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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 

 

台湾の教育事情と修学旅行を通じた商業教育交流の可能性 

 

千葉県立成田西陵高等学校 教諭 青野 哲人 

 

１ はじめに 

 三泊四日の国際交流事業を終え、台湾の教育事情を見るにつけ、ほぼ全ての普通教室に

プロジェクターが設置されている点など、ICT の充実ぶりには目を見張るものがあった。

また、保護者の学校に対する関わり合いの強さなど、我々が参考にすべき点が多く見られ

た。良いものは、積極的に取り入れ、見習うべきは見習う。商業科の教員としての視点を

交え、台湾の教育事情を伝えるとともに、日本からの台湾修学旅行の可能性について、こ

こに報告したい。 

 

まず初めに、今回の派遣事業に参加するにあたり、現地での交流を通して確認したい事

をここに箇条書きで記したいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、四日間の交流事業をこの確認事項を踏まえながら、視察を通して得た考察を記載

したいと思う。 

 

２ 観音高級中学（工業科） http://www.gish.tyc.edu.tw/bin/home.php 

観音高級中学（以下、観音高中）では、まず初めに在校生によるドリル演技での歓迎を

受けた。その際の説明で、台湾の高校には必ず教官室があり、軍から派遣された教官がい

るとのことである。続いて校内を案内して頂いた。コンピュータを使った動画の作成や、

３Ｄプリンターを使った造形物の制作など、そのクオリティの高さは、市販されているも

のといってもおかしくないレベルのものであった。高校の実際の授業では、クレイモデル

を使ったアニメーションを携帯型端末のカメラ機能を使って教材提示を行っていた。また、

オリジナルのアニメキャラクターを使った台湾の先住民を紹介する展示や、オリジナルキ

ャラクターグッズを制作して実際に販売して収益の計算を行う授業など、かなり実際のビ

ジネスに近い内容のものであった。最後に話をお伺いした先生によると、今後、台湾では、

① 台湾の高校職員や生徒が望む交流は、一体どのようなものなのかを、現地の方に直接伺って 

みたい。 

② 台湾で校舎内のITインフラの敷設状況や運用はどうなっているのか。 

③ 商業実習のためのお互いの商品の売買を行う修学旅行は可能か。 

④ ③の質問に関連して、千葉県の名産品や、台湾にぜひ紹介したい商品を商業高校の生徒がセ 

レクトをして、台湾に会場をお借りしてデパートの物産展のような催しを企画できないか。ま 

た、千葉県をアピールするCMやショートムービーなどを授業の中で制作して、それらを同時 

に披露したりするなど、修学旅行を通して日本と台湾の国際交流ができないか。 
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アニメーション人材の育成に力を注いだ教育プログラムを進めていくとの話であった。ま

た、観音高中の教員の平均年齢は35歳で、大変若々しく活気のある印象を受けた。 

 
                              

 
 

 
 

 

