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平成２９年度千葉県教職員国際交流事業（台湾派遣）報告書 

 

台湾視察から見る商業科における国際教育の展望 

 

千葉県立千葉商業高等学校 教諭 村川 幸子 
 

１ 視察概要 

（１）目的 

本校では、国際交流事業として台湾の高校生の学校訪問の受け入れを行って 

いる。今年度は、台湾教育部派遣の家政系および商業系学科の高校生 18 名を迎

えた。また、インターアクト委員会（千葉西ロータリークラブをホストとし、社

会貢献を目標とする研修会への参加や募金活動、地域美化、健康安全に関わる

活動等を実践する委員会）の生徒が台湾研修に参加し、台湾インターアクト高

校生との交流や協働奉仕活動を行ったり、台湾の教育関係者の学校訪問もあっ

たりと、本校にとって台湾との交流は身近さを増している。 

日本企業の多国籍化や日本における職場の国際化が急速に進む現代において 

生徒が外国や外国人と自然に関わり、新しい価値観を認め合おうとする姿勢を

持つことは、キャリア形成の上でも重要である。今回、台湾の職業教育の視察と

教育交流を通して、国際交流のあり方について考えるとともに、商業教育の中

で生徒の国際感覚を育てるための糸口を得たいと思い、本事業に参加した。 

（２）視察校 

 今回の視察で訪れたのは、桃園市にある次の４校である【表１】。２日間にわ

たり、職業学科の授業の視察、及び教育交流会を行った。 

 学校名（訪問日） 設置学科 生徒数 訪問内容 

① 
観音高級中学 

（12 月 26 日午前） 

普通科 化工科 動画科 

体育科 

約 1,700

人 

施設見学、授業

視察・体験  

② 
壽山高級中学 

（12 月 26 日午後） 

普通科 体育科  

国際貿易科 広告設計科 

実用外語科 

約 2,000

人 

施設見学、授業

視察、桃園市教

育局表敬挨拶 

③ 
龍潭高級中学 

（12 月 27 日午前） 

普通科 造園科 園芸科 

畜産保育科 食品加工科 

機械科 電気科 電子科 

約 1,400

人 

（昼間

部） 

施設見学、授業

視察 

④ 
陽明高級中学 

（12 月 27 日午後） 
普通科 

約 2,500

人 

施設見学、教育

交流会 

【表１】視察校 

 

２ 台湾の学校制度と桃園市の職業学科設置校 

 台湾では、義務教育と呼ばれる国民小学校６年間と国民中学校３年間及び

2014 年度からは高級中等学校（高等学校）３年間も合わせ、12 年間の国民教育
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制度（授業料無料など）が制定されている。高級中等学校には、普通型（普通

科）、技術型（職業学科）、綜合型（普通科と職業学科）、単科型（特定学科）が

ある。桃園市の職業学科の規模は、クラス数は 866 学級、生徒数は約 36,600 人

である【表２】。台湾では大部分の生徒が大学進学を目指し、大学進学率は高級

中学（普通科）では約 99.59％、高級職業中学（職業学科）では 80.11％である

（外務省平成 28 年 12 月更新情報）。 

学校名 
職業学科学級数(生徒

数） 
学校名 

職業学科学級数(生徒
数） 

学校名 
職業学科学級数(生徒

数） 

龍潭高中 27 (906) 六和高中 18 (842) 至善高中 17 (508) 

楊梅高中 9 (351) 治平高中 69 (3,207) 大興高中 44 (1,661) 

北科大附屬桃園農工 58 (2,117) 振聲高中 42 (2,062) 成功工商 48 (1,868) 

中壢高商 42 (1,499) 光啟高中 36 (1,370) 方曙商工 18 (551) 

中壢家商 25 (919) 啟英高中 100 (4,697) 永平工商 90 (4,312) 

漢英高中 7 (77) 清華高中 22 (600) 壽山高中 18 (681) 

育達高中 82 (3,848) 新興高中 82 (4,104) 觀音高中 12 (420) 

【表２】桃園市職業学科設置校と職業学科の学級数および生徒数（教育部統計資料 2016 年度） 
 
３ 視察報告 

（１）観音高級中学（Guanyin High School） 

 動画科の施設見学および授業を体験 

した。実習室には高度な設備が整い、 

作曲・録音から動画編集までを完結で 

きる【図１】。授業では、３Ｄ画像制作 

のモデリング作業に関連した、針金の 

人体模型作りを行った。各グループに 

タブレット端末を配付し、課題の管理 

等をしている。日本では大学や専門学 

校で学ぶ、高度な内容である印象を受 

けた。３Ｄ動画は大学で学ぶ等、高校 

と大学で学ぶ内容を分けているという。 【図１】動画科実習室 

（２）壽山高級中学（Shou shan Senior High School） 

 台湾の教育制度や桃園市の教育事情 

についての説明の後、授業を視察した。 

キャッシュ・フローの学習では、当校 

が開発に関与したすごろく形式の教材 

を使用している【図２】。バランスの 

良い投資で最大利益を得るにはどうし 

たらよいかを思考しながら知識を得る 

ための教材である。企業や学校等の開 

発教材は豊富だが、どの教材も生徒が 

主体的に考え、生きた知識を身に付け 

られるよう工夫されている【図３】。    【図２】キャッシュ・フローを学ぶ教材 
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 国際貿易科の授業では、貿易価格の計算の授業と、純損益の計算の授業を視

