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マレーシアにおけるボランティア教育の現状と協力の可能性 
 

千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 教諭 町田 登志子 
 
１ はじめに 
 本校が加盟しているユネスコスクールは、ユネスコ憲章に示されたユネスコ

の理念を実現するため、平和や国際的な連携を実践している学校で、世界では、

182 か国、約 10,000 校が加盟している。日本では、国連総会で日本が提案し、

採択された「持続可能な開発のための教育の 10 年（DESD）」が始まった平成 17

年から、加盟校が飛躍的に増加し、平成 29 年 10 月現在、１か国当たりの加盟

校数としては、世界最大の 1,034 校が加盟している。 
 文部科学省では、各校に 100 年後緑豊かで平和な社会、いわゆる「持続可能

な社会」の実現を推進する拠点校としての役割を期待し、世界規模の諸問題に

若者が対処できるような新しい教育内容や手法の開発、発展を目指すこと等を

求めている。学習指導要領においても「持続可能な社会づくり」についての観点

が盛り込まれており、各学校においても更なる推進が求められている。 
今回、千葉県国際教育交流事業の参加にあたり、これまで実施してきた本校

生徒の活動を振り返るとともに、ユネスコスクールの活動として、特にボラン

ティア教育について考察し、マレーシアの高校のカリキュラムなどを参考に、

今後の協力の可能性と展望について述べたい。 
 
２ 鎌ヶ谷西高校について 
（１）ユネスコスクール加盟のねらい 
 本校はユネスコスクールに 2014 年に加盟し、その理念に沿って地域とのつな

がりを大切にした活動を行ってきた。本校がユネスコスクールに加盟した背景

には、学校、生徒の視野を広げ、地域で学び、地域に信頼され、愛される存在に

なりたいという教職員の思いがあった。生徒が、学校の枠、教科の枠を超えて総

合的に学び、地域社会に関わって自身の居場所を作ることこそが生きることで

あり、地域社会の中で居場所を作る活動がキャリア教育につながる。生徒はこ

の活動を通して、社会でどのように生きていくのかを考え、自分の人生を自分

で築いていく意識を育んでいくという考えである。 
 
（２）これまでの実践について 
 本校では、ユネスコスクールの活動として、以下のような実践を行ってきた。 
 授業では、福祉、保育の学習として車いす体験や親子交流会を取り入れてい

るほか、エネルギー、環境学習として節電エコプロジェクトへの作品の出品を

行っている。総合的学習の時間では、留学フェアや国際理解の講演会を実施し

ている。国際理解教育については、鎌ヶ谷市の姉妹都市であるニュージーラン
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ドワカタネ・ディストリクトのトライデント高校との交流や留学生を招いての

