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「へいわって、どんなこと？」の映像配信を授業で見て絵を描いてくれたノビ・ソンチ第 3 初等教育学校の子供達の

絵を、4 月から 7 月まで滋賀大学彦根キャンパス、大津キャンパス、教育学部附属小学校、敦賀ムゼウム（敦賀市）、

丸善京都本店で展示を行いました。 

2021 年度日本万国博覧会記念基金の助成金を受け、学生達とポーランドを訪問し、この学校や児童養護施設、

クラクフでの子ども達との交流を予定していましたが、コロナウイルス感染拡大によって訪問が難しくなり、代わりに

と考えたのが、日本から学生達が考えたことをオンラインで子ども達に伝える「ONIGIRI PROJECT オンライン授業」

でした。 

海外へのオンライン授業は、どんなプログラムを、何を使ってするのか、学生達と考えながら進めていきましたが、

日本語からポーランド語の通訳も必要で、更にポーランド側の映像がどの様に映るかわからなかったために、最初

に、クラクフ市にある児童養護施設 ROZ とのオンライン授業をスタートしました。通訳は、ヤギェロン大学大学院生の

Ola Malarz さんが協力してくれました。彼女は、このオンライン授業だけでなく、様々なプログラムを助けてくれること

になりました。 

 

１．児童養護施設 ROZ（ Fundacja PROJEKT ROZ ）とオンライン授業 

（１）配信場所  滋賀大学大津サテライトプラザ 

（２）配信先   児童養護施設 ROZ（Fundacja PROJEKT ROZ） ポーランド クラクフ市 

（３）通訳    Ola Malarz （ヤギェロン大学学生） 

（４）授業開催日・内容・担当 

日程 授業内容 担当 

7月 24日（土） 

ポーランド時間 午前 9時 30分～11時 

（日本時間午後 4時 30分～6時） 

鳴子を使った音楽 
教育学研究科 2年 伊藤 寛子 

音楽学部 1年   西川 歩花 

8月 21日（土） 

ポーランド時間 午前 9 時 30 分～11 時

（日本時間午後 4時 30分～6時） 

そろばん 経済学部 2年 北村 瑠衣 

9月 18日（土） 

ポーランド時間 午前 9 時 30 分～11 時

（日本時間午後 4時 30分～6時） 

そろばん 経済学部 2年 北村 瑠衣 

 

         

 

滋賀大学 SDGs の取組み －ONIGIRI PROJECT－ 

オンライン配信の様子 児童養護施設 ROZでの様子 
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２．Konnichiwa Nowy Sącz!（こんにちはノビ・ソンチ） オンライン授業 

日本とポーランドの国際交流と共に、子ども達が「面白い」「もっと知りたい」という気持ちからより学びたいというき

っかけ作りを目指して、ポーランド南部のインクルーシブ教育校ノビ・ソンチ第 3 初等教育学校の生徒に、

「Konnichiwa Nowy Sącz!（こんにちはノビ・ソンチ）」と言うオンライン授業を、10 月から 12 月まで月 1 回ノビ・ソンチ市

の後援を得て実施しています。 

 

（１）配信場所  滋賀大学大津サテライトプラザ 

（２）配信先   ノビ・ソンチ第 3初等教育学校（Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu） 

（３）通訳    Ola Malarz（ヤギェロン大学学生） 

（４）オンライン授業用のキット開発 

オンライン授業に使用する段ボールギターキットを考案、試作。 

7 月 9 日（金）滋賀大学教育学部附属小学校の協力を得て、生徒がどの様に組立てるかを確認。その後、京都女

子大学の協力を得て、京都女子大学学生が同大学付属小学校でも組立て方をチェックしていただきました。 

これらの結果から、ノビ・ソンチ第 3 初等教育学校でのオンライン授業の進め方を検討しました。 

 

    

 

 

（５）オンライン授業 

10月 15日（金） 段ボールギター （指導）教育学部 1年 西川 歩花  教育研究科 2年 伊藤 寛子 

（撮影）経済学部 3年 葉 仲銘  データサイエンス学部 加藤 敦詞 

滋賀大学で考案した段ボールギターを送り、2 年生 2 クラスで組立て方を教え、弦の長さで音階

が変わることを教えました。 

3 人の先生がサポートしてくれましたが 1 クラス目は授業時間をオーバーして、2 クラス目は別の

先生が事前に進めて頂くことになりました。 

生徒達は、組立てが面白いことで積極的に参加し、出来たギターで、早速、弾いてみるなど、 

大変楽しんでくれた様子でした。 

  

滋賀大学教育学部附属小学校 
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11月 16日（火） うどんの作り方 （指導）経済学部 2年 森本 夏帆 

（撮影）経済学部 3年 葉 仲銘 

8 年生を対象に、日本の食べ物を紹介しようと、小麦粉からのうどん作りや朝食のメニューや箸の

使い方を紹介しました。食べ物の紹介はわかりにくいこともあったようですが、うどんの代わり紐を、

箸を使って掴むことなどは、生徒には面白かった様です。 

    

  

12月 14日（火） くみひもに挑戦！ （指導）データサイエンス学部 3年 逢坂 安曇 

経済学部 2年 森重 美優  

（撮影）経済学部 3年 葉 仲銘 

6 年生の生徒を対象に、逢坂さんが考案した組み紐セットを使って、英語で組み紐で作るブレスレ

ットを指導しました。この授業では、生徒たちに 5 円硬貨について「ご縁がありますように」という意味

があることも教え、日本についての理解を深めるように行いました。ただ 45 分間の授業は短く、家に

持って帰って楽しむことになりました。 
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次回予定 3 月に予定していた書道の授業は都合により、次年度に行うことになりました。 

