University sent 5 students and 4 staff every year 
from several Study Programs. They visited Chiba University for two until 4 week-period of time. There are 
many useful experiences the students gained from the programs either academically or culturally. Lab work 
experience, for example, helped the students acquire knowldge and experience related to their science 
disciplines. Also,Udayana University students got the opportunity to discuss and give comments, opinion and 
suggestions about the topics of presentation made by Japanese students presented in High School students 
in Indonesia, especially Bali. Academic staff also gained different and new insights about program evaluation 
and improvement.  
Culturally, the students and staff have got experiences to explore different education insight, the famous and 
historical tourism places in Tokyo, and surrounding areas. 

Impression
On behalf of Udayana University, we would like to cordially express my appreciation for all the wonderful 
hospitality, thoughtful arrangement that your colleagues extended to our students and staff during the visit 
to Japan. We found these experiences to truly memorable, especially in having meaningful discussion for the 
development of the program every year. Talking to all staff in Chiba University and all representatives from 
ASEAN countries in a friendly atmosphere was something that we found to be particularly impressive. These 
experiences will remain in our heart and we intend to make every effort to further strengthen our partnership 
in the future. 

Implication and Suggestion for Future program
After having been joinning this program for four years, we are very optimistic that the students and the staff ex-
change will open opportunity for greater collaboration between Indonesia and Japan, especially between 
Udayana University and Chiba University in connection with education. Several developed programs may 
be proposed, such as joint research between the two universities students and the academic staff (lecturers/
researchers) which shall bring advantages in the development of eduation for the two countries.
Since this program is aimed to promote academic and cultural program exchanges in Japan and Indonesia, 
therefore it would be interesting to develop additional activities which will enhance the quality of the pro-
gram. Several future activities that can be planned are outbound activity (summer camp), cultural permor-
������
�	���	����������+����������	�
�����������9	����������	�$

Udayana University

Short Essay for Final Report
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Dr. Sou Kalyan
Lecturer, Fac. of Science

Abstract
Since the beginning of the cooperation, the program has been aimed at developing global human re-
�	��������	�"��������"�"�����������+��������	9�����	
����������������������$�*���������� ��������
�	��
the exchanged missions of TWINCLE teams and ASEAN students have provided us a better improvement in 
research and an opportunity to build a strong network of dynamic scientists, which will mark a turning-point 
	
������������
	�����������������	���	����	�����������������������"	�$��

Narrative
Development of human resources in the context of globalization is utmost important for Cambodia and the 
region. Started in 2013, our cooperation aimed at building human resources through activities of graduate 
and under-graduate students in Japan and ASEAN. In the following years, we collected more good ideas 
from the participation in the program at Chiba University and from missions of TWINCLE’s teams to design a 
platform for the research orientation toward challenging researches in the region. 

Impression
Since the beginning of the cooperation, Royal University of Phnom Penh (RUPP) and some cooperative Cam-
�	�����"�=���		��������"��������������	
��������������������������������$�>�	����"�+��������+���-
searches, networking, and best practices in academics and industries have inspired our next generation. 
Furthermore, the program has directly provided Cambodian high-school students an inspiration for a love in 
sciences through experimental performances and teaching of Japanese students. This gives us a strong hope 
�	������"		�����������	�����
	������
�����������	������	
�	������	�����	����������������"	��������������
of industries and technologies. 

Implications and suggestion for future program
We are thankful to committee and member countries of TWINCLE Program for this fruitful cooperation. In or-
der to keep this good track and to extend the cooperation, we would suggest a next phase of the program 
including the improvement of exchanging research activities of our alumni.

Royal University of Phnom Penh

Short Essay for Final Report
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Sakolrat Kaewdee, Ph.D.
Head of Science Education Division, Department of Curriculum and Instruc-

tion,Faculty of Education

Abstract :
Faculty of Science and Faculty of Education, Chulalongkorn University (CU), have joined this international 
exchange program of Chiba University for 3 years since 2013. 6 Thai graduate students have received good 
opportunity to learn and gain experiences both in trial, short, and long courses in laboratory, classroom, 
schools, and others learning resources in Japan. At the same time, Japanese students from Chiba University 
have implemented their research results to teach in Thai secondary school classroom at CU Demonstration 
School. Consequently, not only students from both countries have learn and share experiences on instruction, 
research, and culture, but also they have built friendship and network for their future careers. It can be said 
that this program is a gainful and rewarding for young academic educators.

Narrative :
This program has encouraged both Thai and Japanese students to gain joyful and meaningful authentic 
experience and to overcome their language barrier. Also experiences in implementing their knowledge and 
skills on science education aboard, under close supervision of University lecturers, have strengthen and widen 
their worldviews, knowledge, and skills. Also they experienced foreign cultures, life style and language from 
various learning resources, and places. Therefore, this exchange program is very valuable and fruitful for both 
Thai and Japanese students in term of knowledge and experiences enrichment. Also having good foreign-
��=
��������	���	
������������"����=��	���$��

Impression :
��	"���+��7������������?�������������������������9	�
���	��	���������	�
������������������4�	����"������
�4����
�	���	�4�"���'��	���	��������	�"��������������������9��	���"�����		����#����$�#�����������������
and learning resources in Japan are very interesting and gainful. Moreover, the close and warm hospitality of 
Japanese lecturers and peers were very impressive. As one of the staff in charge with this program, I would like 
to express my appreciation for the opportunity to attend the very well-organized, systematic, and effectual 
Twincle consortium FY 2015-2016. The hospitality was very warm and friendly, especially from Professor Jun 
Nomura. Besides, skills and expressiveness of Japanese students when delivered their research results were 
impressive.  

Implications and Suggestion for future program :
The Twincle Program has built an academic cooperation in science instruction and advanced and technical 
research tween Chiba University and ASEAN Partner. In the future, both parties should do research together. 
The researchers should be both university lecturers and school teachers. Besides, if possible, undergraduate 
student exchange program should be one semester, not only two weeks long.

Chulalongkorn University

Short Essay for Final Report
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Mahidol University

Assistant Professor Dr. Patreeya Kitcharoen
Deputy Head of Department of Education

Faculty of Social Sciences and Humanities

Twincle Program is a joint collaboration between Chiba University and other Universities in Asian countries 
namely, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Cambodia, Vietnam etc. Among other Universities from 
Thailand, Mahidol University has participated in the program. As Master of Education in Education Man-
agement (International Program), we represent Mahidol University to join the activities organized by Twincle 
Program. 

TWINCLE program aimed to enrich experience and promote academic and cultural exchange among par-
ticipants from Asian countries and Japan. For us from Mahidol University, Thailand, TWINCLE program not only 
������������
����������������������	���������������������		���	������$���������
	���������	�����������
of TWINCLE family.  Through TWINCLE program, we, as faculty members were given an opportunity to travel 
to Japan, visit Chiba University and participate in the activities organized by TWINCLE team. TWINCLE surely 
opens our eyes, how the real Japan, Japanese, and a culture where people only were we able to know from 
the media and people’s stories.

We have met and become friends with so many great people in particular the faculty members at Faculty 
of Education, Chiba University. Our students were fortunate to participate in the short course exchanging 
students up to 3 months. They have learned and grown a lot from this valuable experience.

In the end, we would like to say Thank you to the TWINCLE team for your hard work and well organized 
throughout these years. We look forward to more collaboration in the near future. 

Short Essay for Final Report
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Dr. Udomluk Koolsriroj
Associate dean for international affairs, Faculty of Education

Abstract 
%���%����	���"��*��	�����	"����@%��&�'*Q�����������������
����������������������������������������	�
students involved. Nevertheless, if the students from more than 2 countries can take part in the program at 
the same time each year, the atmosphere among the students may be more international.

TWINCLE Program
In 2016, there were 4 KU students selected to travel to Japan on an academic and cultural exchange trip. All 
of the exchange students were extremely happy with their experiences in Japan and would like to go back 
there again. After that, we had a chance to provide experiences for 8 Japanese students to not only teach 
Science and Japanese cultures in Thai classrooms but also to join the “Thai Language for Survival” class, “Thai 
Dancing” class and “Thai Cooking class”. Moreover, Japanese students had a great time travelling around 
Bangkok, Amphawa and Ayutthaya.

Impression 
I was impressed by the relationship between Japanese and Thai students. They were from different back-
grounds and cultures but English language could connect them together pleasantly. All of the Japanese stu-
dents said that they were happy with the whole program. A number of Thai students involved in the program 
voluntarily and they had a very good time with their Japanese friends. I talked to some Thai students and 
found that they wanted to have a chance to go to Chiba as an exchange student. Some wanted to “visit 
their Japanese friends,” the others wanted to experience the “Japanese culture.” 

Suggestion for future program
!�������+�����%��&�'*���	"����	

������������������������	������������	����$�X	�����+�
��������������
�	��
more than 2 countries can take part in the program at the same time, the atmosphere among students may 
be more international.

Kasetsart University

Short Essay for Final Report
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Ton Quang Cuong, PhD
Head of Dept. Learning Theories and Instruction Technology.

Faculty of Teacher Education, University of Education

TWINCLE PROGRAM: THE BRIGHT SYMBOL OF CROSS BORDER
EDUCATION COOPERATION IN THE 21ST CENTURY

Culture and academic exchange debate is considered to be one of the most disputable and polemic ar-
eas in student mobility studies. This topic is one of priorities among ASEAN’s goals of supporting sustainable 
��	�	���"�	����������	�������������!�����������"	��
	������	��������	���	��������������������	�
develop great opportunities for four keys such as new generation of student mobility, researcher mobility, pro-
vider mobility and virtual mobility while taking into consideration the circumstances of individual economies.

�����[\][�%��&�'*���	"������	

���������"�	���	
�#�����������������	��	����	�^��������������������
collaborative science and culture education with  University of Education (VNU-UED) students. The twin-uni-
versities envoys students have the opportunity to deliver the folklore games and sports, hi-tech science lessons 
to high school students in both sities Chiba and Hanoi. Thus, through unforgettable experiential activities, 
���	��������?������������������������	����"���������	
������	�������	���+����������	
�^����������#�����
cover the vast majority of the young members of society. Another important tendency in the development of 
��������������������������"����������������������9	���	�����	
���������	�������	�+����������?����-
ing the student’s minds. In addition, the concept of TWINCLE includes the different norms of behavior, work 
culture, popular science and art – all the things that help students in their daily life.

Inside teacher education curriculum common concerns can be found in many TWINCLE activities that 
shappe new generation of teachers reinforcing effects of the personalized and customized learning for 21st 
century skills in a lifelong and life-wide perspective.

At the present the internationalization of teacher education is challenging and changing the way we think 
about education and the impact on curriculum and student exchange in the region. The curriculum integra-
tion process is realized at national, university and subject levels. 

_����	��"�������	������	�����������������	��������������������	������"��������������	
�����4�����	-
������������%��&�'*���������������`�������������+����"������	��������"�������������	��������"	"��
knowledge with teaching practicum period within host and home institutions, mobilized staff and students, re-
searchers and scholars-educators, outcome-competence/standards based credit transfer system and credit 
recognition.

Vietnam National University

Short Essay for Final Report
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渡邉　グローバル人材の育成と大学
教育の国際展開を目的に、文部科学
省が始めた「大学の世界展開力強化
事業」というのがあるんですけど、
その３年目のプログラムとしてツイ
ンクルを立ち上げたということです。
　１年目はキャンパスアジアといっ
て日中韓で交換留学や人材派遣を行
い、翌年以降はそれを欧米の大学
でも広げていこうと。そして３年目
に、当時は「SEND（※）」という言い
方をしていたんですが、ASEAN諸
国に派遣先を広げて日本の教育や
人材を送ることをしました。元々、
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Profile
千葉大学大学院を卒業後、セイコー電子工業
（株）入社。SEIKO AVENUE、SEIKO SPIRITの
腕時計シリーズ，FOSSIL DEFENDERシリーズ
のデザインなどに携わる。同社デザイン部主
任を経て、97年から千葉大学工学部教授。現
在は教育・国際担当理事を務める

ツインクルプログラムを立ち
上げた経緯をお教えください。

海外から日本に来た学生に勉強を教
えるのは「JET」というプログラム
があって、その留学生たちが例えば
小学校・中学校・高等学校の先生に
なって教えるというのもあったんで
す。そんな中で「SEND」の方は日
本人学生が海外で日本語を教えると
いうことがあって、ここでいよいよ
教育学部に何か国際力の強化ができ
ないか、というアイデアができたん
です。
　当時は千葉大もやっとグローバル
事業が始まったぐらいの頃で、文科
省からも千葉大で何か考えられます
か？ と問い合わせも受けていました
し、それで私が教育学部に相談もな
く勝手に事業案を作って文科省に説

ASEAN諸国の高校生に科学を教える講座を実施するとともに、全学的な
取組みとしてこれを活用した日本人学生（大学院および学部）の海外教育
実習体験および教員研修プログラム開発を行う「ツインクルプログラム」。
立ち上げから５年が経ち、新たな教育カリキュラム・人材育成の形が見え
つつあるこの取り組みに対し、千葉大学は今後どのような展開を狙ってい
るのか、プログラムの研究代表を務める野村純先生とともにお話を伺いま
した。
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明して、帰ってきてから教育学部の
学部長に相談に行ったということな
んです。
　それで学部長に「教育学部でこう
いうことできますか？」なんて話し
たら、「いや、もう教育学部ではす
でにやってるよ」ということで、野村
先生の名前が上がってきたんですよ。

野村　教育学部の教員がチームを
作って日本の高校生向けで一部そう
いった取り組みをやってまして。そ
れは英語で実験をするという講座
だったんですが、高度な育成の取り
組みは他の大学では理学部が中心に
なって取り組んでいたのに対して、
千葉大だけは教育学部が中心だった
んです。そうすると絶対的に教育リ
ソース量が足りないので、これはア
ジアの富裕層を狙って外に出て行く
しかないなという話になっていたと
ころへ、ちょうどその話が来たとい
うことです。

渡邉　最初は「Tw i n  C o l l e g e 
Envoy s  P rog r am」という言い
方をしていて、だからツインクル
（TWINCLE）はCが入っていてわざ
とスペルを違えているんですけども、
それはそういう名残があると。

一番おもしろいと思った話が、うち
の子供が小学生の時の話ですが、
「グッドデザイン賞のGマークが家
にない？」って聞いてきたんです
よ。理由を聞いたら社会科の宿題で
家にあるマークを切り取って集めて
きなさいと言われたらしいんです。
それでたまたま家にあったのが金色
のGマークだったのでそれを渡した
ら「これは教科書に載ってるのと違
う、赤いGマークが必要なんだ」っ
ていうんです。それでGマークの意
味わかってるのか？と聞いたら「良
いデザインのもの」ということをき
ちんと理解できているんですよ。
　Gマークの認識率って今88%で、
およそ９割の人が何を意味している
かわかってるということなんです
が、これは小学校でそうやって教え
ているからなんですよね。つまり同
じような教育をアジアでも行ってい
けば、日本に行って勉強したいと思
うんじゃないかと考えたんです。
　ツインクルが見据えているものは
「教育学部の国際化」というのもあ
るんですが、日本を好きになって日
本の大学・大学院で勉強してもらう
ために小学生からインプットする、

　そこからは野村先生にお任せして
という形で、それが最初でした。
「アイデアはあるんだけどやります
か？ ただできるかどうかは教育学部次
第です」みたいな形でお渡ししてね。

渡邉　日本の義務教育ってすごくよ
くできていると思うんですよ。私が

い
っ
し
ょ
に

お
話
を
伺
っ
た
の
は
…

千
葉
大
学
教
育
学
部
教
授野

村
　
純
Profile
佐賀医科大学医学研究科卒業後、鳥取大
学、アラバマ大学勤務を経て千葉大学へ着
任。2008年度よりJST未来の科学者養成講
座を担当し、中・高校生を対象にした科学
教育開発に取り組む。ASEANの高校生に
向けた科学教育支援「ツインクルプログラ
ム」の研究代表者を務める。

渡邉理事がお考えになるツイ
ンクルプログラムの意義とは？

ツインクルプログラムが生み出す教育カリキュラム・人材育成の新しい形とは
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で学ぶことがあるわけです。でもツ
インクルに参加した学生たちは、海
外に行って直接現場を見てきている
訳ですから、その経験はすごく役に
立つはずなんですよ。
　教育学部に去年ぐらいからお願い
しているのは、もっとエビデンスと
して整えてデータベース化してほし
いと。ASEAN教育センターみたい
なものを建てて、アジアに関する教
育プログラムの違いを研究したり、
その実践をどう展開するのか、ただ
論文を書くだけではなくて実際にど
うやって教育を展開できるのかとい
うグッドイグザンプルをどんどん積
み上げていくというのが、次の教育学
部の使命なのかなと思っています。

渡邉　文科省の高等局長の話で、こ
れからの教員は海外経験がないとダ
メで、みんな海外に留学した方がい
いんじゃないかというんです。その
理由が面白くて、子供たちに英語を
教えるときに「海外に行ったら必要
だから」と説明すると「じゃ、先生
はどこに行ったの？」ってなるじゃ
ないですか。そこで「先生は行っ
たことがない」と答えてはダメだと
言ったんです。ツインクルはまさに

遣して拡がってきています。

渡邉　ツインクルの「ツイン」は教
育学部の学生と工学・理学・園芸な
ど専門の学生が一緒に派遣されると
いうことで、片一方が欠けてはダメ
なんですよね。教育学部が先導役に
はなっていますが、他の研究科全部
を巻き込んで一緒にやってるんで
す。教育学部がリードして全学でグ
ローバル展開しているという意味
で、非常に発信力が強かったプログ
ラムだと思います。
　教育学って言うならば１番ドメス
ティックじゃないですか。日本人を
教えるための教育をやっているわけ
で、そこがこれからはグローバル
じゃなきゃダメだというように言っ
ていただけたので、それならばこう
いうリソースがあるよ、ということ
で全学の応援も取れましたし。やっ
ぱり文系はなかなかグローバルにな
りにくいのかなと言われていますけ
ど、良い見本として学内にも学外に
も発信されたと思いますね。

渡邉　最初の１～２年はどうなるか
わからなかったんですけど、３年
目・４年目はいろんな国のやり方の
違いとかもわかってきたので、安定
した状態で実施できて実践教育の場
としてとても役に立っています。こ
れからグローバル化していくと、例
えばインドネシアはムスリムの国で
すけど、そういった全く違った宗教
観の中で学んできた子供たちも日本

というのが私にとっては１番の目的
だったわけです。そのためには魅力
ある千葉大の技術を余すとこなく全
部出していくということで、例えば
植物工場やドローン技術などを現地
で教育しようとなりました。
　そういって進めていくと、今度教
育学部では「海外教育実習」をやり
だしたんです。私はそれは意図して
いなかったから、最初の事業案にも
その文言は入れていなかったんです
けど、やってみたらこちらから派遣
する学生たちの国際化への対応と
いう教育効果がすごい上がるんです
よ。しかも言葉としてもわかりやす
いですし。なので、今は「ツインク
ルって何ですか？」と聞かれたら「海
外教育実習です」と答えています。
　最初はASEANの学生に来ても
らって千葉大の教育を学んで終わ
り、と考えていたんですが、始め
たら先方からも日本で教えたいとい
う話が出てきたんです。今は附属小
学校・中学校を使いながら、例えば
インドネシアやタイから来た大学生
が、自国のことを英語で教えていま
す。今、小・中学校で英語を教えな
きゃいけないと言ってますけど、海
外の留学生が来て英語で自国の話を
したら、本当に役に立つ英語のカリ
キュラムで、それに勝るものはない
ですよね。これは千葉大だけでな
く、将来的に千葉県域でやれたらい
いねということで、外部の高校に派

ツインクルプログラムは今年
５年目を迎えて、成果として
大学全体にどのような波及効
果があったとお考えですか？

今までのお話に重なる部分
もありますが、千葉大学のグ
ローバル展開において、ツイ
ンクルはどのような位置づけ
だったとお考えですか？

今、研究センターのお話もあ
りましたが、今後はツインクル
の活動をどのように拡げてい
きたいとお考えですか？
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長には言っています。なので、野村
先生には今度その財布の紐をどう
やって緩めるかを考えてもらって。

野村　具体的に今、教育学部で進め
ているのは、現職の先生向けのプロ
グラムを作るということです。英語
圏のフィリピンを派遣先にすれば、
小・中学校でも英語で実践できるの
で、そこに派遣できるよう環境を
作っているところです。
　もう一つはASEANの現職の先生
が千葉大に来て日本の教育に触れ、
同時にその人たちが日本の高校に入
ることで、日本の先生が海外に行か
なくてもグローバルな環境を手にす
ることができるという状況を作って
いこうと思っているんです。
　あとはサマープログラム的な形で
ASEANの学生さんたちが日本へ来
て科学実験のやり方を学ぶ講座を立
ち上げているんですけど、そういう
ものをベースに科学教育を進める土
壌をいろんな年代や職業の人向けに
作ることで、千葉大をアジアの科学
教育の拠点にするというのが、これ
から先10年の目標という感じです。
そこまでいけるといいんですけど。

渡邉　参加している学生が楽しくな
いと続かないですよ。ツインクルに

行った学生はみんな楽しそうなの
で。向こうの学生と友達になって
帰ってくるし、終わってから観光で
現地に遊びに行くんですよ。私たち
が学生の頃には考えられないことで
すね。

その通りというか、「先生は大学の
時にインドネシアで教えてたんだけ
どね」って経験談を語れれば、多分
子供の反応は違いますよね。ツイン
クルというプログラムの情報を千葉
大学が発信して、それが教育効果と
して上がるカリキュラムになってい
れば、こうやって未来に何かを残せ
ていくのかなと考えています。
　なので、基本的には今の形は継続
する。ただ、実践型カリキュラムな
ので、あくまでもラーニングでしか
ないんですね。そうなると次のとこ
ろに向かっていけないので、先ほど
も言ったようにエビデンスを取っ
て、データを作って、もちろんそれ
を研究にもするし、さらにまた積み上
げていくというのが次のジェネレー
ションなのかなと思っています。
　そうやって進化していくことに対
して必要な予算は大学も投資する
し、新しい教育カリキュラムが生ま
れて、新しい人材育成ができてとい
うことができていけば、教育学部と
してもより発展していくだろうし、
大学もいろんなことが考えられるだ
ろうというのが次のビジョンです
ね。基本的に徳久学長はツインクル
をすごく気に入っているんですよ。
でも教育学部が進化していくために
も財布の紐は締めてくださいって学

※SENDプログラム：
　Student Exchange -Nippon Discovery
日本と東南アジア諸国連合（ASEAN）の大学
との間で１つのコンソーシアムを形成し、単位
の相互認定や成績管理など、質の保証を伴っ
た交流プログラムを実施する事業。日本人学
生が留学先の現地の言語や文化を学習すると
ともに、現地の学校等での日本語指導支援や
日本文化の紹介活動を通じて、学生自身の異
文化理解を促すことを留学の目的の一つとし
て位置づけ、日本とASEANの架け橋となるエ
キスパート人材育成を目指すもの。

ツインクルプログラムが生み出す教育カリキュラム・人材育成の新しい形とは
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ーーまずは自己紹介から始めましょう

か。皆さん、お会いになるのは初めてで

すか？

李　見たことある気はする、程度ですね。

野村　そうだよね、派遣年も場所もバラ

バラだし。ツインクルではみんなそれぞ

れに大変だったエピソードを含めて持っ

てるから、そんなところから自己紹介し

ていきましょうか。

佐藤　では僕から。佐藤と申します。ツ

インクル２年目になるんですかね、平成

25年度の９月のM1の時にガジャマダ大

左から）
佐藤さん
紀井さん
吉田さん
野村先生
李さん
宮川さん

ツインクルプログラムに参加して。
感じたこと。思ったこと。身についたこと。

学に行きました。M2になってもう１回

行こうと思って、卒業間際に２回目でボ

ゴール農科大学にも行かせてもらいまし

た。所属は教育学部の理科教室にいたん

平成24年度のスタートから368名の学生をASEANの国へ派遣してきたツインクル。

言語や生活習慣の異なる環境の中で教育実習を行うという、学生にとってはハード

なプログラムとなっている中で何を見聞きし何を感じてきたのか、またその経験は

今の暮らしにどう生かされているのか、そのリアルな声を経験者の５名に伺いました。

佐藤圭亮さん
教育学研究科卒。現在は千葉県立
高校の理科教員として在職。ツイ
ンクルへは平成25年度・26年度の
２回参加し、ガジャマダ大学・ボ
ゴール農科大学へ派遣された。

