
 

 
 

県立八千代高等学校 

目 標 

 

・ 国際的な視野に立ち、個性・創造性を発揮し、グローバルな視点で優れたものを追求することが

できる資質を育てる。 

・ 地理、世界史、現代社会、英語等における、国際社会の成り立ちや各地域の文化、課題に関する

学習を発展させ、異文化理解を促進する。 

・ 国際理解教育を推進する校内体制の強化と校外組織等との連携協力体制を充実させる。 

 

留学生等との交流会の開催 

 

１ 留学生等との交流（苗栗高級商業職業学校修学旅行団との交流） 

（１）日  時：平成２９年１０月３０日（月）１０時から１６時 

（２）会  場：本校第１学年教室、美術室、書道室、音楽室、家政科講義室 

（３）留学生等：苗栗高級商業職業学校（台湾）修学旅行団 生徒１８名(男子２、女子１６)、 

引率職員３名、ガイド１名 計２２名 

（４）参 加 者：１学年生徒２０５名、音楽部生徒１５名、吹奏楽部生徒８５名、 

和太鼓演奏「鼓組」生徒６７名、生徒会役員６名、教員１４名、 計 ３９２名 

（５）内  容： 

  ・歓迎式 

校長挨拶に続いて旅行団関係者の挨拶、メッセージ交換、プレゼント交換。 

・授業体験 

旅行団の生徒は６班に別れ、美術、書道、英語、地理の各教

室で、２時間の授業を体験した。生徒相互にコミュニケーシ

ョンをとり、学校や生活についてミニプレゼンテーション

も行った。 

・クラス別昼食会 

授業体験の各クラスで、お弁当を一緒に食べながら趣味や 

将来について語り合った。 

・歓迎ミニコンサート 

会場を音楽室に移して、本校の充実した部活動の中から、４

つの部活動が演目を発表した。旅行団の生徒たち合唱も披

露され、交流を深められた。 

・閉会式   

旅行団生徒代表と生徒会役員のメッセージ交換、プレゼン

ト贈呈等を行い、気持ちを深めての握手会で閉じた。 

・記念写真撮影 

旅行団の生徒、職員２５名を、約２００名の生徒らが囲み記念撮影を行った。 



 

 
 

（６）事前学習： 

  生徒会役員と部活動スタッフ、各クラス代表生徒に、台湾の風習や当該校の概要等に関するプリ

ント等を配付。また「おもてなし」について話し合いを持った。各顧問や担任からの助言等を得

ながら学習した。 

（７）事後指導： 

  各部活動、各クラスでまとめの会やミーティングを実施し、感想等の報告を集めた。 

（８）参加者の感想等： 

・授業体験   

各科目のテーマに沿って班別学習を展開したので、初対面ながら生徒間の交流が見られた。美

術や書道では、「上手な人がいて驚いた」「お話ができて台湾に興味が湧いた」「英語が苦手な人

がいて助けてあげられた」などの感想があった。 

  ・歓迎ミニコンサート 

本校の生徒は、旅行団の生徒たちの熱い拍手に感動を深めていた。「日本の高校生の演技が素

晴らしかった。」「英語が話せなかったので、話しかけられても上手く返事ができなくて悲しか

った。」などの他、「是非、本校（苗栗高）にきて、演目を見てほしい。」と、交流の契機となる

意見が出された。 

  ・生徒会役員及び各部員 

わずかな時間にもかかわらず、充実感、達成感ともに極めて高い感想が寄せられた。 

  ・保護者 

後日の PTA 役員会等で、生徒らの感動した様子に感謝する意見が出され、今後も積極的な交流

活動を推す意見が多数見られた。 

 

２ 八千代高校短期留学プロジェクトをとおした留学生等との交流会の開催 

（１）日  時：平成２９年１２月２１日（木）１５時から１６時 

（２）会  場：本校会議室 

（３）留学生等：Michael Tompkins（所属 Muskoka Language International） 

（４）参 加 者：生徒１８名、教員５名、保護者等１２名、卒業生２名、 計 ３７名 

（５）内  容： 

  第３回海外短期留学(平成２９年７月９日～７月２１日、カナダ・カ

ルガリー、生徒１９名)経験者の代表生徒４名の体験発表と、カナダ

人の講師 Tompkins 氏、留学経験のある卒業生から、次年度の参加希

望生徒と保護者に向けて、カナダの生活文化の差異、海外交流の意義

などの充実したプレゼンテーションがあり、質疑応答なども活発で

あった。 

（６）事前学習：             

  短期留学の生徒が中心となって以下の取り組みを行った。 

・４月当初から出発前日まで、英語教諭や Michael Tompkins 氏によ

る事前学習会を１０回ほど開催し、参加生徒の意識の向上が明らかになった。 



 

