令和元年度グローバル人材プロジェクト成果報告書
学校名

千葉県立安房高等学校

目

１．生徒の留学等への興味関心を高める。

標

２．グローバル社会における国際理解の必要性を喚起する。
３．国際理解教育を推進するための校内・校外体制を構築する。
事業の概要
（１） 交流会や体験学習の開催
留学生による中国語講座
ア

日

時： 令和元年１０月２９日（火）１３時から１６時

イ

会

場： 本校 ４階 第１年次各教室，３階 第２学年各教室

ウ

留 学 生： 城西国際大学の中国・台湾からの留学生

エ

参 加 者： １年次生徒２２９名，２年次生徒２３６名 計４６５名

オ

内

容： １３:００～１３:４５ (５限) 授業の打ち合せ
１３:５５～１４:４０ (６限) ２年生対象の中国語講座，質疑応答
１４:５０～１５:３５ (７限) １年生対象の中国語講座，質疑応答

カ

事前学習： ２年生は台湾での修学旅行に向けて，台湾の文化や観光地等の学習をしている。

キ

事後指導： 講座内容をワークシートにまとめた。また，修学旅行で実際に台湾を訪れ，
学校交流や買物などの場面で中国語を話した。

ク

参加者の感想等：

 中国語の発音が難しかった。留学生の流暢な日本語にも驚き，これから外国語の学習に力を入れた
いと思った。
 台湾の話を聴いて，修学旅行に向けて，異なる文化や環境に興味と不安を抱いた。中国語の簡単な
あいさつはできるようになったので，実際に台湾でも使ってみたい。
 留学生の方々から日本のことについても話を伺って，自分の国なのに知らないことが多くあるこ
とに驚きました。また留学生の方々の話す日本語を聴き，英語の勉強を頑張らなくてはと感じた。
 日本と台湾では違う文化が多くありそうなので，注意深く観察したいと思った。異文化を理解し，
自分の国と比べてそれぞれの良いところを見つけられるようにしたい。
 外国に行くのは今回の修学旅行が初めてなので不安ですが，異国の文化に触れる良い機会なので
学んだ中国語で充実したものにしたいです。
 日本とは違った文化やマナーやルールもあるので，ただ楽しむだけではなくそれらを学んでいき
たい。色々な人と出会い，交流したい。
 中国語でのあいさつは以前から知っていたが，そのアクセントや正しい発音を修学旅行直前に知
ることができ良い機会になった。
 英語がわかっていれば台湾でも言葉が通じると思っていたが，今回の中国語講座を通じて，やはり
中国語（その国の言葉）を使うことにコミュニケーションの醍醐味があるのだと思った。

TOKYO GLOBAL GATEWAY 英語研修
ア

日

時： 令和元年８月２７日（火）６時３０分から１８時３０分

イ

会

場： TOKYO GLOBAL GATEWAY（東京都江東区）

ウ

参 加 者： 第１～３学年生徒３５名，教員３名 計３８名

エ

内

容： ６：３０

館山駅集合・出発

８：３０ TOKYO GLOBAL GATEWAY 到着
８：４５ 入場
９：００～１６：２０ 英語研修
１６：３０ TOKYO GLOBAL GATEWAY 出発
１８：３０ 館山駅解散
オ

事前学習： 事前学習ブックの配付

カ

事後学習： ワークシート記入による振り返り

キ

成果と課題
生徒たちは６～８名の班に分かれ，エージェントが１人付き添い，English only の環境を常に
維持する形で研修が進んだ。TGG に到着すると，エージェントと合流する。生徒たちははじめ緊張
している様子だったが，エージェントが用意した自己紹介やク
イズ，ゲームなどのアイスブレークを通して，どの班からも笑
い声が聞こえてくるようになった。
TGG はアトラクションエリアとアクティブイマージョンエリア
という２つのエリアに分かれている。アトラクションエリアは

「ホテル」「エアプレイン」「レストラン」などを模倣した部屋
があり，海外にいるかのようなリアルな空間で日常生活をイメ
ージした英語コミュニケーションに挑戦することができる。生徒たちはミッションを与えられ，
それを達成するためには英語で会話や交渉をしなければならない。まるでテーマパークのような
空間のなかでエージェントに支援してもらいながら，どの生徒もこれまで学習してきた知識をア
ウトプットすることができた。アクティブイマージョンエリアでは，さまざまなテーマを「英語
で」学ぶ。グループディスカッションや作業を通じて特定分野の知識，思考を深めることができ
る。「ニュース番組を作ろう」というプログラムでは，本場の機材を使用し，各生徒が「ニュー
スキャスター」「音響」「ディレクター」などの役割を与えられた。班ごとに小道具を使用する
などの工夫が見られ，魅力的なニュースを作り上げることができた。
豊かな個性を持つエージェントが終始和やかな雰囲気を作り出
し，それぞれの英語到達度に合わせてわかりやすい指示や支援をし
てくださったため，とても充実した研修になった。
ク

