
平成２８年度グローバル人材プロジェクト事業報告書 

 

                          学校番号 ４９ 

                          県立松戸国際高等学校 

事業名  国際理解推進事業 

目 標  １  生徒の留学等（先進国だけでなく開発途上国も）への関心を高める。 

     ２  グローバル人材を育成する。 

     ３  国際理解行事を通して、日本文化の理解へつなげる。 

事業の概要 

（１）留学生等との交流会の開催 「留学生が先生！」 

ア 日  時：平成２８年５月２３日（月）午後２時から４時 

イ 会  場：本校1年次９教室 

ウ 留学生等：首都圏の留学生９名（公益財団法人 国際理解支援協会より派遣） 

エ 参 加 者：第１学年生徒３６１名、教員２４名 

                                  計３８５名 

オ 内  容：クラス別交流会 

       ９名の留学生が１年次生の９クラスに１名ずつ別れ、日本でどのような生活をしているかな

ど自己紹介をした後，母国の紹介をした。 

       講師の留学生の出身国は異なり、それぞれの民族衣装や民族楽器の演奏なども含め生徒にと

っては初めての情報も多く、非常に関心を持ってお話を伺った。質問も積極的に行い充実し

た交流となった。 

カ 事前学習：１年次全体で取り組む国際理解教育として、国際部職員が中心となり、１年次職員と協力し

て企画・立案した。各クラスの国際交流委員が率先して総合的な学習の時間を活用し交流し

た。 

キ 事後指導：アンケートを実施 

ク 参加者の感想等： 

・私が一番興味をもったのは果物についてのお話です。サクランボ、イチゴ、ラズベリー、モモなど私の好き

なものばかりで、しかもモモが１キロ６０円と言うのですから驚きました。聞けば聞くほどセルビアに住み

たい！という気持ちになりました。今後機会があればぜひ訪れてみたいです。とても貴重なお話を聞けて楽

しかったです。 

・私のオーストリアのイメージはサウンド・オブ・ミュージックしかありませんでした。アリス先生のお話

を聞いて日本との違いを知ることができました。一番驚いたのはオーストリアの学校生活です。学校はだい

たい１時か２時には終わり、夏休みは３か月ほどあるそうです。また地震がなく古くからの建物が多いそう

で、散歩をしたり路面電車に乗ったりすると多くの歴史的建造物に出会えるということでした。 

・母が高校生の時にロシアに行った話を小さいころに聞きました。当時から「どうして『赤の広場』と呼ぶの

だろう」と疑問に思っていたのですが、ロシア人は赤が好きだから！という理由には驚きました。私はフィ

ギア・スケートをテレビで見るのが好きで、ロシア人選手が活躍しているのを見ます。ロシアでは体育の授

業でスキーがあると聞き、興味深かったです。 

・今回のお話は全て面白く、驚いたり笑ったりととても楽しい時間を過ごすことができました。日本の文化

の中にいくつかイランから来たものがあると知り驚きました。火を使うお祭りがゾロアスタ教からきたもの

だというのは特に驚きました。自分が思っていたイランと違うことが知れて良かったです。 

 

  