 
 

・帰国後の９月、資料等をまとめ文化祭で発表するとともに、報告書を作成した。 

  ・交流会をこれらの取り組みの延長上に位置付け、次年度の参加希望者に向けてのプレゼンテー

ションの練習などを行った。 

（７）事後指導： 

短期留学参加生徒及び代表生徒は、以下のとおりに取り組んだ。 

  ・文化祭での展示発表 

  ・報告書の編集、発行 

（８）参加者の感想等： 

・カナダの自然と生活がわかり、ホームステイ中のお部屋や食事の様子も知ることができて不安 

が少し解消された。 

・留学を経験した先輩方のお話がしっかりしていたのと、現在の活躍がすごい。 

  ・留学期間中の全体のアクションが見えて、有意義なプログラムだと感じた。（保護者の感想） 

   

海外理解促進のための講演会 

  

１ 海外理解促進のための講演会と茶話会の開催〈Ⅰ〉 

（１）日  時：平成２９年９月２８日（木）  

第１部 １３時２５分から１５時１５分（講演会） 

第２部 １５時３０分から１６時４０分（茶話会） 

（２）会  場：本校体育館及び第２会議室 

（３）講  師：氏名 萩野 敦年 

所属 外務省国連企画調整課長補佐 

経歴 1993 年外務省入省、在ルーマニア日本大使館に約７年勤務後、外務省欧州局

西欧課、同局中・東欧課、第一国際情報官室、領事局外国人課等で勤務、2012

年から総合外交政策局国際機関人事センター課長補佐現職。全国各地で、国

際機関のキャリアガイダンスを展開。 

（４）講師選考の理由： 

  前年度、大学在学中の海外留学や卒業後の海外を含む進路選択を進めたので、今年度は卒業後の

進路を想定した大学院進学や在外機関での勤務に関する講演会を計画していた。外務省の広報プ

ロジェクトに応募し、採択となったため。 

（５）参 加 者：全校生徒、教職員、保護者希望者、 計 １，１６３名 

（６）内  容： 

  ・講演会（演題「国際機関で働こう」） 

スライドを用いた各国際機関の業務と使命、職員の活動例などを説明していただいた。大学院

進学の意義など進路選択に資する内容であった。 

  ・茶話会 

保護者１２名と関係職員が、和やかな雰囲気の中で講師の体験談や事例について質疑応答がな

された。 



 

 
 

（７）事前学習： 

全クラスの LHR で外務省のパンフレット等を用いて、国際理解に関するテーマを取り上げた。 

（８）事後指導：アンケートの実施 

（９）参加者の感想等： 

  ・以前から青年海外協力隊や難民高等弁務官に関心があったので良かった。 

・大学院に行く意味が少しわかった。 

・「国際公務員」の仕事がわかった。 

・子どもが海外で働くことに興味があるので助かった。（保護者の感想） 

 

２ 海外理解促進のための講演会と茶話会の開催〈Ⅱ〉 

（１）日  時：平成２９年１２月１８日（月）  

第１部 １１時から１２時（講演会） 

第２部 １２時１０分から１２時４５分（茶話会） 

（２）会  場：本校体育館及び第２会議室 

（３）講  師：氏名 安田 奈津紀 

所属 Studio AFTERMODE フォトジャーナリスト 

経歴 2012 年「HIV と共に生まれる -ウガンダのエイズ

孤児たち-」で第８回名取洋之助写真賞受賞。写真

絵本『それでも、海へ 陸前高田に生きる』（ポプ

ラ社）、『君とまた、あの場所へ シリア難民の明

日』（新潮社）。上智大学卒。 

（４）講師選考の理由： 

  講師は、TBS「情熱大陸」500 回放送記念（2008 年）や、NHK「一期一会」出演 （2008 年）など

メディアでも活躍され、その真摯な姿勢に多くの共感を得ている。講演を本人に直接依頼し、快

諾を受けた。 

（５）参 加 者：第１学年生徒、教職員、保護者希望者、 計 ３９７名 

（６）内  容： 

  ・講演会（演題「紛争地・被災地に生きる子どもたち ～取材から見えてきたこと」） 

スライドを用いて、取材先の困窮する子どもたちや災害で苦しむ人々を熱く語った。 

  ・茶話会 

各クラス２名、計１８名の生徒が、取材先の国の様子や生き方につて大変熱心に質疑応答がな

された。 

（７）事前学習： 

１学年の全クラスの LHR で講師の活動等を紹介する資料を用いて、国際理解に関するテーマを取

り上げた。 

（８）事後指導：アンケートの実施 

（９）参加者の感想等： 

  ・困っている子どもたちの姿に衝撃を受けた。 



 