３ 壽山高級中学（商業科） http://www.sssh.tyc.edu.tw/bin/home.php 

商業の教員として、学科がある壽山高級中学（以下、壽山高中）の見学は大変興味深い

ものであった。まずは、生徒によるHIPHOPダンスの披露とバイオリンの独奏による歓迎を

受けた。体育科のある学校ならではの内容であった。続いて校長から紹介されたのが、生

徒たちが自ら考え、作成し販売まで漕ぎつけたボードゲームである。生徒が生み出したオ

リジナルのアニメキャラクターを使った内容で、台湾の名勝地をわかりやすい説明を加え

ながら紹介するものであった。日本においても群馬県の「上毛かるた」のような例がある

が、アニメのキャラクターを使用したボードゲームの例は皆無であると思われる。商業科

の授業においても。同様の取組を導入して、千葉県にある景勝地をまとめあげて紹介する

同様の取組を行うことで、生徒の商業教育への理解が深まるのと思われる。ぜひ商業の実

践としてチャレンジをしてみたいと感じた。 

その後、学校の進学状況の説明を受けた。壽山高中では進学率が非常に高く、就職を希

望する生徒がほとんどいないとのことであった。千葉県内の商業専門高校においても同様

の流れがあることを考えると、台湾の高校と、より進んだ交流、例えば教員同士の交流を

通して、相互に様々なアイディアを共有することは有益であると思われる。 

続いて案内されたのが、最上階のフロアの教室３つ程を日本風にリフォームし、日本を

訪れた際のお土産や記念品の展示スペースである。こちらの高級中学では、日本に対する

関心が非常に高く、日本との交流を強く願っていることが大変伝わってくる展示内容であ

った。残念ながら千葉県の高校との交流に関する展示は無かった。ぜひ展示棚の一番目立

つところに、千葉県のコーナーができるよう我々も今後の働きかけを頑張らねばならない

と強く感じた瞬間であった。 

入口風景 ドリル演技 教官室 

生徒作品① 生徒作品② PC室 

校舎風景 授業風景① 授業風景② 
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次の商業科の簿記の授業において、プロジェクターに生徒の解答を即座に集計するリモ

コンを使い、生徒が生き生きと授業に取り組む様子が印象的だった。帰国後調べたところ、

日本においても同様のICT機材は販売されており、商業科におけるアクティブラーニング

の観点からも導入を強く望みたい機材であった。 

また、学校内にはコンビニエンスストアが設置されており、生徒の販売実習が実施可能

だという説明を受けた。生徒や教員は自由に買い物をすることが出来るが、炭酸飲料とカ

ップラーメンは教員のみ購入が可能という掲示が印象的であった。関係者に理由を訪ねる

と、育ち盛りの高校生の栄養が偏ってしまうのを防ぐために、購入を禁止しているとの事

であった。 

商業科目では商業の各分野に関する知識と技術を、実践活動を通して総合的に習得し、

ビジネスの諸活動を主体的、合理的に行う能力と態度を身に付ける、「総合実践」という科

目がある。また、高校生を対象とした職業観の形成や積極的な進路選択、マナーの会得な

どが挙げられるインターンシップを、千葉県内の商業科が置かれた高校では積極的に推進

している。これら生徒が能動的に学習する機会を与えるという観点から、学校内における

コンビニの誘致等を、推進することはできないだろうか。今後の県内の商業科において、

ぜひ導入可能かどうかの働きかけをしたいと思った。 

ここで気がついたことは、PTA 会長が歓迎式典からずっと我々と行動を一緒にしてくれ

たことである。通訳の方を通じて伺ったところ、台湾では保護者の学校への関心が非常に

高く、また学校に対して多くの寄付をしていることであった。そして、自分の子供が通う

学校に誇りを持っていると話されていた。また、コンビニ前の壁面には、生徒の顔写真が

張られており、各学年の成績上位者を顕彰しているのとのことでした。同様に見学させて

頂いたクラスの中には、テストでの学年順位を顕彰したペナントが飾られており、至る所

で切磋琢磨を繰り返している事を確認することができた。競い合い、己を高め合うこと、

これが台湾の国際競争力の源なのであろう。 

 

 
 

 
 

 
 

入口風景 学科紹介パネル 生徒作品① 

生徒作品② 日本資料室 授業風景① 

授業風景② 成績ペナント 学内コンビニ 
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４ 龍潭高級中学（農業科） http://www.ltsh.tyc.tw/ 