座談会



17Final Report of TWINCLE

で、最後は自分の研究テーマで授業をや

らせてもらいました。

野村　ボゴールといえば水シャワーだよ

な（笑）

佐藤　僕はそんなに聞いていたほどでは

なかったですけど。

野村　本当！？ 元気だなぁ（笑）俺は

まず手を入れて足を入れて、次は頭…み

たいな感じで。

佐藤　向こうは気温が28度とかで暑い

ので、それはなんとかなりましたね。

ーーシャワーが水なんですか？

野村　そう、水なの！

佐藤　でも寮は水シャワー以外はすごく

きれいでよかったですよ。今は柏市にあ

る東葛飾高校に勤務しています。去年か

ら勤めはじめたんですが講師としてやっ

ていて、今年から実質１年目という形で

やらせてもらってます。教科は化学を担

当しています。

紀井　紀伊と申します。ツインクルの１

期生で、ジャカルタの近くにあるインドネ

シア大学に行きました。専門は工学で電

気電子を勉強してました。今は電機メー

カーで教育関係の学習ツールの開発に携

わっています。よろしくお願いします。

吉田　28年度の夏にタイのマヒドン大

学に行って、27年度の２月にインドネ

シアのボゴール農科大学に行った吉田と

申します。学校教育科学専攻の教育発達

支援系を卒業して、今は足立区にある谷

中中学校というところで養護教諭をして

います。今年から社会人になりました。

野村　僕は野村です。みんな多分知って

るとは思うんだけど。教育学部で養護教

諭養成課程、保健室の先生を育てるとこ

ろに所属しています。ツインクルは23年

度の終わりに、千葉大学の理事をされて

いる工学部の渡邊先生が「こんな話があ

るんだけど」みたいな感じで、その時の

教育学部長のところへ話を持ってきて、

教育と理系が一緒に海外教育実習をやる

んだって１枚の絵を見せられてね。そう

やって始まってASEANのいろんなとこ

ろに行って、食べ物にやられたこともあ

るし、タクシーでカモられたこともある

し、ひどい目にあったんだけど、振り返

ると楽しかったなと。そんな感じです。

李　李と申します。年度まで覚えてない

んですけど、ツインクル派遣２回目になる

のかな。ウダヤナ大学とチュラロンコン大

学とに行ってきました。工学部出身でジャ

パンディスプレイという会社に勤めて２

年目になります。今も仕事の関係でしょっ

ちゅう千葉大学に来ているので久しぶり

感があまりないんですけど、教育学部棟

に入るのはさすがに久しぶりです。

宮川　私は４年前、たぶん第２回の冬の

派遣でインドネシアのウダヤナ大学に行

かせていただきました。理学部の大学院

でその当時は博士課程の２年生だったん

ですけれども、こういう機会はなかなか

ないので、参加させていただくことにし

ました。今は、小平にあります国立精神

神経医療研究センターの神経研究所で筋

ジストロフィーなどの研究をしておりま

す。国際学会や研究員の中にも留学生が

英語で発表する機会があるので、ツイン

クルは本当に貴重な機会だったと思って

います。よろしくお願いします。

ーーでは、皆さんがツインクルに参加さ

れるきっかけは何だったのか、教えてい

ただけますか？

李　もともと教育関係は興味があって、

学部生の時には教員免許を取って、研究

も面白いし教員の道もいいなと真剣に考

えていて、そんな時にツインクルがある

と知ってすごく楽しそうだなと思いまし

た。あとは英語が超嫌いというかどうし

ようもないくらいできなくて、これはか

かわらざるを得ない状況に身を投じたら

どうにかなるんじゃないかということも

考えて、単純な留学ではなく自分が興味

のある分野でやれるツインクルは、もう

俺のためのプログラムだな！と思って

（笑）。TOEICの成績はあまり良くない

けど採用してもらえるかなとドキドキし

ながら申し込みました。

吉田　私は野村先生の研究室に所属して

いて、研究室では中国の湖南師範大学と

交換留学をしているんですけど、そこ

で学部３年からM１まで留学生のチュー

野村先生

◉ 座談会 ◉
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ターをやっていたんです。それで留学に

興味があったというのと、野村先生の強

い推しがあって（笑）。申込用紙を渡され

て「はい、行ってこい！」と半強制的に

行かされてまして…

野村　ハンコ押して！みたいなね。

吉田　そうです、もう行かざるを得ない

状況を作られました。行くと決めてから

本当に大変で「嵌められた！」という感

じでした（笑）。でも２回目は自分から進

んで行ったんです。１回目で現地の友達

ができて、その子たちにもう１回会いた

いと思って。

野村　向こうからの留学生が、うちの研

究室にいたからね。

吉田　そうなんです。その子に会いたく

てボゴールに行きたいと思って。一緒に

研究をしたいと志望動機にも書いて行き

ました。本当にいろいろありましたけ

ど、行ってよかったです。

紀井　私は理系の学生にしてはちょっと

変わってるかもしれないですけど英語が

結構好きで、あと人に何かを教えるとい

うのがすごい好きだったんですね。１期

生だったんで情報がすごく少なかったで

すけど、教育学部の学生と理系の学生が

合わさって海外へ行って授業するという

ことに興味を持って行かせてもらいまし

た。あと…学生だったんでお金がなくて

留学ってなかなか難しかったんですけ

ど、ツインクルはどうも出してくれるら

しいと（笑）。ちょうど卒業の年で最後

の思い出にというのもありましたし、理

由は１つだけじゃなくていろいろです

ね。派遣先はインドネシアだったんです

けど、行く前は暑そうな国だなという印

象しかなくて、でも今ではすごい大好き

な国の１つになりました。とにかく結果

的には行って良かったなと今では思って

いますね。

野村　初年度は大変だったんだよね。僕

も各地を回って内容を説明するんだけ

ど、この日本人何しに来たんだ？みたい

な目で見られて。かと思うと学校訪問っ

て聞いて行ったらいきなりひな壇があっ

て向こうに100人くらい並んでて「じゃ

先生、スピーチお願いします」って言われ

たり（笑）。

紀井　本当に行けるのかな？って思って

ましたからね。

野村　最初はね、立ち上げだから大変

だったよね。そういう意味で１期生は大

変だったと思う。だって現地では授業が

10時からですって言われてて、前日に

やっぱり７時に集合ねっていきなり言わ

れたり。１クラス40人って言われてた

のが、行ってみたら80人いたり。

紀井　ありましたね。あれで無茶振り

への対応能力がめちゃくちゃつきました

（笑）。

野村　みんな対応能力が上がったよね。

僕も何が起こっても驚かなくなった。そ

ういうこともあるよね、みたいな（笑）。

佐藤　僕は学部の時に個人的に英語が好

きでずっと勉強してたんですよ。ただ、

海外には行ったことがなくて、使ってみ

たいなとずっと思っていたんですが、大

学院へ進学するときにツインクルができ

て、研究室の先生が紹介してくれて「行

こう！」って即決しました。２年目は、

多分ツインクル史上１人なんじゃないか

と思ってるんですけど、教育学部の僕の

理系の研究テーマで授業をやらせても

らったんです。普通は理系の学部の人た

ちの授業になると思うんですけど、僕も

教育学部ではありますが理科系の研究を

やっていたので「僕のテーマでやらせて

ください！」ってわがままを通して。

紀井　理系の学生は何をやったんです

か？

佐藤　僕が理系としてユニットに入った

んで、他の参加者も教育学部でやりま

した。

紀井　それは大変でしたね。

佐藤　２年目は将来教員としてやってい

くにあたって、自分のテーマを高校生に噛

み砕いて伝えられたら役立つだろうなと

いうところでやらせてもらった感じです。
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野村　ボゴールと、あともう１つはどこ

に行ったんだっけ？

佐藤　ガジャマダです。ジョグジャカル

タ、いい街なんです。最後に飛行機で飛

び立って見たときの景色がすごく印象に

残ってます。本当に古都みたいな感じ

で、昔ながらの良い風景だったなと、す

ごくよく覚えてます。

吉田　ボロブドゥール（遺跡）には行っ

たんですか？

佐藤　行きました！ 現地の学生が運転

して連れて行ってくれて。

紀井　卒業してから旅行でインドネシア

にもう１回行こうと思って、ツインクル

でお世話になった人たちに会いに行った

んです。その時にみんなが街を案内して

くれていろんな所に連れて行ってくれた

りとか、そういう交流が今でもあって。

野村　あるよね。僕も向こうへ行くと向

こうの学生が空港で待ってるもん。帰る

ときはわざわざついてきてくれて。

紀井　あったかいですよね、本当に。

野村　昔の日本人はあったはずだけど今

は無くなったものが向こうにはまだある

よね。あと、話変わるけど向こうの大学

はみんなでかいよね！

紀井　タクシーの運転手が大学の中で迷

うんですよね。

吉田　私、マヒドンに行った時に大学

の中にある川でコモドドラゴンが泳い

でるのを見て「えー！？ここ大学だよ

ね！？」ってなって（笑）。日本では見ない

生き物だからすごく心配だったんですけ

ど、向こうの学生が「大丈夫だよ、す

ごくかわいいみんなのペットだよ」と

言ってくれて…。本当にびっくりしまし

た。

宮川　私の参加したきっかけは、もとも

と教員を目指していたのと、英語が好

きだったことがあって、何かを伝える

ことがしたいと思っていたときに絶好の

プログラムだと思って。教育学部とコ

ラボできるということがすごく魅力的に

感じて、その時は博士課程にいたんです

が、研究室の先生にお願いして行かせて

いただけることになりました。授業は私

の専門のタンパク質の機能化学をテーマ

にしたんですが、高校生に大学の研究内

容を伝えるということでどうすればいい

のかと、当時ツインクルの指導をしてく

ださっていた大嶌先生にたくさんアドバ

イスをいただいて。何も知らない高校生

にどう伝えたら面白いと思ってもらえる

のかとものすごく考えて辛かったことも

あったんですけど、反面とても面白かっ

たという記憶があります。

野村　ツインクルは行くまでが本当に辛

いんだよね。行って帰ってくると楽し

かったってなるんだけど。

宮川　そうですね。私の授業ではまずタ

ンパク質ってどういうものかということ

で、まずお肉というイメージがあると思

うんですけど、それぞれに機能があると

いうことを理解してもらうために、生徒

１人ひとりにアミノ酸になってもらっ

て、タンパク質がアミノ酸の数珠みたい

になっているのを手をつないでもらって

理解してもらうようにしました。形が変

わると違うタンパク質になって、鍵みた

◉ 座談会 ◉
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いなものを持ってもらって合わせるとま

た構図が変わるというような感じで。タ

ンパク質ってこうやって機能してるんだ

よということを伝えました。

野村　佐藤くんの授業も同じようなこと

をしたよね。みんなで風船を持って、風

船と風船がかみ合うかみたいな。

佐藤　やりましたね。

宮川　あと、日本文化の授業は茶道を

やっている子がパートナーだったので、

道具を買っていただいてお茶を点ててみ

んなで飲むことをしました。私自身も知

らないことがあったので、良い経験にな

りました。

佐藤　僕も日本文化の授業は個人的にす

ごく楽しくて、ガジャマダに行った時は

里山文化をテーマに授業をやったんです

けど、国際教育センターの先生方にはす

ごくお世話になりました。まず自分も里

山って全然わかっていないところから始

まって、日本を知るきっかけになりまし

た。勉強していく中で自分の中にもこう

いう自然観があるんだって気づかされ

て、すごく楽しかったですね。あと質問

を毎日のようにしていく中で、その積み

重ねで英語のライティング能力が上がっ

たなって思いますね。今は英語を使う機

会が少ないですけど、いざ書けとなると

生徒の添削とかもバンバン出てくるんで

すよね、未だに。あの時試行錯誤したの

が今にちゃんと繋がってるんだなという

のは感じますね。あと学部生でやってい

た英語の勉強って結局TOEICなんで「聞

く」と「読む」なんですよね。でもツイ

ンクルではそれを「書く」とか「話す」

という形でアウトプットできるのですご

く大きかったなって思うんですよね。

野村　２回とも教育学部だけだったの？

佐藤　いえ、１年目は工学部の学生がい

ました。「光」をテーマにやったんです

けど、本人にこのテーマは無理だからみ

たいな感じで来られちゃって。頑張って

掘り下げよう・もうちょっと簡単にする

と？みたいに言うんですけど、あんまり

明かしてくれないんですよ。で簡単にや

ろうって妥協しちゃった感じがあって。

それが逆に２年目のモチベーションに繋

がったと思います。絶対自分のテーマを

高校生がわかるレベルまで落とし込んで

伝えるんだと。１年目はそういったところ

で心残りがあったかなって思ってます。

ーーやっぱり理系の学生とのコミュニ

ケーションがうまく行かなかったという

感じがしますか？

佐藤　そうですね。専門的な研究で難し

いことはもちろんわかるんですけど、例

えば高校生の学習内容にあてはめるとど

この延長線上にあるのか、とか、そんな

感じでわかりやすく聞いていたつもりな

んですけど…自分自身の知識もなかった

から難しかったですね。

野村　でもそこがツインクルでは１番大

事なところなんだよね。僕は医学部を出

てて理系なんだけど、医者って患者さん

にちゃんとわかってもらえないと治療が

進まないから、人に伝えるトレーニン

グってものすごく大事で。理系の子って

学会で発表して専門家同士で話してるか

ら隠語みたいなものがたくさん入ってて

も通じるんだよね。でもこれからの時代

は説明責任が求められたり、物を売ろう

としたら一般の人にいかにアピールでき

るかっていうのが重要で、そういうこと

も理系の人に学んで欲しかったんです

よ。
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佐藤　他の班の発表を聞いてると、こん

な難しいことをちゃんと噛み砕いてやっ

てるという班もいっぱいあったんで、す

ごいな、自分たちは至らなかったなと思

いました。

ーー紀井さんは理系の方ですけど、コ

ミュニケーションの部分はいかがでした

か？

紀井　僕も野村先生が言われた通り、そ

れが１番学んだことだと思ってるんです

けど、教育学部の学生と理系の学生は研

究のことで話をする機会はなくて、最初

はお互い理系同士の話し方・教育学部同

士の話し方をしてしまうんで、やっぱり

合わないんですよね。現地の生徒さんの

前に、自分の研究について一緒に行く教

育学部の人にまずわかってもらわないと

いけないと。で、教育学部の人がこうい

う風に教えたいんだと理系の方にわかっ

てもらわなきゃいけない。最初はそこで

すごい苦労をしましたね。今は会社でエ

ンジニアとして働いてますけど、営業さ

んと話す機会があるときにまた同じよう

なことが起こって、向こうはこういう風

に売りたいと思ってる、僕はこういうの

を作りたいって思ってる、というように

やっぱり合わないんですよ（笑）。でもツ

インクルで経験した「合わなかったこ

と」を理解した上で伝えようとすること

を学んだのは今でもすごく活きてますよ

ね。あと１期生というのもあったかもし

れないんですけど、向こうの生徒のレベ

ルがどれくらいで、どういう風に教え

たら適切なのかという事前知識がなく

て。最初は千葉大に来てるインドネシ

アの留学生に聞きに行ったり、現地に

行っても結局前日の深夜までレベルを

調整したり。

野村　それで２年目からは向こうの学生

をあらかじめ留学生として呼んでという

形に変わったんだよ。初年度はいきなり

だったから準備不足だったことはすごく

あったね。

吉田　私はとにかく１年目は野村先生を

恨み続ける（笑）。なんで参加してるん

だろうってよく研究室で泣いてました。

看護学部のドクターの方の研究題材を元

に授業をしたんですけど、私も佐藤さん

と一緒で未だにその方の研究がよく理解

できてないです…人のことを理解するっ

てすごく難しいなというのは未だに感じ

ます。あと４人のグループだったんです

けどスケジュールがうまく合わなくて、

８月の派遣なのに全員揃ったのは確か派

遣当日ですごく苦労しました。でも私の

ときにはASEANからの留学生がいてく

れたので、その状況を見てみんな手伝っ

てくれて。日本人は私しかいない、でも

私も英語が全然しゃべれない、途中タ

イ語なのか英語なのかよくわからなく

なる…とパニックになって（笑）。そんな

ときにマヒドンの学生が日本語で「大丈

夫！」って言ってくれて、本当に助けら

れました。そうやって助けてくれた留学

生がいなかったら、絶対に辞めてただろ

うなと思います。

野村　そういえば留学生寮に行ってた

よね。

吉田　留学生の寮に泊まり込んで準備し

たり、いろいろ冒険したなという感じ

です。もうその時は本当に「日本人嫌い！」

「行くの辞める！」ってなってて（笑）。結

局はその看護学部の方ともうまくやれ

て、最後はいい形で終われたので２年目

も行こう！ってなりました。でも２年目

もやっぱり準備がうまく進まなくて、ま

た留学生に手伝ってもらって…ってなっ

たんですけど、１年目の辛さがあったの

で耐えられました（笑）。それでやっぱり

ツインクルは派遣前が大変だなと思っ

て。私はその研究のレベルに行く前に終

わっちゃった感じで、理系と文系が協力

して乗り越えてという段階まで行けたの

かなというところがあるんですけど、で

も困っていたら誰かが助けてくれるとい

うことが、ツインクルですごくよかった

ことだと思ってます。

野村　はたから見ててもツインクルに参

加して大人になったと思うよね。特に初

年度のマヒドンは大変だったね。毎日泣

いてた（笑）。

紀井　なかなか思うように進まないと、

みんなイライラし始めるし終いには泣き

始める人がいますよね。

吉田　はい…よく泣いてました（笑）。

野村　僕の研究室の扉ってガラス戸がつ

いてて外が見えるんだけど、夜の９時く

吉田恭子さん
教育学研究科卒。東京都足立区立
の中学校に養護教諭として勤務。
ツインクルは平成26年度・27年度
の２回参加し、マヒドン大学・ボ
ゴール農科大学へ派遣された。

◉ 座談会 ◉
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らいにフッと見ると泣きながら覗いてる

んだよ（笑）。

吉田　みんなが帰った時間とかにうーっ

て泣きながら研究室に行くんです（笑）。

でもあれだけ泣いたおかげで、今はもう

あまり泣かなくなりました。ツインクル

のおかげです（笑）。

李　僕、１年目は正直あんまり記憶にな

いんですよね。比較的うまくやれていた

から記憶にないのか、本当に僕が何も

やってなかったのか…ちょっとわからな

い（笑）。２年目は自分の研究でやったん

ですけど、途中で僕が放棄したのが悪い

んですが本当に大変で。最初は大雑把に

こんなことをやりたいっていうガイドラ

インを作って見せてたんですけど、やっ

ぱり周りとの連携がうまくいかなくて、

結局自分の研究室の人たちに一緒に考え

てもらう感じで。予備実験も研究室で

やっちゃいましたし、それができて一緒

に喜んでくれるのも研究室の人でした。

でも１人で必死にやってるのが伝わった

のか、ちょっとずつ距離が縮まってき

て、という感じでしたね。ただ何が悪く

てうまくいかなかったのかは未だにわか

らないんですけど、でも結局は現地に

行ってやってみれば何とかなるかなとい

うのも同時に思ったんです。変な度胸だ

け付きましたよ。

野村　宮川さんはもともとタイに行く予

定だったのが、暴動があって急遽インド

ネシアになったんだよね。

宮川　そうです。その時は４人のグルー

プだったんですけど、変更になったとき

に３人になって、その後派遣１週間前に

１人が行かないって言い出して。結局２

人になっちゃったんですよね。ホテルに

着いたときに「私も帰ろうかな…」って

もう１人が言い出して。それはすごく辛

かったですね。しかも急遽２人になって

しまったから授業を作り直さなければい

けなくなって。向こうに行ってからもと

にかく２人で協力していろいろ組み立て

た記憶があります。相手は文系の子だっ

たので、彼女が分からなければ高校生

も分からないんですよね。最初は「何

言ってんだかわからない」みたいな感じ

で（笑）、でも分からないってハッキリ

言ってくれることが大事なことだったの

で、コミュニケーションには恵まれてい

たかなと思います。

ーー実際に現地へ行かれて授業をされて

みて、高校生たちの反応はいかがでした

か？

佐藤　めちゃくちゃ元気でしたよ。変な

言い方ですけどモテますよね。何か疑問

を投げかければ必ず返してくれますし。

キャッチボールはスムーズに行くなとい

うのがありました。彼らは分からないこ

とがあるとハッキリ分からないと示して

くれるので、その時にどうやったら伝わ

るか、もう１回同じフレーズを言ってみ

ようかなとか、言い方を変えないと伝わ

らないんだなとか、その場でいろいろ考

えながら話した経験は、今の授業にも活

きてるなと思います。海外の高校生はみ

んなもっと元気だよと、お前ら元気なさ

すぎだよ、と今の生徒にも伝えてるんで

すけど。

紀井　僕も佐藤さんと同じような感想

を持ってて、まずすごく熱心ですよね。

太陽電池に関する授業をやったんですけ

ど、興味をすごく持ってくれて。もう１個

感じたのは良く自分の国について知って

るなということ。向こうはこういう発電事

情で将来的にどうしていかなきゃいけな

い、環境的な問題です、とかそれを逆に

教えてもらうことが多くて、勉強になっ

たなというのがありましたね。あとは向こ

うの子たちが英語が上手かというとそう

ではないと思うんですけど、とにかく失

敗を恐れずにどんどん自分の意見を伝え

てくれたのも印象的でした。

野村　紀井くんが行ったところはスー

パーエリート校なんだよ。あそこの半分

の子たちがインドネシア大学に行くんだ

けど、インドネシア大学って日本でいう

と東大と京大を合わせたくらいの大学だ

からね。だからあの子たちはインドネシ

アを背負って立つ高校生なんだよ。だか

ら積極性も違うし、国のことも良く知っ

てる。

紀井　勉強のもう１個先を見てるという

か、この勉強をすると大学に入れるんだ

というのじゃなくて、国のためにこうい

う研究ができるとか、そこまで考えてい

るのがすごいなって思いましたね。

野村　日本の高校生にも教えてよ、その

宮川美保さん
理学研究科卒。現在は国立の医
療研究センターに研究員として
勤務する。ツインクルは平成25
年度に参加し、ウダヤナ大学へ
派遣された。
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先を考えろって。大学はゴールじゃない

