
平成２１年 ９月３０日

茨城県国際理解教育推進協議会

会 長 石 川 哲 夫 殿

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書
学校名 茨城県立茨城東高等学校 担当教諭名 田中

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。

記

実施日時 平成２１年 ９月 ４日（金） １１：４５ ～ １２：３５

対象学年と人数 第３学年 ３０名

派遣講師名と出身国 高品 ハファエル ダ シルバ （ブラジル）

活動の内容 ・パワーポイントを使用したブラジルの紹介

・ブラジルに関するクイズ

生徒・保護者等参加 ・ブラジルはサッカーがとても身近だと思った。北が暑く南が寒いブラジルは

者の感想 日本と反対で不思議な感じがした。

・ブラジルは多国籍文化だと知らなかった。確かに日本人がたくさん移民して

いると思う。

・ブラジル人はとても明るく、カーニバルは盛り上がっているようだ。

・食料はとても豊富にあり、フルーツが多いらしい。

・ブラジルについてある程度知っていると思ったが、まだ知らないことがたく

さんあって、もっと外国のことについて勉強しなければならないと思った。

・講師の先生は日本のことをよく知っており、私が知らないようなことも知っ

ていて、私ももっと自分の国のことを勉強すべきだと思った。

・ブラジルは、国民が明るく、海がとてもきれいで、食べ物がおいしそうで私

も是非行ってみたいと思った。

先生の感想 パワーポイントで映像を多用した資料を見せていただきとても楽しい授業だっ

た。生徒はブラジルの生物と食べ物の種類が多いことや、カーニバルの様子に興

味を抱いた様子。クイズでは４チームに分かれ解答し、勝利チームにはｷｰﾎﾙﾀﾞｰを

いただいた。最後は「チャオ」と挨拶して、楽しく終わった。



平成２１年 ９月１８日

茨城県国際理解教育推進協議会

会 長 石 川 哲 夫 殿

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書
学校名 茨城県立茨城東高等学校 担当教諭名 岡見 哲也

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。

記

実施日時 平成２１年 ９月 １８日（金） １１：４５ ～ １２：３５

対象学年と人数 第３学年 ３０名

派遣講師名と出身国 蔡 壁月 台湾

活動の内容 パソコンとプロジェクターを用い、台湾の文化、芸術、教育等について

講義された。民族衣装を着て話してくれた。

日本との違い、台湾の高校背についてなど生徒の興味をそそる 内容だった。

台湾のパンフレット類、ポスターを持参し、説明をしててくれた。

生徒たちからの質問に答えてくださった。

生徒・保護者等参加 ・台湾には４民族がいて、今７０～８０代の人たちは日本語を使っていると聞

者の感想 いて驚いた。日本の技術で半導体を作っていることをした。

・日本と台湾の距離がたった１１８ だと聞いて驚いた。km
・台湾の神様は日本と違って形があることを知った。

・台湾の男性は「優しさ 、女性は「強さ」が必要だと聞いて，日本と違うと思」

った。

・物価が日本に比べてとても安く、私も日本でお金を貯めて台湾に行きたくな

った。

・台湾に日本の物がたくさんあると言うことを知り驚いた。

・台湾で今はやっていることは「ストリートダンス」だそうで、日本とあまり

違わないと思った。

・交通機関の時刻表がいい加減と聞き，日本とかなり違うと思った。

先生の感想 とても明るく元気な方で、生徒とも打ち解けてとても良い講義だった。

台湾と日本の違いをわかりやすく説明してくださり皆興味を持って聞くことが

できた。

生徒からの質問にも丁寧に答えて頂き、とても良い講義だった。

日本に７年間しかいないのに，日本を流暢に話されることに驚いた。



平成 ２１年 １０月 １６日

茨城県国際理解教育推進協議会

会 長 石 川 哲 夫 殿

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書
学校名 茨城県立茨城東高等学校 担当教諭名 田中 淳子