生徒の感想

＜アトラクションエリアについて＞
 病院やホテルなど日常的な様々なシチュエーションを体験できま
す。海外への旅行に行く際によくされる質問ばかりだったので最適な答え方を学ぶことができまし
た。スタンプを集めるシステムなのでとても楽しかったです。

 様々なシチュエーションで英語を使ってカードに書かれているミッションを行います。ミッショ
ンは基本的に２人１組になって行います。時には協力したり，また１人になったとしてもエージェ
ントがサポートしてくれて楽しく行うことができました。待っている間も自分の担当ではないエー
ジェントが話しかけてくれて世間話やエージェントの国のこと，また日本のことを話すことがで
き，良かったです。
 ６つのシチュエーションを体験することができました。リアルなセットとスタッフさんのおかげ
で実際の状況になった時にこの経験を使うことができそうです。こういう状況の時はこんな風に聞
かれるんだとかがわかったので，リスニングの問題をやった時に，すぐ，どこの場所での会話か理
解する力になると思いました。
 TGG の方にアドリブでいろいろなことを質問されるので，咄嗟に英文が出てこなく課題に感じ
た。良い機会だった。

＜アクティブイマージョンエリアについて＞
 外国の授業はこんな感じなのかなと思いました。スクリーンには，もちろん英語しか書かれてない
ですが，図がわかりやすく配置されており困ることはありませんでした。
 ニュースキャスターの仕事を体験しました。キャスターだけでなく，ニュースの裏側の仕事や，原
稿を作るところからやりました。原稿はエージェントの方とも相談しながら，グループのメンバー
と話し合いながら作りました。私はキャスターを体験しましたが，いかに自然な英語を話せるかと
いうのがとても難しかったです。でも，グループのメンバーで協力して，英語を通して，まとまっ
た１つのニュース番組を作ることができました。
 身の回りにあるものを使って映像に合う音を作ったり，ペットボトルで風船の力を利用して車を
作ったりしました。ゲームや制作を通して，ネイティブの方々とコミュニケーションをとることが
できて楽しかったです。
 空気の力で走るバルーンカーを作ったり，アニメーションの効果音を作ったりしました。小学校の
理科や音楽の授業を英語で受けるような感じです。合間で好きな映画の話もしました。TGG で会
うほとんどの人はイングリッシュスピーカーなので積極的に話せば異文化をダイレクトに感じら
れる有効なチャンスです。

JICA 地球ひろば訪問
ア

日

時： 令和元年１２月２１日(土） ８:００～１９:３０

イ

会

場： JICA 地球ひろば（新宿区）

ウ

参 加 者： 第１年次１６名及び第２学年生徒１８名，教員４名

エ

内

容： ８:００
１０:００～１２:００

計３８名

館山駅西口集合
JICA 地球ひろば体験ゾーン・地球体験学習

１２：１５～１７：１５ 東京散策
１７：３０

上野公園出発

１９：２０

館山駅西口解散

オ

成果と課題
JICA 地球ひろばでは，最初にワークショップに参加し SDGs につ

いて理解を深めた。地球案内人のスタッフの方に SDGs とは何かの
説明をいただき，グループに分かれ地球の様々な地域や文化を写し
た写真を見て SDGs のどの目標に関連するか等を考えた。生徒たち
は写真からその地域がどのような課題を抱えているか，どのような
解決策があるか，実際に世界で起こっていることや課題を知り，さ
らにグループや全体での意見発表を通して SDGs について多くを学ぶことができた。
体験ゾーンでは，訪問時開催されていた「ゴミと地球の未来展」
を中心に，世界のごみ事情，資源について実際に展示品に触れながら
体験を通して学ぶことができた。国別のゴミの量に関する展示では，
生徒達は日本のその量の多さに驚きを隠せないようだった。また現在
のゴミに関する課題や事情に関連し，再生可能な資源や意外なものの
再利用の方法にも触れることができ，普段の生活を振り返ることがで
きた。訪問後，午後からは各グループに分かれ，東京散策を行った。
今後の課題として，参加した生徒が日々の生活や学習の中で今回学んだ内容を生かし，学校生活の
様々な場面で SDGs とゴミ問題等についてさらに考え，他に共有をしていけるよう授業等で効果的な
機会を設けていきたい。
カ