ぞって。

佐藤　本当にそこは情けないですよね。

私の勤務先は県内では三本柱と言われて

ますけど、ASEANの高校生に比べると

意識が低いですよね。

吉田　皆さんと同じように私もタイとイ

ンドネシアに行ったんですけど、どこも

すごい反応が返ってきて、その反応が私

たちにも良い影響になって、メンバーが

いつも見せたことのないような楽しい顔

で授業していて。私も教員になろうか

迷っていたこともあったんですけど、

やっぱり楽しいなってことを蘇られせて

もらえた気がして良かったと思いまし

た。あと日本の子と比較してという意味

だと、日本人だから言葉で変に気持ちを

読んでしまったり、母国語だから難しい

ことってあるのかなと。英語のコミュニ

ケーションで逆に割り切れていいと思う

こともあります。

李　僕は逆であんまり変わらないのか

なって思ったんですよ。事前情報として

優秀な高校生だとは理解してましたし、

こちらの下手な英語を一生懸命聞いてく

れるのもわかってましたけど、ふっと見る

とどっかでおしゃべりしてたり、そういう

年頃の子供って同じ雰囲気を持ってるな

というのを僕は印象として受けました。

宮川　積極性は確かにすごくありますよ

ね。質問もしてくれますし、能動的に授

業に参加してくれたとは思ってます。た

だやっぱり李さんと同じ印象もあって、

気づけばボーッとしてたりとかはありま

すし。でも「あれになりたい」「これにな

りたい」という目的を持って勉強をして

るんだというのを、彼らはちゃんと自覚

しているんだなとすごく感じました。

野村　やっぱりものすごく熱心だよね。

さっきも話したけど国を背負ってる自覚

があるんだよね。そのエネルギーをも

らってみんな返ってきたと思うので。日

本もこれぐらにやんないと10年後ない

なって感じがあると思う。僕もこれを始

める前はASEANって行ったことなかっ

たんだけど、行って回って見ると相手先

の大学の先生たち、半分以上の人が日本

語話せるのね。みんな日本の大学か大学

院を出てて、すごく親日的なの。でもあ

の人たちの次の世代の人はアメリカか

ヨーロッパに行ってて、あの人たちが辞

めてしまうと10年後には日本はいきな

りそこから消えてしまうんだよね。だか

らASEANの人たちの心の中から日本が

消えてしまう前に、もっと交流をして繋

がっていかないとなんだよね。でも今日

みんなから留学生たちと繋がってるとい

う話も聞けて、すごくよかった。

ーーツインクル体験が今のお仕事に活き

てるなと思うところはありますか？

李　僕、度胸がついたってことしかない

なあって思ってたんですけど…あとは

伝わらなかったら言い方を変えてみる

とか、同じことをもう１回言ってみると

かっていう、ちっちゃいことかもしれな

いですけど、伝え方というのは活かして

いきたいなって感じですかね。

宮川　私はずっと求めてたプログラム

だったので、やっぱり今も活きてます

ね。ちょうどこの座談会の話をいただく

直前にスペインで行われた国際学会に参

加したんですけど、質問してる日本人

はまずいない。大きなシンポジウムの中

で、質問するのはいつもヨーロッパ・ア

メリカの人たちばかりで、それをまずす

ごく残念に思ったことと、それから日本

はすごい遅れてるなというのを感じたん

ですよね。アジアの中でも絶対にこれは

確実ですね。研究がどれだけ素晴らしく

ても伝えられなかったら意味がないです

し、そういう点ではもっと国を上げて頑

張らなきゃいけない、だからツインクル

すごい大事だったなって思い出しまし

た。

紀井　そうですね。私、会社に入って１

番最初に担当したのがインドネシア向け

の電子辞書だったんですよ。値段もすご

く安く作んなきゃいけないんですね。で

もインドネシアに行ってなかったら、何

でだろうって思ったと思うんです。物価

もすごく違いますよね。日本のこの電子

辞書、２・３万円のをそのまま持ってっ

てもまず売れないですし、後は細かいと

ころで、実は教室の明るさって日本って

すごく明るくて、向こうって暗いんです

よ。だから画面の明るさも変えたりと

李修平さん
融合科学研究科卒。ツインクル
には平成25年度・26年度の２
回参加し、ウダヤナ大学・チュ
ラロンコン大学へ派遣されて
いる。現在は液晶ディスプレイ
メーカーに勤務。

◉ 座談会 ◉
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か。それはあくまでも１面ですけれど

も、日本人が欲しいものが向こうの人が

欲しいものではないというのは、すごく

考えるようになりましたね。あと自分の

作ってる製品の中で、他のメーカーさん

の部品ってたくさん使うんですけど、そ

の中に海外のメーカーさんもあるんで

す。その時に、そこのエンジニアとか営

業の人と会話をするんですけれども、日

本の感覚で上手くいかないなっていうの

は、ツインクルでも最初に学んだので、

お蔭ですごくスムーズにそういったコ

ミュニケーションが取れているかなとい

うふうに思います。

佐藤　今やってる取組みとしては、化学

の定期テストに英文問題を出すことです

ね。今回も第１問から英文で次の問いに

答えよっていうので、紙面の半分を英文

にして、それを読ませて答えさせまし

た。今の勤務校だからできることもある

かもしれないですけど、これだけグロー

バルって言われてる中で、それくらい

やって欲しいなっていうか。英語の先生

がいくら英語を語っても、生徒からした

ら当たり前の話ですけど、理科を担当す

る僕が語るとたぶん聞く耳が変わると思

うんですよ。あともうひとつは、ツイン

クルの体験を紙にまとめて教室の後ろに

置いて生徒が自由に読めるようにしてる

んです。ここで一番伝えたいのは積極性

とかの違いというか、学びの責任を自分

で負う覚悟があるかどうかっていうこと

で、ASEANの子たちは自分が学ぶぞと

いう主体性があるんですけど、日本の子

たちは先生や授業・学校といった環境を

言い訳にして自分で舵を取る覚悟を持っ

てないと感じるんです。テストが終わっ

たあとは、結果を踏まえて毎回ペーパー

１枚作って渡すんですけど、次のメッ

セージは、人に頼ってばかりで自分から

学びにいこうとする姿勢を全然感じない

と伝えようと思ってるんです。そういう

風にツインクル学んだ部分を自分の武器

にしたいというか、他の先生にはないと

ころだと思うんで、個性としてこれから

も使っていきたいなと思っています。

吉田　私は正直、職業的に直結はしない

んですけども、ツインクルを通して違う

学部の人や育った環境が違う人と係わっ

てきて、どこかで折り合いをつけてうま

くやっていかなきゃいけないっていうこ

とをすごく学んで、それは今の仕事にも

生かされてるかなと思います。学校って

結構、何をやるにも組織で動かなきゃい

けなかったりとか、特に私は１人職なの

で、何かをやろうと思ったときに他の人

の理解や助けがどうしても必要だったり

するので、人とコミュニケーションをう

まく取るという点で経験として生かされ

ていると感じています。またツインクル

を通して学んだ英語のコミュニケーショ

ンは、今でもすごく役立ってます。もち

ろん友達もそうですし、初めて会った人

でもとにかく何とかしゃべろうっていう

のがあったり。人生にずっと役立ってい

くんだろうなって思ってます。

野村　参加した人たちみんな身に付けた

のは、出来ないって言わずに出来る方法

を考える癖が付いたと思うんだよね。ド

タキャンとかスケジュールチェンジとか

にどうやったら対応出来るか。そこが良

かったということと、落としどころの見

つけ方もたぶん上手くなったんじゃない

かと思ってます。

宮川　私はまだ働き始めて２年目なん

ですけど、これはうまくいかないんじゃ

ないかと思うような難しい問題や課題が

あって、でもそれに対して「原因はこれ

だから、じゃこう対応しよう」とか、すぐ

に判断しなくちゃいけないっていうのは

良くあることなので、すごいためになり

ました。

ーーでは最後に今日の感想、皆さんいろ

んな立場でお話されたと思うので、どう

思われたかなってことをお一言ずついた

だけますでしょうか。

吉田　久しぶりにツインクルを経験した

人と話せて、まずそれがほんとに嬉しく

て、あと私は社会人になって半年ちょっ

と経つんですが、結構いろいろ忘れてい

たなっていうか、狭い世界で閉鎖的なと

ころで生きていたのかなって、思ってし

まいました。でも今日、みなさんの経験

を伺って本当に参加してよかったなって

改めて思いましたし、自分の人生の中で

ツインクルはすごい大きな存在だな、人

生変わったなって実感しました。ありが

とうございました。

佐藤　教員をやってると、学校が人生の

大部分を占めちゃって外に開く時間がす

紀井建彦さん
工学研究科卒。ツインクル初年
度の平成24年に参加し、インド
ネシア大学へ派遣された。現在
は電機メーカーで学習ツールの
開発に従事している。



25Final Report of TWINCLE

ごく少ないので、やっぱりこうやって異

業種の方のお話を聞くとすごく新鮮で、

そういうことをまた高校生に伝えていき

たいなと思う良い機会にもなりました。

あとツインクルを肯定的に捉えてくれて

る人たちと話すのはすごく楽しくて。僕

はツインクルにすごい感謝してるんです

が、中には不満を抱えたまま終わってい

く人たちもいると思うんです。でもこう

やって肯定的に良かったよねって気持ち

を共有する方がいっぱいいるんだなって

分かって嬉しい気持ちになりました。ま

た気持ちをちゃんと繋げていきたいなと

思ってます。ありがとうございました。

李　みんな立派だなってすごい思って。

直接生かせてることも先ほど話したよう

に少ないですし。ただ良い体験出来たよ

ねっていう気持ちは、たぶんここにいる

人たちは少なくとも皆さん持ってると思

うんですよ。僕もすごいいい経験できた

し、いい友達作れたし、おいしいもの

いっぱい食べれたし。度胸も付いたし、

なんかあっても大丈夫でしょっていう気

持ちは今も持ってるのかなって思いまし

たね。とにかく今日はみなさんとこうい

うお話ができて楽しかったです。

宮川　今ツインクルに参加してから３年

くらい経っているんですけど、私の中で

は良いことしかなかったと結論づけられ

ていて、今日はこうやって皆さんとお話

する機会をいただけてよかったなと思っ

ています。今後に期待したいのは、日本

が国を上げてやらなきゃいけない状況に

なっているというのも残念なことなんで

すけど、それでもこういうプログラムは

続けていって欲しいなって強く思ってい

て、個人的にもそういうことが出来たら

いいなと思っています。私の研究は非常

に狭いフィールドで友達に話してもよく

わからないって言われてしまうんですけ

ど、それを如何に人に伝えるかっていう

のは、科学界や各業界のテーマだと思う

ので、もっとこういう取り組みが広がっ

ていけばいいなと思ってます。ほんとに

ありがとうございました。

紀井　今日はありがとうございました。

私も行ったのは４年前なので懐かしくて

楽しかったなってすごい思い出しまし

た。皆さん言われてるとおり学んだこと

が大きくて、おそらく何の仕事をやるに

しても、共通のコミュニケーション能力

だったりだとか考え方だったりとかをこ

れからも大事にしていきたいなと思いま

した。あとツインクルは１回区切りを迎

えると思うんですけれども、今日の座談

会を読んで自分も行きたいなって思って

もらえる学生さんがいたらいいなと思い

ますし、あとは自分が学んだこととか経

験したことを公開して、これからも学ん

でくれる学生さんがたくさんいたらいい

なっていうふうに思いました。

野村　僕が思った以上にみんながいろん

なことを学んでるんだなってことがわ

かったことと、あとはみんなが僕が思い

付かなかった気づきを持ってるのがすご

く嬉しかったね。日本で話してる時は日

本語っていうベースに甘えてコミュニ

ケーションしてるっていうのは、僕も反

省するところある。こうやってツインク

ルがいいところで役に立ってるなってい

うのをすごく思いました。

◉ 座談会 ◉
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●タイに行く予定が行けなくなり，多くの参加メンバーがそのタイミン
グで渡航を断念したこと。

（男・工学研究科・ウダヤナ大学）

●ドミトリーの前にバスケットコートがあって、夕方から小学生から大
学生くらいまで、たくさんの人がバスケを楽しんでいたこと。言葉は
通じなかったけれど、スポーツは世界共通で一緒に楽しめるものと感
じていたこと。

（男・工学研究科・ベトナム）

ツインクルで行った。
ツインクルで感じた。

学年、派遣先等様々な条件ながら、アンケートの自由記述にナマの声がある。
紹介します。（ほぼ学生アンケートの原文のままです）

「ホントの
　  ツインクル」

学生たちの

感想
アンケート

より

ツインクルで１番印象に残っている
エピソードを教えてください
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●現地の高校生とdiscussion して、日本についてあれこれ聞かれたと
きに、日本人なのに日本について深く知らないことを痛感しました。

（男・工学研究科・ベトナム）

●授業を受け持ったクラスの生徒が、街中でも声をかけてくれたこと。
（男・教育学部・インドネシア　ボゴール大）

●タイの遺跡の見学。また、サイエンス授業の準備の大変さや発表。
（男・教育学部・タイ）

●英語で授業を行えたこと。また英語で交流が出来現地について知るこ
とができたこと

（男・教育学部・インドネシア）

●新しい知識を得ることに興味が湧き出る現地の生徒を見て、自身に足
りない姿勢を思い出した

（男・教育学部・インドネシア）

●班内で対立が起こっていて、仲を取り持つのに苦労した
（男・教育学部・インドネシア）

●自分の準備した授業内容にタイの高校生が興味を持ってくれて、楽し
そうに授業を聞いてくれたり、授業に積極的に参加してくれたりした
こと。また、授業が終わった後にタイの生徒の代表者が、日本語で
「今日はありがとうございました」と言ってくれたこと。

（女・園芸学部・タイ）

●別れ際に空港でさみしすぎて大号泣したこと。
（女・教育学部・インドネシア）

●タイの高校に訪問した時、授業が終わった後自分と写真を撮るために
廊下の外まで行列ができていたこと。（ツインクルメンバーには置い
ていかれた）

（男・融合科学研究科・タイ）

●文化の違いにびっくりしました。車やバイクの運転ルールの荒っぽさ
や生野菜は付け合わせ感覚、水を購入しなきゃいけないなど。その反
面、日本の娯楽が思ったよりも多く輸入されていることにさらに驚き
ました。

（男・工学部・インドネシア）
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●まちを歩き、現地の学生や先生方に指導を受け、授業内容を連日遅い
時間まで練り直したことは良い経験となった。

（女・園芸学部・ベトナム国家大学）

●現地の気候と食事でお腹を壊した。
（男・教育学部・カンボジア）

●後日生徒から、私たちが授業で扱った「セルロースナノファイバー」
についてより詳しく知りたいという連絡があり、京都大学の研究を紹
介したこと。

（男・教育学部・インドネシア）

●4人班で授業をする予定が、2人が腹痛に見舞われたせいで残りの2人
で授業をすることになった。だがこの出来事のおかげでトラブルに対
処する力が一層身についた。

（男・融合科学研究科・インドネシア）

●現地の高校生は非常に活発で、授業中に意見などをよく話しており、
日本との違いを感じたこと。

（男・工学研究科・インドネシア）

●タイの方のサポートや、親切さが心にグッときました。水道水が飲め
なかったのは、大変だった。

（女・教育学部・タイ）

●授業案作成のときに、東南アジアの学生は学生同士で母語、英語の両
方で会話しているのを見て、日本が英語力の面で置いて行かれている
状況を身をもって感じた。

（男・融合科学研究科・タイ、シンガポール）

●イスラム教の人が大多数のため、定期的にどこにいても祈りを捧げて
いる姿を見て、文化の違いを感じた。

（女・教育学部・インドネシア）

●タイの宿泊先で授業のフィードバックと改善を行ったことです。授業
1日目、２日目の反省点を改善すべく、現地メンバーの方々と、どこ
が高校生に分かりにくいか、どの単語はタイ語のルビがあった方が良
いかなどを話し合って改良を重ねたことが１番印象に残っています。

（男・理学部・タイ）

●チュラ大の人たち、先生方のやさしさに感動した。生活のサポート、
飛び込みで授業をやらせてくれたことなど。

（女・理学研究科・タイ）
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●現地の大学の先生に英語で会話やプレゼンテーションしたこと。授業
は事前に入念に準備したから余裕があるが、その場で目上の人を説得
するための英語を話すのはとても緊張した。

（女・理学研究科・ベトナム）

●授業後に生徒たちが、折り鶴にメッセージを書いてプレゼントしてく
れたこと。

（女・教育学部・シンガポール）

●私たちのグループは、現地の特性を活かしたランドスケープに関する
授業を行いました。現地のマップを見ながら“まち”について議論した
のですが、現地の高校生は、自分たちの“まち”について様々な意見や
アイデアを持っており、私たち自身も勉強になるとても充実した時間
でした。

（女・園芸学部・インドネシア）

●インドネシアの高校で日本語や日本の文化体験の授業があったこと。
インドネシアの教育では日本の文化について学ぶ場があるが、日本で
はインドネシアについて学ぶ場が少ないと思った。

（男・融合科学研究科・UGM）

●プロジェクトの進め方の前提がメンバー間で共有されていなかったこと。
（男・工学研究科・ウダヤナ大学）

●工学部の班員が当たり前のように使っている専門用語が理解できな
かった。

（男・教育学部・インドネシア）

●相手の学生の英語を聞き取ることや会話。
（男・教育学部・タイ）

●他学部の学生ならではの意見や思考が新鮮で良かったです。
（男・融合科学研究科・タイ）

●プレゼンでの色の使い方やしゃべり方など。他学科の方のプレゼンス
ライドの作り方やポスターのすばらしさには目を見張りました。

（男・工学部・インドネシア）

他学部の学生とのコミュニケーションで
難しかったことは？
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●人(生徒)に伝わる形で教えるということの手段の多様さに驚いた。さ
らに、それを上手く授業に取り入れることが非常に難しかった。教育
学部の方々からは多くのことを学ばせて頂いた。

（女・園芸学部・ベトナム国家大学）

●専門研究の内容が難しく，はじめは理解できなかった。
（男・教育学部・カンボジア）

●学年が私たちと違いすぎたために積極的な発言をほとんどしてもらえ
ず、終始こちらが気を遣って話の輪に入れていた感じであった。

（男・融合科学研究科・インドネシア）

●自分が何気なく使っていた言葉・用語の意味を、改めて噛み砕いて説
明する必要があったこと。授業のわかりにくい部分を忌憚なく指摘し
てもらえるような関係性を構築すること。

（男・融合科学研究科・タイ、シンガポール）

●自分の研究を一般（文系）の人でも理解できるように説明すること。
スケジュールを合わせることや、仕事の分担も難しかった。

（女・理学研究科・タイ）

●専門的に学んでいる人と専門外の人とでは「面白く感じるポイント」
が違っており、授業の構成や伝え方を考えるのが難しかった。

（女・教育学部・シンガポール）

●今後味わうことが難しい海外体験であり、世界への第１歩！
（男・教育学部・インドネシア　ボゴール大）

●自分の世界観が大きく広がるきっかけになりました！
（女・教育学部・インドネシア）

●旅行、仕事、留学の何れでもない海外経験。
（男・教育学部・インドネシア　ボゴール大）

●海外での楽しさと大変さを体験できる素晴らしい経験だった。
（男・教育学部・タイ）

あなたの人生にとってツインクルとは？
（ツインクルでの経験）一言でどうぞ！
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●授業、教育について深く考えさせられた。また学ぶ姿勢と海外への意
欲を引き出してくれた人生のターニングポイント

（男・教育学部・インドネシア）

●こんなの初めて！！！！（笑）一生忘れないと思う。
（女・教育学部・インドネシア）

●人生を潤す激動の2週間！
（男・融合科学研究科・タイ）

●あらゆる壁（コミュニケーション・文化・これからの仕事など）を乗り越え
る糧

（女・園芸学部・ベトナム国家大学）

●「教育は開かれつつある」と感じた。
（男・教育学部・インドネシア）

●「人生で最も濃密な2週間」です！！
（男・融合科学研究科・インドネシア）

●初めての海外をツインクルで経験できてよかったです！大学生活が一
気に充実しました！

（女・教育学部・タイ）

●授業づくり・英語プレゼン・海外経験といった自分にとって新しい経
験を１度に体験できた貴重な時間。

（男・融合科学研究科・タイ、シンガポール）

●うまくいかないことが当たり前、しかしながら言語を越えて皆で力を
寄せれば必ず成功につながることが実感できました。

（男・理学部・タイ）

●この２週間は大学生活でもっとも生き生きとしていた気がする。
（女・理学研究科・ベトナム）

●「授業づくり」や「伝える」ことと真剣に向き合えたツインクルでの
経験は、自身の成長につながるものであったと思います。

（女・園芸学部・インドネシア）

●圧倒的成長！
（男・融合科学研究科・UGM）
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ツインクル活動
─ツインクル報告書から─

ツインクルプログラムとは
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　このプログラムは、教員教育や学校教育プログラムを開発するASEAN＋日本の大学が

協働し、世界に通用するグローバルな教員人材を育成するものである。

　プログラム名称は「Twin College Envoys Program」の略称（TWINCLE）であり、

「きらきらひかる」これからの時代に先駆けるグローバル人材養成をイメージして名付け

た。グローバルな視点をもとに社会に貢献するとともに、新たな教育を創成できる人材像

を掲げ、日本のみならず世界的に活躍できる人材の育成を目指すものである。

　このプログラムでは総合大学である千葉大学の強みを生かし、教育学研究科院生・学部

生と工学・園芸研究科など理系研究科の院生の２者が協働し、千葉大学が世界に誇る先端

研究を小・中・高等学校において展開可能な授業へと開発する。さらにこの授業および教

材を英語化し、年間96名の院生・学部生を送りだし、この活動を通してASEAN諸国の

小・中・高等学校で教育体験をするものである。そしてツインクルプログラムにより千葉

大学・ASEANの日本ファンを育成するとともに受講した大学院生がグローバル人材とし

ての能力を獲得するものである。

あらまし1
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　ツインクルプログラムは単に院生・学部生をASEAN拠点大学に送り教育研修・研究体

験するだけのものではない。日本での準備期間に行う「授業研究」のなかで教育系学生と

全学他研究科学生の２者が、ASEANからの留学生とともにアウトリーチのための教材・

授業研究という明確な課題に向かって協働することで異分野交流＋異文化交流という２つ

の異なる交流を同時に深めていく画期的なプログラムである。さらにはこの構想実施の結

果、グローバル教員養成とグローバル研究者養成という２つの人材養成を同時に行う人材

開発型教育プログラムを構築するものである。すなわち日本の教育現場の国際化にマッチ

したグローバルな教育視点と能力を持つ教員養成システムを構築することと同時に、教育

マインドを持ったグローバル研究者育成システムを構築するものである。

　世界のグローバル化の潮流の中で、日本がアジアとの相互協力的関係を保ちつつ持続的

発展を続けることは必須となってきている。ところがバブルの崩壊とともに若者もしくは

国民全体が安全志向へと、内向きの姿勢へと変化していったことで、世界へと目を向ける

若者が減少している傾向にある。このような現状に対し、早期に英語や異文化への心理的

垣根を取り払うことで、この傾向に歯止めをかけ、もう１度日本にチャレンジ精神あふれる

若者を取り戻す、そのような教育プログラムを開発する必要性が迫られていることである。

　さらなる問題として、経済のグローバル化に伴う人材のボーダレス化の進行がある。わ

が国に居住する外国人の数は年々増加し、それに伴い小中学校に入学する外国人児童生徒

の数も増加しており、日本の教育現場のグローバル化が起こっている。現場の教員は必然

的にグローバルな教育能力を持つことが求められているが、外国人児童生徒を視野に入れ

た教員養成は端緒についたところであり、急速に進みつつある教育現場のグローバル化に

対応しているとは言い難いのが現状である。したがって海外からの人材流入に対応する教

育能力獲得は喫緊の課題であり、本プログラムの重要なテーマである。

　ツインクルプログラムの最大の特徴は、「グローバルな教育能力を持つ教員」と「教育

背景2

特徴3
２つの人材を１つのプログラムで養成・開発1
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マインドを持つグローバル研究者」という２つの人材を１つのプログラムの中で養成・開

発するところにある。実践的教育研究に取り組む教育学研究科と最先端科学研究に取り組

む他研究科の院生とのカップリングはこれまでにない新たな試みであり、この両者のカッ

プリングはお互いの教育・研究マインドに化学反応を起こし、グローバル人材としての相

乗的成長を促すものである。

　両者の化学反応により生まれるグローバル人材は、単なる人材養成とは異なる「人材開

発型」の教育プログラムの構築が行われることを意味する。このプログラムの遂行により

育成された人材が、将来のASEANと日本の相互発展の担い手となる。すなわち教育学研

究科、学部参加者に関しては日本・ASEANの懸け橋として、グローバルな視野を持った

教育者としての素養を身につけることを目指す。この結果、帰国後は勤務校においてグ

ローバル人材育成促進を行うリーダーとしての役割を担う。さらには教育研究における国

際交流の担い手となることが考えられる。教育学部以外の研究科院生は、将来研究者を目

指す者においては、将来ASEANにおいて研究活動をする素地として、将来企業に就職す

る者についてはASEANを中心にビジネス展開の基盤づくりをする。

　これを可能にするのは千葉大学が理系を中心に世界に通ずる最先端研究を展開している

ことに加え、日本トップクラスの教員養成実績と規模を有する教員養成学部を持つ総合大

学であるという点にある。
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　ツインクルプログラムは教員養成システムのグローバル化を目指す、画期的な事業であ

