
１.はじめに

この論文は、2019年２月５日（火）に日本学生支援

機構(JASSO)大阪日本語教育センター(大阪市天王寺

区、以下、大阪日本語教育センター、あるいは、セン

ター)で学ぶ留学生を対象に行った天体観望会(望遠鏡

等を使って天体を観望するなどの活動をしつつ、宇宙

を感じることを参加者と共有する催しのこと、以下、

観望会)について、実践内容を報告するとともに、その

ねらいと振り返りについてまとめたものである。

この実践が行われた経緯は以下のような事情である。

フィリピンからの国費留学生として、フィリピン・サ

イエンス・ハイスクール・マニラ校の物理・地学の教

員、ライザ・クリソストモ氏(Lieza Crisostomo、以

下、ライザ)が、和歌山大学で2018年４月から2019年３

月まで大学院研究生として在籍することになった。そ

れに先立つ2017年10月から2018年３月まで、日本語の

研修のためにライザは大阪日本語教育センターで研修

を受けた。ライザは和歌山大学在籍中、同じく天文教

育を専門としている大学生や大学院生、科学館職員と

一緒に、和歌山大学で開講している星空案内人(星のソ

ムリエ)の講座を受講し、ライザは2019年１月15日に星

のソムリエの資格を取得した［1］。ライザ、そしてラ

イザを公私ともに支えた大学院生２人(著者の上之山

と鷺坂、当時いずれも和歌山大学大学院教育学研究科

修士課程１回生)と富田が中心になり、ライザの日本語

研修でお世話になった大阪日本語教育センターで、留

学生を対象とした観望会を持つことにした。この企画

を持つに至った意図として、以下の２点がある。まず、

大阪日本語教育センターでの研修がその後の大学での

研修の基礎になったことに感謝するため、私たちの研

究室をあげての行事としてお返ししたかったことであ

る。学友との深い交流が可能になり、深く研修が進ん

だことを大阪日本語教育センターに報告する機会とし

た。もうひとつは、大阪日本語教育センターで学ぶ学

生に、受け入れ側の国としての気持ちを示す機会とし

たかったことである。天体を望遠鏡で観望する、それ

を通して宇宙を感じるという体験は国境を越えて共有

できるものであり、留学でいろいろな不安をかかえて
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いるかもしれない若い人たちと、お互いこの惑星地球

で暮らす人類であるという考えを共有できる貴重な機

会と考えたからである。

以上をふまえ、この観望会のねらいを、大阪日本語

教育センターで学ぶ学生が宇宙を楽しくかつ深く感じ

ること、それを通して世界の協働の雰囲気を高めるこ

とし、そのねらいがどの程度達成されたのか、参加者

のアンケートから探ることを研究の目的と設定した。

以下、第２章でこの観望会の企画内容と準備について、

第３章で観望会の実際のようすについて、第４章につ

いてアンケート結果とその分析について記し、まとめ

を第５章に記す。

２.実践の企画と準備

2019年１月15日、富田から大阪日本語教育センター

へ観望会の提案を電子メールで行い、１月23日に富田

がセンターを訪問して提案説明をさらに行い、１月28

日に図１にある書面で正式に提案を行い、センターか

らの承認を得た。

１月29日には図２に示したような、観望会の具体的

な計画書をセンターに提出した。この計画書は、星空

案内人(星のソムリエ◯Ｒ)の講座の７科目のうちのひと

つ「星空案内の実際」の単位認定チェックシートの一

部として、受講生が作成する観望会企画書の様式を使

ったものである［2］。

３.実践

観望会は、幸いにして天候で順延や中止にならず、

２月５日にセンター中庭にて予定通り実施した。18時

に開始、ほぼ予定通り、１時間半の行事となった。観

望会終了時に、参加者に図２の５枚目にあるアンケー

トに記入してもらい、その場で回収した。観望会の世

話役として、この論文の著者３人(当時大学院M１の上

之山、鷺坂、そして富田)と教員研修留学生のライザ

の、富田の研究室の４人が当たった。基本は日本語を

使いつつ、適宜英語やスペイン語(上之山による)を交

えて説明を行った。センターの学生の日本での夢や希

望を聞かせてもらうなど、研究室側からの説明という

方向だけでなく、双方向の会話による交流を心掛けた。

センターで学ぶ学生から観望会参加希望者をセンタ

ーが募り、出身地として18の国と地域からの参加とな

った。センターの職員にも楽しんでいただき、総勢約

40名が参加してくれた。

晴れ間も見えたが、曇り空になることが多い天候だ

った。晴れた時は、持ち込みの望遠鏡で明るい天体を

観望してもらった。この日、月は建物のかげに沈んで

おり、南の空に火星、東の空高くにアルデバランなど

の冬の星座の一等星たちが見えており、晴れ間をねら

って望遠鏡を通した像を楽しんでもらった(図３参照)。

雲がかかっていた時間帯が多かったが、時折、北極

星を目で見ることができた。北極星の高度は、その観

測地の緯度に相当している。大阪市は北緯約35度に位

置している。したがって、センターでの北極星の高度

が35度となる。ライザの出身地のフィリピン・マニラ
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図２.観望会の具体的な計画書

