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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 

 

  農業教育の充実に向けた台湾への教育旅行 

 

千葉県立下総高等学校 教諭 渡邉 常隆 

 

１ 台湾派遣の目的 

本派遣への参加目的は、（１）農業関係高校の生徒が教育旅行で訪台した際、

交流可能な学校を探すこと（２）台湾の職業学校（農業関係学科）の授業や実習

を視察し、本県の教育や農業関係学科の教育旅行等に役立つ材料を探すことで

ある。 

 

２ 本校の特色と台湾の学校との交流実績 

 本校は、成田空港のある成田市に位置し、農業科（生産技術科）、工業科（航

空車両整備科）、商業科（情報ビジネス科）の３つの専門学科を設置する総合専

門高校であり、県内で唯一寮教育を実施している。 

生産技術科は、２年次から５つの専攻（野菜・草花・果樹・作物・食品製造）

に分かれ、専門的な授業・実習を展開している。農業実習で栽培された農産物

は、千産千消の取組として、寮給食に提供したり、地域の直売所で販売したりす

る他、学校農産物による六次産業化に向けて食品製造専攻の食材として活用し

ている。 

また、本校はユネスコスクールとして国際理解教育を推進しており、来校し

た生徒や教員との交流を実施している。本年度も台湾（智光高級商工職業学校）

の教育旅行団を受け入れ、日本文化体験や昼食交流、授業交流等を行った。これ

までの学校交流では、ボトルフラワー製作（農業）、特殊車両運転（工業）、ラベ

ルシール製作（商業）など、専門学科の特色を活かした授業交流や餅つき、竹

馬・茶道体験等を実施している。台湾の学校との交流実績は次の通りであり、今

後も台湾との学校交流が続くことが想定される。 

2013 年度：羅東高級商業職業学校 2014 年度：高雄女子高級中学 

2015 年度：水里高級商工職業学校 2016 年度：北門高級農工職業学校 

 

３ 学校視察 

教育旅行等で台湾を訪れた際は学校交流が主軸となる。今回の学校視察では、

農業、工業、商業の専門学科のある職業学校３校と普通高校普通科の４校を訪

問した。施設や授業見学、授業参加等をし、農業関係学科を中心に、台湾の学校

の実情をまとめてみた。  

（１）龍潭高級中学 「以下 高級中学を高中と表記する」 

 龍潭高中は、普通科、園芸科、造園科、食品加工科、畜産保育科、機械科、電

機科、電子科や特別支援クラスを有する総合型高級中学（農業関係学科中心の
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高校）であり、1,350 名以上が在籍している。ここでは、園芸科と食品加工科の

授業・実習を見学した。農業関係学科の実習を行う農場を、別敷地二カ所に保有

しており、実際に見学をした園芸科・造園科が実習を行う鴻福農場【写真１、２】

と、畜産保育科の実習場となる畜産系の農場がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴻福農場は敷地面積が３ha で、場内には、水田や温室、製図室やバイオテク

ノロジーの実験室などの施設も充実しており、本県の農業関係高校と同じよう

な施設設備も見られた。 

ここでは、園芸科１年の生徒たちがキンモクセイの繁殖について、まず教室

で説明を受けていた【写真３】。その後、屋外に出て農場内に植栽されているキ

ンモクセイの取り木を始めた【写真４】。また、実習への取り組む姿が積極的で、

担当教員２名への質問や確認をする意欲的な姿が多く見られたことがとても印

象的であった。 

今回見せていただいたキンモクセイは日本でも植栽されているが、日本と違

う亜熱帯気候の台湾北部において、特有の植物管理や栽培方法を新鮮に感じる

ことができた。是非、本校（本県）生徒が、台湾の農場で、特有の栽培技術等を

体験することで、同じ種でも気候に応じた栽培技術や管理方法があることを学

び、農業の技術力の向上に役立てる効果が見られることが予想される。 

 食品加工室での加工実習も見学した。食品加工科 1 年の生徒たちは、ドライフ

写真３ 鴻福農場（教室内） 写真４ 実習風景（園芸科） 

写真１ 鴻福農場 

写真２ 鴻福農場（教室棟） 
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ルーツを入れた蒸しパンを製造していた。加工室はとても広く、普通教室の３