生徒の感想

 世界の様々な文化や知識を直接触れ，見ることでより深く理解
することができた。
 ワークショップでは SDGs に関連して，貧困問題，環境問題，
経済格差等世界の様々な問題に向きあうことができた。それぞ
れの問題の原因やどのような解決手段があるか話し合いながら学習することができた。
 各国の SDGs 達成度がわかる展示があり，日本は意外にも達成度が低いことに驚いた。技術の進
歩はあるがいくつかの取り組みについてはこれから見直し，改善をしなくてはいけないと強く感じ
た。他国への援助を多くする中で，自国の必要とされていることにもバランス良く取り組む必要が
ある。
 ゴミの分別の大切さや再利用できる素材を実際に見て私たちの生活を振り返り未来のために変え
ていく必要があると感じた。
 いつも買い物でもらっているレジ袋が地球に悪影響を与えていることを知り，エコバッグや地球
環境に優しいものを使っていこうと思った。
 今回の訪問で世界中にある多くの問題を知ることができた。アフリカの水と人々の健康の問題は
学校の授業でも学習していたので理解を深められたとともに，深刻な問題だと再認識する良いきっ
かけになった。
 山積みの世界の問題をどうしたらなくせるのかを考えることができた。考えるだけでなく，身近な
ことから問題を減らすための努力をしていきたい。
 体験ゾーンで見た，実際に紛争地域で子供達が使っている武器やその子供達をテーマにした絵本，

ゴミ捨て場で生きるための食糧を必死に探す女の人の写真が印象的でした。同じ地球に住んでいる
はずなのに，不自由なく暮らす私たちと，常に生と死の境にいる人々の差。この世界の残酷さやこ
の世界の不平等さを痛感しました。
 ワークショップでは，人々の生活だけでなく動物や植物（自然環境）に関する問題も多くあること
がわかった。
 世界の飢餓人口約 8 億人を十分に養える量の１３億トンの食糧が捨てられていることが衝撃的だ
った。日々の生活のなかで何か状況を変えていくための取り組みを探していきたい。
 SDGs について学ぶ中で日本も多くの課題を抱えていることがわかった。自分自身が自分の国につ
いて知らなすぎていることで，現在の状況について知ることの大切さを感じた。そこから行動して
いくことも大切である。
 将来地球環境や私たちの生活に関わる問題はより深刻になっていくと思うので，その改善に貢献
できる職業に就きたいと思う。
 各国のレジ袋の展示を見て，環境に配慮してプラスチック製の袋を禁止している国や，海草から作
られた袋を利用している国に対し，日本はまだまだ環境への配慮や意識が低いことを再確認した。
 今回参加するまで SDGs についてあまりよくわからなかったが，ワークショップを通じて写真や
実際に世界で起こっていることを見て多くを学ぶことができた。
 世界的に環境問題が最大の課題であり，普段から使っているレジ袋もその一部だと思うと怖くな
った。タピオカの原料であるキャッサバで作られたレジ袋があることが印象に残っている。

 ゴミ問題や SDGs など身近なところで一人一人が取り組まなくてはいけない課題が多いので，今
回の経験を周りの人に伝えていきたい。
（２）海外理解促進のための講演会の開催
第１回「グローバル人材プロジェクト」講演会
ア

日

時： 令和元年７月２日（火）１４時５０分から１５時５０分

イ

会

場： 体育館

ウ

講

師： 工藤 幸介

エ

講師選考の理由：カリフォルニア大学ロサンゼルス校を卒業し,貿易関係の仕事を経て，青年海
外協力隊としてエチオピアにて女性の起業を支援する活動に従事した経験を
持っているため。

オ

参 加 者： 第３学年生徒２３６名及び教職員１５名

カ

内

計２５１名

容： 「国境を越えて学び,働く」という演題に沿って,留学を決意した経緯やエチオピア
における青年海外協力隊の活動についてお話をいた
だいた。数ヶ月後にスイスの大学院に進学することが
決まっており, その向上心に生徒たちは大いに刺激
を受けた。