察した。教師は黒板とモニターを用いて説明、発問をし、生徒は手元のリモコン

で質問に解答できる。スピーディーで効率の良い授業が見られた【図４】。 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３】開発教材                           【図４】貿易取引価格の計算の授業風景 

（３）龍潭高級中学（Long Tan Senior High School） 

 食品加工科の授業視察と、農場視察 

を行った。食品加工の授業は、蒸しパ 

ンを作る授業であった。グループごと 

に材料を変え、結果を分析することを 

課題としていた。各調理台の上部には 

モニターが備えられ、教師の実演を離 

れたところからでも見ることができる 

ようになっている【図５】。 

 農場には、造園科があることから、 

個人の演習用区画が設けられている。 
【図５】モニターを用いた実演 

（４）教育交流会での質問内容 

教育交流会では、桃園市とその近隣 

市の教育関係者と当派遣団がグループ 

に分かれ、互いの教育事情に関する情 

報交換や国際交流についての意見交換 

を行った【図６】。 

 グループ協議の中で、台湾の商業教 

育の目標や実情について質問した。授 

業では、実際のビジネスに即した内容 

を学習し、例えば、会計の授業ではコ 

ンピュータ会計が中心である。そして、 

生徒が主体的に学ぶ授業を作るために、 【図６】教育交流会の様子 

教員は常に新しいものを取り入れ工夫する努力をしているという。 

希望の多い学科としては広告設計系の学科が人気であり、会計離れの傾向が
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見られるようである。日本への訪問に際して期待することは日本の高校生の日

常生活に興味がある生徒が多く、ホームステイや部活動を体験させたいという。 

 

４ 商業科における国際教育充実を目指して 

 今回の視察を通じて、桃園市の学校の豊かな教育環境、思考力を重視した授

業、そして職業教育については、職業に直結した専門性の高い実践的な授業を

見ることができ、教育を通じての人づくりに対する強い熱意を感じた。また、桃

園市の教育関係者や生徒の日本への関心の高さ、国際交流に対する期待の強さ

を知り、交流推進の有望性についても再認識した。今回の視察を通して学び得

たことを、次のことを通して、今後の商業科における国際教育の充実を提案し

たい。 

（１）国際教育についての組織化 

 千葉県高等学校教育研究会商業部会の中に、国際教育の充実を目指すための

委員会を設置する。委員会では、商業教育における国際教育のあり方について

検討し、国際交流事業や研修についての企画を行う。 

（２）生徒の意識調査の実施 

商業を学ぶ生徒は、グローバル化が進む社会の中で、職業人として適切に対

応していくことが期待されている。そのような中で、実際の生徒は、グローバル

化についてどの程度当事者意識を持っているか、また、将来の職業を意識した

ときにグローバル化についてどのような考えを持っているかについての自校の

調査を行い、実態を把握する。 

（３）職員研修会の実施 

 商業教育の中で国際教育を充実させるためには、その必要性をまず教員が認

識し、各教員が担当する科目等の中で、どのようなアプローチができるかを知

ることが大切である。今回の視察の中でも、台湾の教育者の徹底した目的意識

と熱意を感じた。商業部会総会等で視察報告を行うとともに、商業部会内の教

科研究部会等を通じ、教科指導の中で生徒の国際感覚を養うことに繋がるよう

な職員研修について検討したい。 

（４）生徒の派遣 

  実際に海外を訪問し、外国語を用いての会話が必要な環境に身を置くことは、

高校生にとって大きな経験となる。千葉県の商業を学ぶ生徒の中で、海外派遣

に対して強い関心を持つ生徒の台湾への派遣を検討し、商業部会内の委員会が

全県で募集を行う。現地では、日本の文化や企業経営等について発表する機会

や、現地産業の見学の機会を設け、帰国後は、各校での報告会、学校説明会での

中学生への報告、商業部会主催のセミナー等商業関係校が集まる場での報告を

通して、他の生徒や商業科を志す中学生への動機付けを図る。 

 

【参考資料】 

外務省 諸外国・地域の学校情報 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/01asia/infoC18100.html 

視察校ホームページ 


