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研究成果の概要（和文）：本研究では、多文化共生社会に向けた市民性教育、シティズンシップ教育について、オース
トラリアと日本における取り組みの状況を考察した。オーストラリアでは、日本より、多文化的な視点、グローバルな
視点を取り入れたシティズンシップ教育について、国レベルでは開発されたナショナルカリキュラムを通して、また、
各州レベルでは、学校と外部機関とが連携した教育プログラムによって、様々な興味深い取り組みが行われていること
が明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：In this research, the author examines the current status of citizenship education
toward a multicultural society in Australia and Japan. Australia has practiced more organized and
advanced multicultural and global citizenship education, compared to Japan.

研究分野： 比較・国際教育
キーワード： シティズンシップ教育

様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
多文化化の進む日本の学校では、帰国・外
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