訪問三日目の最初に訪れたのは、龍潭高級中学（以下、龍潭高中）である。龍潭高中に

は普通科、造園科、園芸科、畜産保育科、食品加工科、機械科、電気科、電子科を持つ学

校で、その中に特別支援学校も併設された学校だった。訪問して最初に生徒が丹精込めて

作ったハイビスカスティーを御馳走になった。龍潭高中では園芸科と、食品加工科を二組

に分かれての見学だった。最初の園芸科の見学では、生徒の実習作業と座学の授業を見学

だった。同じ組で見学に回った農業の先生によると、作業自体は日本で行う実習と同じと

のことであた。その後、温室を見学したのだが、日本の温室とは違いかなり柱が頑丈で形

もだいぶ違う形状だったのが印象に残っている。教室での授業風景を見学させて頂いた後

に、食品加工科の実習授業を見学したのだが、ここでもICTの導入が進んでいる事例を目

にすることができた。 

ここまで台湾において三校の授業を見学したのだが、台湾の先生方はほぼ全員が簡易マ

イクを使って授業を行っていた。声の小さな先生でも、大きな教室でも声が確実に生徒の

耳に届くことを考えてのことが理由なのだろう。食品を加工する実習室ではすべての作業

台の上に大きな液晶モニターが設置されていて、先生の手元の様子がカメラを通して映し

出されていた。生徒は自分自身の作業工程を止めることなく、製造工程に沿った食品加工

を行うことができる。このような取組から、ここまで見学をした専門教育を行う授業現場

におけるICTの推進という点で、台湾はかなり先を行っている印象を受けた。見学後の懇

談会での龍潭高中校長の話では、「特別支援学校として本校の人気は非常に高く、地域の多

くの支援を望んでいる生徒が入学を希望している。」また、「積極的に専門知識を持つ職員

を配置している。」とのことであった。特別支援学校が併設であることで、様々な交流活動

が可能となり、ノーマライゼーションの観点からも、好ましい環境が構築されていた。現

在、千葉県は特別支援教育の充実に力を入れている。これから台湾との交流事業を積極的

に進めることがきっかけとなり、将来的に特別支援教育における様々な方策を、国や地域

を超えて学ぶことは有意義であると考える。 

 
 

 
 

 
 

入口風景 醸造も行っている 農場の入口 

園芸実習風景 授業風景 

教室前に時間割掲示 

ハウス内風景 

ｲﾗｽﾄを交えた注意書 大型液晶モニターによる提示 
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５ 陽明高級中学（普通科） http://www.pymhs.tyc.tw/ 

最後に、教育交流会の会場である陽明高級中学（以下、陽明高中）を訪問した。まずは

学校の中を見学、ここで注目したのは、陽明高中の校舎屋上にはソーラーパネルが設置さ

れている点である。そこから得られた収入は全て学校の収入になっていて、学校の教育機

器の購入や設備の充実に充てられるという話であった。 

陽明高中の見学で一番驚いたのが、生徒の勉強に対するストレスや受験ストレスを解消

する方法を積極的に模索しているという点である。校舎の最上階のフロアには、植物とゆ

ったりとした椅子を置いたカフェテリアのようなスペースがあり、落ち着いた空間を意図

的に作っているとのことでした。この取組は、ぜひ県内の高校でも導入できないかと考え

た。居心地の良い空間を作る空間プロデュースは、商業科目における「マーケティン 

グ」、「商品開発」、「広告と販売促進」の教科の領域における実践的な学習に結び付けるこ

とが可能のように思われた。生徒がプロデュースしたカフェを校内に設置して、地域の住

民に利用して頂き交流を深め、地域社会の一員としてこれから増えるであろう、高齢者の

見守り等に協力ができるのではないだろうか。また、生徒が様々な悩みを相談する部屋 

（進路相談が多い、とのこと）も複数用意されており、部屋の内部の調度品にも気を配っ

ているとう点も大変注目をした。少子化の流れで、空いた教室をリフォームし、生徒のメ

ンタルをケアするスペースを構築することは、日本の高校現場においても可能のように思

われた。そして、その隣には箱庭療法を行う部屋や、サンドバッグが置かれている部屋が

あり生徒が自由に利用してストレス解消に利用可能が可能とのことであった。このような

取組は積極的に行うべきであると考える。そのための場所の確保は容易であると考える

が、人材や機材購入の予算的な裏付け等も必要になってくるだろう。しかし、このような

学校の取組を中学生やその保護者に知ってもらうことで、高校選択の一つになりうるだろ

うし、学校現場に対する信頼・信用に結び付くことだろう。 

 
 

 
 

 
 

 

 

入口風景 電光掲示板 ｿｰﾗｰ発電量を表示 

授業風景 先輩の大学合格を願って 

箱庭療法 サンドバッグの部屋 生徒相談室 

カフェのような休憩所 
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６ 教育交流会（会場：陽明高級中学校） 