 

３．海外に向けてのオンライン授業の取組みについて 

今回、ノビ・ソンチ第 3 初等教育学校への「へいわって どんなこと？」の読み聞かせ動画の配信から取り組んだ

海外へのオンライン授業ですが、同校の生徒たちにとっては楽しい授業だったようで、この授業の目的を十分に達成

する可能性があると思われました。 

指導した学生は、ポーランドでの交流に参加希望した学生ですが、当初の応募が 21 名あり語学力より特技がある

かで選んでいたために、授業の内容を決めやすかったと思います。 

ただ、同校の生徒数は 600 人余りで、出来るだけ多くの生徒と交流するために学年が異なる授業をすることを考え

ましたが、授業時間の 45 分に収まるキットの考案や作成などの準備に係る時間が予想外にかかりました。更に、授

業で使うためのキットなど必要な備品を 3 度に分けて送りましたが、配送費用や配送時間は予想を超えるものでした。 

 

海外へのオンライン授業の課題は、 

（１） 配信される学校の先生が協力的であり、2、3 人の先生が担当してくれること 

（２） 対象となる生徒によって、授業で必要な備品を準備し、事前に配送する必要があること 

（３） ネット環境や配信先でどの様に映されるかモニターやプロジェクターの確認が必要になること 

（４） 配信先の全員の生徒の様子が映されること 

（５） 通訳が必要で、事前の打合せが必要であること 

（６） ある程度の費用が必要となること 

などがあげられます。 

 

滋賀大学とノビ・ソンチ第 3 初等教育学校の繋がりは 1 年を超えました。その活動内容は、同校の HP にも紹介さ

れていますのでご覧ください。 

 

 

 

 

 

2 月ロシアによるウクライナ侵略によって、ポーランドにも多くのウクライナ避難民の子ども達が逃れてきています。

同校のあるノビ・ソンチ市にもウクライナの子ども達が 350 人を超えました。私たちは、こうした状況も踏まえながら、

次の授業に取組む予定です。 

http://www.sp21sacz.edu.pl/index.php/page/11/?s=shiga&fbclid=IwAR2hu57p

tjGiSCLV4jmJIoRldlez3Tq4dGYEvNP6qQxJx4aVntyEuE0ec1I#038;fbclid=IwAR

2hu57ptjGiSCLV4jmJIoRldlez3Tq4dGYEvNP6qQxJx4aVntyEuE0ec1I 
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４．音楽でふれあうポーランド 

3 月 12 日（土）ウイングス京都（京都市）において、「滋賀大学 音楽でふれあうポーランド」を開催いたしました。 

会場に約 130 名、オンラインで約 50 名のご参加をいただきました。 

 

このコンサートの運営は、ポーランドのヤギェロン大学との交流「ONIGIRI PROJECT」に参加する教育学研究科 

2 年 伊藤寛子さんが司会を担当するなど、経済学部、データサイエンス学部、教育学部の学生が会場スタッフとし

て、ポーランドから参加したバルテゥオミエイ・ノボデゥルスキ記念第一高校合唱団には、ヤギェロン大学大学院の

Ola Malarz さんが通訳として運営に参加し、国際交流の一翼を担う事が出来ました。 

滋賀大学産学公連携推進機構機構長の須江雅彦理事・副学長の挨拶に続き、第一部は名古屋大学医学部 5 年

生で昨年のショパンコンクール二次審査まで進まれた沢田蒼梧さんのショパン音楽の演奏と解説、そして医学部生

とピアニストを両立する沢田さんに聞くコーナーでは、経済学部の森本夏帆さんと武庫川女子大学附属高等学校の

津森さんが会場からの質問も交えて、沢田さんの気さくな人柄が良くわかる楽しい時間になりました。 

第二部は人道の港敦賀ムゼウム西川明徳館長から、「ポーランド孤児の物語」の映像とパワーポイントでシベリア

に残されたポーランド人孤児たちを日本が救出したことやナチスドイツの迫害により日本に逃れたポーランドのユダ

ヤ人などの出来事により日本とポーランドの繋がりが強いことを解説していただきました。 

続いて、日本とポーランドの音楽交流として、武庫川女子大学附属高等学校コーラス部の合唱があり、ポーランド

からはオンラインでバルテゥオミエイ・ノボデゥルスキ記念第一高校合唱団（Chór I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Bartłomieja Nowodworskiego）がポーランドで歌い継がれている愛国歌を合唱しました。 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

（文責：産学公連携推進機構 客員教授 近兼 敏） 

（左）（中）ピアノを演奏し質問に応える沢田蒼梧氏 

（右）「沢田さんに聞く 楽しく挑戦する」沢田蒼梧氏 聞き手：津森祐希さん 森本夏帆さん 

（左）「ポーランド孤児の物語 映像と解説」人道の港 敦賀ムゼウム 館長 西川明徳氏 

（中）「日本・ポーランド合唱交流」武庫川女子大学附属高等学校コーラス部 

（右）「日本・ポーランド合唱交流(オンライン)」バルテゥオミエイ・ノボデゥルスキ記念第一高校合唱団 