キ

事前学習： 特になし

ク

事後指導： ワークシート記入による振り返り

ケ

参加者の感想等：

 発展途上国の人々は,資源やお金はあるけれど,その使い方がわかっていないことを知って衝撃だ
ったし,とてももどかしい気分を感じた。
 留学することは現実離れしていると思っていたけど,一気に意欲がわいた。留学したい。
 今日の話を聞いて,選択肢が増えて,余計にわからなくなったと言えばそうだけど,世界が広がった
気がします。自分がいかに固定概念にとらわれていたか知りました。
 何を学んでいるとか何を目指しているとかはしっかり言えるようになりたいと思った。自分も英
語が好きだから,いつかは海外に行ってみたい。
 親が反対したことは諦める,やるなと言われたことは絶対にやらない,ではなくて,もっと自分のや
りたいことをどんどんやってもいいのかも？
 とりあえず今私は夢を叶えるために大学に入りたい。そのために今高校で勉強を頑張る必要があ
る。だから目の前のテストから頑張ってみることにする。

第２回「グローバル人材プロジェクト」講演会
ア 日

時： 令和元年１２月１７日（火）

イ 会

場： 体育館

ウ 講

師： 根岸 彩夏 （茨城大学２年生）

エ 講師選考の理由： 本校の卒業生であり，高校時代にトビタテ留学 JAPAN に参加したため。
オ 参 加 者： １年次生徒２２９名， ２年次生徒３０名， 教員２０名
カ 内

計 ２７９名

容： 講師が高校３年次に，トビタテ留学 JAPAN の制度を使って，カナダに留学した

経験を中心に講演していただいた。また，トビタテ留学 JAPAN の応募方法や留学計画書の書き
方を説明し，この制度の利点等を伝えていただいた。
キ 事前学習： 11 月にトビタテ留学 JAPAN のポスターと要綱を，教室と廊下に掲示し周知した。
ク 事後学習： ワークシート記入による振り返り
ケ 参加者の感想等：

＜講師の話で印象に残ったこと＞
 いつも見たり聞いたりしているものは，世界のほんの一部でしかなくて，もっとたくさんのことが
あるから，一部だけを見て答えを出してはいけないと考えたところがすごく印象に残っています。
私たちは狭いところで過ごしているのだなと改めて感じました。
 一度の海外留学で，本当にいろいろな事を学んで，それを今後の自分にしっかりと影響させている
んだなと話を聞いていてとても思った。固定概念にとらわれないで自分の視点から物事を考え，そ
れを講演などを開いて私たちに伝えているのはすごいしかっこいいと思った。
 グローバル社会に必要なのは一部の人だけでなく，everyone だということがとても印象に残りま
した。カナダのゴミの話で，人から聞くよりも，自分で行って見て知る方が色んなことを知れるし，
大切なことなんだと思いました。
 「何でも挑戦してみること。もし挑戦してみて自分に合ってなかったら，違うなと思えばいい」と
いう言葉が印象に残りました。私もその時々の優先順位などを考えて興味を持ったことを後回しに
して，試しもせずに諦めてしまうことが多くありました。でもその言葉を聞いて，「ダメだった

ら選択肢から外せばいいんだ」と思い，何事にもとりあえず勢いで挑戦してみようという気持ちに
なれました。
 各国には各国の文化が有り，その文化は普段の生活では当たり前になっています。しかし，それは
世界に飛立つとなると当たり前ではなくなります。その大変さを改めて知ることができました。根
岸さんは「日本は島国で他の国と接点が無い」とおっしゃっていました。だからこそ，他国の人が
来たとき，日本の文化と比べ，差別的な視線を向けてしまいます。それも，客観的にとらえるとい
うことで，いい意味のとらえ方を知りとても勉強になりました。
 「体験でしか学べない」という言葉が印象に残りました。私はこれまでいろんなことに興味を持っ
てきましたが，何かに行動してみたり，表現したりすることはありませんでした。自分からどんど
ん世界へ，自分の道を切り開ける人になりたいと思いました。
 体験しないとわからないと言っていたことがとても印象に残りました。悪いことでも，良いことで
も体験することで自分の財産になると思いました。
 今の自分を変えるのも大切だけれど，自分を受け入れるのも大切だと思いました。

