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海外研修旅行における生徒の安全対策について 
～マレーシア派遣研修での実践による生徒の意識変化～ 

 

千葉県立長生高等学校 教諭 遠藤 潤一 
 

１ はじめに 

千葉県では、高校生の異文化理解の促進及び外国語によるコミュニケーショ

ン能力の向上を目的に、国際教育交流事業を実施している。この一環として今

年度はマレーシアへの派遣事業が行われた。千葉県下の生徒 28 名が８月 20 日

から８月 26 日までマレーシアでの現地高校生との交流・プレゼンテーション、

農村部でのホームステイ体験、現地の大学生とともにクアラルンプールの市内

観光をはじめとする国際交流を行った。IT の革新とともにグローバル化が進む

現代、ますます多くの日本人が、海外研修旅行を行う機会や必要性が増えてい

くことが予想される。「平成 27 年度の日本学生支援機構の調査 1」によると日本

人の国別留学生数は、欧米とオーストラリアが５割以上を占めており（表１）、

今回私たちが訪れたマレーシアへの日本人留学生（1,184 人 2・構成比 2.1％は

上記の国と比べると少ない。 

 

表１ 国（地域）別日本人留学生数 

国（地域）名 
留学生数（人） 構成比（％） 

平成 27 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

アメリカ合衆国 12,383 12、434 22.7 23.9 

カナダ 5,424 4,890 10.0 9.4 

オーストラリア 5,363 5,170 9.8 9.9 

英国 4,008 4,262 7.4 8.2 

中国 3,836 3,477 7.0 6.7 

韓国 3,713 4,217 6.8 8.1 

タイ 2,485 2,013 4.6 3.9 

台湾 2,361 1,991 4.3 3.8 

ドイツ 1,708 1,719 3.1 3.3 

ニュージーランド 1,618 1,575 3.0 3.0 

その他 11,556 10,384 21.2 19.9 

計 54,455 52,132 100.0 100.0 

 

しかし、マレーシアでの海外研修旅行には、様々なメリットがある。主なメリ

ットとして３つの点を挙げることができる。一つ目は、研修にかかるコストを

抑えられる点である。マレーシア政府観光局によれば、欧米やオーストラリア
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での研修旅行と比べると三分の一程度のコストで留学をすることができるとの

ことである。二つ目は、多民族国家であるという点である。マレーシアでは、中

華系、マレー系、インド系など様々な人種の人々とコミュニケーションをとる

ことができる。それぞれ異なる宗教や価値観を持つ人々と関わることで国際感

覚を身につけ、グローバルな視点で物事を考えるきっかけになる。また、英語を

母国語としない者同士が英語でコミュニケーションをとり、活躍する姿は日本

人にとって良いロールモデルとなる。三つ目は、日本との時差がほとんど無い

という点である。日本との時差は１時間であり、ロンドンの８時間やニューヨ

ークの１４時間と比べるとわずかである。時差による影響が少ない分、体調面

の管理のしやすさが挙げられる。日本からの飛行時間は約７時間と欧米への飛

行時間と比べると短い。このようなメリットがあるにもかかわらず、マレーシ

アをはじめ東南アジア諸国について、留学はおろか文化や特徴すら知らない人

は多い。 

以上の点を踏まえて、マレーシア派遣研修における生徒の安全対策として実

践したことを中心にまとめていくことで、今後マレーシアでの研修旅行を学校

現場等で行う際の一助となればと考え、このテーマを設定した。 

 

２ 事前・事後アンケート結果 

生徒への安全対策・指導の成果を確認するために、本校の事業参加生徒に事

前アンケートを第１回事前研修日に、そして事後アンケートを９月に実施した。

本校の参加生徒は１名を除き、全員が海外へ行くのが初めてという生徒である。

以下に事前・事後に行ったアンケート結果を示す。（表２） 

 

表２ マレーシア派遣 生徒アンケート結果 

質問 事前アンケート結果 事後アンケート結果 

Q1.海外研修を 

行う際にどん

な危険がある

と 思 い ま す

か。 

○スリ・盗難・詐欺 

○連れ去り 

○（宗教上の）意見の衝突 

○スリ・盗難・詐欺(だまし取り) 