（２）海外理解促進のための講演会の開催 

① 

ア 日  時：平成２８年１０月１７日（月）午後２時から４時 

イ 会  場：本校多目的室 

ウ 講  師：氏名 関 健作、十田 麻衣 

       所属 元青年海外協力隊員 
       経歴 関 健作 氏 

大学卒業後、中学校で陸上競技のコーチを行う。2007 年ブータンに赴任。体育のなかっ

た現地で体育教師として小中学校で体育普及活動を行った。2010 年帰国後、小学校の教

師として働きながらブータンの写真展を開催。2011 年本格的に写真家の活動を始める。

現在はブータン・チベット・日本を拠点に写真家として活動している。寄付や売り上げで

集まったお金でブータンに体育用具を贈る青少年活動も行なっている。 
          十田 麻衣 氏 

協力隊参加前は小学生を対象に国際理解授業を地域在住外国人と提供していた。2014 年

7月より、人生2度目の『アフリカ』となる「ガーナ」にて、青年海外協力隊として活動。

ミッションの二輪で水たまりに転んだり、ヤギやニワトリとぶつかったりしながら小学校

を巡回。電気もパソコンもない地域での ICT（コンピューター）の授業に奮闘する。2年

間ガーナ人家族とひとつ屋根の下で生活を共にし、ガーナにも家族ができる。 
今後は教育に携わりながら、女の子が偏見や差別なく思いのままに途上国に行けたり、世

界に羽ばたける社会を創りあげていくことが目標。 
エ 講師選考の理由： ＪＩＣＡ出前講座を昨年もお願いし、生徒の反応が良かったため。 

オ 参 加 者：第３学年生徒３６２名、教員２０名、 

                                  計３８２名 

カ 内  容：「ＪＩＣＡ出前講座」 

     青年海外協力隊員としてブータンで青少年の教育に携わった関健作氏とガーナで活動した 

十田麻衣氏に講演をしていただきJICAの活動について知る機会を持った。 

キ 事前学習：３年次全体で取り組む国際理解教育兼人権教育として、国際部職員が中心となり、３年次職

員と協力して企画・立案した。総合的な学習の時間を活用した。 

ク 事後指導：講義終了後各クラスに戻り、アンケートを実施。 

ケ 参加者の感想等： 

【講座全体を通して】 
・その国の人たちと自分の捉え方の違いを受け入れないといけないと思いました。 
・これからの将来を考える上でとても貴重なお話だった。 
・日本人と外国人の性格や生活習慣の違いがこんなにあるとは思っていませんでした。 
・自分もいつか海外で医者として援助しよう。そう思える講義でした。 
・日本人だからといって日本にとどまっていてはもったいないと感じました。 
・世界にも目を向ける仕事は素晴らしいと思った。 
・J ICAの話を聞いて自分がどれだけ恵まれているかに気づいた。 
・大学で異文化を学びたいと思っていたので、興味を持って聞くことができた。 
・自分のブータンやガーナに抱いていた考えと現地の人の気持ちは、異なっている部分があるということが

最も印象に残った。 
・講義を聞いて英語を話せること、海外の人との交流の大切さを学んだ。 
・NGOやJICAに元々興味があったので、とても面白い講座でした。 
・異文化についてさらに知りたいと思い、もっと話を聞きたかった。 
・現地の自然や人々の様子を写真を通してみることができたので、他国の見方が少し変わりました。 



・自分の当たり前から一歩引いて、違いを受け入れることができたら成長できると思った。 
・価値観の違いを知ることと自分で行動することが大切だと思いました。 
・話をきくことで、今の生活のありがたみに改めて気付きました。 
・日本と海外の違いを経験してみたいと思い、海外への思いが強くなりました。 
・お金などの現実を聞いたら興味が減りました。 
【関さん】 
・その環境で暮らしてみないと欲しい物もわからないし、考え方でどうにでもなるのだと思った。 
・今あるものの中で幸せになるという考え方がすごいと思った。 
・貧しい国という知識しかなかったので今回の話を聞いて印象が大きく変わった。 
・違いを楽しむって大事なんだなと思いました。 
・関さんの思いたってからの行動力がすごいと思いました。 
・身近に幸せがたくさんあって、１つ１つ小さなことにも感謝を忘れてはいけないと思った。 
・美しい写真に感銘を受けた。 
・どちらの幸せがいいのかは考え深いものだと思いました。 
・違いを受け入れることが世界を広げることにつながるのかと思いました。 
【十田さん】 
・自分のイメージしていたアフリカと違うところもあったのでもっとよく知ろうと思った。 
・寄付のしすぎで頑張ることが減った、というのに驚いた。 
・ガーナにはショッピングモールもあって、貧困ではなくて、偏見を持っていたんだと感じました。 
・他国の方との交流をする際は、メディアに流されない柔軟な考えを持って情報交換しようと思いました。 
・使い古したものを寄付されたらどう思うかという話でグループワークの機会を与えてくださったのは本当