倍以上はあり、食品加工に関係する設備が充実していた。また、ここでも 

ＩＣＴの活用がみられ、教員の手元を映し出す大型モニタ画面【写真５】が生徒

の作業台上部に設置されていた。 

また、衛生面での配慮としてエプロン、帽子、マスクをしっかりと身に付けて

いた。食品加工分野での交流は、安全面や衛生面に充分に留意すべきであり、こ

の点において認識の違いがあれば、事前にその対策を講じる必要がある。実習

での安全面・衛生面上の対策や緊急時の対応等【写真６】について、交流校と確

実に情報交換し、参加生徒への事前指導も適切に行うべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本県農業関係学科との相違点について次の２点にまとめてみた。 

①農産物の販売実習について 

本県の農業関係学科の農業実習でも行われている販売実習は、龍潭高中の農業

実習でも同じように実施されている。一輪車に野菜や花などの農産物を載せ、農場の

近隣を歩きながら販売する。この販売実習において、本県と大きく異なる点があった。

それは、販売時の価格設定を担当教諭がするのではなく、実際に販売をする生徒が決

めて販売することである。販売する農産物は、生徒たちが実習で栽培管理したものであ

り、生徒たちは商品知識もある。また、座学でも価格設定についての学習があり、その

都度、販売する農産物の原価を学ぶ。この原価分だけを担当教諭（学校）に計上する

ようである。生徒が販売価格を高く設定すれば、利益がその分上がる仕組みとなってい

る。販売実習での売り上げを教育旅行等の学校行事に活用していることを知り、台湾の

生徒の勤勉さがうかがえた。【写真７、８、９】 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ 園芸資材置 写真８ 販売物（ユリ） 写真９ 草花温室内 

↑写真５ 食品加工室 
→写真６ 食品加工室内掲示 

  （緊急事故連絡網） 
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②農業関係学科の進路について  

見学をした園芸科は在籍 35名で、

うち３分の１が農家出身である。し

かし、高校卒業後、すぐに就農をす

る生徒は毎年１、２名程度で、90％

以上が進学をしている。また、食品

加工科（在籍 40 名）の生徒は 95％

以上が進学をしている状況であっ

た。本校（農業・生産技術科）では、

約７割の生徒が就職をしている。 

 台湾の農業関係学科をはじめと

する職業学校で学ぶ生徒は、所属学

科に関連する進学者が多く、高校入

学前からの目的意識がとても高いことが分かった【写真 10】。 

（２）その他 

今回、視察した４校の学校規模が学年 10～20 クラス以上と大規模であり、エ

レベーターが完備されていた。いずれの学校も日課が１日８限授業まであり、

朝 7:55 の清掃から始まり、８限目の終わりは 16:50 であった【写真 11】。授業

で用いるＩＣＴ機器も、ほぼすべての教室に完備され、効果的に利用されてい

る様子を初めて見ることができた。 

また、生徒の様子もうかがうことができた。服装がある程度自由（指定のシャ

ツのみが多い）であること。頭髪も自由であること。校則ではなく、台湾政府が

決めているようだが、生徒への服装・頭髪の指導が無いことを知った【写真 12】。

生徒に自由な部分がありながらも、授業中の学習態度はとても積極的であり、

真剣に授業を受ける姿がとても印象的であった。 

さらに、就学費用や教育旅行への補助金等の就学支援については、台湾政府

が支援できる体制になっていることを知った。台湾では、天然資源に依存する

発展ではなく「教育によって人的資源を拡充すること」の必要性が常に求めら

れているようであり、25 年くらい前までは職業教育が重視されてきた。しかし、

現在はすべての生徒たちが学ぶことができるための就学支援等、教育への予算

をかなりかけているということであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 10 普通科（左）と専門学科（右）の進路図

写真 11 時間割（嘉山高中） 写真 12 授業の様子（嘉山高中） 
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４ 教育交流会（会場：桃園市内、陽明高級中学【写真 13】） 