○二次喫煙 

○言葉が通じないことによるトラブル 

○貴重品の紛失 

○文化や宗教的な違いからくるトラブル 

○交通整備の差による交通事故 

Q2.海外研修に 

行く際の安全

対策としてど

んなことがで

きますか。 

○鞄を前に持つ 

○財布等の貴重品の管理の徹底 

○鞄の外側ポケットに貴重品を入れない 

○防犯ブザーの所持 

○マスクの所持 

○鞄等に鍵を取り付ける 

○大金を持ち歩かない 

○財布を２つ持つ 

○財布はバックの中(奥)に入れる 

○薬を持って行く 

○現地国のマナーや文化を知り、

ルールを守ること 
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 事前アンケートの回答を見ると記述に具体性がないことがわかる。そして、

事後アンケートの結果を見ると生徒が具体的にとるべき行動が書かれているこ

とがわかる。また、「海外研修に行く際に不安に思うことはありますか。」という

質問に対して、ほとんどの生徒が「特にない。」と回答した。以上のことから、

研修の事前指導、現地で指導されたことや経験を経て、安全対策への意識が高

まり、何をどう注意すべきかが分かるようになり、海外研修を行うことへの不

安が軽減されていることがわかる。 

 

３ 生徒の安全対策についての実践 

 生徒の海外研修の際に、最も重視されるのは生徒の安全を確保することであ

る。無事に現地で研修を終え、日本に帰ってくるということが最も重要なこと

だと言っても過言ではない。アンケート結果が示すように、生徒の安全確保と

安全への意識を高めるために、我々引率職員ができる生徒への事前指導や実践、

現地の方々からいただいた指導、そしてその他にもどのような実践ができるの

かということについて述べていく。 

 

（１）職員向け研修会への参加 

 本校には平成 25 年度より教務部に「国際交流推進室」を設置しており、海外

からの留学生、短期訪問生徒の受入れ、本校から留学する生徒の手続きの援助

のほか、生徒の国際感覚を育むために情報を告知し、事業を計画、実施してい

る。この国際交流推進室に所属する教諭３名と教頭１名が、５月 30 日（火）に

市立稲毛高等学校で実施された海外研修引率に係わる高校教員向け研修会に参

加した。外務省･領事局海外邦人安全課･邦人護衛官の伯耆田修氏による講話を

聞き、事前の安全対策、海外における日本人の犯罪被害、緊急事態発生時の対処

方法など具体的に学ぶことができた。海外研修に参加する生徒に安全対策への

意識を持たせるには、まず、引率職員自身が高い意識を持つとともに、テロや緊

急時の具体的な避難方法も含めて知っている必要がある。このような理由から、

年度当初に海外研修への引率職員が研修会に参加することへの意義が大きいと

○パスポートを肌身離さず管理する  

○事前に現地について調査する 

○マスクの着用 

Q3.海外研修に 

行く際に不安

に思うことは

ありますか。 

○ホームステイ先の安全性 

○犯罪やテロに巻き込まれる心配 

○水質や飲み水 

○言葉の壁 

○携帯電話の使用 

○一人になった時の行動 

○飛行機の墜落 

○特になし 

○マレーシア以外の国での衛生面 

○食事が合うかどうか 

○健康面 
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いうことが言える。 

 

（２）安全対策・危機管理を促す小冊子の作 

 「東京大学 3」や「筑波大学 4」をはじめ複数の大学が『海外渡航危機管理ガ

イドブック』や『海外安全ハンドブック』という名で小冊子を作成し、学生に配

付している。これらの冊子には、海外における安全対策に対する基本的な考え

方や現地で安全な生活をするための注意点が分かりやすく記載されている。本

校でも、前述した市立稲毛高校で行った研修の内容を中心に『International 

Exchange Program in Malaysia 安全な研修のために』というタイトルで、B５

版サイズの冊子にまとめ、生徒に配付し、読み合わせによる事前指導を行った。

「滞在中」、「ホテル」、「海外安全アプリの案内」、「たびレジの登録方法」、「海外

において注意すること」、そして「テロに遭うリスクを下げる方法」、等の項目に

ついて記載されている。（写真１） 

 