にありがたかった。(前から疑問だったので) 
・１つのCMからの影響でガーナに行くという行動力は本当にすごくて格好いいと思った。 

事業の成果（グッド・プラクティス） 

  日頃、あまり接することのない国の実情を知ることができ、まだまだ知らないことが多いということを

生徒は実感できたようである。「海外」と言えば、「欧米等の先進国」しか思い浮かばない生徒たちにとっ

ては、非常に大きな刺激になったのではないか。それぞれの国の人と良好な関係を作るためには、言語だ

けでは不十分であり、「真のコミュニケーション」を取ることの難しさを学べたようである。国際高校の

生徒として、正にグローバル的な視点を持つことの意味とその大切さを実感できたのではないか。また、

二人の講師の方々の実行力に感銘を受けた生徒が多くいたようだ。行動力を持つことで、自分の人生を大

きく変えることができることが実感できたのではないか。このように、多くの生徒に大きな刺激と勇気を

与えることができた講演会となった。 

今後考えられる新たな取組 

今後も同様の取組を続ける一方で、講演会の形式を改良させることができるのではないか。たとえば、

講師と生徒との双方向のやり取りの機会を増やしたり、生徒同士が意見交換をする場面を設定することが

考えられる。次年度への引き継ぎを確実にすることで、より一層、生徒のためになる企画となるよう、改

善を加えていく。 



② 

ア 日  時：平成２８年１１月２８日（月）午後２時から４時 

イ 会  場：本校多目的室 

ウ 講  師：氏名   内田智子 

       所属   認定NPO法人  ＥＳＡアジア教育支援の会 

エ 講師選考の理由：国際部職員が国際交流フェアに参加し、ＥＳＡの活動を知り講師を依頼 

オ 参 加 者：第２学年生徒３６２名、教員２０名、 

                                  計３８２名 

カ 内  容：「学ぶことの大切さ～バングラデシュの子どもたち」 

     ESAはインドとバングラデシュなどで教育支援・職業支援活動を行っている団体で 

     今回はクイズ形バングラデシュの教育に関する講演を行っていただいた。 

キ 事前学習：２年次全体で取り組む国際理解教育として、国際部職員が中心となり、２年次職員と協力し

て企画・立案した。総合的な学習の時間を活用し国際交流委員が率先して質疑応答し、バングラ

デシュに対する理解を深めた。 

ク 事後指導：講義終了後各クラスに戻りアンケートを実施した。 

ケ 参加者の感想等： 

・バングラデシュの子どもたちが、学校に行くことが出来るようになったということを聞いて、私もとても

嬉しい気持ちになりました。また、学校に行けることを幸せに思って毎日生活したいなと思いました。バン

グラデシュについて、全く知らなかったので、今日の講義でたくさんのことを知れてよかったです。特に、今

日の講義は参加型の講義で何度も問題を出されて楽しみながら聞くことができました。今の英語の授業でも、

マラウィーニついて学んでいて、たくさん思うこともあって、今日の講義でも自分には何ができるのだろう

かと考えされて、この一週間は私にとって国際的な一週間でした。 

・他の国について考えることは、あまり普段ではないことなので、とても良い機会になりました。これから

自分には何ができるのかよく考えていきたいと思いました。 

・自分達は小学生の頃から税金を使って配布された綺麗な教科書を使っているこの状況を当たり前だと思っ

ていたが、貧困の国では教科書どころか物もない状況にある子供達もあるのだと知った。自分はもう捨てて

しまったが、そういった国のためにも寄付するべきだと思った。このような貧困状況をどうにかして改善す

るためには学力の向上が重要であり、それと同時に国同士で支え合うことが大切だと思った。 

・世界中で識字率の低い国は数多く、特にアフリカに集中していますが、今回バングラデシュがこのように