滞在３日目に教育交流会が開催された。これに

は、日本との交流に関心を持つ桃園市及び近隣の

学校職員 30 名程度と、千葉県からの参加者全員

が参加した。まず全体会で、学校紹介と学校交流

の希望形態等を説明した。その後は、派遣者８名

が２人組４グループ（商業関係、農業・工業関係、

芸術・文化関係、修学旅行関係）に分かれて意見・

情報交換を行った。農業・工業関係グループは、

桃園市内にある台北科技大学付属桃園農工高級

中等学校（北科附工）と成功高級工商職業学校（成

功工商）との意見・情報交換を行った。そこで得

た情報は次の通りである。 

（１）台湾の職業学校での取組 

①生徒の学習発表会 

年に一度３月に、各学年で行われている。これは学習してきたことを成果発

表するものであるが、生徒の姿勢等や学んでいる内容をより知ってもらうため

に、必ず保護者に来校してもらい実施している。 

②専門学科の中の特別クラス 

企業と連携しているクラスがあり、３か月間企業実習をするシステムになっ

ている。これにより、専門の知識・技術に特化させることができ、その後の進学

や進学後の就職までを生徒が考えることができる。また企業側も優秀な人材育

成を早い段階から行うことができ、両者が将来を視野に入れた取り組みをして

いる。 

（２）日本への教育旅行の内容とその目的 

両校ともに、教育旅行といっても希望者を募っての修学旅行であり、20～30

名程度の団体のようである。現状として、北科附工では視野を広げることを目

的に、熊本県内の農家を訪れ温室での栽培技術を見学している。成功工商では、

岩手県の農家でリンゴ狩りや宿泊体験を実施しているとのことであった。 

台湾からの教育旅行において、日本でのホームステイが重要な目的の一つで

あることが分かった。農家でなくても一般的な日本の家庭での暮らし・生活を

体験させたいということでホームステイを強く希望していることが分かった。

本校でも数年前にホームステイを受け容れた生徒もいた。このことについては、

本校の生徒たちにも積極的にすすめていける内容である。 

訪日時の学校訪問においては、授業見学だけでなく「両校の生徒が一緒に授

業や実習に取り組むことができればより良い経験となるので、ぜひ実現させた

い。」とのことであった。その際、生徒の所属する学科内容の体験にはこだわっ

てはいないことが分かった。この授業体験で最も優先させたいことは、お互い

の生徒が一緒に学ぶという体制や生徒どうしの時間共有である。一緒に学ぶ体

制をつくるためには、事前の授業内容の伝え方や、生徒どうしのコミュニケー

写真 13  陽明高中 
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ションの取り方が重要である。授業の内容については専門的な用語もあるので、

通訳を入れての授業交流となることが想定されるが、生徒どうしのコミュニケ

ーションにおいては、すべてがジェスチャーだけでは難しいので、日常会話程

度の語学（英語）力やコミュニケーションの手法について、研修会等での事前学

習が必要である。また、実習を伴う交流においては安全面・衛生面について、万

全の対策を講じ、緊急時の応急処置や病院等への連絡体制等の準備をしておく

必要がある。 

お互いの生徒が授業体験や一時的な体験で終わることなく、可能な範囲でそ

の後も連絡を取り合える関係、継続的な交流ができれば最良であると考えてい

る。これら台湾の教育旅行で求めていることと、訪台時の必要な情報を直接知

ることができた。 

 