 
 

・安田先生が取り組む意味がわかった。 

・人のために役立つ自分でありたい。 

 

３ 海外理解促進のための講演会と茶話会の開催〈Ⅲ〉 

（１）日  時：平成３０年１月１８日（木）  

第１部 １３時２５分から１５時１５分（講演会） 

第２部 １５時３０分から１６時３０分（茶話会） 

（２）会  場：本校体育館及び第２会議室 

（３）講  師：氏名 今西 貴夫 

所属 外務省大臣官房室課長補佐 

経歴 大阪大学大学院国際公共政策研究科博士前期課程修了、2000 年外務省入省、

在ロシア日本国大使館外交官補、外務省領事局海外邦人安全課、同省欧州局

ロシア課、同省国際情報統括官組織第四国際情報官室、内閣官房内閣情報調

査室内閣情報分析官付、在アゼルバイジャン日本国大使館一等書記官、外務

省大臣官房国内広報室勤務。 

（４）講師選考の理由： 

  第２学年の国際理解・キャリア教育の一環として、外務省「高校講座」に応募し、採択された。

講師の選任は、同省広報室による。在外大使館の一等書記官としての勤務経験があり、外交交渉

の場面に立ち会うなど、外交官としての実務を紹介していただけた。 

（５）参 加 者：第２学年生徒、教職員、保護者希望者、 計 ３８４名 

（６）内  容： 

  ・講演会（演題「外交官として働いて」） 

スライドを用いて、外務省の業務や外交交渉の努力、また、

アゼルバイジャンの生活など多面的にご紹介いただいた。

クイズ形式の時間もあり、全体的に楽しく展開した。 

  ・茶話会 

各クラス２名、計１８名の生徒と関係職員が、講師の人柄に

より和やかな雰囲気の中で積極的な質疑応答がなされた。 

（７）事前学習： 

全クラスの LHR で外務省のパンフレット等を用いて、国際理解に関するテーマを取り上げた。 

（８）事後指導：アンケートの実施 

（９）参加者の感想等： 

  ・大使館の一等書記官のお仕事がわかった。 

・外交官の使命が少しわかった。 

・国際問題に興味があるのでとても有意義だった。 

 

 

 



 

 
 

事業の成果 

 

・ 前年度までは、国際理解講演会を学校全体で年１回のみの開催だったが、前年度の生徒の反応や

交流活動から生徒の前向きな変化が理解され、１・２学年の独自行事として講師選定から行事開

催等を行うことができた。 

・ 台湾からの修学旅行団の依頼が来日２１日前にありながらも、関係教員の理解により無事、交流

行事を開催できた。特に、合同授業に２時間分を設定し、４科目、８教室で授業体験による明る

い雰囲気の交流が開催できたことは、生徒や職員の中に積極的な交流意欲が芽生えたものとして

評価したい。 

・ 外務省「高校講座」では、一等書記官の勤務体験を拝聴し、生徒の中から意欲的な質問が数多く

出され、生徒たちの関心の高さを職員、保護者が共に理解できた。 

・ フォトジャーナリストの安田菜津紀さんの講演では、貧困に直面する子どもたちの姿が紹介さ

れ、生徒たちの心を大きく揺さぶった。その後の茶話会でも生徒たちの熱い気持ちが伝えられ、

「世界に貢献」する学校目標に添ったものと理解でき、「国際公務員」の講話とリンクしていると

考える。志を持った国際人の育成に資するものとして評価したい。 

・ カナダでの短期海外交流が継続できた。事前学習も充実し、現地市長との交流や経営者とのミー

ティングなどもなされ、本校生徒の誇り「Pride of YACHYO」を体現できたと喜んでいる。留学経

験をした卒業生も参加し、留学の意義をしっかり説明していた。 

 

今後考えられる新たな取組 

 

・ 外務省や国際機関の見学 

・ OB による留学体験報告会 

・ 和太鼓演奏「鼓組」の海外親善公演会 

・ 国際的な研究活動を展開している大学や研究機関の見学。オープンキャンパスを一歩進め、大学

の研究室訪問のさらにその先を展開する。 

 

 

  