ホスト校の見学後に、台湾と千葉県からの高校の教員と通訳を交えた教育交流会が開か

れ、この場で、最初に掲げた疑問の中の①③④を投げかけてみたところ、以下のような回

答を得ることができた。 

① 台湾の高校職員や生徒が望む交流は、一体どのようなものなのか 

台湾側は積極的な交流、特にホームステイ先を探しているとのことであった。台湾の修

学旅行は全員参加ではなく任意での参加であり、修学旅行団の規模としては、30人程度で

あるということが今回知ることができた情報である。今回訪問した学校のクラス規模は一

学年が10クラス以上で、ホームステイをこの人数で受け入れるのは難しいと考えていたが、

この人数であれば本校での受け入れは可能であると思われた。 

③ 商業実習のための「行商」を行う修学旅行は可能か 

はっきりNOという答えを頂いた。理由としては、日本と台湾の間の関税の問題でクリア

するのは難しいという結論に至ったからである。こればかりは、我々のレベルでの解決は

難しいだろう。ただ、代案として日本と台湾の高校生がお菓子等を持ち寄って、それを交

換して交流深めるアイディアはどうか？と提案を頂くことができた。これは実現可能であ

ると考える。 

④ ③の質問に関連して千葉県の名産品や、知る人ぞ知る商品を商業高校の生徒がセレ

クトをして、台湾に会場をお借りしてデパートの物産展のような催しを企画できな

いか。また、千葉県をアピールするCMやショートムービーなどを授業の中で制作し

て、それらを同時に披露したりするなど、修学旅行を通して日本と台湾の国際交流が

できないか 

まずは、姉妹校提携などを結んで、お互いの人的交流を深めたうえで学園祭の中でPRビ

デオ等を放映することは可能であるという感触は掴むことはできた。また、どの学校から

も台湾に来台した時には、ぜひ学校にいらしてくださいという好意的な答えを頂くことが

できた。 

 
 

 

７ 商業教育交流の可能性について  

① 台湾の高校職員や生徒が望む交流 

特別な経験や体験を望んでいるわけでは無いようであった。ただ、北回帰線を境に北部

は冷え込むこともある亜熱帯と、南部は暑い熱帯地域からなる台湾の高校生は、雪を見る

ことやスキーを経験することに大変興味を持っているという。今後、成田空港から近い立

地に加えて、プラスアルファの魅力を見つけ出しPRすることの必要性を強く感じた。外部

にアピールできる千葉の魅力は何か。次期高等学校学習指導要領で導入が予定されている、

「観光ビジネス」という科目において、国内の観光資源について生徒に考えさせる旨が記

交流会の様子① 交流会の様子② 
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載されている。授業内で千葉の魅力を考え、その魅力を旅行プランとして台湾の高校にプ