る。このユニークな理念を実現するため、千葉大学教育学研究科では平成24年に次世代

アジアの教育研究のグローバル拠点として、教員養成開発センターを新たに始動させた。

当センターは従来の大学院研究科の枠組みを超えた大学横断的組織として教育研究プロ

ジェクトを実施可能であり、これまでにはない戦略的授業・教材研究、さらにはグローバ

ル対応教員の養成カリキュラム開発を行うことが可能となった。

　さらに千葉大学ではインドネシア大学・マヒドン大学など、ASEAN拠点大学に国際交

流センター（IEC）オフィスを設置しており、その強固なネットワークを最大限に活用し

た実効性の高いプログラムを展開することができたこともポイントである。

　この教員養成開発センターを核とし、ASEAN拠点大学との単位互換制度による学位

取得を可能とする実践展開型授業プログラムとして事業を展開できたことは、日本と

ASEANの架け橋となる新たな人材開発システム構築に大きな役割を果たしたものと考え

られる。

教員養成システムのグローバル化というユニークな事業2
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　ツインクルプログラムは千葉大学全学の研究科との連携のもと、大学が推進している

最先端研究成果のアウトリーチ活動を、インドネシアを中心とするASEAN加盟国で行う

点に特徴がある。このプログラムはこれまでも行われてきた一般的な日本文化紹介では

なく、技術立国としての日本文化の紹介によるASEAN諸国への日本の浸透活動であり、

小・中・高校生をターゲットにして日本の科学・技術文化を伝えることも今までにないユ

ニークな取り組みといえる

　ツインクルプログラムを通じて千葉大学へ留学したASEANの学生が、日本の学生とと

もに教材・授業開発を行う中で、日本の高校で科学授業を行うTWINCLE-Jプログラムに

取り組むことも特徴の１つである。単に日本の大学生との交流にとどまらず、高校生およ

び高校教員との交流を通して幅広い日本文化と日本人理解につながることが予想される。

　またこの取り組みにより日本の高校生にもグローバル化支援を行うことができ、多くの

外国人との交流の機会を創出することができる。

先端研究成果のアウトリーチ活動をASEAN加盟国で実施3

ASEAN学生・日本の高校生のグローバル化4
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　ツインクルプログラム実施による成果として目指したものは以下の３点であった。

　①　教育を軸としたアジアの大学コンソーシアムの形成

　②　教育グローバル化に対応した教員養成、研修システムのモデルの構築

　③　 ASEANでの日本の大学及び教育システムのプレゼンス向上、および大学のグロー

バル化推進

　これらの結果、教育を介しての貢献によりASEANにおける日本の将来的なプレゼンス

を高めるとともに、ASEANを含むアジア全体の持続的な発展を推進するものである。

●どんな状況でも適切なコミュニケーションができる

　日本に居住する外国人の数の増加に伴い、日本の教育機関に入学する外国人子弟の数も

年々増えており、教育現場の国際化が進んでいる。現場の教員は必然的にグローバルな教

目指すもの4

養成する人材像5
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育能力を持つことが求められているが、現状では教員養成のグローバル対応が一向に進ん

でいない逼迫感がある。

　本プログラムでは修了者全員が、「どんな状況でも適切なコミュニケーションができる

素地を備えている」基準となるTOEIC730を達成することを目指す。

●日本・ASEANの架け橋としてグローバルな視野をもった将来の教育者

　教育学研究科・学部参加者に関しては、本プログラムを通じて、日本・ASEANの架け

橋としてグローバルな視野をもった教育者としての素養を身につけることを目指す。将来

の勤務校においては、グローバル人材育成促進を行うリーダーとしての役割を担い、教育

研究における国際交流の担い手となることを期待する。

● ASEANにおける研究活動をする将来の研究者、あるいはASEANを中心としたビジネ

ス展開を図る将来のビジネスマン

　教育学部以外の研究科院生に関しては、本プログラムを通じて、将来ASEANにおいて

研究活動をする素地を作る、あるいはASEANを中心としたビジネス展開の基盤作りをす

ることを目指す。
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　ツインクル授業は科学技術文化を通して、日本を紹介することが主な目的である。これ

は単なる日本ファンを獲得するだけでなく、科学技術立国としての日本への信頼と尊敬を

取り戻すことが目的であり、将来ASEAN諸国と日本の架け橋となる人材を育成するため

のものである。

　この目的を達成するための授業として、その企画や教材開発には以下３点を主眼におく

よう指導する。

　①　日本の高い科学技術文化がベースとなるものであること

　②　ASEANの経済成長期を生きる若者にとって、夢のある内容であること

　③　実験や積極的に関わりなど、インタラクティブな授業構成であること

　それぞれのユニットにメンター教員を１名ずつ割り当て（Wメンター制）、指導内容・

方法の両観点から学生の授業づくりを指導していく。

授業の考え方1

指導体制2
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＜Wメンター制＞

　日本での事前授業の際は、理系研究科教員・教育学研究科教員が１名ずつメンターとし

て各ユニットを担当することで、文理融合のアクティブラーニングを促進する。また、

ASEANにおいては本学の引率教員と現地連携大学および高校の教員がメンターとして担

当することで、授業計画を最終調整するための視点や客観性を持った改善視点を獲得す

る。

　教員の参加が増えることにより、専門性の高い幅広い分野の授業が開発可能となる。

■教育学研究科学生は「理系教員」との交流を通して

　・実際の先端科学・技術をかみ砕いて授業に落とし込むことができる。

　・科学研究の可能性や有用性を知ることができる。

⇒普段触れることのない「科学」を楽しむことができる。

■理系研究科学生は「教育学研究科教員」との交流を通して、

　・生徒が主体的に取り組む授業展開の重要性を知ることができる。

　・科学を観る「自らの観点」が魅力的なプレゼンに不可欠であることを実感できる。

⇒研究内容を多様な観点から捉え直し、研究意義の再認識ができる。

　ツインクルプログラムではASEANへの訪問期間により「トライアル」「ショート」「ロン

グ」の３コースが設定されている。トライアル・ショートは海外経験のない、もしくは海

外研修に不安がある学生のためのコースとして位置づけられている。

　なお、学部生はカリキュラム的にロングコースでの受講が不可能なため、必然的にト

ライアル・ショートを選択することになる。しかし現在、大学のグローバル構想として

ギャップタームを学部教育に導入する計画が進行しているため、実現すれば学部生もロン

グコース受講が可能となる。

コース設定3

授
業
の
概
要
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　 コース別単位認定数

ツインクルプログラムにおけるトライアル／ショートおよびロングコースの概念

コース（ASEAN訪問期間） 単位数 

トライアル（2週間） 6

ショート（1ヶ月） 8

ロング（3ヶ月） 10

　派遣学生は渡航前に事前授業を受け、授業開発と英語能力を向上させていく。渡航前授

業は、前期派遣学生は５月～８月まで、後期派遣学生は10月～翌年２月までとなってい

る。

　ツインクルプログラムの実施にあたって、全学共通の「グローバルジャパンカリキュラ

ム」を新設した。このカリキュラムは本プログラムの円滑でより効果的な実施を図るため

カリキュラム4

グローバルジャパンカリキュラム1
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のもので、渡航前の準備段階・現地での実践段階・帰国後の評価段階をそれぞれにカリ

キュラム化し、受講生の履修単位に加算できるよう整備したものである。

　渡航前教育としては、受講生がペアで授業開発を行うためのグローバルジャパン授業研

究、外国語能力を向上するための授業、現地での教育活動のための日本語・日本文化教育

がある。

　現地へ派遣された際は、日本で授業開発したものをASEANの小・中学校で教育体験を

行う。渡航時の活動は帰国後に報告会において発表し、その内容を評価するものである。

　単位認定は教育学研究科および教育学部で行い、自由選択科目として卒業要件の履修単

位に加えることができる。また他研究科および学部生は自由選択科目として卒業要件の履

修単位として10単位までを加算することが可能となっている。

　派遣先で科学授業を展開するためには、ASEAN諸国におけるコミュニケーションに必

要な英語力の習得が必須となる。本プログラムでは参加後のTOEICスコアを730点（文

科省が指定する英語教員に求められるレベル）に設定していることから、派遣前の事前授

業によってスコアを700点まで引き上げることを目標にしている。

　そこで学生にできるだけ本物の英語に触れさせるために、英国の公的な国際文化交流機

関であるブリティッシュカウンシルへ講師派遣を委託し、トレーニングを積むことで英語

による意見交換が可能なレベルへ語学力を引き上げる。さらに千葉大学独自に開発された

指導理論に基づく教材やシステムを利用し、英語を聞き取る力・語彙力など、英語コミュ

英語教育2

授
業
の
概
要
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　ニケーション能力の総合力を養成する。

　授業内容は英語で授業を行うために必要な英語表現を中心に、聞き手の思考様式を考え

効果的に伝えることを強調。声の大きさやジェスチャー・目を見て話すなど、話し方その

ものに関する指導を徹底した。また半期ごとのプログラムに参加する40名の学生をおよ

そ半分に分け、少人数授業とする。

　ツインクルプログラムでは現地で実践する授業内容として、科学と日本文化という２

つのテーマで授業づくりを行う。なお、事前授業の際には派遣先のASEANの学生を受入

れ、協働して授業づくりに取り組む。

　渡航前には授業案発表会を４回設定し（４回目は渡航前の模擬授業）、メンター教員から

学生だけでは気づきにくい授業計画の不十分な点などを指摘し、授業計画がブラッシュ

アップされていく仕組みとする。

＜科学授業＞

　理系研究科および学部学生の研究テーマを基に、千葉大学が誇る先端研究の面白さや意

義に焦点を当てて教材・指導案を作成する。高度な研究トピックを学習者にとってわかり

やすく提示する方法を検討する。

＜日本語・日本文化授業＞

　派遣学生は先端研究の授業を行うと同時に、日本文化をASEAN諸国の児童生徒に紹介

する授業も行う。

　ツインクルプログラムで扱う日本文化は、いわゆる折り紙や漫画ではなく、日本の科学

技術文化を主眼としたものである。これは単なる日本ファンを育成することが目的ではな

く、科学技術立国をすすめる日本への信頼と尊敬を再び取り戻すことを目的にしている。

そして将来ASEAN諸国と日本の架け橋となる人材を育成することも目標としている。

　授業づくりにはテーマに即した情報提供など、国際教育センターとの協働で実施する。

授業づくり3
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本プログラムでは、年に2回、千葉大学生の派遣およびASEAN連携大学からの学生受け

入れを行う。

　 イベント 実施事項

4月 学生募集 説明会開催
ガイダンス資料の折込

5月 ガイダンス 受講生登録、ユニット分け
学生を集めてガイダンスの実施

6月 留学生受け入れ
（2週間）

ASEAN前期派遣校学生の受け入れ
ツインクル学生との交流

7月

8月
安全講習会 派遣前の準備事項確認
集中講義 派遣時の活動内容について学習
派遣 現地活動

9月 派遣 現地活動

10月
留学生受け入れ
（2週間）

ASEAN後期派遣校学生の受け入れ
ツインクル学生との交流

後期派遣追加募集
11月
12月

1月
派遣前の準備事項確認

集中講義 派遣時の活動内容について学習
2月 派遣 現地活動

3月
派遣 現地活動
成果発表会 ポスターセッション

派遣時（２週間）のスケジュール

１週目

月 到着
火 現地大学での研究交流・授業準備
水 現地大学での研究交流、授業準備など
木 実習（１校目）
金 実習（１校目）
土

グループごとに計画表を提出して課外活動
日

２週目

月 現地大学での授業準備
火 実習（２校目）
水 実習（２校目）
木 現地大学でのファイナルプレゼンテーション
金 （予備日）
土 日本へ出発
日 帰国

年間の流れ（スケジュール）1
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事前事業の日程表（例：平成25年度前期）

ASEANからの受入れ期間（例）

　受け入れは前期および後期の２回に分けて行う。それぞれ日本人学生の派遣先の時期と

対応して行う。受け入れの時期としては、基本的には前期が６～７月、後期が10～11月

である。この時期はインドネシアのようにイスラム教徒が多い国からの受け入れの場合、

ラマダン（断食月）などの宗教行事との兼ね合いにより変化する。また、ASEAN各国も

しくは各大学の学期は多様なため、事前に入念な打ち合わせを行う。

プ
ロ
グ
ラ
ム
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授業の流れの図
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　派遣年度の４月に派遣説明会を行う（表は平成25年度の実績）ほか、ウェブサイトや

学内掲示で参加を呼びかける。

　説明会ではプログラムの目的やスケジュールなどの概要説明のほか、取得できる単位・

申し込み方法についてのアナウンスを行う。各年度の実績として100名前後の参加者がい

た。

説明会日程

第１回 4月17日（水）昼休み

第２回 4月19日（金）昼休み

第３回 4月19日（金）18時～18時半

参加人数 延べ109名

内容

・概要説明
　 （プログラムの目的、スケジュール、各コース説明など）
・単位について
・申し込み方法
・質疑応答

募集活動1
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　選抜は以下の３点を主な観点とし、ツインクル担当教員と教員養成開発センター教員で

厳正な協議によって行われる。

　①　 TOEICスコアを評価基準とした英語力［参加条件を600点以上（英語中級者）に

設定］

　②　志望動機等から見る意欲の強さ

　③　プログラム参加によって今後の活躍等の成果が期待できるかどうか

　基本は書類選考であるが、必要と思われる学生には個別の面接を実施し、総合的に評価

を行う。

　選抜された学生は理系・教育の学生が混ざるように６名程度のユニットに分け、アカデ

ミック・リンク・センター等を活用したアクティブラーニングにより科学教材・授業を開

発していく。

　現地での教育実践にあたり、テーマ作りや教材開発における考え方などを示すために、

ガイダンスを行う。ガイダンス時には前年までのグループの行った実験内容や授業の流れ

なども紹介していく。またガイダンスは一部英語で行うものもある。

　渡航前教育としては、受講生がペアで授業開発を行うためのグローバルジャパン授業研

究、外国語能力を向上するための英語授業、現地での教育活動のための日本語・日本文化

教育がある。

　単位認定は教育学研究科および教育学部で行い、自由選択科目として卒業要件の履修単

位に加えることができる。また他研究科および学部生は自由選択科目として卒業要件の履

修単位として10単位までを加算することが可能となっている。

選抜とユニット形成2

ガイダンス3

渡航前授業4
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グローバルジャパンカリキュラム（教育学研究科）

グローバルジャパンカリキュラム(教育学部)

授業名 単位数 修士課程履修基準との関係 

事前授業
授業研究 2 授業研究に関する科目 
外国語特別研究 I・II 2+2 

自由選択科目
日本語教育・日本文化特論 2

ASEANにおけ
る授業

日本文化理解 2
現地語・文化学習 2
アウトリーチ活動 2

課題研究
連携校授業 2
合　　計 16 他の研究科の院生は10単位まで履修できる。

授業名 単位数 卒業要件との関連

事前授業
グローバル教育論 2

教材研究あるいは自由選択科目として卒業認
定単位科目に組み入れる。

授業作成 2
外国語特別演習 I・II 2+2 

ASEANにおけ
る授業

日本語教育・日本文化概論 2
アウトリーチ活動 2
連携校授業 2
日本文化紹介 2

　　●実験例

　　・現地の植物色素の抽出と分析

　　・頬粘膜細胞からのDNA抽出

　　・液晶の作成

　　・色素増感太陽電池の作製

　　・水の浄化（吸着剤の違いを体感）

　　・圧電素子を用いた発電実験

　　・光通信機の作製

　　・錯視の体験

　　●グループ活動例

　　・ロールプレイ（ロイシンジッパーの働き）

　　・ グループディスカッションによるKJ法（未来の世界、家庭における看護など）

　　・ランドスケープデザイン

　　・クイズ

　　・分子模型の組み立て

プ
ロ
グ
ラ
ム
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　 派遣前後の教育
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①学生の動き

　現地への到着後は、各大学で教員・学生に対し授業のデモンストレーションを行う。そ

の内容を受けて教員とディスカッションを行い、より現実に即したフィードバックを受け

ながら改善を行っていく。短い期間で改善を繰り返していくため、連日深夜まで授業準備

を行う学生も多くいる。

　派遣先では授業を行うだけでなく、現地の大学生と交流を持ち、派遣先の文化への理解

を深めることも目的となる。連携大学の担当教員と学生は、その国それぞれに特徴のある

文化施設紹介や学習機会を与えるよう努めてくれている。このような交流・友好関係は派

遣後もSNSなどを利用して個人的に繋がっており、日本とASEANを繋ぐ架け橋として

の役割を果たすと期待している

トライアルコースのスケジュール例

1日目 成田空港発
現地宿泊先へ到着

2日目 連携大学での活動
（自己紹介・大学紹介、研究内容紹介、授業計画紹介、大学見学など）

3日目 実習先高校訪問（１）、授業準備

4日目 授業実践（日本文化授業）

5日目 授業実践（科学授業）
実習校での歓迎会に参加

6日目
フィールドワーク

7日目

8日目 実習先高校訪問（２）、授業準備

9日目 授業実践（日本文化授業）

10日目 10日目 授業実践（科学授業）
日本語の授業に参加

11日目 連携大学での活動
（ファイナルプレゼンテーション［研修の振り返り］）

12日目 現地空港発

13日目 成田空港着

派遣活動5

プ
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ユニット 理科授業 日本文化

A 視覚と錯視 日本の学生生活と流行ファッション

B トランジスタの機能と現在と未来のデバイス 東京の様々なエリア

C Landscape Architecture 日本のお祭りと食事

D Agroforestry 日本のスペース活用術

E 錯視 日本の学校生活と教育制度

F How to Generate Electricity?:
Let's use Solar Cell! 日本の便利グッズ

G Experiment on LCD Let's Play Shogi

H Experiment on Photochemistry:
Making a letter Stamp 日本の鉄道の正確さとその仕組み

I バイオマス 日本の織物

J なぜグリーンパプリカは苦いのか？ 折り紙

K 光の屈折実験、水溶液の電気分解

学生が開発し、ASEAN諸国の高校で実施した授業テーマ（例）

②引率教員の動き

　派遣先の受け入れ環境をチェックすることが随時必要である。最終確認として教員が派

遣先の現地担当教員に対し、確認と対策を行う形をとる。なお、現地での打ち合わせの具

体的内容としては以下のようなものとなる。

　・受け入れ高校の担当者への挨拶、実験設備等の確認

　・日本での活動状況の報告

　・学生の現地での交通手段の確認　など

　学生派遣時には担当教員が現地へ随行し、現地教員との連携や学生の生活面でのサポー

トを行っていく。
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採点表6

　持続可能な体制への変換のために後半の１週間を現地連携校教員による指導体制とし

た。ジョイントスーパービジョン実施体制の一環として、派遣学生に対する評価指標とな

る採点表を作成し、連携大学の教員と派遣先高校の教員による採点を行っている。以下は

その採点表の内容である。

ABCD EFGHIJFGCK�L�JC�MDN OPJ JFQRKD�L�GF�S� T�FUH

O
T�FURFDH�MQVSSK�SW�XUYFBQHU�ZBDH[�FDCSB
\QCHBQH
]CYCMCSB SW EFBSMQCHBQH

O^

J
JFQRKD��SW�_URQFDCSB
_B[KCMV�_URQFDCSB `a

O
]HbF�DGHBD�SW�HURQFDCSB

`a

O
T�FURFDH�MQVSSK�SW�\QCHBQH
]CYCMCSB�SW�JRBUFGHBDFK�\QCHBQH
]HbF�DGHBD SW QVHGCMD��

Oc

O
T�FURFDH�MQVSSK�SW�_B[CBHH�CB[
]HbF�DGHBD�SW�XbbKCHU��VHGCMD���FBU
`CSDHQVBSKS[�

Oc

J
d�efgehijklmnnojnpjqgresthtikjFBU
\SQCFK�\QCHBQHM Oc

J
T�FURFDH�\QVSSK�SW�uS�DCQRKDR�H
_BYC�SBGHBDFK�uS�DCQRKDR�H�]HbF�DGHBD
`CSKS[CQFK �HMSR�QHM MQCHBQH QSR�MH

Oc

O
T�FURFDH�\QVSSK�SW�uS�DCQRKDR�H
]CYCMCSB�SW�_BYC�SBGHBDFK�uS�DCQRKDR�H Oc

J
T�FURFDH�MQVSSK�SW�_URQFDCSB
]CYCMCSB�SW�vHQVBSKS[��_URQFDCSB O^

��CDH�CF�WS��ABCDwM�MQS�H ��CDH�CF�WS��ZBUCYCURFKwM�MQS�H

xKHFMH�yH�MR�H�DS�WCKK�DVCM�QSKRGBM X�I_zQHKKHBDN X�I_zQHKKHBDN

xKHFMH�WCKK�DVCM�QSKRGBM�CW�BHQHMMF�� `�ITSSUN `�IxSS�N

��IxSS�N ��IES�MQS�HN

]�IES�MQS�HN

ABCD EFGHIJFGCK�L�JC�MDN OPJ JFQRKD�L�GF�S� ABCDwM�MQS�H ZBUCYCURFKwM�MQS�H

O
T�FURFDH�MQVSSK�SW�XUYFBQHU�ZBDH[�FDCSB
\QCHBQH
]CYCMCSB SW EFBSMQCHBQH

xKHFMH��VSSMH

J
JFQRKD��SW�_URQFDCSB
_B[KCMV�_URQFDCSB xKHFMH��VSSMH

O
]HbF�DGHBD�SW�HURQFDCSB

xKHFMH��VSSMH

O
T�FURFDH�MQVSSK�SW�\QCHBQH
]CYCMCSB�SW�JRBUFGHBDFK�\QCHBQH
]HbF�DGHBD SW QVHGCMD��

xKHFMH��VSSMH

O
T�FURFDH�MQVSSK�SW�_B[CBHH�CB[
]HbF�DGHBD�SW�XbbKCHU��VHGCMD���FBU
`CSDHQVBSKS[�

xKHFMH��VSSMH

J
d�efgehijklmnnojnpjqgresthtikjFBU
\SQCFK�MQCHBQHM xKHFMH��VSSMH

J
T�FURFDH�\QVSSK�SW�uS�DCQRKDR�H
_BYC�SBGHBDFK�uS�DCQRKDR�H�]HbF�DGHBD
`CSKS[CQFK �HMSR�QHM MQCHBQH QSR�MH

xKHFMH��VSSMH

O
T�FURFDH�\QVSSK�SW�uS�DCQRKDR�H
]CYCMCSB�SW�_BYC�SBGHBDFK�uS�DCQRKDR�H xKHFMH��VSSMH

J
T�FURFDH�MQVSSK�SW�_URQFDCSB
]CYCMCSB�SW�vHQVBSKS[��_URQFDCSB xKHFMH��VSSMH

vVFB{��SR�WS���SR��QSSbH�FDCSB|

xKHFMH�MHBU�DVH�WHHUyFQ{�\VHHD�DS

OM|�xCbCD
zzz�zzzzzz

`R�HFR�SW�ZBDH�BFDCSBFK�XWWFC�ML�JFQRKD��SW�THS[�FbV�L
TFU�FV�OFUF�RBCYH�MCD�

CW�VH��S��VCM�bH�WS�GFBQH�}FM�SRDMDFBUCB[

ZW�VH��S��VCM�bH�WS�GFBQH�}FM�yFU

ZW�VH�S��MVH�}FM�FyMHBD

CW�DVH�KHMMSB�}FM�SRDMDFBUCB[

ZW�DVH�KHMMSB�}FM�S{�S��[SSU�HBSR[V

ZW�DVH�KHMMSB�}FM�yFU

~FDCB[

�SGGHBD �SGGHBD

ZW�DVH�KHMMSB�}FM�BSD�QSBURQDHU

ZBWS�GFDCSB�SB�DVH�KHMMSBM�WS��VC[V�MQVSSK

JHHUyFQ{�\VHHD�WS��VC[V�MQVSSK

X

vVH�DHQVBC�RH�SW��bDCQFK
QSGGRBCQFDCSBM�DH�GCBFKM

vS�GF{H�MDRUHBDM�RBUH�MDFBU
bR�bSMH�SW�RMCB[�KC[VD�WS�
QSGGRBCQFDCSB

�QR�DFCB
�b�S�HQDS��FBU�MQ�HHB
�c��UC[CDFK�FRUCS�bKF�H�MIKC{H�CxSUN
��vVH���RMD�}FBD�DS�yS��S}
�c��X\_~�x�ZEv_~�S��bSCBDH���SU