苦しい状況下にあるのだと知り、非常に驚きました。アフリカ諸国では、しばしば病気の伝染などが大きな

問題点として上がりますが、講話中に出てきた茶畑の村では、識字率の低さや、しっかりとした教育がなさ

れていないことなどが特筆すべき問題でした。私たちは日本で育ってきたので、このような周辺環境の課題

には疎いと感じています。私自身、世界に出て働き、人のためになる仕事をしたいと思っているので、本日紹

介されていた支援グループなどに所属したり、大学で支援のための留学プランに参加したりと、発展途上国

のためにできることは数多くあると思います。将来の地球のためにも、積極的に自分から、その他の取り組

みについて調べていかなければと感じました。 

・「バングラデシュ」という国名を聞いた時、私は単純に、人口が多いとか、暑いとか、貧しいとか、そして

学校があまりないということを連想します。しかし現実は私が想像していたものよりも、はるかに酷いとい

うことを知りました。学校や教育云々より、人々の基本の生活の質が厳しすぎると思います。失礼なことか

もしれませんが、もし私がこの写真に写る子どもだったらすごく大変な思いをしただろうし、人間として色々

な感情を抱くこともないのかもしれないと考えたらとても怖くなりました。日本で生活できて良かったと心

から思います。「知る」という行為から得るものは絶大です。何も知らなかったらそれまでだし、何かを一つ

知ったら疑問が生じるからさらに情報を得ようとするし、そうやって繰り返していくことによって人は成長

していくと個人的にそう思っています。ですから、ぜひバングラデシュ、他の貧しい国の子どもたち、子ども

たちでなくても読み書きの出来ない大人たちは「知る」という楽しさを味わってほしいです。私はそこまで



勉強熱心なタイプではないですが、手を伸ばせば本が読めたり、ワンコインで鉛筆が買える、そんな環境が

あるだけでも心に余裕が出るし、新しい世界が広がっているとワクワクするものです。貴重なお話をありが

とうございました。私の考えに何か芽生えた気がします。 

・今回の講義を聞いて、日本が恵まれていて、勉強を当たり前にしているけれど、勉強できることが幸せな

んだなと感じました。今、日本人のほとんどの人々が普通に文字を読めて、書けるけれど、それも恵まれた日

本で恵まれた教育を受けてきたからなんだと思いました。バングラデシュでは、植民地だった頃の名残と、

民族宗教的差別などがあり、国全体での法律等の整備も必要不可欠なのではないかと思いました。特にお茶

摘みのお母さん方は一日中労働させられた挙句に、日給百五円ほどしかもらえなくて、可哀想だと思ったし、

労働に見合った給料が支払われてもいいのではと感じた。自分にできることは、今はないかもしれないので、

今自分のするべき勉強をしっかりとやろうと感じました。 

・私は自分で何か行動を起こして役に立とうという考えが全くなかったので、実際に行動を起こしてそれを

職業にしているお方の話を聞けてとても刺激を受けました。中学の英語の先生がバングラデシュの映像を見

せてくれた時のことを思い出しました。そのときはただただひどい現状を目の当たりにしただけで、自分た

ちに何ができるのかとか見当がつかなかったけど、今回は暗い印象をいうよりは、明るい前向きな内容のよ

うな気がしました。日本人がどのような支援をしているのか、彼らが何を望んでいるのかを知れてよかった

です。学校を作ることが根本の解決になるんだなとすごく納得しました。でも学校の子達が物の一つや指の

一本と数字の１が一致していないのはまずいと思いました。卵のパックに入れるものがないのなら、凸凹を

利用して数と数字を一致させて考え、切ったり、開いたりで数を増やして、実際の仕事に使えるように教え

てあげたいなと思いました。講義を聞いて、普段使っているもののできる過程を考えられるようになるだろ

うなと思います。視野が広がり、考えることの幅が増えた気がします。ありがとうございました。 