異文化交流や相互理解を深める学習に取り組んでいる。これらの成果もあり、

在学中に留学をする生徒が増加するとともに、卒業後に留学を希望する生徒が

出てくるようになった。 
 部活動では、鎌ケ谷市と連携した水質保全活動、地域の公民館、市役所で小学

生対象のワークショップ、鎌ケ谷市民祭りのイベント企画や東北復興ボランテ

ィア参加など地域に根差した様々な活動に取り組む部が増えている。特に英語

部は、スピーチコンテストで県大会出場するなど活発な活動をするようになっ

ており、生徒の海外に対する興味、関心が強くなっていることが伺える。 
 また、クラス単位でユニクロが実施している難民に服を送る「服のチカラプ

ロジェクト」に参加している。今年度は、市や地域の幼稚園、小学校、中学校の

協力で 4,500 枚以上の子供服を送ることができた。次年度は学年全体で取り組

むことも視野に入れている。生徒のボランティア参加者数も３年前の約 20 名か

ら約 70 名へと増えており、意識の高まりが感じられる。 

 本校としては、今回のマレーシア派遣を有効に活用し、ユネスコスクールと

しての活動の場を更に広げたいと考えている。海外の学校と連携してボランテ

ィア活動を行うは、ユネスコスクールとして、生徒がより自主的に活動できる

場を提供することにつながると考えている。 
 

３ 現地での聞き取り調査 
（１）現地学校のボランティア活動について 
 現地で交流をしたマレーシアの現地校 SMK COCHRANE は国立の中高一貫の教育

校である。この学校は国の指定するトラストスクールに指定されており、その

活動がマレーシアの他校の見本となるモデル校のような存在である。朝は７：

30 に登校し、13：50 まで、休み時間は一度のみで授業が継続されるとのことで

ある。また、勉強のほか、毎週水曜日に行われるスポーツ、文化的活動が 11 種

あり、多岐にわたる幅広い教育活動が行われている。 
 派遣の最初に訪問した在マレーシア日本大使館で、マレーシアの多くの学校

が多様な活動をしているので、日本の学校と協力をしてボランティア活動を希

望する可能性は高いと教えていただいた。そこで、現地校の教員に聞き取りを

行うこととした。 
 まず、次世代のリーダーを育成する LEO と呼ばれるボランティアを行う部活

動があることを教えていただいた。施設の子どもたちを支援する活動、ホーム

レスへの支援や飼い主のいない犬の世話などを行っていることだった。また、

吹奏楽部は、国民の日にバンド演奏をして町を盛り上げているとのことだった。

その他にもシンガポール、ブルネイの学校と連携し、国際交流を行っている。生

徒たちは大変忙しいのではないかと思い聞いてみると、全て学校のカリキュラ

ムの中で行っているとのことであった。 
 次に、現地校生徒に聞き取りを行った。私が話をした生徒は、将来、医者にな



3 
 

りたいということで、救急医療のクラブ活動をしており、地域のマラソン大会

でランナーたちのアシスタントをするボランティアをして、負傷したランナー

のケアも行ったそうである。救急医から医学知識を習得したあと、このボラン

ティアに参加し、社会に貢献するそうだ。また、教員志望の生徒は、孤児院の訪

問活動を行っているとのことだった。 
 これらの話から学校が地域と結びつき、生徒の進路ともがっちりと結びつい

ているなと感じた。生徒が、様々な教育活動を通じて、自己の将来につながると

いう意識を持ちながら、ボランティア活動が行われているのである。 
 
（２）ボランティア活動の連携について 
 ボランティア活動の連携について調査するために、現地校の教員に本校との

交流の話をしてみると、吹奏楽などで音楽交流ができないかとアイデアを出し

ていただいた。私としては、ボランティア活動を通じて、多くの生徒に活動参加

の可能性があったほうがいいと思ったので、日本では取り入れやすい清掃活動

などいかがかと申し出た。そして、私達の学校で毎年行うクリーンロード作戦

という通学路清掃についての話になった。しかし、マレーシアでは一律したル

ールを作るのは難しいとの答えが返ってきた、日本の学校で当たり前になって

いるごみの分別などは、マレーシアの高校で定着させることができなかったと

のことである。今回の訪問で見学をしたプトラジャヤのような経済発展の進ん

だ地域であっても徹底は難しいと思うと話が出た。 
 
（３）日系企業訪問で得たこと 

日系企業のダイキンマレーシア訪問の際に、工場では、作業者の立ち位置の

マーク、右側通行の徹底やごみの分別箱の定位置設置など、ルールの徹底が仕

事の能率を上げる有効な手段であるとうかがった。マレーシアでは、ミャンマ

ー、バングラデシュ、ネパールなど外国からの労働者が増えている。各国の文化

の違いから、ごみの分別などを定着させるまでにかなりの時間を要したとの話

があった。学校で聞いた通り、日本で当たり前に行っているごみの分別や清掃

の活動は他国で当たり前ではないことを理解した。 
 

４ 各国のボランティアに対する意識について 
（１）ボランティアに関係する調査について 

 日本とマレーシアのボランティア活動を通じての学校間連携を進めていくに

は、今回のマレーシア派遣での見聞で感じたボランティアに対する意識の違い

について調べる必要があると感じたため、いくつかの調査をもとに各国のボラ

ンティアの状況等について調べることとした。 

まず、国立青少年教育振興機構の国際比較調査について調べてみた。ここで

は、日本の高校生の 17％はボランティアをしたことがなく、アメリカと中国、

韓国の若者よりボランティアの経験が乏しいという結果がでている。 
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調査は 2015 年９～12 月、日米中韓の高校生約 7,800 人を対象に実施。ボラ