(2019年１月29日に大阪日本語教育センターへ提出)

(５枚のうち１)

図１.大阪日本語教育センターへ観望会開催の

正式提案の際の書面(2019年１月28日)
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では17度になる。大阪と似た緯度の出身地の場合があ

ったが、東南アジアは北緯20度以南、ヨーロッパの多

くの場所では北緯40度以北で、出身地での北極星の高

度がそれぞれ違っているはずである。南半球からは北

極星が見えない。センターの学生は出身地での北極星

の高さについて特に意識をしていなかっただろうが、

これは惑星地球が球体をしているあらわれであり、同

じ一つの球形の大地に私たちが住んでいることを実感

するには、いい観測になる。観望会では、このように

望遠鏡を通した観望だけでなく、肉眼で夜空を見上げ
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図２.続き(５枚のうち３)

図２.続き(５枚のうち２) 図２.続き(５枚のうち４)

図２.続き(５枚のうち５)
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て感じ取る内容もたくさんある。

曇った時は、観測地と日時を指定して空を模すプラ

ネタリウムソフトウェア Stellarium［3］や、実際の観

測データをもとに宇宙空間を再現し、その宇宙空間を

飛び回ることができるソフトウェア Mitaka［4］を、

食堂がある建物の外側の壁に投影しつつ、星にまつわ

る話を通して交流を行った(Mitaka 投影の様子は、図

４参照)。

４.参加者からの意見

アンケートは無記名で、年齢、性別、出身国・地域

といった記入者の属性についても記さないものであっ

た。観望会終了後、29名から回答を得、回収率は約８

割ということになった。２名は日本語と英語、６名は

英語での回答で、他は日本語だけでの回答であった。

「楽しかったか」について、無回答の１名を除き、

28名が肯定的な意見を書いていた。「どこが楽しかった

か」について、８名は特に望遠鏡で星を見たことを記

し、11名は特に壁への投影を特に記していた。特に

Mitakaに強い印象を持った人が多かったようである。

３名は特に話しながら星を見たことが印象的だったと

書いており、うち１名は日本人大学院院生との会話が

楽しかったと書いていた。望遠鏡で初めて星を見た、

と書いていたものもあった。全体を通して、望遠鏡で

星を見たこと、PCからの宇宙シミュレーション・ソフ

トウェアの投影を見たこと、いろいろな人と会話とし

ながら星を見たことを通して、肯定的な印象をもった

といえよう。

「印象に残っている天体や話」について、ないとい

う１回答以外、いろいろな回答があった。宇宙シミュ

レーション・ソフトウェアMitakaとStellariumを挙げ

た人、特にMitakaで紹介した大宇宙の構造や宇宙全体

の大きさについて挙げた人がいた。望遠鏡で観望した

ことから、火星、ベテルギウス、カペラの名を挙げた

人がいた。またたきがよく見える天体(星座の星々)と、

あまり見えない天体(惑星)の違いという高度な質問し

た人がいて、印象に残っていることとして、火星があ

まりまたたかないということを書いた人がいた。北極

星の高度が観測地によっていろいろであることを印象

的と書いた人もいた。また、宇宙についてまだわかっ

ていないことが多いことを知ったといった驚きを書い

た人もいた。観望会で用意した物的なもの、伝えたか

った見方・考え方、いずれも参加者に印象的に伝わっ

たといえよう。

「星について印象が変わったか」について、無回答

の１名以外から回答があった。これはもともと、宇宙

観といったものが変わったのかを聞きたかった設問で

あった。「はい」あるいは「いいえ」で分類すれば、「は

い」は15名、「いいえ」は６名、分類が難しいものや無

回答が８名だったが、「いいえ」の内容は、以前から興

和歌山大学教育学部紀要 教育科学 第70集 (2020)

図３.望遠鏡での観望のようす

図４.パソコン上でMitakaを通して宇宙を模した

映像を、建物の外壁に投影したようす
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味深く考えており、引き続きそのまま、また、もっと