・学ぶということは義務ではなく権利だという言葉が印象に残った。初心に帰って、学ぶ楽しさや意義を考

え直し、自分の力となるような学習をしたいと思った。また、十分に教育を受けられない国を少しでも助け

たいと思った。例えば、使わなくなった算数セットや絵本を NGO 団体に寄付することだ。具体的な技術支援

が発展に最もつながるということを知れたが、難しいので今は物資の支援をしたいと思った。世界中には、

このバングラデシュの問題以外にも多くの課題があるので、まずはどのような課題があるのかを知り、解決

のために自分ができることについて考えたい。そして宗教や人種を超えて、お互いを理解することが世界的

な問題解決の第一歩だと思う。 

・自分達は恵まれた環境の中で生活しているのだなということを改めて感じました。バングラデシュの人々

のように、自分のやりたいことをできない人は沢山いるのに、なんで僕はこんなになんとなくやりたいこと

もなく、野望のないつまらない生活を送っているのだろうと思いました。僕はこれからバングラデシュの子

どもたちのように、やりたいことが出来ない人の代わりに自分のやりたいことを一生懸命に取り組みたいと

思いました。そしていつか、彼らのような人々を助けることが出来る人材になりたいです。そのためにはま

ず、自分のやりたいことを見つけ、一生懸命そのことを成し遂げたいと思います。 

・私の家の近所に、バングラデシュの女性が住んでいて、高３の娘さんがよくバイト先に来てくれるのです

が、いつも声をかけてくれます。小さい頃の方が、交流があったので、あまり詳しいことは知りませんでした

が、バングラデシュという国の存在は前から知っていました。豊かな国ではないことは知っていましたが、

ここまで貧困だとは思いませんでした。私は紅茶が好きだし、たまにバングラデシュ製のものも見かけます

が、労働力に見合っていない時給で働いて作られたものかもしれないと思うと悔しいような悲しいような気

持ちになります。また、８時から１７時まで働いても千円ももらえないのかと信じられない気持ちでいっぱ

いになりました。私は２時間、茶摘みに比べたら簡単な仕事をこなせば千五百円以上ももらえます。高校生

の時給でも安い方です。パッケージにフェアトレード商品であることを書いてくれれば、多少高くても買う

ので、平等な取引をして、生活を楽にさせてあげて欲しいです。 



事業の成果（グッド・プラクティス） 

  世界の最貧国の一つであるバングラデシュの現実を知ることは、生徒達には、大きな衝撃であったよう

だ。特に通学して、教育を受けられることの幸せを実感した生徒が多かったようである。それは、事後ア

ンケートにおいて、「行動に移す」ことを考えている生徒が多かったことから読み取れる。 

  このような意味で、今回の講演会は、「日本に住むことの幸せ」を再確認するだけでなく、他の国のため

に自分がどのように貢献できるかを考えさせるとても貴重な機会になったのではないか。 

今後考えられる新たな取組 

  今後、どの国に関する講演を依頼するかにもよるが、例えば、バングラデシュにしても、この国をより良

く理解だけでも意義深い行事を企画することができる。アンケート結果にもあるように、具体的に「自分に

とって何をすることが可能か」ということを真剣に考えさせても良い。対象が２年次生ということもあり、

発展途上国の現状を知るだけでなく、より積極的に世界に貢献できる国際人になる素養を育むために、双

方向の研修の場となるよう、企画に工夫を加えていきたい。 

③ 

ア 日  時：平成２８年１０月３１日（月）午後２時から４時 

イ 会  場：本校体育館 

ウ 講  師：氏名  早川千晶 

       所属  ウペポアフリカの風 

       経歴  ケニアに在住し、スラム街の子供たちの教育支援をおこなっている。 

エ 講師選考の理由： 昨年講演を依頼し、生徒の反響があったので 

オ 参 加 者：第１学年生徒３６１名、教員２０名、 

                                  計３８１名 