`

�FDH��bR�CWCQFDCSB�M�MDHG�
WSQRMCB[�SB�DVH�FQDCYFDHU�QF�ySB

vS�MVF�H�DVH�}FDH��bSKKRDCSB�FBU
b�SyKHGM�FySRD�}FDH��bR�CWCQFDCSB
M�MDHG�}CDV�MDRUHBDM�FBU�HBQSR�F[H
DVHG�DS�DVCB{�FySRD�}FDH��bSKKRDCSB
CB�DVH�WRDR�H

�x�S�HQDS��FBU�MQ�HHB
�UCMDCKKHU�}FDH��I^��N
�ZB�DVH�KHMMSBL�DVH��}FBD�MDRUHBDM
DS�lnri
�thm�lonhmik��mtlm��ng��ngof�s
nh�rtsf
��ihhts��ft�h��
�RMH�KFyS�FDS����SSG

��

��

�R��KHMMSB�VFM�̂
bF�DML�}H�}SRKU�KC{H�DS
QSBURQD�DVH�cMD�KHMMSB
SB�F�UF��FBU�DVH�̂ BU
KHMMSB�SB�DVH�BHzD�UF�
DS�MFGH�MDRUHBDM|

��

X

xKHFMH��VSSMH

�

vVH�FbbKCQFDCSBM�SW�V�U�SbSBCQM
I}FDH��QRKDR�HN��WRDR�H�bKFBD

WFQDS��

cMD�KHMMSB��DHQVBSKS[��SW�bKFBD�WFQDS���FBU
}FDH��QRKDR�H
^BU�KHMMSB���HMHF�QV�FySRD�MHKHQDCYH
GHUCRG
��DS�GF{H�MDRUHBDM�RBUH�MDFBU�DVH
�HKFDCSBMVCb�yHD}HHB�bKFBD�bFDVSKS[��FBU
UFCK��KCWH

�c��GCQ�SMQSbHM
�IZB�ABCYH�MCD�N�vVH��}FBD�DS�RMH
FRDSQKFYH�FbbF�FDRM�FBU�QKHFB
yHBQV
IKFGCBF��WKS}�QFyCBHDN
�c��X\_~�x�ZEv_~�S��bSCBDH���SU
�RMH�KFyS�FDS����SU

`

xKHFMH��VSSMH

_YFKRFDS�wM�EFGH�

\QVSSK�BFGH��

�

xKHFMH��VSSMH

vVCM�USQRGHBD�CM�QSBWCUHBDCFK|�xKHFMH�VFBUKH�DVCM
QF�HWRKK��FBU�UHKFDH�DVCM�UFDF�SB�DVH�x��}VHB
�SR��HQHCYH�SR���HbK��FWDH���SR�MHBU�DVCM�DS
�VCyF�ABCYH�MCD�|
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　派遣先からの帰国後は、報告書を作成し成果発表を実施する。成果発表会は中間報告会

として前期派遣が終了した10月、最終報告会として後期派遣が終了した３月に行う。

　発表会はポスター発表（英語）とし、プレゼンテーションも英語で行う。最も優秀なユ

ニットには優秀発表賞として「TwincleAward」を授与する。また派遣先のASEAN連携

大学・高校から教職員を招くほか、外部評価委員も参加して学生の発表を確認する。

　英語能力の成果確認として、英語コミュニケーション能力評価テスト（OPlc）を派

遣前・派遣後の２回受験する。止むを得ず受験できなかった場合は、帰国後に自費で

TOEICを受験し、成果の確認を行っている。

帰国後フィードバック7
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　ASEAN連携大学からの学生受け入れは、本プログラムで千葉大学がより現地のニーズ

を汲んで授業開発を進めるために、ASEANの学生との協働を促進する、という目的があ

る。そのため千葉大学の学生を派遣する前に受け入れプログラムを実施する必要がある。

　受け入れ期間は２週間のトライアルコースを基本に、６～７月または10月頃に、特にイ

ンドネシアはラマダン等宗教行事が年により異なるため、事前に十分な打ち合わせが必要

となる。連携大学の都合等も勘案しながら調整する。また長期に渡り滞在し、研究交流を

深めることを目的としたロングコースも設定し、学内の各研究室と調整しながら実施する。

　トライアルコースの学生のプログラム内容は、大きく分けて以下の４つとなる。

　①ツインクル受講学生との授業開発

　②協力研究室での研究交流

　③幕張インターナショナルスクール（MIS）または高校での授業実習

　④本学附属学校での授業観察

報告会（ポスターセッション）の様子

ASEAN留学生のための体制と授業8
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　ASEAN学生のトライアルコース（２週間）スケジュール

１st week

　Mon Arrival

　Tue Orientation

　Wed Laboratory Coursework

　Thus ＊ Laboratory Coursework

　Fri Laboratory Coursework

　Sat Workshop on internship (with Chiba Univ. students) 1,

 TWINCLE conference with Highschool Students

　Sun Cultural experience (ESD Program)

２nd week

　Mon School visit at attachment junior high school of Chiba Univ.

　Tue Workshop on internship (with Chiba Univ. students) 2

　Wed Preparation of feedback presentation

　Thus Feedback Presentation / Departure from Japan

　Fri Departure from Japan 

＊【Laboratory Coursework】

　•　Medium of instruction is in English

　•　Workshop in each laboratory (research presentation)

　•　Research facility tour

　•　Participate in a simulation activity

　③・④については、日本人学生との科学授業の開発に際し、日本の中等教育機関におけ

る理科授業の現状を見る、あるいは実際に日本で授業実習を行うことで各国の科学教育と

の共通点・異なる点の相互理解を深め、より効果的に協働を進めていけるようにすること

を目的としている。

　さらにASEAN提携大学から授業内容を高度化しつつ門戸を広げられるコース開設が望

ましいとの要望を受け、科学研究の基礎となる実験や実習を通して日本の科学教育・研究
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基礎を学ぶショートコース（４週間）も開設している。

　ショートコースは前半２週間で通常のツインクル活動を行い、後半２週間で科学実験・

実習を行うというものである。以下は後半２週間のスケジュールを示したものである。実

験・実習を主体とした講義を核に据え、高校での交流もASEAN学生による発表と高校生

による研究発表を行い、ディスカッションを含む活動を行ったり、本学学生との授業作成

もより研究内容を深める形で進められたりするなど、ロングコースよりも裾野を広げた研

究交流と、トライアルコースよりも高度化した教育交流を両立することができた。
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　ショートコース１週目：トライアルコースと同じプログラムスケジュール

ショートコース２週目・３週目：以下の通り（表は平成27年のもの）

２
週
目 

３
週
目 

ショートコース　後半（2015年10月19日～11月2日）のスケジュール
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　ショートコースでは新たな単位付与に十分な授業時間の確保・授業内容の高度化、およ

び評価の厳密化が可能となったことを受け、学生が参加した連携大学と具体的な単位相互

認定に向けての協議を開始した。協議においては本コースのシラバスを提示し、評価基準

や授業内容を共有し、参加大学との個別協議においては、時間・内容の専門性・評価の厳

密性は十分単位の認定に足るものであるという評価を得ている。

ショートコースのシラバスおよび各講義のコンテンツと評価基準

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
際
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65

ツインクル活動
─ツインクル報告書から─

実施体制



66 ツインクルプログラム最終報告書

　

　教員養成開発センターグローバル部門に兼任教員１名（副センター長）、専任教員２

名、特任教員３名、またツインクルオフィスとしてアマヌエンシス（専門職員）１名、

非常勤職員１名を配置し、実施母体とした。さらに協力教員16名と学部事務担当者を加

え、ツインクル実施体制を構築した。

　ツインクルオフィスは事故などの問題発生時に現地スタッフと千葉大学関連部署との連

絡ハブとして支援を行う。さらに、国際教育センター、インターナショナルサポートデス

ク（ISD）が渡航前安全教育を含め、危機管理を支援するほか、ISDはASEANからの受

入学生の生活相談も担当する。

　ASEAN諸国の受け入れ大学は、連携する小中高校との実施調整を担当する。さらに現

地での様々なサポート活動はASEAN諸国にある千葉大学IECオフィスのスタッフととも

に、現地コーディネーターを起用し、実施する。
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　ツインクル会議を教員および事務担当者で週１回開催し、プログラムを運営する。

　３名の特任助教を配置する。ツインクルプログラムを担当する特任助教は、派遣前の事

前授業を担当するほか派遣時の現地指導を実施。派遣先への滞在時に問題が生じた際の対

応窓口となる。なお、千葉大学の担当教員16名も授業開発の指導や現地指導を一緒に行

う。

　プログラムの特任助教にはASEAN出身の教員を１名雇用することで、現地引率教員と

現地大学教員が連携しやすくした。

　・現地での学生指導および評価

　・現地での学生生活フォローおよび安全管理

　・緊急時の連絡窓口および初期対応

　・事業の円滑な実施のための現地関係機関と調整

学内体制1
特任助教・担当教員1

実
施
体
制
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　 特任助教のタスク（年間スケジュール）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
会議・報告会・外部評価委員会
　　外部評価委員会　資料準備
　　ASEAN会議　資料準備
　　Joint research forum　資料準備
　　Research Session　資料準備
　　成果報告会　資料準備
　　外部評価委員会　当日準備
　　ASEAN会議　当日準備
　　Joint research forum　当日準備
　　Research Session　当日準備
　　成果報告会　当日準備
ツインクル募集説明会
　　早期募集　資料準備
　　4月募集　資料準備
　　他学部との打ち合わせ
　　当日説明
事前授業
　　初回授業（ASEAN教育事情、文化学習、授業作成）
　　授業作成
　　模擬授業（年４回）
　　ユニット別指導
　　安全指導
千葉大生派遣
　　ASEANとの打ち合わせ
　　現地引率（少なくとも英語は必要）
　　視察がある場合の準備
ASEAN学生受入れ
　　ASEAN学生ガイダンス
　　受入研究室アレンジ
　　TWINCLE Conference
　　（受入れがない学生）博物館など研修引率
　　MISでの授業
　　附属幼、小、中での引率
報告書関連
　　補助金調書 
　　海外留学支援制度（JASSO）申請書類
　　中間評価報告書ならびにヒアリング資料
ツインクル出版物
　　ASEAN学生レポート編集 
　　派遣学生レポート編集
　　ツインクル年度報告書編集
業者など外部とのやりとり
ギガビジョン
NEC（OPIc）
その他業者来訪時やりとり
世界展開力　採択大学会議
ASWうちあわせ
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　ワンストップ化された活動の支援拠点として、ASEANの大学間および千葉大学学内で

の情報交換のハブとなり、他部局あるいは学外との連携を迅速に行う。

　その役割としては大きく２つに分けられる。１つは派遣・受け入れ学生を支援すること

で、学生の相談対応・派遣準備・受入準備を行う。特に学務に関する専門職員（アマヌエ

ンシス）を配置し、プログラム参加後のフォローアップを行っている。

　２つ目はツインクルコンソーシアムを通じた教員および国際担当事務との連携である。

ツインクルオフィスを窓口に連携大学との交流を深めることで、事務間の危機管理連絡体

制を構築する。

ツインクルオフィス2

①学習サポート
　●派遣学生と受入学生をつなぐ
　●受入学生の研究活動を調整
②生活・安全・諸手続きのサポート
　●渡航・滞在の諸手続き
　●渡航・滞在中の安全な生活をサポート
③渡航後のサポート
　●活動成果のポートフォリオ作成
　●SNSでの交流促進および管理
　●OG・OB回の組織

ツインクルオフィス

➡⬅
サ
ポ
ー
ト

サ
ポ
ー
ト

受入学生派遣学生

学生支援におけるツインクルオフィスの役割

実
施
体
制
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　学術研究交流の促進、学生に対する教育機会の拡大を図るため、千葉大学ではインド

ネシア大学・マヒドン大学などASEAN拠点大学に国際交流センター（International 

Exchange Center）オフィスを設置しており、派遣先で専任スタッフに緊急時相談を行

うことができる。

　渡航前の安全講習として日本旅行医学会所属講師によ

る感染症対策やワクチン接種・動物との接触制限等の指

導を行う。また日本旅行医学会の発行する冊子を学生に

配布することで理解を深める。

　帰国後の感染症対策として、千葉大学学生･職員の健

康支援組織である総合安全衛生管理機構が相談・対応を

行う。

　ツインクル事業の円滑な実施および学生の安全について検討するチームを設置。事業に

関わる教員・関連部署の職員による定例会議を持つと同時に、緊急事態に応じて招集さ

れ、適宜対応を実施する。

　ASEAN連携大学からの学生受入れプログラムの実施にあたり、国際教育センターとイ

ンターナショナルサポートデスク（ISD）からの支援を受ける。

　国際教育センターは、日本人学生に向け授業づくりのための日本文化視点や効果的なプ

レゼン方法などを指導する。また受入れ学生の生活面でのサポートはISDが対応する。

IECオフィス3

日本旅行医学会および総合安全衛生管理機構4

緊急対策チーム5

国際教育センター・インターナショナルサポートデスク（ISD）6
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　学内の他の国際プログラムとの連携により、派遣担当教員の交流および情報共有をすす

め、海外派遣時の安全体制を強化する。ツインクルプログラムでは千葉大学工学部・大学

院融合科学研究科の画像科学学科・専攻が実施するASWプログラムと連携した。当概プ

ログラムは大学院生・学部３～４年生を対象に約１ヶ月間の交換留学を行い、画像科学の

実験・実習を相互の大学で行うほか、現地の企業訪問など相互の産業状況の理解を行って

いる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会社訪問・研究発表交流 ラボツアー 海外での実習・研究発表 

他チームとの連携（「画像科学」に関するアジア学生ワークショップ）7

実
施
体
制
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　本プログラムに参加するASEAN諸国の連携大学は、インドネシア、タイ、ベトナム、

カンボジア、シンガポール、フィリピン、いずれも各地域のトップ校である。27年度よ

り、タイのチェンマイ大学と、フィリピンのサンカルロス大学が加わり、コンソーシアム

メンバーは計14大学・32高校となった。

　これら連携大学とは順次MOA（Memorandum of Agreement）を締結し、プログラ

ム実施の安定化に努めている。

計6カ国14大学・32高校となったコンソーシアムメンバー

学外体制2
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現地のコーディネーターとして、派遣先の大学教員をコンタクトパーソンとして設定し、

責任者１名・サポートスタッフ３名を選定して連絡シートを作成した。

　授業計画へのアドバイス・現地での授業実践時のサポートなど、現地での活動をサポー

トする存在としてASEANの学生とともに事前授業を実施する「バディシステム」を導

入。本学学生を派遣する前にASEANの学生を千葉大学へ受け入れし、協働して授業づく

りに取り組むことで、授業の狙いや内容を十分に理解してもらい、現地での役割分担を明

確にして（本学学生：英語で説明、連携大学学生：現地語で安全面や複雑な実験操作等の

説明）スムーズなプログラム運営を実現した。

　また、ASEANの学生が日本の高校生へ科学授業を行うTWINCLE-Jにおいては、千葉

大学の学生がASEAN学生のバディとしてサポートを行うことで相互に協力関係を作り、

交流や情報交換を促進している。

コンタクトパーソン1

バディシステム2

実
施
体
制
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＜バディシステムによる効果＞

　ASEANの学生が本学学生と協働して授業づくりに取り組むことで、授業の狙いや内容

を十分に理解するとともに、事前の交流や情報交換が行える。特に現地の教育事情などの

情報提供を受けることで、学生の授業計画がより現実に即したものとなった。

　また実験を伴う科学授業においては、本学学生とともに現地学校を訪問し、現地語で安

全面や複雑な実験操作等の説明を行うという役割分担ができた。

　ツインクルプログラムでは、特任助教が現地へ赴いて学生の授業指導・安全健康管理全

般を受け持つという体制をとっている。この体制により、参加学生の安全で効果的な活動

を担保することが可能となり、また現地と日本での評価の一貫性により、活動全体の質を

向上するために不可欠な役割を果たしてきた。

　しかし、支援終了後をみすえての学生支援体制の転換が求められていること、また、各

連携大学・高校で活動が浸透し、連携校教職員がツインクルの目的と質保障について深い

認識を共有できたことを背景に、28年度後期より前半１週間を千葉大学教員が主として

支援し、後半１週間は各連携大学の教員が受け持つ、という体制を導入した。

ジョイントスーパービジョンの実施3
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　実施後の成果としては、特に連携高校の教員において自らも学生評価を担うという認識

が高まったことで、より積極的に学生への指導を行うようになったことが挙げられる。こ

れまで、連携大学では最終成果のプレゼンを行うことで大学教員からのフィードバックを

得ており、学生への指導も十分行われていたが、高校教員の意識が強まったことは今後の

プログラム発展に寄与する成果であると考えられる。

　今年度は一部の大学での実施であり課題はあがらなかったが、今後異なる国・大学で

は、特に安全・健康管理において状況も様々であるため、実施を拡大するとともに課題分

析を継続して行い、学生の安全と健康を担保しつつ、よりプログラムの質を向上できる

スーパービジョン体制を構築していく。 実
施
体
制
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ツインクル活動
─ツインクル報告書から─

安全管理
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　　海外研修の心構えや安全対策、ASEAN諸国の文化についての理解を図るための講習

を、国際教育センター・総合安全衛生管理機構・医学部・日本旅行医学会協力の下に開催

している。特に安全管理については、盗難や災害などの被害対策から生活態度・健康面で

の情報まで、多岐に渡り指導を徹底する。

　短い派遣期間の中、現地に着いても準備を進めるなどで睡眠不足・過労が重なると、慣

れない食事や衛生管理によってなんらかの体調不良が起きる。実際に毎年度、派遣学生の

3分の1がなんらかの体調不良を起こしており、入院する者も出ている。このような事態

が起こらないよう、現地での生活態度に関する注意喚起は非常に重要で、常識と思うこと

も学生には説明が必要であると考えている。また不測の事態が起こることを前提に万全の

対応体制をあらかじめ構築しておく。

　・ 緊急事態発生の可能性があることを十分に認識させる。

　・ 千葉大学全学で行っている学生定期一般健康診断を受診させる。また、帰国後には最

初の学生定期一般健康診断を受診させる。

　・ 渡航期間が１ヶ月を超える場合および持病のある学生は、総合安全衛生管理機構で健

康相談を受診させる。

　・ 渡航期間が１ヶ月を超える場合は、渡航の２ヶ月前までには歯科検診を受け、必要な

治療を終わらせる。

　・ 渡航先の国・地域で流行している感染症情報について「厚生労働省検疫所FORTH

（http://www.forth.go.jp/）のホームページ」を確認する。またその情報に基づき、

必要に応じて予防接種を行うよう指導する（２カ月以上前から準備し接種する）。

　・ 本学の緊急連絡先を提示し、確認ができる状況にしておく。

　・ 「緊急時連絡先」の提出

　・ 「海外渡航届」の提出

出発前の準備1
危機管理に対する心構えと準備すべき事項1

渡航前の手続き2
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　・ 本学部および国際教育センターが実施するオリエンテーションへの参加（必須）

　・ OSSMA（現地ヘルプサービス・安否確認サービス）のWEB登録

　　 →会員証をツインクルオフィスから受け取る

　・ 「たびレジ」のWEB登録

　・ 「安全カルテ」（ツインクルオフィスで配布）の記載

　・ 「身元確認カード」の記載と携帯

●OSSMA（Overseas Student Safety Management Assistance）への加入義務化

　OSSMAは、海外滞在中のトラブル発生時に電話によるサポートを行うとともに、安

否確認サービスを提供するもの。安全性に配慮し、ツインクルプログラム参加者の加入は

義務化している。

●保険加入の義務化

　「海外旅行傷害保険」への加入を義務化するとともに、保険で補填されていない危険に

ついて説明を行う（派遣中の学生が死亡・入院・行方不明等になった場合、その対応費

用・救援者現地派遣費用・遺体移送費用などが補填される保険に加入する必要がある）。

●「たびレジ」への登録を指導

在外公館などから緊急時の情報提供を受けられる外務省のサービス「たびレジ」への登録

を指導している。

　・ 下記のチェックリスト（渡航関連書類、必携品等チェックリスト、連絡先等チェック

リスト）に基づいて、渡航前には必ず必携品、連絡先等の確認を行う。

　・ 持病の有無にかかわらず、痛み止め・風邪薬・整腸剤の常備薬を携行する。また麻薬

と間違われないよう粉薬は避けることを伝える。

　・ 「安全カルテ」を読み、必要事項を記載しておくことを指導する。

渡航前の持ち物チェックリスト等3

安
全
管
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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（必携品等チェックリスト）

□ 旅券（パスポート）及びパスポートのコピー

□ 航空券（ｅチケット）及び写し

□ OSSMA会員証

□ 海外旅行傷害保険証

□ 渡航計画・日程表

□ 現金、外貨、トラベラーズチェック、クレジット・カード等

□ 常備薬（医療機関からの処方薬は主治医の英文証明書を添付）、救急セット等

□ 授業教材

□ 査証（ビザ）（必要に応じて）

□ 予防接種確認証（安全カルテ）

□ 眼鏡・コンタクトレンズの予備

□ 虫除けクリーム※ｐ９（４）参照

□ 除菌用ウエットティッシュ

□ 体温計

□ 生理用品

 

（連絡先等チェックリスト）

□  緊急連絡先（引率教員、小宮山教授、野村教授、下永田准教授、ツインクルオフィ

ス、総合安全衛生管理機構）

□ 保険会社、大使館、銀行、クレジット・カード会社等の連絡先

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　急な体調不良や怪我、また当日の事故や天候不良による交通機関の遅延など、それぞれ

の不測の事態への対応策を示す。

　事故や航空機運休・国外情勢の変化などによる渡航実施の判断は、各ユニットの担当

教員が行う。なおこの判断は「外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.

go.jp/）」から提供される特定国・地域の治安や安全に関する情報をもとに検討する。

出発日及び出発日直前について2
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　海外滞在中に病気や怪我で入院治療が必要となったときは、原則としてプログラムを中

止とする。帰国時期は状況に応じて担当教員が判断する。

※渡航先の国・地域によって医療制度や医療保険制度が異なることから、入院・手術・治

療に関する医療費負担を鑑みて、原則は帰国療養とする。

　パスポートや学生証の管理の他、身元確認カードの常時携行を指導するほか、渡航先の

風習・生活習慣などの特徴、文化的な差異への注意喚起を行う。

　食事の際の衛生管理（飲料水・体調を崩しやすい食品への注意喚起など）の指導を行

う。食品に関する注意として国立国際医療研究センター病院国際疾病センター渡航者健康

管理室制作による「お腹のトラブル 旅行者下痢症とは？」に記載された内容を示し、よ

り具体的な注意喚起を促す。

　デング熱や狂犬病など、日本では発症例の少ない感染症に対するリスクを十分に説明

し、その予防としての具体的行動を指導していく。

　ASEAN諸国は日本とは環境が異なり、高温多湿の地域が多い。そのため体力の消耗や

皮膚炎・胃腸炎などの体調不良に陥らないよう、その対策を指導する。

渡航期間中について3
病気、ケガの対策1

自己管理2

飲食物での注意事項3

虫除け対策、動物との接触4

環境の変化による体調不良や病気5

安
全
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　帰国後は大学側が帰国情報を把握するために、各グループの代表者がツインクルオフィ