ンティア経験のない高校生は韓国が８％、アメリカは 13％、中国は 14％ま

た、参加したボランティアの種類でみると、「高齢者や体の不自由な人など

の支援」は日本が 17％で最も低く、アメリカ（50％）、韓国（44％）、中国

（33％）が高い。「街や公共施設の清掃」は日本（54％）が最も高く、韓国

（53％）、中国（42％）、アメリカ（35％）を上回った。（日本経済新聞 2016

年６月７日） 
 
次に、世界寄付指数というイギリスの寄付団体 Charities Aid Foundation

（CAF）とアメリカの調査団体ギャラップ社が行った調査を調べた。本指数は、

以下の行動をここ数ヶ月以内に行ったかどうかのアンケート調査を世界各国で

行い、指数化したものである。 
 
•Helped a stranger, or someone you didn't know who needed help? （異

邦人、助けを必要としている見知らぬ人を助けたか？） 
•Donated money to an organization? （宗教団体や政治団体、慈善団体等に

寄付を行ったか？） 
•Volunteered time to an organization? （組織的なボランティアに時間を

捧げたか？） 
（2013 年世界 135 カ国にて調査） 

 
 この調査では、１位はミャンマー、２位アメリカに続き、カナダ、アイルラン

ド、ニュージーランド、オーストラリア、マレーシア、イギリス、スリランカ、

トリニダード・トバゴ、ブータン、オランダと続いている。日本は 90 位（指数

26％）となり、東アジア・東南アジア・南アジア諸国内では、中国（128 位、指

数 18％）カンボジア（108 位、指数 23%）、に次いでワースト３位となった。 

 CAF のジョン・ロウ会長は、「この報告から、情勢が不安定な国々では、他の

人のために物惜しみせずに助けようとする傾向がより強く現れることがわかる。

紛争が終結したばかりの国々では、他人を助けるという行動パターンが定着し

ていると考えられる。」と言っている。ミャンマーが１位なのは僧侶が多いため

で、慈愛に満ちた国民性からではないか、また、マレーシアが７位に上昇したの

は前年に隣国フィリピンで地震があり、その影響ではないかと分析されている。 
 
（２）各国の状況について 
 次に、各国の状況について知るために、マレーシア以外の国について聞き取

りを行った。 
 ① アメリカ：日米交流に参加した本校教員から聞き取り 
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 ・高校で、可燃、プラ、ペットや缶ビン等のごみ分別は、日本ほどには徹底さ

れていない。 
 ② 韓国：日韓交流に参加した本校教員、留学生から聞き取り 
 ・学校では、ボランティア活動として缶のプルトップを集めて、車いすを購入

し、施設にプレゼントする等の活動を行っている。 
 ・自国文化をとても大切にし、高校生の社会に対しての意識も高く、デモなど

にも参加している。 
 ③ 中国：日中交流に参加した本校教員から聞き取り 
 ・高校生は、特別支援が必要な別の学校に行って、音楽を演奏したりするとい

う学校間交流でのボランティアを行っている。 
 
以上が聞き取りの結果だが、国によって、子どもたちの拘束時間が違い、各国

の学校のシステムによっても活動の差は大きいと感じた。 
 

（３）他国との連携について 
 各国の意識に差が生まれるのは、それぞれの国の文化や生活、歴史的背景の

違いにあり、一概に、「だから日本の教育は、高校生は、劣っている、勝ってい

る」という話ではない。例えば、日本のように給食配膳の当番制や清掃など、自

分たちのことは自分たちで行うという学校の制度を持っていて、ルールを守ろ

うとする国民にとって、係分担としての給食当番は生活の一部であり、ボラン

ティアの気持ちなど持っておこなっている生徒はいないだろう。 
 一方、マレーシアの学校で行われているボランティア活動は、自身の将来に

直結している印象が強い。自分のために行っている意識が強く、知識を得るの

も真剣だし、自分の学びを実践に移すボランティアを行うことで、自分の将来

が他者に役立つのだという充実感もあるようである。その充実感は、やる気の

喚起にもつながるだろう。 
他国の学校とボランティア活動を協力して進めていく際には、教育システム

や学校のカリキュラム等を理解するとともに、国民性や文化の違いを踏まえて、

内容や実施期間、成果による効果などを考えていかなければならないと思う。 
 
５ マレーシア等とのボランティア活動の連携について 

次に、これまでの考察を踏まえ、今後の活動について考えてみたい。 
今後の広がりや継続を考えると、学校のカリキュラムや生徒の特性を踏まえ、

生徒自身が興味をもって取り組むための手立てを考え直す必要がある。また、

活動に対して生徒自身が多面的な見方をできるようにしなければならない。 
（１）ごみの分別 

ごみの分別は日本で当たり前に行っていることだが、それが仕事となってい

る国もあるため、他国との連携については慎重に行う必要がある。今回のマレ

ーシア訪問でマラッカについて学んだように、それぞれの国の歴史を学び、一
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つの事象が他国ではどのような受け入れられ方をしてきたのかを他国の人々の