カ 内  容：「アフリカのケニアの子供たちの現状に関しての講演会」 

     ケニアのスラム街に住む子供たちの様子を、早川さんが実際に経験したことに基づいて、写真を

見せながら講演を行ってもらった。 

キ 事前学習：１年次全体で取り組む国際理解教育として、国際部職員が中心となり、１年次職員と協力し

て企画・立案した。各クラスの国際交流委員が率先して総合的な学習の時間を活用し交流した。 

ク 事後指導：講義終了後各クラスに戻りアンケートを実施。 

・小さな子が親無しで生きているなんて、１６歳の私よりずっとすごいと思いました。お父さんを目の前で

殺されたり、２歳の時で親が病気で亡くなったり、壮絶な人生だなと思ったし、自分が普段悩んでいること

がちっぽけだなと思いました。自分たちが過酷な状況に置かれているにもかかわらず、日本の震災のことで

涙を流す子供たちを見て、なんてまっすぐな心をもった子供たちなんだろうと、心を打たれました。 

・スラムの存在を知り、中学の時にインターネットで検索をしたことがありました。その時は少し文章を読

み画像を何枚か見ただけでした。今日の講演ではインターネットで少し検索しただけではわからないような

ことを知ることができました。ケニアで暮らしている人々は自分がたいへんな生活をしていても、誰かのた

めに祈りを捧げたり涙を流すことができる優しい人々だなと思いました。 

・アフリカは最近発展しているイメージがありましたが、生きるのが難しい裏事情があることを今日知りま

した。早川さんがアフリカに行き学校を作り平和を築こうとしている姿に感動しました。また、スラム街と

呼ばれる町はゴミであふれ、生きていることを実感しにくい場所のように見えますが、子供も大人も生きる

ために必死になっている姿に感動しました。助けてあげたい、力になりたいと思いました。 

・私が特に驚いたことは、ストリートチルドレンが寒さや空腹、思い出したくない昔のことなどを忘れるた

めに、頑張ってつくりだした少ないお金をシンナーに使ってしまうということです。シンナーはその瞬間は

気持ちが満たされても、実際には体は害しか受けません。このような事実を見逃さず、政府や他の国も力を



入れて改革に取り組むべきだと感じました。 

・助け合うこと、協力することの大切さを誰よりも知っているのがケニアの人たちだと思います。私たちは

生きるのは当たり前のことに感じていて、小さな悩みに押し潰されそうになったり、目標を諦めてしまった

りします。でもこんなことでくじけていてはいけない！とケニアの人たちにことを思い出せが前向きになれ

ると思いました。また、早川さんの行動力にも尊敬します。何かを変えるために自ら動くことは、私の目標で

す。自分の利益を顧みずに行動できる人になりたいです。 

事業の成果（グッド・プラクティス） 

  「海外」というと「先進国」しか思い浮かばない生徒が多い１年次生が対象であったので、この講演会

はかなり大きな衝撃を与えることができたのではないか。世界には、想像を絶する環境の中で生活してい

る貧しい国が多い、というのが現実を生徒は理解できたはずである。日本で生活することがどれだけ恵ま

れているかを改めて考える機会を与えられただけでも、この講演には大きな意味がある。 

   以上の点と同等に大きな影響を与えたのが、講師の早川氏の人間性と行動力である。厳しい環境の中

でも、前向きに努力し、次々と何かを成し遂げていく早川氏は多くの生徒に感銘を与えることができた。

早川氏は「海外で働くことの困難さ」とそれに立ち向かうために必要なことを生徒に伝えてくれた。 

今後考えられる新たな取組 

   国際高校に入学してくる生徒は、強い海外に関心を持っている。その生徒たちに広く海外に目を向け

させたい。そうすることで、憧れだけでなく、現実を理解させることができる。それを踏まえたうえで、

困難に立ち向かいながら海外で働くことの喜びを伝えられる講師を探していきたい。 

 