スへ報告・連絡するよう指導する。

　帰国直後に下痢や吐き気・発熱などの症状がある場合は、必ず空港の検疫所で健康相談

を受けるように指導する。また検疫所の結果に関わらず、速やかに専門医の診断を受ける

ことも指導する。

　感染症が発生した国・地域または疑われる国・地域から帰国した学生については、千葉

大学総合安全衛生管理機構において相談を行う。

＜予防接種について＞

　感染症リスクを下げるための対策として、学生には予防接種を受けるよう勧めている。

ワクチン 基礎免疫に必要な接種回数（※） 追加接種のタイミング
Ａ型肝炎 ２週～４週間隔で２回 24週に追加実施
Ｂ型肝炎 ４週間隔で２回 24週以降に追加実施
日本脳炎 １週～４週間隔で２回 １年後に追加実施

破傷風トキソイド ４週間隔で２回 20週以降に追加実施
狂犬病 ４週間隔で２回 24週以降に追加実施

出典：日本旅行医学会編『旅行医学質問箱』pp.51、54より

　ツインクルプログラムによって雇用された特任助教が現地へ赴いて学生の授業指導・安

全健康管理全般を受け持つという体制をとっている。この体制により、参加学生の安全で

効果的な活動を担保することが可能となり、また現地と日本での評価の一貫性により、活

動全体の質を向上するために不可欠な役割を果たしてきた。 

　しかし、支援終了後をみすえての学生支援体制の転換が求められていること、また、各

連携大学・高校で活動が浸透し、連携校教職員がツインクルの目的と質保障について深い

認識を共有できたことを背景に、27後期より前半１週間を千葉大学教員が主として支援

し、後半１週間は各連携大学の教員が受け持つ、というスーパービジョン体制を導入した。 

渡航終了後について4

派遣時の体制5
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　実施後の成果としては、特に連携高校の教員において自らも学生評価を担うという認識

が高まったことで、より積極的に学生への指導を行うようになったことが挙げられる。こ

れまで、連携大学では最終成果のプレゼンを行うことで大学教員からのフィードバックを

得ており、学生への指導も十分行われていたが、高校教員の意識が強まったことは今後の

プログラム発展に寄与する成果であると考えられる。 

　今後は実施を拡大するとともに課題分析を継続して行い、学生の安全と健康を担保しつ

つ、よりプログラムの質を向上できるスーパービジョン体制を構築していく。

＜緊急連絡先一覧＞

＜安全対策におけるツインクルオフィスの役割＞

　ツインクルオフィスでは安全教育を行った後、タスクが確実に実行されているかを

チェックする役目を担う。具体的には以下の安全対策・対応を行っている。

　・学生のOSSMA登録および海外旅行保険への加入状況・内容を確認

　　→航空券を引き換えにすることで確実に確認が可能

　・学生から「緊急時連絡先」を回収

　・学生及び保護者からの問い合わせ窓口

安
全
管
理
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＜学生向けハンドブック＞

　ツインクルの実施にあたり、学生向けには「ツインクルハンドブック」を用意した。

　このハンドブックには緊急時の連絡先や身元確認カードなどをつけており、事前授業か

ら渡航時まで、派遣学生にはこの１冊を常に携行させておくことで、不測の事態の際に役

立つよう配慮した。
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96 ツインクルプログラム最終報告書

　ツインクルプログラムに携わる千葉大学の教職員向けに、危機管理マニュアルを作成し

た。

　このマニュアルは「想定される危機の対象と範囲と種類」、「海外渡航前の安全対策」、

「海外渡航中の緊急事態対応」、「海外渡航の実施判断基準」、「学生自身が行うべき危機

管理対策」「緊急対策本部」と状況別の構成に分け、各担当者へ情報共有した。

�� ��

千葉大学教職員向け危機管理マニュアル7
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102 ツインクルプログラム最終報告書

・OSSMAの加入手続きを怠る者がいる

　OSSMAへの加入を派遣の条件としたため加入証書の提出を義務付けていたが、提出

が遅れる者が毎年いる。加入証書は届くまでに時間がかかるため、遅れる者がいることを

見越して提出期限を調整し、学生がスムーズに渡航できるようにする必要がある。

・パスポートの取得・更新が遅れる者がいる

　東南アジアへの渡航はパスポートに６ヶ月以上の有効期限が必要となる。派遣前のオリ

エンテーション時に有効期限をチェックするよう伝えたが見落とす学生がおり、結果渡航

できなかった学生が初年度はいた。そのためパスポートの写しをツインクルオフィスに提

出してもらい、二重でチェックを行うようにした。

・急な辞退への対応が必要になる

　急遽辞退を申し出る学生がいた場合、先方大学への人数変更の連絡・航空券とホテルの

予約キャンセルといった諸々の手配が必要となる。また航空券・ホテルについてはキャン

セルチャージがかかる場合がある。特にホテルについては大抵ツインを利用するため、相

部屋の学生のホテル代が高くなるという問題が起こる。そのような金銭問題や同ユニット

の学生への迷惑など、辞退を申し出た学生が自発的に解決するよう指導した。

　またツインクルに係る奨学金の支給について、成績の高い学生から支給されていくた

め、辞退に伴い枠が空くという可能性もある。この５カ年ではそのような事態は幸いにし

て起こらなかったが、この場合手続き等をやり直す必要が出てくるので注意したい。

・時間通りに集合場所にたどり着けない者がいる

　台風や雪の影響で交通機関に遅延が出る場合、また飛行場・飛行機を間違える場合など

理由はさまざまであるが、余裕のある時間を見て早めに自宅を出ることを指導する必要が

ある。

教育活動・生活指導1
派遣前の手続き・指導1

派遣当日のトラブル2
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・予定の便が飛ばなかった、または渡航できない事情ができた場合

　自然現象・テロの場合は便を変えても振替のチャージが発生しないことがある。ただし

基本は航空会社ごとの判断となるため、日系の航空会社を利用する方が手厚いサービスが

受けられることが予想される。

・e-チケットを所持していない

　本人確認やビザなし入国の条件として、e-チケットの提示を求められることがある。パ

スポートがあれば最終的には解決可能だが、時間がかかる可能性がある。初年度のインド

ネシアでは所持していなかった学生が、セキュリティで止められるケースがあった。その

ため必ず持って行くことを指導する必要がある。

・実験器具のトラブル

　筋電図を取る実験を行った際、日本人では問題なく動くが、現地の生徒の肌に貼るとう

まく動かないという問題が発生した。人を変えてうまくいくこともあったが、個体差が出

やすいものを利用するときは受け入れ留学生でどうなったか、現地の気候で動くのかな

ど、確認が必要となってくる。

・深夜まで行う授業準備

　授業準備として連日深夜まで活動を続けると、体調を大きく崩す原因となることが多

い。現地でしかできないことももちろんあるが、日本での準備不足が否めないことも事実

であるため、自己管理を徹底するよう指導する必要がある。

・派遣されている自覚がない

　現地の学生に誘われて夜通し遊びに行ってしまい、宿舎へ帰ってこない学生がいた。派

遣時には門限を設け、あくまで教育実習として派遣されているということを指導している

が、自覚を持たない学生が少なからずいる。また現地の学生にも大学側の決まりがあるこ

とを伝え、合わせて指導していく必要がある。

派遣時のトラブル3
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・所持金が足りなくなる

　東南アジアは物価が安いと考えて現金を用意してこない学生がいた。ASEANは派遣先

によって物価がだいぶ異なるため（例えばインドネシアのボゴール農科大学周辺はホテル

が一泊700円程度に対し、シンガポールのナンヤン理工大学周辺では一泊8,000円前後）、

募集またはオリエンテーションの際に明確に伝えることが望ましい。

・服装が軽装すぎる

　ASEAN諸国では学校の先生は権威であり、授業を実施するに当たって服装はとても大

事になる。しかしリゾート感覚で訪問する学生もおり、ラフな装いや金髪に染めるなど不

適切な格好で授業を行おうとしていたグループがあった。この時はその場で注意を行い、

現地で服を買わせて対応した。またイスラム圏では女性の肌の露出が好ましくないため、

どのような服装が望ましいかを指導する必要がある。

　さらに東南アジアといっても飛行機内やタクシー・屋内は冷房が非常に強く、またベト

ナム北部など冬は寒いところもある。後期派遣の場合、健康管理の意味でも服装に関する

指導を行う必要がある。

・奨学金関連の手続きが遅れる

　書類の提出が遅れ、申請が遅くなるケースがある。書類の提出はチームで連盟となるた

め、１人が遅れると全員に対する支払いが遅くなる。

・体調不良にも関わらず、帰国後に自己判断で通院しない

　帰国時に体調が悪かったのに、自己判断で病院にかからない学生がいる。帰国後72時

間以内であれば保険の対象となることを理解できていない。この点を派遣前の安全講習で

より強く指導する必要がある。

・成績付与を当てにする学生がいる

　ツインクルの単位を卒業要件に数えてしまうと、後期派遣の場合は成績付与のタイミン

グが遅れ、卒業に間に合わないというケースがある。そのためツインクルの単位を卒業要

件単位として計算しないよう指導している。

帰国後の対応4
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＜安全管理＞

・外国慣れしていない学生へのフォローが必要

　ASEANのホテルではよくある話だが、自室の部屋の鍵がかからないことを不安に思

い、本人が保護者へ連絡、その後ツインクルオフィスに保護者から連絡がくるといった

ケースがあった。また部屋の匂いが気になるとして部屋で休まずに外で寝ているという学

生もいた。双方のケースも決して悪い宿泊施設ではなかったが外国に初めて来る学生もい

るので、引率教員はそういった学生への精神的なフォローも必要となる。

　また日本でのオリエンテーション時にどういったホテルに泊まるのかをアナウンスする

機会を設ける必要もある。

・有事が発生した際の対応

　平成28年度にはタイで爆弾テロが発生し、途中で派遣活動を中止して緊急帰国をし

た。この時の対応を例として掲載する。

　大学側での事件発覚はテレビ報道を通じてであった。初動対応として学内での調整・本

部への意向確認を行った。大学の方針として提携大学内での活動であれば許容範囲であっ

たが、ツインクルは大学構内から出て現地の高校へ派遣される活動であるため、その移動

時の危険性に配慮する必要があった。

　テロ発生時、学生たちは宿舎へ到着したところであった。そこで千葉大学にいる教員と

携帯電話で確認を取り、２回目の爆弾テロ発生時に危険と判断して帰国を決定した。

　帰国便の手配は現地で行うことが難しかったため、日本でツインクルオフィスの事務職

員が対応した。航空会社はタイ国際航空を利用しており、WEBサイト上に無料振替での

テロ発生時の状況1

帰国の対応2

安全・体調管理2
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帰国便通達が出たタイミングで直ちに旅行会社を経由して手配した。現地にいた学生・教

員ともスムーズに帰途につくことができた。

　その他の地域での派遣についても、爆弾テロの予告が出たため、場所を変えるなどの対

応が必要となった。また派遣自体が中止となるユニットもあった。

　キャンセル時のチャージは学生負担となることは事前のガイダンスでアナウンス（と同

時に学生に署名させる海外留学誓約書にも記載）をしていたが、よく読んでいない者もお

り、行きたいのにキャンセル料を支払って行けない、他のプロジェクトで中止になってい

ないケースがある、と不満を訴える者もいた。一方、自ら不安を訴え辞退を申し出る者が

出たり、保護者から大学の判断を聞きたいと求められることもあった。

＜体調管理＞

・体調不良の原因は睡眠不足・食事（辛い物・生野菜・水）・プール

　毎年、下痢やインフルエンザなどで体調を崩す者が多数おり、実施５カ年の中で入院者

がいない年は残念ながらなかった。

　体調不良の原因として考えられるのは、授業準備として深夜まで活動をしていることに

よる睡眠不足や過労、またASEAN特有の辛い食べ物、さらに衛生環境の整っていない場

所で食事をすることにより、生野菜などから生水を摂取してしまうといったことも考えら

れる。またプールについても塩素は入れているが循環されていないなどで、そこから体内

に摂取されるということもあり得る。

　このような生活環境に対する指導として、生水を飲まない・火の通ったものを食べる・

屋台などの衛生環境の悪い場所で食事を取らない、といった具体的事例を挙げて指導を

行っている。

・OSSMAの加入病院を利用する

　引率教員はOSSMAの病院リストを持参し、病院にかかる必要がある場合にはそのリ

ストの中からピックアップした場所にかかるようにしている。基本的にOSSMA加入病

院は英語でのコミュニケーションが取れることが前提となっており、ホテルのフロントに

その後の派遣対応3
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見せて電話を貸してもらえれば問題なく連絡がつくようになっている。ただし一部病院で

は英語が通じないケースもあったため、その場合は現地の学生に通訳として間に入っても

らったこともあった。

　なおOSSMAの病院は基本的にはキャッシュレスになるが、病院によって費用の立替

が必要になることがあった。これはOSSMA側と現地病院の連携がうまくできていない

ケースである。

・入院はする方向で判断する

　体調が悪くても学生は頑張ってしまい悪化するという側面があるため、引率教員の判断

で無理という判断があれば入院を推奨した（現地の病院で医師が大丈夫と判断した場合で

も、学生本人に聞いて厳しいと判断した場合は、無理をさせずに入院させたい旨を現地の

医師に伝えた）。

　ただし、医療環境の整っていないカンボジアについては、ツインクル実施数が足りてお

らず病院にかかったケースがない。今後の課題として、病院にかかるケースが発生した場

合の対応をどのようにするか検討が必要である。

・保険証書を必ず持参させるよう指導

　保険証書があまり丈夫な紙でないため、重要度が低いと判断する学生が多かった。病院

にかかる学生の中に持参していなかった者はいなかったが、それ以外の学生の中には現地

に証書を持参していない者もいた。重要性の説明と必ず持参する旨を、ガイダンスで強く

指導する必要がある。

・入院により帰国時期が変更となった場合

　学生の入院により帰国が伸びた場合、ASEANの国では電話環境が整っていないので、

日本から航空会社に延期手配を行った。この際、日系の航空会社であれば変更が無料で行

えることが多い（ただし現地の航空会社でもその時々で対応が違うので注意が必要）。ま

た帰国便の振替時に診断書を見せる必要があるケースがあるので、学生に現地で依頼して

持参するよう指導を行う。

　なお、引率教員も一緒に残ることになるため、延長し得る可能性に配慮して仕事の整理

などをつけておく必要もある。
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＜対外交渉＞

・急な変更への対応

　授業への参加者が40人を予定していたのが実際に行ったら80人に増えていた、前々日

になって訪問時間が急遽変更された、といった予定の変更が常に起こるのがASEANであ

る。その要望に対し、対応できるものは対応する、できないものは「これが予定だったか

らできない」と断ることも必要なので、学生の判断により対応を行った。

・入国時の説明対応

　機内持ち込み可能と聞いていた実験器具が入国管理で止められたケースがあった。何の

機材なのかを確認された学生がうまく説明ができず、教員が説明を行うことで事なきを得

た。こういった状況の中で、例えば勉強や留学といったキーワードを伝えてしまい、留学

ビザが必要だから購入しろと要求されるケースもあった。

　このように学生に状況や事情を説明させるにはなかなかハードルが高い。そのため大学

から公式に発行された証明書（学長のサイン入り）とレターを持っていくことで、説明を

補足することができると考える。

・現地教員・学生とのリレーション

　現地での担当チームが変わったなどの状況変化が起こると、ツインクル活動があまり理

解されていない状態になり、学生を固定化せずに変えてくる教員がいて良い関係づくりが

できなかったことがあった。ツインクルは日本と現地の学生が常に同じチームで動いてい

ることに意義がある活動なので、現地の状況変化に対応しながらその意義を明確に伝えて

いく必要がある。

　またシンガポールでは現地学生の受け入れを行っていなかったため、テレビ会議でのコ

ミュニケーションが主となっていた。そのため意思疎通がうまくいかず、お手伝いを少し

すれば良いという程度の理解にとどまってしまっていた。シンガポールはインフラが整っ

ていて安全なので派遣地として魅力的な場所であるため、今後は関係づくりをもっと進め

ていかないといけない。

対外交渉・受け入れ3
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＜受け入れ＞

・ASEANとの時間感覚の違い

　ASEANからの受け入れ学生は金銭的余裕がないため、ほとんどがJASSOによる奨学

金を受給して来日することになる。その際に申請期限があるため日本から書類の提出を促

すのだが、締め切りという時間の概念がない者が多いため、日程的にかなり厳しい状態に

なる。そのため申告期限より大幅に前倒して依頼をかける必要が出てくる。またベトナ

ム・カンボジア・インドネシアは入国ビザも必要となるため、この申請も前倒して行わな

ければならない。

　またJASSOでは到着日の申請も合わせて行うが、LCCなどを利用して来日すると到着

時間が大幅に遅れることがあり、日程がずれることがある。この場合は再度申請をし直す

必要も出てくる。

・体調不良が起こった場合の対応

　受け入れ学生が体調不要を訴えた場合に、日本ではまだまだ英語で受診できる病院が少

ないことが課題となってくる。この５ヵ年ではツインクルオフィス事務員や手伝いの学生

が付き添って対応していたが、緊急時の対応をどのようにするか体制を協議する必要が

ある。

　また受け入れ学生にはワクチン接種歴を確認していないため、アウトブレークなどの脅

威を避ける意味で受け入れ学生の健康状態の把握も必要になってくる。

・生活に対するサポート

　日本では英語表記のものが少ないため、駅の表示や寮内のエアコン・給湯器の使い方な

ど、細々とした生活のシチュエーションごとに困る場面が多く見られた。そのため生活に

関するマニュアルを細かく作成する必要があると考える。また受け入れ学生には門限を設

けていないため、日常の生活指導も今後の課題となる。
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５年間の成果



112 ツインクルプログラム最終報告書

　

　千葉大学からの派遣学生は５年間で362名、ASEANからの受入れ学生は246名とな

り、派遣先で千葉大学学生の授業を受講したASEANの児童は合計14,000人にも及ぶこ

ととなった。
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活動実績1
派遣数と受入れ数1
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Teacher Education Integrated Curriculum Mobility: Prespectives for Asean 

Countries

・科学教育研究（投稿中２報）

・千葉大学教育学部研究紀要（５報）

・東アジア科学教育学会「EASE」(2015,2016)

・日本科学教育学会（2014,2015,2016）

・グローバル人材養成シンポジウム2013

・静電気学会（招待講演）2013

・中央大学シンポジウム2015

・海外で学ぶ人／働く人の安全・健康支援講演会2016

・国際シンポジウム開催（2014年、2015年、2016年）

国際シンポジウム

論文および学会等発表2
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Ⅰ．ツインクルプログラムの概要

　ツインクルプログラムは，学生の異文化理解を促進し，グ
ローバルマインドを持った人材を養成する海外での教員イ
ンターンシッププログラムである。ツインクル活動では，
１セメスターかけて授業開発が行われ，長期休暇中に現
地の小・中・高校にて英語による科学実験授業を実践す
る。この教育活動は，グローバルジャパンカリキュラム
に基づいて行われ，国内での学習および海外インターン
シップは各々に評価され，学生に単位が認定される。
　ツインクルプログラムでは，教育学研究科・学部の学
生と理系研究科・学部の学生が４人前後のグループを組
み，理系の学生が科学トピックを提供し，教育系の学生
の教育学的知見を踏まえながら，協働して千葉大学の最
先端科学研究を題材とした教材を開発する。そして，実
際にASEAN諸国の学校に派遣される前に，ASEAN諸
国協定大学の学生を日本に受け入れて協働しながら現地
の状況を踏まえた，現地で実践可能な授業開発をする。
その後，長期休暇を活用し，ASEAN諸国に赴き，実際
にASEAN諸国の学校で先生となって英語による科学実
験授業を行う。
　年度末にはツインクル参加学生の英語による活動紹介
プレゼンテーションとポスター発表による成果報告会を
行っている。ここには，ASEAN諸国協定大学・高校の
教員を招き，成果と課題の共有を図っている。
　さらに，平成26年度からはASEAN諸国の学生が日本
の高校に赴き，高校生との英語による研究交流が始まり，
千葉大学の学生が引率や留学生のサポートを行っている。
　ツインクルプログラムでは，このように文系と理系，
日本とASEAN諸国，現地の学校との様々な文化の壁を
乗り越える体験，科学・技術を通した文化交流によって
日本を伝える体験をする。この体験を通して，学生がグ
ローバル社会で活躍するリーダーとしての資質を身につ
けることを目的としている。

Ⅱ．ツインクルプログラムの実績

　ツインクルプログラムは平成24年度から実施されてお
り，４年目を迎えた。現在は，インドネシア，タイ，カ
ンボジア，ベトナム，シンガポールの５か国，12大学・
30高校と協定を結び，交流を深めている。平成24年～27
年度前期の派遣・受入れ交流総数は634名（千葉大学学
生235名，ASEAN諸国学生167名，千葉大学教員108名，
ASEAN諸国教員124名），ASEAN諸国の小・中・高校
での実施授業総数240講義，受講したASEAN諸国の児
童生徒はのべ人数12,500人にのぼる。
　学生交流に加えて研究交流も行われている。ASEAN
諸国から千葉大学への学生受入れの際，個々の専攻を考
慮して研究室配属を行い，３日間の研究室体験を実施し
ている。派遣参加学生の増加に伴い，平成26年度では教
育学研究科および理系研究科から計44研究室が参加した。
研究室間のパートナーシップに基づくロングコースの受
け入れも行っており，研究室間での共同研究に加え，大
学院でのジョイントスーパービジョンも始まっている。
さらに，ツインクルプログラム参加を契機として，千葉

大学を含む日本の大学院への進学者も現れている。

Ⅲ．目　　的

　本研究では，平成25年度後期と平成26年度にツインク
ルプログラムに参加し派遣を終えた学生の自由記述アン
ケートに着目し，以下に焦点を当てて分析し，実施プロ
グラムの評価およびそれに基づく改善を目的とした。
①派遣経験による学びと成長
②プログラムに対する評価
③派遣前後での授業づくりと実践への意識の変化

Ⅳ．対象と方法

１）対　　象
　研究対象は，ツインクルプログラムに参加しアンケー
トに回答した千葉大学の学生である。平成25年度後期派
遣後学生18名（教育14名，工学２名，理学２名），平成
26年度派遣前学生92名（園芸10名，教育52名，工学19名，
人文科学２名，融合科学４名，理学５名），平成26年度
派遣後学生68名（園芸８名，教育35名，工学14名，人文
科学１名，融合科学４名，理学４名，その他２名）であっ
た。分析の対象は以下のとおりである。
⒜ 　平成25年度後期派遣後アンケートのうち自由記述欄
に記述があった14件

⒝ 　平成26年度の派遣後アンケートのうち自由記述欄に
記述があった27件

⒞ 　平成26年度の派遣前アンケートのうち「授業づくり
において大切だと思うこと」に記述があった34件

⒟ 　平成26年度の派遣後アンケートのうち「授業づくり
において大切だと思うこと」に記述があった41件

２）方　　法
　学生の自由記述アンケートを，テキストマイニング
ソフトウェア（IBM SPSS Text Analytics for Surveys 
4.0.1）を用いて分析した1）。テキストマイニングとは，
文章（テキスト）から有益な情報を発掘（マイニング）
する方法である。ソフトウェアが文章を形態素レベルに
分割し，その出現頻度や関係性を分析して文章から情報
を抽出する。
　まず，学生の自由記述データをExcelの１セルに１人
ずつ記入し，ソフトウェアにインポートした。次に，キー
ワードを抽出し，その結果をもとに自動でカテゴリを作
成した。全てのキーワードに目を通し文脈上の意味を考
慮した上でカテゴリの修正を行った。さらに，カテゴリ
Webを用い，カテゴリ間の関係性を視覚化した。

Ⅴ．結果と考察

１）ツインクル経験後の自由記述内容の分析
　分析対象 ⒜ 平成25年度および ⒝ 平成26年度ツインク
ル経験後の自由記述を用いて，それぞれのキーワード抽
出とカテゴリ作成を行った。カテゴリの出現頻度とカテ
ゴリの重複度を視覚化し，自由記述内容の全体的な傾向
を把握した。
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科学教育活動をベースとした海外教員インターンシップが
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Analysis of Effects of Science Teacher Internship Abroad on University Students

YOSHIDA Kyoko＊　　 NOMURA Jun　　 YAMANO Yoshiaki　　 OSHIMA Ryugo
Sapto ASHARDIANTO　　 BABA Satoko　　 YAMADA Kyoko

IIZUKA Masaaki　　 ITAKURA Yoshiya　　 KATO Tetsuya　　 KINOSHITA Ryu
KOMIYAMA Tomoyoshi　　 SHIMONAGATA Shuji　　 SHIRAKAWA Ken　　 SUGITA Katsuo
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Graduate school of Education, Chiba University, Japan: Master Course Student
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　千葉大学はスーパーグローバル大学として，グローバル人材育成のための教育を推進している。ツイン型派遣プログ
ラム（ツインクルプログラム）は，学生が文理融合チームを組んでASEAN諸国の学生と協働しながら，現地の学校で英
語での科学実験授業を実施する海外教員インターンシッププログラムである。本研究では，①プログラムに参加し派遣
を経験した学生の学びと成長，②プログラムの内容に対する評価，③派遣前後での授業づくりと実践への意識の変化，に
焦点を当て，学生の自由記述アンケートをテキストマイニングにより分析した。この結果，学生が活動の中でいくつもの
困難を乗り越えてASEAN諸国で教員体験をし，グローバル社会で活躍するための資質を身につけたこと，プログラムに
参加して異文化交流や教員経験ができ，授業づくりを通して成長したこと，その内容に価値を感じていることが示唆された。

　As a “Super Global” University, Chiba University is promoting education for developing global human resources. 
The “Twin College Envoys Program” （TWINCLE Program） is an overseas teacher internship program in which 
students make teams combining students from humanities and science faculties who work together with students 
from ASEAN countries and teach science experiment classes in English in local schools. In this research, we 
analyzed students’ open ended surveys using text mining. The main focus of the surveys was 1. the learning and 
growth of students who participated in the program, 2. evaluation of the contents of the program, 3. the learning 
of the students who experienced preparing the classes over the course of one semester. The results showed 
that through these activities the students were able to overcome various difficulties and experience teaching 
in ASEAN countries, they were able to acquire the skills to carry out activities in a global society and through 
participating in the program they were able to experience intercultural exchange, teaching experience and 
growth through planning classes. They felt that the activities were valuable in all these respects.