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。

記

実施日時 平成２１年１０月 ２日（金） １１：４５ ～ １２：３５

対象学年と人数 第３学年 ３５名

派遣講師名と出身国 田中 綾子 氏

活動の内容 ・パワーポイントを利用した説明

・ＪＩＣＡの活動についての紹介

生徒・保護者等参加 ・ケニアでも雪が降ると聞いてとても驚いた。挨拶はとても厳しいと聞いた。

者の感想 ・ケニアのお話を伺って、日本がとても豊かなことがわかった。

・子供が生まれたとき、みんなで歌ったりするのは日本と違うと思った。

・ケニアの季節は、乾季と雨季だけと聞いて驚いた。

・ケニヤの人は目が良いと聞き、うらやましく思った。

・青年海外協力隊の名前だけは知っていたが、お話を伺ってよく理解できた。

・日本の基準でケニアを判断するのはよくないと思った。

・青年海外協力隊の仕事内容を知って、世界の人々と交流することはすばらし

いと思った。

先生の感想 美しい写真や映像でケニアの紹介をしてくださいました。生徒たちは、アフリ

カの文化に興味津々で活発に質問し、先生もにこやかに答えてくださって暖かな

授業でした。

また青年海外協力隊の活動についても、仕事の内容から募集のことまで教えて

いただき、生徒は真剣に聞き入っていました。



平成２１年１０月１６日

茨城県国際理解教育推進協議会

会 長 石 川 哲 夫 殿

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書
学校名 茨城県立茨城東高等学校 担当教諭名 岡見 哲也

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。

記

実施日時 平成２１年１０月 ９日（金） １１：４５ ～ １２：３５

対象学年と人数 第３学年 ３０名

派遣講師名と出身国 グエン ティー ホアイ アン （ベトナム）

活動の内容 パソコン・プロジェクターを利用し、ベトナムについて説明された。

「ベトナム語の挨拶」のプリントを用意され、皆で声を出し練習した。

ベトナムの歌を聴かせてくれた。

生徒・保護者等参加 ・英語と比べて、ベトナム語は難しいと感じた。

者の感想 ・物価が日本と比べてとても安いので行きたくなった。

・ベトナムにはいろいろな文化があり、大変興味を持った。

・北部は四季があるが、南部は雨季と乾季だけと知って驚いた。

・ベトナムの料理は日本にもありそうなものが多く、日本人の口に合うような

気がした。

・ビーチがきれいで是非行ってみたいと思った。

・ベトナムの教育制度は日本と違うことを知り、いろいろな国にそれぞれの教

育制度があることを知った。

先生の感想 ややおとなしい方だったが、ベトナム語講座等で生徒の興味を引いた。

子供が歌う歌等を聞かせてくれ、皆で歌う練習したのが印象的だった。

民族衣装を着ていただき、ベトナムについておおよそのことを教えてくださっ

た。生徒の多くがベトナムに興味を示したようだ。



平成２１年１０月１６日

茨城県国際理解教育推進協議会

会 長 石 川 哲 夫 殿

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書
学校名 茨城県立茨城東高等学校 担当教諭名 岡見 哲也

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。

記

実施日時 平成２１年１０月１６日（金） １１：４５ ～ １２：３５

対象学年と人数 第３学年 ２２名

派遣講師名と出身国 平井 廣一 氏

活動の内容 ネパールについて、地図を使用して位置関係、気候等について講演された。

国旗、写真、配布物等をご用意されて、生徒にわかりやすく説明してくださっ

た。

生徒・保護者等参加 ・南国約２００ しかないのに、気候が全く違うのに驚いた。km
者の感想 ・国旗が三角形なのは珍しいと思った。

・北にはエベレストがあり、その写真をいただいてうれしかった。

・北部には高い山があり、南部には象、サイ、ワニなどがいる不思議な国だと

思った。

・あまりなじみのなかったネパールについて話をしていただき、是非行ってみ

たいと思った。

・ネパールでの女性の扱いのひどさに驚いた。

・学校が不足していることを知った。

先生の感想 とても印象に残る講演で、生徒たちもいろいろ感じていたようだ。

資料をたくさん用意していただき、とてもわかりやすい講演だった。

ネパールには学校が不足しており、何らかの手助けができたらと感じた生徒も

いた。



平成２１年１１月２２日

茨城県国際理解教育推進協議会

会 長 石 川 哲 夫 殿

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書
学校名 茨城県立茨城東高等学校 担当教諭名 岡見 哲也