写真１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）たびレジの登録 

 （２）のハンドブックに記載した「たびレジ 5」とは、海外旅行や海外出張を

する際に、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の海外安

全情報、緊急事態発生時の連絡メールやいざという時の緊急連絡などを外務省

より受け取れるシステムである。事前指導の際に生徒に、登録するように促し

た。 

 

（４）大使館での講話 

 在マレーシア日本大使館を訪れた際、広報文化部の担当の方より、安全対策

に関するお話を頂いた。マレーシアでは強盗の被害が日本の約 10 倍であり、特

にバックのひったくりや自動車のガラスが割られての犯行が多いということを

学んだ。また、海外では、このような犯罪者の行動パターンを知ることが大切

で、知っていることで被害に遭うリスクを減らすことができるということを学

んだ。また、人の多く集まる場所など集団の注意が分散するところでは、犯罪が

起こりやすいということも教えて頂いた。文化や宗教、そして安全面について
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も日本の常識で物事を考えないことが大切という言葉が最も印象に残っている。 

 

（５）ホームページへの生徒の活動状況の掲載 

 生徒の安全を保護者に伝え、保護者を安心させる方法として生徒の活動写真

を学校のホームページに掲載するという方法がある。生徒が実際に行動してい

る様子や表情が最も保護者の安心につながる。また、万が一の災害や非常時の

安否確認も可能である。今回の派遣事業では同行した旅行会社のサービスで、

撮った写真をインターネット上で保護者が閲覧をすることができた。日本にい

る学校職員と連携して、引率職員が日本に写真を送り、学校にいる職員が学校

ホームページに写真を掲載することで、このようなサービスを使わずに実践を

することもできる。 

 実際に、海外研修旅行先でテロが発生し、現地が混乱する中、この仕組みを利

用し、いち早く生徒の安全な様子を写真で伝え、保護者や関係者を安心させた

という学校があった。 

 

（６）事例研究 

 上記の他にも、ツアーコンダクターが昨年度同事業の引率を行った方で、昨

年度の経験をもとに話をしてくださり、生徒が集団からはぐれてしまったり、

パスポートなどの貴重品の盗難にあったりという危険を未然に防ぐことができ

た。また、同様の訪問地で海外研修を行う際は、前年度や過去の生徒にアンケー

トを実施し、その結果を集約し、次年度以降の研修予定者に配布したり、事前研

修で前年度参加者から話をしてもらったりして、情報を共有することで、事前

に現地で起こりうることを知り、心配や危険を軽減することができるのではな

いかと思う。 

 

４ おわりに 

 前述したように、学校教育における海外研修旅行で最も重要なことは、いか

に研修中の生徒の安全を確保するかである。安全・安心が確保されているから

こそ、海外研修時に異文化について学んだり、異なる人種や言語を持った人々

とのコミュニケーションを楽しんだりすることができるのではないかと思う。

海外旅行研修では、引率教員が常に最悪を想定し、高い危機管理の意識を持つ

ことが重要である。また、生徒への事前指導も十分に行い、生徒自身にも意識付

けを行う必要がある。そのために、上記のような安全対策や事前指導の実践を

データとして引継ぎ、たとえ引率教員が変わったとしても生徒の安全を常に確

保できるようにしていかなければならない。また、各学校の安全対策をホーム

ページに掲載することで、該当校だけでなく、他校でも同様の安全対策を実践

することができるのではないかと思う。今回、海外研修引率の機会を頂いたこ

とで、生徒が海外旅行研修を経ることで大きく成長できるということを再認識

することができた。だからこそ、この報告書がこれから海外研修旅行を計画・実
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行していく方々の一助となれば幸いである。 

 最後に、このような貴重な機会を与えて下さった千葉県教育委員会の皆様を

はじめ、私たち派遣職員と生徒が、安心して安全な研修ができるよう計画・準

備・指導等で関わってくださった全ての方々へ心から感謝します。ありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地訪問校 SMK COCHRANE で集合写真      現地出国日に現地生徒が 

プレゼントを持って見送りに 
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