キーワード： 科学実験授業（science experiment classes）　ASEAN諸国（ASEAN countries） 
海外教員インターンシップ（overseas teaching internship） 
文理融合（integration of humanities and science）　テキストマイニング（Text Mining）
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　平成25年度ツインクル経験後の自由記述を，出現頻度
の高いカテゴリ順に見てみると，「良い」，「経験」，「ツ
インクル」，「現地」，「思う」，「困難」があった（図１）。
重複度の高いカテゴリは，［良い－経験－現地－困難－
ツインクル－できる］であった（図２）。
　この結果，学生が，ツインクルの活動の中で困難を伴う
こともあったが，現地での経験を終えて全体を通してポ
ジティブな印象を持っていることが見出された。これに
より，学生が困難な活動や現地での経験を含めてプログ
ラムの内容に対して価値を感じていることが示唆された。
　平成26年度ツインクル経験後の自由記述を，出現頻
度の高いカテゴリ順に見てみると，「良い」，「ツインク
ル」，「感謝」，「現地」，「経験」，「できる」があった（図
３）。重複度の高いカテゴリは，［良い－経験］，［良い－
ツインクル－自分－現地－困難－できる－感謝］であっ
た（図４）。
　この結果，やはり平成26年度も，学生が，ツインクル
に参加して困難を伴うこともあったが，現地での経験な
ど，自分にとって価値のある経験ができ，感謝している
ことが示された。これにより，学生自身にとって有益な
学びがあったこと，学生が困難な活動や現地での体験を
含めてプログラムの内容を高く評価していることが示唆
された。

２）ツインクル経験後の自由記述内容の比較と分析
　分析対象 ⒜ 平成25年度および ⒝ 平成26年度ツインク
ル経験後の自由記述のうち，平成25年度のみに出現した
カテゴリ，平成26年度のみに出現したカテゴリに着目し
た。出現頻度の低いカテゴリについては個々の回答につ
いて分析し，平成25年度と平成26年度の自由記述内容を
比較した。
　平成25年度のみに出現したカテゴリには，「準備」，「悪
い」，「実際」，「文理融合」があった（図５）。これらの
出現頻度が低いカテゴリは，個々の回答に着目すると，
「準備に関する事前授業がレベルに合わなかった」，「グ
ループの相手と合わず，モチベーションが下がった」，「文
理融合グループのバランスが悪かった」というプログラ
ムに対するネガティブな意見も見受けられた。一方で，
「文理融合グループは，最初は理解し合うのに苦しんだ
が，ためになった」，「授業準備が大変で辞退を考えたこ
ともあったが，実際に現地での活動を行ったら，嫌だっ
たことも忘れてしまった」などの意見が見受けられた。
　平成26年度のみに出現したカテゴリには，「自分」，「成
長」，「見つめ直す」，「考える」，「今後」，「自信」，「役に
立つ」があった（図６）。これらの出現頻度が低いカテ
ゴリは，個々の回答に着目すると，「他の学生や現地の
学生とディスカッションを通して理解し合い，成長する
ことができた」，「授業づくりが大変で辛いことも多かっ

図１．平成25年度ツインクル経験後自由記述
　　　カテゴリの出現頻度

図２．平成25年度ツインクル経験後自由記述
　　　カテゴリ間の重複度

図３．平成26年度ツインクル経験後自由記述
　　　カテゴリの出現頻度

図４．平成26年度ツインクル経験後自由記述
　　　カテゴリ間の重複度
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たが，今後の人生で役に立つ経験ができた」，「分野の違
う相手との交流で自分自身や専攻について見つめ直すこ
とができた」，「困難を乗り越えて自分に自信がついた」
などの意見が見受けられた。
　平成25年度と平成26年度の分析の共通項目として，「文
理融合教育の困難さ」と「授業準備の困難さ」があった。
文理融合教育は分野の異なる相手と理解し合う大変さが
あること，授業準備に対して負担に感じていることから，
プログラムの内容をネガティブに評価している学生が
いることが示唆された。ネガティブな回答の学生は平成
25年度のみに見られ，２人でのグループ構成であったり，
文理の人数バランスが悪いグループであったりしたため，
学生のツインクル活動以前のグループ構成に改善の余地
があると考えられる。その一方で，分野の違う相手と協
力しながら授業づくりができたことに達成感を得ている
学生や，派遣前の準備を乗り越えて現地で良い経験がで
きたと感じている学生も多く見受けられた。これにより，
ツインクルプログラムを，さまざまな困難を乗り越えて
学生が成長するプログラムとしてポジティブに評価して
いることが示された。
　平成25年度と平成26年度の分析の相違点に，「学生自身
による成長の自覚」があった。自分自身を見つめ直したり，
自分に自信がついたりしたという回答は，平成26年度の
分析結果のみに見受けられた。授業準備や分野の異なる
相手と理解し合うことの困難さを乗り越えて，さらに学
生が自分自身の成長を実感していると見受けられた。
　平成25年度と平成26年度の分析より，異文化交流や授

業づくりなどを含むツインクルプログラムは学生からも
高く評価されていると同時に，学生の成長を促す効果的
な内容であることが示唆された。さらに，平成26年度は，
学生自身が成長を自覚できるプログラムへと改善された
ことが示された。

３）授業づくりに対する意識の分析
　分析対象 ⒞ 平成26年度派遣前と ⒟ 派遣後の記述「授
業づくりにおいて大切だと思うこと」を用いて，それぞ
れのキーワード抽出とカテゴリ作成を行った。カテゴリ
の出現頻度とカテゴリの重複度を視覚化し，学生が授業
づくりについて何を大切だと感じているかの全体的な傾
向を分析した。
　平成26年度派遣前アンケート「授業づくりにおいて大
切だと思うこと」の記述を，出現頻度の高いカテゴリ順
に見てみると，「子供」，「授業」，「要点の明確化」，「体験」，
「理解」があった（図７）。重複度の高いカテゴリは，［子
供－授業－要点の明確化－体験－興味関心－理解］，［子
供－やりとり］，［子供－動機づけ］，［子供－学習］であっ
た（図８）。
　この結果，学生は，要点を明確化して体験学習を取り
入れながら子供が興味関心を持ちながら理解できる授業
を行うこと，学習の動機づけをすること，子供とのやり

図５．平成25年度ツインクル経験後自由記述
　　　のみに出現したカテゴリ

図６．平成26年度ツインクル経験後自由記述
　　　のみに出現したカテゴリ

図８．平成26年度派遣前記述「授業づくりにおいて
　　　大切なこと」カテゴリ間の重複度

図７．平成26年度派遣前記述「授業づくりにおいて
　　　大切なこと」カテゴリの出現頻度
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みに出現したカテゴリからは，授業時間内に加えて授業
準備や授業後に関する回答が見受けられた。派遣後のみ
に出現したカテゴリ「実感」は，分析対象の20％の学生
が回答していた。ツインクルでの授業づくりを経験して，
わかりやすく説明したり面白さに気づかせたりすること
に加えて授業内容の必要性を実感させることが興味関心
を持たせる上で大切であると学んだことが見出された。
子供との関係については，派遣前は日頃からの人間関係
について述べられていたが，派遣後はクラス全体での雰
囲気づくりや周囲の環境づくりといったより広い視野で
の回答が見受けられた。

Ⅵ．まとめと今後の課題

　ツインクルプログラムを経験した学生は，文理融合や
異文化理解の困難さを乗り越えて，相手を尊重しながら
理解し合い，合意点を見出すことを学んでいた。ツイン
クル活動を通して授業づくりについて考え直したり，自
分自身を見つめ直したりすることも習得しており，ツイ
ンクルプログラムはグローバル人材としての資質を身に
つける上で有効であると考えられた。また，ツインクル

の活動の中でも，現地で行う教員体験が最も印象深く，
プログラムの内容に価値を感じていることが示唆された。
　今後は，本プログラムの主旨である日本人学生の文理
融合による海外教員インターンシップに加え，科学を通
じたASEAN諸国の学生と日本の高校生の異文化交流を
拡大し，日本の若者のより一層のグローバル化を推進し
ていく。

Ⅶ．謝　　辞

　本研究は，科学研究費補助金基盤研究（Ａ）15H01768
（代表者：藤田剛志），基盤研究（Ｂ）25282033（代表者：
杉田克生），基盤研究（Ｃ）26350226（代表者：飯塚正明），
挑戦的萌芽研究15K13221（代表者：野村純）の成果を
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とりを取り入れることの重要性を述べていることが示さ
れた。また，カテゴリ「子供」を中心として他のカテゴ
リとつながっていることから，子供の視点も含み込んで
回答している学生が多いことが示唆された。
　平成26年度派遣後アンケート「授業づくりにおいて大
切だと思うこと」の記述を，出現頻度の高いカテゴリ順
に見てみると，「子供」，「興味関心」，「授業」，「伝える」，「実
感」があった（図９）。重複度の高いカテゴリは，［子供－
興味関心－動機づけ－授業－内容］，［子供－実感］であっ
た（図10）。
　この結果，子供たちが授業の内容に興味関心を持てる
ように動機づけすること，日常生活との関連をはかり，
実感を持たせながら伝えることの大切さを述べているこ
とが示された。

４）授業づくりに対する意識の比較と分析
　分析対象 ⒞ 平成26年度派遣前と ⒟ 派遣後の記述「授
業づくりにおいて大切だと思うこと」を用いて，派遣前
後に共通するカテゴリ，派遣前のみ，派遣後のみに出現
したカテゴリに着目した。出現頻度の低いカテゴリにつ
いては個々の回答について分析した。
　派遣前後に共通するカテゴリに着目し，出現頻度の高
い順にグラフ化した（図11）。まず，上位二つの「子供」

と「授業」については，子供の視点で授業づくりに対す
る意見を述べている学生が多いことから，必然的に出現
頻度が高くなったと考えられる。その他上位にあがって
いるカテゴリには，「興味関心」，「要点の明確化」，「伝
える」，「動機づけ」，「内容」，「理解」などがある。これ
らについては，学生がツインクル活動開始以前から重要
性を感じており，他専攻の学生やASEAN諸国の学生と
の授業づくりの過程や実際に現地で行った授業を通して
改めてその重要性を見出したものであることが示唆され
た。
　派遣前のみに見受けられたカテゴリには，「やりとり」，
「発見」，「説明」，「面白さ」，「人間関係」があった（図
12）。出現頻度が低いため個々の回答に着目すると，「子
供との間に発問やグループワークなどのやりとりを多く
取り入れる」，「子供にとって新たな発見があるようにす
る」，「子供に面白さが伝わるような分かりやすい説明を
心掛ける」，「日頃から子供との関係を大切にする」など
の意見が見受けられた。
　派遣後のみに見受けられたカテゴリには，「実感」，「環
境づくり」，「目標」，「評価」があった（図13）。個々の
回答に着目すると，「授業内容を日常生活や経験と関連
づけて実感を伴った理解をさせる」，「子供との関係，ク
ラスの雰囲気といった授業に適した環境づくりをする」，
「ねらいをはっきりさせて伝える」，「他者から評価や意
見をもらって次回に活かす」などの意見が見受けられた。
　派遣前のみに出現したカテゴリからは，子供が主語の
回答が多く見受けられた。回答内容についても，授業時
間内に関する回答が多く見受けられた。一方で派遣後の

図９．平成26年度派遣後記述「授業づくりにおいて
　　　大切なこと」カテゴリの出現頻度

図10．平成26年度派遣後記述「授業づくりにおいて
　　　 大切なこと」カテゴリ間の重複度

図11．平成26年度派遣前後の共通カテゴリ

図12．平成26年度派遣前記述「授業づくりにおいて
　　　 大切なこと」のみに出現したカテゴリ
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インドネシア デンパサール新聞

2012年10月26日（金曜日）日刊

2012年10月13日（土曜日）朝刊 34面 

2012年10月13日（土曜日）朝刊 34面

メディア掲載3
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平成25年1月21日（月曜日）文教ニュース 平成25年1月29日（水） 千葉日報7面（朝刊）
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平成25年3月5日号　サンデー毎日
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＜千葉大学ESD事業との連携＞

　平成27年度より、千葉大学教育学部が主導し「人間力を育む千葉ESDの地域展開（文

部科学省『ユネスコ活動費補助金 グローバル人材の育成に向けたESDの推進事業』に採

択）」が開始された。本事業は、将来のグローバル社会で、真に持続性のある発展を目指

すため、“感性の豊かなサイエンスマインドを有して環境を視野に入れながらグローカル

（グローバルな視野と、ローカルな知を融合した能力を持った人材）”に子供達が成長して

いくことが重要であり、人間力を有した子供達の成長が必要不可欠であるという問題意識

のもと、“人間力を育むESDの地域展開”を目的に開始された。

　ツインクルプログラムにおいても、グローバルな社会で活躍できる能力育成において、

各地域の社会的・経済的・文化的特質を理解することを重視しており、人間力を育む千

葉ESDの地域展開における「グローカルな人材育成」という目的と合致していることか

ら、以下のような協働を展開した。

●千葉県の高等学校のユネスコスクールが参加するワークショップ 

　ツインクルプログラムに参加したASEAN留学生が自身の専門分野についてプレゼン

テーションを行い、自然科学を中心に彼らの多様な専門研究分野について高校生とのディ

スカッションを行いながらESD活動を実施した。留学生らによるプレゼンテーションの

テーマは、環境、エネルギー、防災、生物多様性などと研究を関連づけた多面的なもので

あり、批判的思考、問題解決能力、コミュニケーション能力などが養われた。

●「Chiba ESD Global Program」成果　報告会

　2016年3月19日に「Chiba ESD Global Program」を開催し、千葉県下の11校の高

等学校の生徒が自らのESD活動・研究について英語で発表を行った。本発表会には約40

名のASEAN連携大学関係者をはじめ約200名が参加し、活発な議論が行われた。これら

の活動を通じ、日本の高校生のグローカルマインド、環境マインド、サイエンスマインド

醸成に貢献した。

波及効果4
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＜ASEAN共生時代の科学技術教員のためのリカレント教育プログラム開発との連携＞

　平成27年度に「ASEAN共生時代の科学技術教員のためのリカレント教育プログラムの開

発と評価（基盤研究A）」が採択され、本学教育学部は、日本のみならずASEANにおける

科学技術教員のためのリカレント教育の拠点としてプログラムの開発や研究を進めている。

高校生による研究成果の発表。国内外の出席者が熱心に聞き入っていた

2016年3月19日 発表会におけるリカレント教育実践研究の報告

　今年度は、特にグローバルな時代に求められる科学技術教員の資質をさぐるべく、

ASEAN各国の教員研修担当者ならびに現職教員による研究発表会（2016年3月19日）

を開催し、資質育成における重要な観点について分析した。ツインクルコンソーシアムの

連携大学関係者の中には科学教育に携わる研究者も多く、本研究会にも多くの関係者が出

席・発表し、非常に熱を帯びた議論が展開された。
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＜単位相互認定に向けたプログラム開発＞

　ASEAN連携大学の学生の受け入れにおいて、これまでは千葉大生との文化交流を主目

的としたトライアルコース、もしくは研究室間の学術交流に主眼をおいたロングコースを

柱として実施してきた。ASEAN連携大学より、より授業内容を高度化しつつも、ロング

コースよりも門戸を広げられるコースの開設が望まれていたことを受け、今年度より、

ASEAN受入れ学生を対象に、科学研究の基礎となる実験や実習を通じて、日本の科学教

育や研究基礎について学ぶショートコースを開設した。

　ショートコースでは、４週間の中で前半２週間通常のツインクル活動を行い、後半の２

週間で科学実験・実習を行った。ショートコースにおいては、新たな単位付与に十分な授

業時間の確保、授業内容の高度化、および評価の厳密化が可能となったことを受け、学生

が参加した連携大学と具体的な単位相互認定に向けての協議を開始することができた。参

加大学との個別協議においては、時間、内容の専門性、評価の厳密性は十分単位の認定に

足るものであるという評価を得ており、今後は評価の明確化および複数国との共通化に向

けた準備を進めていく。

　平成24年から27年度までは年度ごとの成果報告書で報告済みである。この内容はツイ

ンクルWEBサイト（http://www.twincle.jp/jpn/fullreport/）でも閲覧可能となって

いる。

　なお、最終年となった28年度の成果レポートは以下にまとめて記載する。

受入れ大学 派遣人数 派遣期間

チュラロンコン大学 6名 8/15-8/27

マヒドン大学 5名 8/22-9/3

キングモンクット工科大学 6名 8/29-9/10

カセサート大学 10名 8/29-9/10

バンドン工科大学 5名 8/29-9/10

インドネシア大学 6名 9/5-9/17

各年度の成果報告5
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After around 7 hours fight from Narita, group A finally Arrived at 

Suvarnabhumi International Airport Bangkok around at 16.30 PM (15th  

August 2016). CU students from Faculty of Education who participated in 

Twincle Trial Course program at Chiba University (July 2016) picked we up 

by using university van and took us directly to Sasa International house, 

accommodation belongs to School of Business Chulalongkorn University, 

which is the accommodation of Group A stay for 2-weeks while  staying in 

Bangkok.

On the first day of Twincle Program in Bangkok (16th August 2016) we 

directly visited Faculty of Education, Chulalongkorn University. On that day, 

faculty members and also teachers from Chulalongkorn Demonstration 

School warmly greeted TWINCLE students through opening ceremony in 

the afternoon and welcoming reception in the evening. In between, teachers 

helped TWINCLE student to develop their lesson plan.

Open ing  Ceremony  a t  Facu l ty  o f 
Education

Group A presenting their lesson plan to 
teachers

Duration of Internship   : 15th  ‒ 22th August 2016

Name of Senior High School : Chulalongkorn University Demonstration 

School

Accommodation   : Sasa International House (CU)

Supervisor    : Sapto Ashardianto

Group     : A 
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School programs at Chulalongkorn Demonstration High School

 (17th ‒ 19th  August 2016)

During the first day of visit at Chulalongkorn Demosntration School, TWINCLE 

students were introduced to all of students in the daily morning gathering. 

As TWINCLE students happened to come during Science week, on the first 

day they presented science poster based on their own lesson on the school 

canteen with other high school students.

Science lesson classes at Chulalongkorn Demonstration School were 

conducted for 30 students from 11th grades. English was used as the medium 

of instruction. Unit A conducted science lesson with a topic “The Best Light 

Device LED”

Below is the schedule for school program on first day:

07.30-08.00 (Opening Ceremony), 08.30-10.00 (School Tour), 10.00-13.30 

(Poster presentation). 13.30 ‒ 15.00 (Class checking)

Feedback from professors and teachers

５
年
間
の
成
果
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On the second day, of their visit to high school students focus only giving the 

first science lesson to high school students. Below is the schedule for school 

program on the second day:

08.30-10.10 (Science Class), 12.50-13.40 (Japanese Culture Class) Exhibition 

National Science Week (14.00 -16.00)

Opening Ceremony (17th August 2016)

School tour accompany by high school 
students (17th August 2016)

Science class (18th August 2016)

Token of Appreciation for the school  
(17th August 2016)

Poster presentation

Science class (18th August 2016)
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Science Expo (18th August 2016) Japanese Class (18th August 2016)

Coming to the group A teaching reflection, based on what they experienced 

during the first day of science lesson (18th of August) at Chulalongkorn 

Demonstration School, in general high school students were really excited to 

their science lesson, participative and follow their instruction. However, there 

are some minor evaluation that group A need to consider for developing a 

better science lesson on the next day. For example, there were some parts 

of the lesson that could not be fully delivered due to the time management 

and teamwork issue. As a result, group A then had to change some parts for 

the second science lesson and also prepare to be more coordinated among 

themselves. After the evaluation on the first day of science lesson, on the 

second day in overall group A did better than the first science lesson and they 

were successfully conducting their class. 
５
年
間
の
成
果
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According to the fix schedule, group B was scheduled to arrive at 

Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thailand on 22nd of August 2016 in the 

evening (around at 15.30) took morning flight. However, due to the heavy 

storm in Japan on the same day, all morning flights at Narita Airport then 

were delayed until evening. As a result, four students from group B finally 

arrived in Bangkok on 23rd August 2016 in the early morning (around at 

01.00 AM) after 6 hours flight and one students had to take different flight and 

arrived on the same day in the evening (19.00 PM). 

Initially, students were supposed to stay at the Mahidol student condominium 

during their 2-week stay, however after some discussion between supervisor 

from Chiba and PIC from Mahidol, before group B arrived in Bangkok it was 

decided that they will move from the Student condominium inside Mahidol 

University to the private apartment outside university, yet still nearby 

campus area. For 2-week in Mahidol, students stay in the apartment (Bundit 

House) close to mahidol Salaya campus (around 7-10 minutes by car).  This 

decision was made based on the supervisor and PIC observation that Mahidol 

condominium is quite far from any shop, restaurant or other facilities that 

student need during their stay. 

On the first day of Twincle Program in Bangkok (23rd August 2016) we visited 

Faculty of Social Science and Humanities, Mahidol University. The Dean and 

also faculty members from Department of Education greeted us and gave 

orientation about living in Mahidol University.

Duration of Internship  : 22th  August ‒ 2nd September 2016

Name of Senior High School : NSP (Nawaminthrarachinuthit Satriwitthaya

                Putthamonton)

Accommodation   : Bundit House

Supervisor    : Sapto Ashardianto

Group     : B
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On the same day after the orientation, we had the opportunity to attend 

short seminar with postgraduate international students from Department of 

Education on the topic of the internationalization of higher education.  Directly 

from this seminar, we visited high school for class preparation for program on 

tomorrow. 