立場に立って理解することで、自分の行動に責任をもち、ポリシーを持てるの

だと考える。そして、その活動や意義を自分の言葉で伝え続けることが持続的

な学習につながる。 
 
（２）エコプロジェクト 
 本校が参加しているエコイベントについては、マレーシアの学校と協力でき

るのではないかと考える。例えば、毎年夏至の日に開催される節電を呼びかけ

る「キャンドルナイト」や水質浄化のためにひまわりを大津川周辺に植える「ひ

まわりエコプロジェクト」などの活動について、他国の生徒はどう感じるのか、

SNS などを使って発信し、レスポンスを受けることで協力の可能性を探りたい。

そして、自分たちの町での活動が世界に受け入れられるよう、生徒にチャレン

ジをさせたい。 
 

（３）産学連携 
 本校で実施した「服のチカラプロジェクト」はユニクロを通して、難民に子供

服を送る産学で連携できる事業である。この活動についてもマレーシアの学校

と協力できるのではないかと考える。まず、難民についての学びを企業が行い、

それを受けて生徒が地域に呼びかけを行い、６月から 11 月までという比較的長

期に活動をする。その後、ユニクロを通して難民に服を届け、そのレポートが１

月に届く。自分の将来と直結しなくても、運動部でも文化部でも、生徒の誰もが

参加ができ、人数を制限しないことがこ

の活動の魅力であると思う。地域との連

携も可能であるし、広がりに限りがない。

また、難民問題という世界的な課題がテ

ーマであるので、活動の意義も共通に持

ちやすいのではないかと思う。マレーシ

アの学校交流で出会った高校生に率直に

どう思うかと聞いてみると「もちろん！

やってみたい」と良い感触を得ることが

できた。「難民問題は解決すべきことだ

し、誰かを助けることは大切なことだか

ら」、「日本の高校生と協力して何かをすることは面白そう」との意見をもらう

ことができた。ユニクロという日系企業が、マレーシアで 40 店舗以上展開し、

知名度とともにマレーシア国内の信頼あるブランドとして確立している点も有

効である。日本とマレーシアの学校間の協力・連携で行う取組としては、まず、

SNS などを利用することでそれぞれの学校の活動を発信することから始めれば

よい。そして、活動報告を英語でやり取りできれば大変やりがいのある活動に

なると考える。今後の実施の可能性を探りながら、企業とマレーシアの学校に

本校生徒「服のチカラ」プロジェクト 
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提案していきたい。 
７ おわりに 
現在の本校では、単発的なものでは

ないボランティア活動を他国の高校

生と協力し、継続・発展していくため

には、生徒の意思に委ねる他ないのが

現状である。しかし、今後も留学生を

招いての授業や国際理解の講演会を

実施していくことで、それぞれの国の

文化の違いを学び、理解する機会をま

ず総合学習などで実施し続けたい。そ

して、留学の案内や今回のような派遣

の機会を示すことなど、教員が生徒に

対し、地道な活動を継続することが重要である。その積み重ねが、実際に自分の

目でみて、体験してみたいと思う生徒を増

やすことにつながると信じている。そして

その一人一人の活動が、他の生徒に伝わる

ことで、学校全体に意欲的な態度が伝播し、

海外の学校とグローバルパートナーシッ

プを築くことにつながっていく。 
今回の学校交流で日本の生徒が、日本

の文化について学び、伝えたこと、マレー

シアの文化を学んだこと、そして現地校の

バディや B＆S での交流時間をともに過ご

した機会が、帰国後の本校生徒の進路活動

や日常生活に対し、前向きな姿勢にさせて

いる。麗澤大学の英語スピーチコンテストに出場をした生徒もいたし、聖徳大

学で高校生の体験発表会に出場し、心理学部長賞を受賞する生徒もいた。また、

保育に進学を希望する生徒が、海外の子どもに対しても生活様式の違いなど理

解しているから大丈夫だと思うと

話していたことも印象に残ってい

る。私も３年生の美術の授業で染物

を行い、マレーシアで行ったバチッ

ク染めについて紹介したいと考え

ている。 
 目の前の自分にできる小さな活

動が別の視点で捉えると意義のあ

る活動であったという捉えなおし

をすることで、その活動に意義を
現地校で日本文化の紹介 

生徒が作ったバチック染めの作品 

なんだか誇らしげ 

学校交流でマレーシアのバディと 

盛り上がっています 
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感じたり、行動に移す原動力になったり、自信のある行動につながったりする

のだと思う。国際的な視野を持つとは、いかに世界のことを自分のこととして

考えられるか、自分のこととして学んでいけるかである。 
 今後も生徒自身が、学校の授業や部活動で学んだことを地域で学びなおし、

更に海外に実際に足を運び、自分の目で見て、感じ、体験することで、より意義

あるものだと捉えなおせる活動を継続していきたい。 
 

【参考資料】 
・国立青少年教育振興機構「高校生の安全に関する意識調査報告書―日本・米

国・中国・韓国の比較―」 
・日本経済新聞 2016 年６月７日 
・Charities Aid Foundation「World Giving Index 2013」 