興味を持った、といったことがほとんどで、肯定的な

回答として受け止められるものであった。宇宙観が変

わったというより、もっと調べてみたくなった、とい

う回答が目立ったことから、学習意欲を喚起したこと

が見えた項目であった。

「星を見る会について印象が変わったか」について、

会が楽しかったという意味で「はい」と答えた人がい

る一方、悪いほうに変わらなかった、あるいは、期待

通りだったという意味で「ない」と答えた人がいた。

「見る前はただの星を見る会だけと思いましたが、こ

のイベントに参加した後、自分が宇宙に行った感じが

しました」と回答した人がいた。印象が肯定的なもの

に変わっただけでなく、予想以上の強い印象を残した

例であろう。この人を含め、観望会というものに参加

したのは初めてだったと書いた人が８名もいた。セン

ターの学生から観望会参加希望者を募って参加いただ

いたので、最初から観望会に興味のある人が母集団だ

ったことが、全体として肯定的な回答だった原因の一

つだろう。

「その他ご意見」では、感謝のことばをたくさんい

ただいた。冬の夜は寒いということを２名が書いてい

た。観望会は夏場でも寒さ対策が必要になることがあ

る。話が楽しく、予定以上に長時間、外にいることに

なることがある。寒さ対策の必要性がここでも見えて

いる。宇宙シミュレーション・ソフトウェアはもっと

暗いところで投影すれば効果的ではないか、という提

案も２名からあった。外で観望会をしつつ、同時併行

でという形をとったので、これはある程度致し方なか

った。もっと暗い場所で観望を、という意見もあった。

大都会の真ん中でも十分楽しめることを、今回示した

かったが、同時に、もっと空の条件のよいところなら、

と気持ちを高めたのなら、嬉しい反応である。

５.まとめ

この観望会のねらいは、大阪日本語教育センターで

学ぶ学生が宇宙を楽しくかつ深く感じること、それを

通して世界の協働の雰囲気を高めること、であった。

観望会直後のアンケートを振り返れば、多くの参加者

にそれが伝わったと感じている。この観望会をそもそ

も提案した動機は、大阪日本語教育センターでの研修

がその後の大学での研修の基礎になったことに感謝す

るため、そして、大阪日本語教育センターで学ぶ学生

に、受け入れ側の国としての気持ちを示す機会とした

かったことである。私たち研究室からのその気持ちを

大阪日本語教育センターの教職員の皆様があたたかく

受け止めてくださり、事前にセンターの学生に説明を

くださり、当日の運営でご厚意をくださり、全体の雰

囲気を作ってくださったことが、上に書いたねらいが

達成された大きな要因であろう。大学研究室、日本語

教育の教育研究機関、そして日本での留学を目指す学

生の三者の協働あってこその成果であろう。日本語教

育の教育研究機関の社会的役割は、これまでにも増し

て重くなるに違いない。社会全体でそのような機関と

どう連携するか、観望会という形で実践した例を示す

ことができたと考えている。

なお、この実践は国際天文学連合100周年記念事業の

ひとつの Star Partyとしても登録をした［5］。天文を

通して世界の人々の心をつなぎ、世界の繁栄と人類社

会の発展をめざすことは、国際天文学連合(IAU)の大

きな目標の一つであり、初めて策定されたIAU戦略計

画2010-2020［6］、そしてそれを発展・継承したIAU戦

略計画2020-2030［7］にもうたわれていることである。
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［1］星空案内人(星のソムリエ )資格認定制度：
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目「さあ，はじめよう」「星空の文化に親しむ」「宇宙はど

んな世界」「望遠鏡のしくみ」と３つの実技科目「星座を

見つけよう」「望遠鏡を使ってみよう」「星空案内の実際」

から成っており，そのうち「星空案内の実際」は最終まと

めの位置づけの強い科目である。
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を見るためのソフトウェア。地球から宇宙の大規模構造ま

でを自由に移動して，宇宙の様々な構造や天体の位置を見

ることができる：

https：//4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/

［5］IAU100：国際天文学連合100周年記念：

https：//www.iau-100.org/
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とつとして，この観望会が登録されている。
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究した，フィリピン・サイエンス・ハイスクール・マニラ校の

物理・地学の教員，ライザ・クリソストモ氏である。氏の天文

教育，そしてそれを通した国際連携，社会発展への情熱に深く

敬意を表したい。この観望会の企画段階から実際の運営に至る

まで，日本学生支援機構大阪日本語教育センターの教職員の多

くの方々に大変お世話になった。特に，副センター長の水落い

づみ様，教務主任の藤間貴子様をはじめとした皆様方には，打

ち合わせや相談で多数の電子メール，電話でお手数をおかけし

た。日本における国際化時代の社会整備の基盤となるべき日本

語教育という重要な課題に，高い専門性を持って当たっておら

れる専門職のみなさまに，敬意を表したい。最後に，観望会を

ともに作り上げてくれたセンターの学生のみなさんからアンケ

ートで貴重な意見と感想をいただいたことに感謝したい。同時

に，学生のみなさんの国境を越えようとする情熱と能力に敬意

を表したい。この惑星地球で同じく暮らす人類であるという考

えを，観望会を通してお互いに共有できた幸運に感謝したい。
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