School programs at NSP (1st Week)

 (24th ‒ 25th  August 2016)

Science lesson classes at NSP were conducted for 47 students from 12th 

grades. English was used as the medium of instruction. Unit B conducted 

science lesson with a topic “Peltier Devices”

Orientation at Faculty of Social Sciences 
and Humanities, MU

Seminar about internationalization of 
higher education

Class preparation

５
年
間
の
成
果
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Below is the schedule for school program on the second day:

08.30-10.10 (Science Class), 10.10-11.50 (Japanese Culture Class) Lunch-short 

evaluation (12.00 -13.00)

Below is the schedule for school program on first day:

10.10-11.50 (Science Class), 11.50-12.30 (Lunch Break), 12.40-14.20 (Japanese 

Culture Class).

Science Class (25th August 2016)

Japanese class (24th August 2016)

Science Class (24th August 2016)

Science class (25th August 2016)

Group B explaining the experiment (24th 
August 2016)
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Japanese class “Making Origami’ (25th 
August 2016)

Japanese Class “Kanji writing” (25th 
August 2016)

oken o f  Apprec ia t ion  f rom Ch iba 
University (25th August 2016)

During the first day of science lesson (24th of August) at NSP, group B was 

really exhausted after giving presentation to high school students. This was 

happened due to the large number of students in one class and also difficulties 

in English proficiency from both side, from group B and also high school 

students. As a result, although in general high school students follow the class 

and experiment can be delivered, however group B was not satisfied enough 

with their first class. As a group, group B shown a very solid team work 

among them, thus after the first class finished students initiated evaluation 

and preparation for tomorrow’s class independently by themselves without 

supervisor request.

After the evaluation on the first day of science lesson, on the second day 

group A did the class better than the first science lesson and they were 

successfully conducting their class. 

５
年
間
の
成
果



134 ツインクルプログラム最終報告書

キャンパスツアー

8月29日（月）

Suwarnabhumi 空港に到着。空港にてKMUTT の学生の出迎えをいただき、貸し切

りのバンにてKMUTTに向かう。宿はHeliconia House（大学のゲストハウス）。エ

アコン、Wifi、温水シャワー 有りでとても快適。料金は450バーツ/泊/人（2名/部屋

の場合：1名/部屋の場合には2倍料金）。鉄道の最寄り駅はBTS（スカイトレイン）の

Wongwian Yaiだが、かなり距離が離れている。タクシーで混雑時は40分（約120バー

ツ）ほどかかる。

8月30日（火）

10:30－11:00：オリエンテーション

KMUTT事務のオラヌットさんからKMUTTの紹介とプログラム内容に関するオリエン

テーションを受ける。

11:00－12:00：キャンパスツアー

KMUTT学生の案内で学内を一周した。学生食堂、コインランドリー等を確認した。理学

部の薬品庫にて、準備していただいたアセトンとビーカーを受け取った。

派遣先 タイ・キングモンクット工科大学トンブリ校（KMUTT）

派遣期間 2016年8月29日（月）～9月9日（金）（12日間）

実習高校 Satriwithaya School（女子校：KMUTTから車で約40分）

　　　 Darunsikkhalai school

滞在先 Heliconia House（KMUTTのゲストハウス）

　　　　 (住所：126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140)

引率教員 大和政秀
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13:30－16:10：Satriwithaya School訪問

KMUTTの学生の案内で大学が用意していただいたバンに乗り、Satriwithaya School

を訪問した（片道40分程度）。31日に授業を行う予定の生徒に全員が自己紹介を行った。

Satriwithaya School（女子校）はフミポン国王のお母様の母校でもあり、伝統と格式

を感じる学校である。

Satriwithaya School

［教員コメント］

KMUTTの学生の案内がとても丁寧であった。学生の服装が私服のようになっており、今

回のツインクルプログラムでは特に服装に関する指導は受けていないということであった

が、KMUTTからいただいたガイドブックにはDress Codeとして礼儀正しい服装を心が

けることが記されているため、明日以降の活動における服装について指導を行った。一部

の学生はシャツを購入するなどして対応した。

５
年
間
の
成
果
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8月31日（水）

Satriwithaya Schoolにて授業実践

KMUTT学生の案内でSatriwithaya Schoolを訪れ、副校長先生とともに昼食をいただい

た。

11:50－13:30：授業「Light Curing」を実施した。

13:40－14:30：日本語の授業を聴講した。授業は普通に日本語で実施されており、生徒

の日本語理解力の高さが伺えた。

［教員コメント］

授業「Light Curing」の内容は光硬化樹脂とその応用技術の紹介であり、よく練られた

内容で生徒の興味を引くことができていたと思う。メカニズムの説明も丁寧なスライドと

ともに紹介されていた。前日は皆で未明近くまで準備したようであり、もう少し日本で準

備を進めておく必要があった。この後の皆の体調が心配である。

授業実践
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9月1日（木）

Satriwithaya Schoolにて日本語と日本文化の紹介に関する授業実践

KMUTT学生の案内でSatriwithaya Schoolを訪れ、副校長先生とともに昼食をいただい

た。この際に感謝状を謹呈した。校長先生からは全員に記念品をいただいた。

12:00－12:40, 12:50－13:30：授業「日本語と日本文化の紹介」を2回実施した。

［教員コメント］

授業の内容は生徒の自己紹介と日本文化の紹介。伊藤さんは浴衣を加藤君と齋藤君は甚平

を着てそれぞれ授業に望んだ。自己紹介、日本文化の紹介の後、加藤君と齋藤君による衝

撃的な？寸劇とともに「しりとり」が紹介された。しりとりは生徒の間でもそれぞれペア

を組んで実施された。昨日１回授業を行ったことで、多少緊張がほぐれたようであり、リ

ラックスして授業に取り組んでいる様子が見られた。しりとりは語彙力を確認する上で興

味深い「遊び」であるが、授業の終わりにそのような総括がなされず、単なる遊びのよう

な形で終了してしまった点が少し残念であった。

日本語と日本文化の紹介に関する授業実践

５
年
間
の
成
果



138 ツインクルプログラム最終報告書

9月2日（金）

9:00－16:00：KMUTTのSchool of Liberal Artsにてタイ語とタイの文化紹介に関する

授業を受講した。最後にタイの伝統工芸であるクラトン（バナナの葉と花でつくる灯篭）

作りに皆で取り組んだ。陰暦１２月の満月の夜に行われるロイクラトン祭りではこのクラ

トンを川に流す伝統行事が行われる。

クラトンとともに

タイ語のレッスン

［教員コメント］

基本的な挨拶とタイ料理等について学んだ。授業のテンポが早く、すべてを覚えることは

難しかったが、今後の学びを深めていく際のよいきっかけづくりができたように思う。学

生たちは早速KMUTTの学生とタイ語での会話を試みるなど、積極的に学んだことを活か

そうという姿勢が見られた。
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8月29日（月）

定刻どおり到着。スワナンプー空港ににてカセサート大学教育学部ナット先生、ベスト先

生の出迎えを受ける。カセサート大学内のレストランにて国際担当のオング先生と会食。

8月30日（火）

8時30分教育学部バンにてピックアップ。教育学部会議室において教育学部長以下カセ

サート大学のツインクルプログラム担当者と開会式がおこなわれた。

付属学校オリエンテーションを実施。

午後

カセサート大学付属高校にて科学授業実施（DNA抽出）。

派遣先 タイ・カセサート大学

派遣期間 2016年8月29日（月）～9月10日（土）

実施高校 カセサート大学付属高校

滞在先 KU　

引率教職員 野村純、長安美代子

５
年
間
の
成
果
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8月31日

第2陣3名が長安職員とともに到着。

8時30分　カセサート大学オリエンテーション実施。マーケット訪問。

9月1日

8時30分　タイ語基礎講座およびカセサート大学学生とともに学内オリエンテーリング

午後　カセサート大学生とともにタイダンス教室

午後　教育学部学生に対し日本文化授業を実施。日本語会話および習字。

 　

その後、カセサート大学生と交流。
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9月2日

カセサート大学学生とともにタイクッキングクラス。マーケットにて食材購入体験。

その後調理実習。ソムタムおよびタイカレー作り。

9月3日

エクスカーション アムパワー水上マーケット

9月４日

エクスカーション アユタヤ訪問

9月5日

午前　授業準備

午後　ノッタブリー女子高校にて日本文化授業（2年生対象に60分）

　　　科学授業（DNA抽出、3年生対象に90分）

 

カセサート大学ナット先生宅にてディナーパーティー

５
年
間
の
成
果



142 ツインクルプログラム最終報告書

9月6日

タイ文化学習。カセサート大学カンダ先生引率によりグランドパレスおよびエキジビショ

ンホール探訪。

9月7日

ファイナルプレゼン準備

9月8日

午前　ファイナルプレゼンテーションおよびフェアウェルランチ
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9月9日

帰国準備

9月10日

帰国

５
年
間
の
成
果
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主な活動

8月29日（月）　

ITBの学生がイボン先生の親戚の方のバンで迎えに来てくれ、宿へ向かう。19:00空港出

発、途中サービスエリアで休憩、24時前にホテルに到着。宿は、エアコン、Wifi（部屋

では弱い）有り。

8月30日（火）

イボン先生、ITB学生、そして実習先高校の先生４名を交えて、オープニング・ミーティ

ングを開催。学生の授業計画にコメントをもらう。その後、両替等のために、ITBの学生

に町中を案内してもらう。

9月1日（水）

SMA N 20Bandung及びSMA N 4 Bandungを訪問し、授業準備をさせてもらう。ま

た、それぞれ歓迎会を開いていただき、その中で学生もスピーチをした。夜に２名の体調

が悪くなり病院へ行く。１名は入院、もう１名はホテルで静養。

9月2日（木）

SMA N 4 Bandungにて第１回目の授業。体調不良の２名は参加できないため、急遽３

名で授業を実施した。実験の操作手順が多く、手間取った部分はあったが、うまく授業を

進めた。

9月3日（金）

昨日授業をした３名の体調も悪くなったため、学校訪問を中止し、３名を連れて病院に行

く。その内一名は入院した。食事に対する恐怖心などがあり、食がなかなか進まなかった。

派遣先　　　　インドネシア・バンドン工科大学（ITB）

派遣期間　　　2016年8月29日（月）～9月10日（土）

学生ユニット　ユニットE（計５名）（教育学部１名、工学研究科４名）

実習先高校　　SMA N 4 Bandung, SMA N 20

滞在先　　　　Hotel Wisma Dago

引率教員　　　大嶌竜午（8月29日～9月8日）
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[第１週目総括]

　１週目で５名全員が病院に行く事態となった。ホテルから病院が近く、またITBの学生

及び教員がサポートしてくれるため不要な心配をせずに済んだ。日本から持参したインス

タント味噌汁や現地で購入した日本製のゼリーを食べたことで、現地の食べ物に対する恐

怖心から次第に回復したようだった。体調を崩した時のために、慣れ親しんだ味のインス

タント食品を持参することは大切かもしれない。

　メンバー全員が揃わない中で第１回目の授業を迎えることになったが、ITBの学生の手

を借りながら、落ち着いて授業を行っていた。授業への思いはあり、金曜日にキャンセル

した分の授業を翌週にやらせてもらうよう学校にお願いし、了承された。

歓迎会でのスピーチ 千葉大学の説明

実験活動

５
年
間
の
成
果



146 ツインクルプログラム最終報告書

Welcome by UI students at Soekarno 
Hatta International Airport

Meeting Faculty members and students 
(6th of September 2016)

Group F arrived on schedule at Soekarno Hatta International Airport, Jakarta, 

Indonesia on 5th of September 2016 in the evening (around at 15.30) after 

morning flight. UI students picked we up by using university bus and directly 

took us to the accommodation, Hotel Bumi Wiyata Depok. On the first day of 

Twincle Program in Depok (6th September 2016) we visited Faculty of 

Engineering, Universitas Indonesia. Faculty members from Department of 

Electro lead by Gunawan sensei as the head of department greeted us and 

gave orientation about university life.

On the same day after the orientation, students travelled around Universitas 

Indonesia for campus tour. The main destination is around Faculty of 

Engineering, Faculty of Literature and the university main library. On this 

campus tour, group F had the unique opportunity to see old manuscripts 

collection of UI library, which was dated almost hundred years ago, written in 

old Javanese Sanskrit. 

TWINCLE Program Weekly Report (5th ‒ 9th September)
Duration of Internship  : 5th  September ‒ 16th September 2016

Name of Senior High School : SMAN 3 Depok and SMAN 38 South 

Jakarta

Accommodation   : Hotel Bumi Wiyata

Supervisor    : Sapto Ashardianto

Group    : F
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Observ ing o ld manuscr ipt  (6th of 
September 2016)

Class preparation (7th of September 
2016)

End of Campus Tour (6th of September 
2016)

On the second day, group F presenter their lesson to UI students and 

Gunawan sensei as the supervisor in Indonesia. After some review, students 

then changed some part of their presentation to match with the school 

demand. Following the lesson plan review, by using taxi group F for the 

first time visited SMA 3 Depok for class preparation and greeted by school 

principals and school members. 

５
年
間
の
成
果
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Science Class (8th September 2016) Group F explaining the experiment (8th 
September 2016)

Experiment (8th September 2016)

School programs at SMA 3 Depok (1st Week)

 (8th ‒ 9th  September 2016)

Science lesson classes at SMA 3 Depok were conducted for 40 students 

from 11th grades. English was used as the medium of instruction. Group 

F conducted science lesson with a topic “Water Wars” delivering the 

importance of water conservation by using Activated Carbon

Below is the schedule for school program on first day:

10.30-11.50 (Science Class), 11.50-12.30 (Break), 12.30-13.50 (Science Class) 
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Below is the schedule for school program on the second day:

08.35-10.00 (Science Class), 10.00－10.15 (Short Break), 10.15－11.35 (Science 

Class), 11.35－12.40 (Lunch Break), 12.40－14.00 (Japanese Culture Class ‒ 

Indonesian Traditional Dance)

Science Class (9th September 2016)

Japanese class “Making new year card’ 
(9th September 2016)

Group picture (9th September 2016)

Indones ian tradi t iona l  dance (9th 
September 2016)

Token of Appreciat ion from Chiba 
University (9th September 2016)

５
年
間
の
成
果
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During the first week of TWINCLE Program in Indonesia, in total group F 

delivered four science classes in SMA 3 Depok. Since the first science class, 

group F has shown a solid team-work with clear and understandable class 

delivery. Prior to the trip in Indonesia, group F has improved and prepared 

the class to increase the quality of their science lesson. The science topic 

that group F delivered actually also was not really difficult and very close 

to high school student's daily life, therefore group F can deliver the content 

effortlessly. Some improvement was made only to re-order the presentation 

after the first day evaluation. In overall, high school students was very 

enthusiastic, even after the class has finished usually one or two high school 

students raised questions related to the class topic. To conclude, science class 

at SMA 3 Depok was successfully delivered. 
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　　本プログラムの実施に際し、千葉大学ではツインクルオフィス、国際教育センター、イ

ンターナショナルサポートデスクが連携した体制を整え、渡航前安全教育を含めた危機管

理を支援している。また、ASEAN諸国の連携大学はコンソーシアムで得たつながりをも

とに、大学間での危機管理情報を共有するなどしてツインクルプログラムの安定的な活動

を支援している。

　平成27年度は、2016年3月18・19日にコンソーシアムメンバーの各機関から代表を招

聘して全体会議を実施した。18日午前の会議においては、新たにメンバーとなったフィ

リピンのサンカルロス大学の代表者を紹介し、今年度の成果と課題についてのフィード

バックを本学ならびに各機関から行うとともに、その内容を踏まえて今後の展望について

議論した。

　2016年3月19日、「ASEAN共生時代の科学技術教員のためのリカレント教育プログ

ラムの開発と評価（基盤研究A）」のメンバーが主催し、ASEAN諸国と日本におけるグ

ローバルに活躍できる人材育成の実践研究を共有し、特に、科学教育の未来について議論

を深めることを目的に、第１回「Joint Research Forum」が開催された。本会では、

コンソーシアムメンバーによって現在各国で進められている学際的かつ先端科学研究と連

携した科学教育研究や、他国と連携して行われているグローバルな科学教育の実践が数多

く紹介された。

コンソーシアムメンバーによる研究発表

コンソーシアムメンバーによる「未来の科学教育」像に関する研究発表1
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　コンソーシアムメンバーによる研究発表のあとは、未来の科学教育において以下の提言

がされた。

　①　 科学教育の改善には、教育方法・内容・制度（カリキュラム）といった各側面から

の改善が必要であり、なおかつこれらが有機的に関連することを認識しながら進め

る必要がある。

　②　 特に高等教育においては、大学の国際化・グローバル化と科学教育・研究の推進が

深く結びついて行われる傾向にある。

　③　 ツインクルプログラムは、文理融合によるグローバル社会に対応した科学教育実

践という、ASEAN諸国の科学教育改革における問題意識に非常に即した活動であ

る。今後は、各国において本プログラムの成果を基にした実践や研究を広げるべき

である。

各連携大学の未来の科学教育に関する課題の分布図
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　ツインクル活動は、現在は基本的に千葉大学学生が文理のチームを作り実践している。

また、一部チュラロンコン大学も理学部学生と教育学部学生チームを作って教育実践に参

加している。今後はさらに国を超えたチーム編成による「ハイブリッド型ツインクル」の

開発を進める。

ツインクルプログラムの継続とその進化形の構築1

　今年度のコンソーシアム会議では、ツインクルプログラムによる日・ASEAN双方の学

生への教育や研究交流促進における効果の高さが既に共有された上で、主としてプログラ

ムの自立化と長期継続に向けた議論が中心となった。具体的には、ジョイントスーパービ

ジョンの全大学での実施、ASEAN受け入れ学生に対する（連携大学による）支援予算の

検討、ショートコースによる単位の相互認定検討、などが提言された。

　また、今年度はJoint Research Forumの実施により、ツインクルコンソーシアム参

加の６か国すべてのメンバーが自らの研究や実践について発表し、成果を共有することが

できた。この成果をもとに、今後、コンソーシアムを基盤とした具体的な国際的な教員養

成・カリキュラムに関する共同研究の実施についても議論が大きく進展した。

　今後の活動は大きく3つの方向性が考えられる。

 

ツインクルコンソーシアムメンバーからの提言2

コンソーシアムが考える新しい方向性3
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　現時点では、教員養成系学生を対象にしたプログラムであるが、さらに現職教員を対象

にした研修プログラム開発も研究中である。このプログラムは日本の教員を対象にし、

フィリピンの小中学校において授業を実践するものと、ASEANの教員を対象にし、日本

で研修を行うものの両方の研究が進行している。

　ツインクルプログラムをベースに科学教育を共通基盤とした共同研究を開始することが

計画されている。手始めとして交換留学プログラムに対するニーズと、これらが学生に与

える影響、また、どのような活動が効果的かについての解析を進める。この共同研究をも

とに論文執筆を行い、コンソーシアムの連携関係強化を進めるものである。

　上記3点をコンソーシアムで行うためには現在の連携16大学の共同MOUの締結が必要

であるとの認識が共有された。

　これらの活動が教員インターンシップを核として、研究者、教員、学生のネットワーク

を強化しさらに実効的な組織へと変革していく。

新たな教員研修プログラムの開発2

新たな共同研究のスタート3

連携大学による協働MOUの締結4
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ツインクル活動
─ツインクル報告書から─

今後の展望
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　　支援期間の５カ年が終了する本年度、グローバル教員養成・グローバル研究者養成と

ASEAN諸国の日本ファンを作るという目的は、その成果によって達成できたと考えて

いるが、このプログラムを継続していくこと、またここから派生した動きをより発展的

に繋げていくことが次の課題となる。そこで、これからのツインクルの展望を「Next 

TWINCLE」として提示する。

・ASEANでの拡大（フィリピン、ラオス等）

・ASEANからの拡大（台湾）

・現職教員向けプログラムの開発（日本・ASEAN）

・サマープログラム開発（シヨートコース発展形）

Next TWINCLE�
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プログラム対象地域の拡大（MOU・MOAの締結）1

プログラム内容の拡大2
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・自己資金（SEED基金等学内資金の獲得）

・他プログラムとの連携（さくらサイエンスプラン等との連携）

　このほかに千葉大学では科学研究費補助金基盤研究（A）により開発中である、現職教

員の海外の小・中学校でのリカレント教員研修プログラムの実施を、フィリピンのサンカ

ルロス大学との連携で計画している。またインドネシアのジャワ島を中心として、インド

ネシアの現職理科教員の海外研修を千葉大学で実施するプログラムについても計画が進行

中である。

　これからのプログラムは教職大学院のグローバル教育プログラムとの連動も構想されて

おり、学部のブローバル化推進の旗振り役として中心的な活動となることが期待されてい

る。

　このように教員インターンシッププログラムとしてのツインクルプログラムは、学生の

プログラムのみならず、現職教員もその範疇に含む懐の深いプログラムへと変貌してい

く。

　またツインクルプログラムによるロングコースでの留学生受入れが、修士課程学生のダ

ブルスーパービジョン（本学および留学生の所属大学教員による研究指導を指す）共同指

導・研究体制構築へと進んでいる。この成果として既に国際誌への科学研究論文掲載など

が実現しており、今後の発展と関係強化の礎となることが期待されている。

　このような教育研究を中心とした共同研究活動の拡大は千葉大学の目指すものであり、

今度はその研究活動の拠点となるアジア・アセアン教育研究センターの設立を目指し、準

備・計画が進行中である。

資金獲得3

今
後
の
展
望



　平成24年度にツインクルプログラムの立ち上げをはじめ、あっという間の５年間でし

た。この間４人の特任助教が加わるとともに、１人の専門職員と１人の非常勤職員がツイ

ンクルの専門スタッフとして参加しました。また、学部教員によるツインクル運営体制が

とられ、週１回の定期運営会議の開催により、プログラム実施のノウハウを構築しながら

着実に実施してきました。本プログラムを体験することによって、学生は大きく成長する

ことを確かに実感できる５年間であったと思います。

　実施に当たっては渡邉誠工学部教授(現教育・国際担当理事)、融合科学研究科高原教授

を代表とするASWプロジェクトチームとの協働、また、リモートセンシングセンターヨ

サファット教授、織田学務部長(現高等教育研究機構教授)、国際教育センター新倉教授、

園芸学部高垣教授(現留学・広報担当副学長、国際教養学部教授)、村岡前国際教育セン

ター長、西田国際戦略室長をはじめ学内の多くの先生方、留学生課、国際企画課、教育学

部事務担当の方々の協力をいただきました。全学および全学部体制で行えたからこそ、文

部科学省の中間評価において「S」評価を受ける成果を上げることができました。改めて

ここに感謝の意を表します。

　当プログラム実施により教育学部の潜在的な多様性が改めて認識され、その上に立脚し

た改革の意識を持つことが可能になったと思います。また、教員を目指す学生も他国の生

徒とのふれあいを通して視点が広がると同時に、本プログラムをとおして教育学部をはじ

めとする文系学部の学生と理系学部の学生の文理融合教育の成果を示すことができまし

た。これらの成果は確実に教育学部の成長と千葉大学の将来への変革の礎になると感じて

おります。今後、当プログラムを基盤としてさまざまな展望が広がっていくものと期待し

ております。

　5年間のご支援、まことにありがとうございました。

おわりに



　なお、多くの教育学部および全学の教員および職員の支援の中、本プログラムを遂行し

ました。特に5年間の期限付きポストの中で特任助教および事務員がツインクル実施に従

事しました。この場に名前を挙げてその功績をたたえたいと考えます。

　特任助教

　　大嶌竜午

　　馬場智子

　　HIWATIG April Daphne Floresca

　　山田響子

　　Ashardianto Sapto

　専門職員（アマヌエンシス）

　　長安美代子

　経理担当非常勤事務員

　　佐藤直子

　非常勤事務員

　　上野美幸

山野芳昭（千葉大学名誉教授）
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