５ 農業関係学科の台湾への教育旅行の可能性 

本校（本県）の農業関係学科で学ぶ生徒を選抜した訪問団の受け入れや交流

が可能であるかについて質問したが、前項でも記したとおり、台湾側は専門学

科の枠にとらわれない交流を求めている。しかし、専門的な内容を一緒に授業

体験することも、とても良い取り組みであり、どのように学校交流をすすめて

いくかは直接連絡をすることも可能であり、綿密に交流の計画を立てることが

できるということが分かった。 

昨年度までの派遣報告でも明らかであるが、修学旅行で学年全体が台湾の一

つの学校を訪問することは難しい。今回の交流会においても、学年 20 クラスを

超える大きな高級中学であっても、少人数の訪問団の方が深い交流ができるこ

とが確認できた。生徒どうしの交流に多くの時間を設定し、事後の交流につな

げたい台湾側の思いがあり、実際に台湾から教育旅行で来日する訪問団は 30 人

前後が多いことも明らかになった。 

台湾への教育旅行の目的の一つを「両校の生徒が一緒に専門的な授業・実習

の体験を通して、深く学び、深い交流をすること。」とすると、まず現地での時

間を確保しなければならない。本校（本県）で実施している修学旅行での旅程中

に、見学等の時間を考慮しながら、授業・実習体験を組み込むのではなく、次の

ような教育旅行が効果的であると考える。（生徒の渡航費用や複数校での引率等、

多くの課題はある。） 

（１）本校（本県）の農業関係学科で学ぶ生徒で、小規模な派遣団を組織する。 

実現に向けては、小規模での利点を充分に活かすため、県内の農業関係高校 14

校から各１、２名を選抜して、多くても 30 名以内の派遣団とする。農業部会か

らの発信で参加生徒を募り、派遣生徒を決定する。その後、オリエンテーション

（派遣の目的理解やパスポート申請等）を行い、派遣に向けての研修会で語学

やコミュニケーションの手法、台湾の情報（訪問校や治安、食事等）を学習する。

派遣生徒の事前研修は旅費等の予算が必要ではあるが、継続的な語学研修と派

遣をともにする仲間意識の向上等のためにも、オリエンテーションを含めて３

回は実施したい。派遣後は、派遣報告を発表する機会（報告書の作成も含める）
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を設定し、報告会に向けての事後研修会を１回は設けたい。派遣に向けての準

備として、交流校との連絡と打ち合わせにおいて、実習体験に向けての緊急対

応を含めた安全対策を万全にしておく必要がある。また、食品加工の実習に向

けては、安全面に加えて衛生面での交流校の取り組み状況の把握や衛生管理の

意識を確実に理解しておく必要がある。交流校との綿密且つ段階的な連絡を取

り合いながら、台湾派遣に向けての継続的な研修を進めていくことが重要であ

る。 

（２）学校交流では「生徒が一緒に体験すること」に重点をおいて交流をすすめ 

る。生徒どうしの交流の時間や一緒に授業・実習体験の時間確保のためには、交

流校（桃園市内）と宿舎の位置関係も重要であり、宿舎選定も重要な項目の一つ

である。台湾への派遣を２泊３日とした場合に、次のような派遣日程を提案す

る。 

 

１日目：成田空港→桃園国際空港（午前発の便） 

到着後、市場等の見学、宿舎（桃園市内）へ 

２日目：宿舎発（宿舎から１時間以内の交流校を想定） 

学校交流 （午前）歓迎交流会 授業・実習体験（２～３時間） 

昼食交流 

（午後）学校・農場見学、文化交流 

宿舎（台北市内）、夜市見学 

３日目：宿舎発、故宮博物院等の見学 

桃園国際空港→成田空港（午後発の便） 

※学校交流においては、バディシステム（派遣生徒と交流校の生徒が１対

１、あるいは２対１）を企画したい。一日の学校交流をすすめるに当た

り、お互いに相棒役として支え合うスタイルができれば、より深い交流

につなげることができる。派遣生徒が、バディシステムでの学校交流を

通して、主体性や自立的に学ぶ力を伸ばす効果が期待できる。 

  

提案する教育旅行では、千葉県で農業を学ぶ生徒が、特有の気候（北部は亜熱

帯気候）である台湾において、どのような農業が展開しているのかを体験を通

して学ぶこと。それを通して台湾の農業技術を学び、千葉県農業（自国農業）の

発展に貢献していく人材を育てる効果が見られることを期待できるのではない

かと考える。 

 

６ おわりに 

今回、目的にしてきた台湾の農業関係学科の実習、生徒の様子を実際に見る

ことができ、専門学科での交流可能な学校があることを確認することができた。

また、台湾の教職員と直接情報交換をすることができる等、このような貴重な
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機会に恵まれたことを感謝している。最後に、今後も千葉県と台湾の交流がま

すます発展をしていくことを願い報告を終わりとする。 