レゼンテーションするといった授業プランも今後考えられるだろう。工夫次第で授業と連

携した国際交流が可能となるだろう。 

② 台湾で校舎内のITインフラの敷設状況や運用はどうなっているのか 

これに関してはこの報告書内で取り上げたとおり、ICT 設備の充実ぶりはかなり進んで

おり、多くの先生が授業内で効果的にICT機器を活用していた。より効果的な授業を行う

上でも、ICT 機器の導入は今後積極的に行われるべきである。しかし、高価な機器の導入

に際し、本当に必要なものは何かを見極める必要性があるだろう。台湾の教室では、長年

使いこまれた机と椅子で生徒は授業を受けていた。しかし、教室内には、単焦点型の天吊

りのプロジェクターとPCがほぼすべての教室に完備してあった。先生方は、その機材を効

果的に活用し、生徒の興味関心をうまく引き出していた。こういったメリハリの利いた教

材、教具の導入と活用法は今回の視察で大いに刺激を受けた部分である。今後は、次期高

等学校学習指導要領で導入が予定されている、商業科目「ネットワーク活用」、「ネットワ

ーク管理」を見据えて機材の導入の進捗を見つつ、効果的な授業方法の開発などを行いた

いと思う。 

③ 商業実習のための「行商」を行う修学旅行は可能か 

高校生が商品を開発し製品化できれば、お互いの高校生が開発した製品を正規の手続き

で輸入をして、千葉県と台湾それぞれにおいて販売をすることは可能ではないだろうか。

今後、通関の手続き等を学ばねばならないが、これも含め商業の学習として、次期高等学

校学習指導要領における新設定科目「ビジネス・マネージメント」、「グローバル経済」等

の教育カリキュラムに組み込み、より広い視野を持つビジネスマンを育成に結び付ける事

ができるだろう。 

④ ③の質問に関連して、千葉県の名産品や、知る人ぞ知る商品を商業高校の生徒がセレ

クトをして、台湾に会場をお借りしてデパートの物産展のような催しを企画できな

いか。また、千葉県をアピールするCMやショートムービーなどを授業の中で制作し

て、それらを同時に披露したりするなど、修学旅行を通して日本と台湾の国際交流が

できないか 

これは台湾の高校とより一層の交流を進めることで、可能となりうると考える。では、

交流を深めるにはどのような方策が考えられるだろうか。我々教員が積極的な交流を推進

するのが、今後求められることは間違いないだろう。 

 

８ 台湾の修学旅行等における見学候補地について 

国際交流事業の最終日には、台湾の修学旅行等での見学候補地をいくつか視察すること

ができた。なかでも、故宮博物院は有名な「翠玉白菜」と、「肉形石」を間近で目にする 

ことができた。開館時間と同時に入館できたので、混雑する前の時間帯で思う存分多くの

展示を見ることが可能であった。実際の修学旅行の見学日程に入れるのであれば、開館時

間に合わせるのがベストだろう。 

また、ジブリアニメ「千と千尋の神隠し」の舞台設定のモデルとなった、九份も最近は

人気の見学スポットである。台北からの交通手段は、バスや電車、タクシーなど複数ある
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ので、様々な班別コースの組立や、交通手段が断たれるといった、いざという時のケース

に対する対応は十分可能であるだろう。ただ、時間的な余裕を持った班別行動を企画しな

いと、台北へ戻るのが遅くなってしまう可能性があるので、計画を立てる時は十分な注意

が必要であることは付け加えておきたい。 

さらに、台湾の三大夜市である、饒河街夜市（じょうががいよいち）を視察することが

できた。地下鉄「松山」駅の近くを降りると、平日にも関わらず多くの人で賑わってい 

た。ガイドさんの話ではスリに注意をとのことだったが、繰り出している人の数を見て納

得をした。まるで大みそかのアメ横のような賑わいは、見学する価値はあると思われた。

ホテルの食事では味わえない地元の味は、きっと異文化理解の助けとなるはずである。と

はいえ、夜間の外出となってしまうため、生徒指導上、必ず教職員も夜市には同行するな

どの対応が必要であると考える。さらに確実な連絡手段を用意など万全の準備をしたうえ

で海外の商業事情を見聞させることは、商業教育の目的としては有意義であるだろう。 

 
 

９ 最後に 

国際交流事業を終えて、ひと月以上が経過した今、八角茴香の香りにあふれた台湾の街

並みの思い出が懐かしく感じられる。数多くの知見を広げられた今回の国際交流事業は、

大変実りの多いものであった。自分自身が異文化を肌で感じられたこの旅を、若く鋭い感

性を持つ高校生が経験することで、グローバル化する経済社会で求められる思考がはぐく

まれるのは間違いないだろう。また、生徒にとっても、仲間とともに海外で過ごした経験

は、一生の財産となることだろう。日本と台湾の間には、過去には悲しい歴史もあった 

が、それを乗り越えた前向きな国際交流を行っていくのが我々教員の使命だと思われる。

今回、このような有意義な交流を企画して頂いた、県教育庁企画管理部教育政策課に深く

感謝をしたい。 

 
 

饒河街夜市① 饒河街夜市② 饒河街夜市③ 

故宮博物院① 故宮博物院② 故宮博物院③ 