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。

記

実施日時 平成２１年１０月３０日（金） １１：４５ ～ １２：３５

対象学年と人数 第３学年 ２９名

派遣講師名と出身国 シャ エムディ フォエズ バングラデシュ

活動の内容 パワーポイントを使用して、地形、自然、食べ物などわかりやすく説明してい

ただきました。

生徒・保護者等参加 ・バングラデシュの国旗と日本の国旗はとても似ているが、意味が全く違うと聞

者の感想 いて大変驚いた。

・バナナ１本が日本円で１円くらいで買えると知って、バングラデッシュに行き

たくなった。

・バングラデッシュは川の多い国で、大きい川が２５４，国際河川が５４と聞い

て、面積の割に多いと思った。

・教育制度は、小学校５年、中学校５年､高校２年、大学４年と聞いて、国によっ

て全く違うと思った。

。 、 、 。・食べ物は辛いものが多い 朝からカレー ナン ジャガイモ煮を食べるらしい

インドと変わらないと聞いて驚いた。インドが近いので当然かもしれない。

・フルーツが豊富にあり、マンゴーがおいしいと聞いてうらやましく思った。

・月が６ヶ月、季節は３つと聞き、日本との違いを認識した。

先生の感想 ・紙幣を見せていただいたときは、その美しさと鮮やかさに生徒たちは驚きの声

を上げていた。

・独立戦争時に、国民が流した血の色が国旗の赤だという説明に衝撃を受けた。

・最後に民族衣装を見せていただきました。英語、日本語両方を交えた説明で、

英語の勉強にもなったようだ。



平成２１年１１月２２日

茨城県国際理解教育推進協議会

会 長 石 川 哲 夫 殿

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書
学校名 茨城県立茨城東高等学校 担当教諭名 岡見 哲也

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。

記

実施日時 平成２１年１１月２０日（金） １１：４５ ～ １２：３５

対象学年と人数 第３学年 ２９名

萌穎 中華人民共和国派遣講師名と出身国 任

活動の内容 ・パソコンを使用し、中国の歌、踊り､楽器等を見せていただいた。

・映像を多用され、生徒の興味を引くような講演をされた。

・パワーポイントを利用し、中国の文化、芸術等について紹介していただいた。

生徒・保護者等参加 ・中国の楽器は皆美しく、一つ一つ個性があるメロディーを奏でていた。

者の感想 ・多民族国家とは知っていたが、５６もの民族があるのには驚いた。

・動画で楽器の演奏を聴かせてくれて、わかりやすい講義だった。

・耳の聞こえない女性たちの「千手観音」には感動した。

・講師の先生の顔が日本人そっくりで、国、言葉、文化は違うが同じ民族だと感

じた。

・中国の講演を聴いて、楽器の種類が多く、伝統文化が発展していることを知っ

た。

先生の感想 ・生徒が興味を持って見てくれるように、映像、画像を多用した興味深い内容だ

った。

・パワーポイントを利用したわかりやすい内容だった。

・中国の歌、踊り等を映像を利用し、わかりやすく説明してくれて、生徒たちも

中国について興味を持つようになったと思う。



平成２１年１１月２８日

茨城県国際理解教育推進協議会

会 長 石 川 哲 夫 殿

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書
学校名 茨城県立茨城東高等学校 担当教諭名 岡見 哲也

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。

記

実施日時 平成２１年１１月２ 日（金） １１：４５ ～ １２：３５7

対象学年と人数 第３学年 ２７名

中華人民共和国派遣講師名と出身国 ミョウ ユウ

活動の内容 ・パソコンを使用し、中国の太極拳や少林寺等を見せていただいた。

・動画を多用され、生徒の興味を引くような講演をされた。

・中国の高校生について、日本と比べ、話していただいた 。。

生徒・保護者等参加 ・中国の高校生の生活についての話が聞け、大変興味深かった。

者の感想 ・日本の印象として、日本人は優しいと言っていたので、うれしくなった。

・中国には の民族があると聞いて驚いた。56
・中国の高校生はとても勉強熱心だと聞き、自分もがんばらねばと思った。

・中国の高校生は、朝 時 分ころから学校へ行き、自習をし、 時から授業が6 30 8
始まると聞き、私にはまねができないと思った。

・日本の高校生のイメージとして、服装が乱れていると聞きショックを受けた。

・太極拳の映画を見せてもらい、難しいらしいが、自分もやってみたくなった。

・なれない日本語で一生懸命伝えようとする先生の熱意に感動した。

先生の感想 ・生徒が興味を持って見てくれるように、映像（映画）を多用した興味深い内容

だった。

・生徒も興味を示すような太極拳についてわかりやすく説明してくれて、生徒た

ち全員が集中して聞いたり見たりしていてとてもよかった 。。

、 。・中国の高校生の話題など興味深いお話をしていただき 皆満足していたようだ