＜今後の自分について思うこと・考えること＞
 自分のやりたいことも，今目の前の一部のこと，情報しか見
ないで決めてしまっているので，もっと広く知って，いつか
どこかで興味のあったものが繋がるかもしれないと思ったの
で，変わっていきたいと思いました。
 東京など人が多いところへ行くと，当然外国の方もたくさんいて，英語で話しかけられたりしたか
ら，英語力は必要なんだと思った。今まで１０年以上も習っているのに，なんでこんなできないん
だろうと私も思った。留学するかしないかは置いておいても，自分だからできることや，様々な視
点から物事を考え，それを行動に表せるようにしたいと思った。
 私は周りに流されやすいです。友達と海外に行ったとき，自分の思い通りに英語を話せなくてとて
も悔しい思いをしました。それだけでなく，人とコミュニケーションをとるということは本当に大
事なことだと今日お話を聞いて思いました。
 私は今まですっと「将来何になりたいのか，何をしたいのか，夢も希望も，自分の将来への期待も
特にない」そう思っていました。でも今日根岸さんの話を聞いて思ったのは，「やりたいことが多
くて何もかも見失ってしまっているんだな」ということです。何も知らないから，自分にはやりた
いこととか何もないと勘違いしていました。だから根岸さんのように，少しでも興味を持ったこと
にはどんどん挑戦してみようと思いました。怖がらずに積極的に行動することを心がけていきたい
です。
 大学受験となった時，大学という名の印象や学歴なども関係ありますが，根岸さんの話ように，第
一志望で無くても，どの大学に入っても入ったら「関係ない」と感じました。自分の道を，少しず
つ進みながら，いろいろなことに挑戦していきたいです。
 母国を離れて留学することはこれからの人生に繋がってくると思うし，将来の夢の１つに発展途
上国の人たちに医療の現場で命を救っていきたいと考えているので，私もトビタテに申し込みたい
と思いました。

 私は障害をもつ妹がいます。妹と一緒に生活してきて医者になりたいと思いました。でも世界の
話，特に環境や政治についてニュースで見るたびに何でもっとこうしなかったんだろうとよく考え
ていました。自分の道を切り開くためにも体験することが大切なんだなと思いました。日本では
LGBT のことを良く思って無い人がたくさんいます。海外ではどうなのか，障害者についてどう思
っているのか聞いてみたいと思いました。
 私は英語とか話せたらいいなとは思うけど，話せるようになるまでの過程がいやなので，何かきっ
かけが無いとやる気が起きないタイプなので留学は絶対に無理だと思った。でも，海外には行って
みたいと思ったし，パレードは見に行ってみたい。その国の文化に触れてみたいと思った。
 僕は海外にあまり興味がなく，英語も苦手なので，絶対に留学なんてしないと思っていました。で
すが，海外に行くことは英語関係だけでなく，その地域の考え方や文化や客観的に見た日本の姿を
学べるので，日本の文化を生かして地域を盛り上げたり世界に発信するためにぜひ参加したいと考
えました。
 アメリカにホームステイに行った時，緊張などで話す勇気が湧かなくてすごく後悔した。でも話を
聞いて学ぼうとすることにためらいや変な理由付けはいらないんだ，積極的に学ぼうとする姿勢が
大切なんだと感じた。だからこのプロジェクトに応募し，英語力を伸ばしたいと思う。
 私は中学生の頃，世界的な問題の１つの児童労働についてスピーチを行った。私は世界中の学校に
行きたいけれど行けずに働いている子供たちを救いたいと思っていたので，とても興味のある話だ
った。私も何か，ほんの小さなことでもいいから人の役に立ちたいと思うのでこれからは積極的に
ボランティアやイベントに参加したいと思う。今後 JICA に参加するので外国の文化に触れたい。
 人に言われてやるのと，自分でやるのでは全然違うんだなと思った。
 変わりたいと思う。高校に来れば変われるだろうと思っていたけれど，自分から変わらないとダメ
なんだと思った。
事業の成果：
・本校は，グローバル人材プロジェクト事業を委員会組織で運営している。そのため，自由度が高く，
新たな企画を始めやすい環境にある。今年度は，新たに TOKYO GLOBAL GATEWAY での英語研修
を実施したが，リアルに会話の場面を想定して英語で交渉をしたり，グループワークで１つのものを
作り上げる経験をしたりすることで，海外で学ぶことや英語学習への動機付けとなった。
・２回実施した講演会は，普段は聴く機会がない興味深い講演を聴くことができた。これらを通じて
生徒達はそれぞれの進路と重ねるなど，自分自身の進路について考える貴重な機会となった。
今後考えられる新たな取組：
１． 台湾修学旅行に向け，地域の理解及び交流の在り方などについて学習する機会を充実させる。
２． 国際交流を推進する地元自治体との協同学習の機会を検討する。
３． グローバル人材プロジェクト事業実施担当者による意見交換の機会を拡充させる。

