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①Blackwood H S に到着 ②ホームステイを宜しく ③英語学習 

④現地校生徒とグループを作り、グループ毎に話合いをしている様子 

 本校では平成 24 年度から外務省の「高校講座」や「絆プロ

ジェクト」に参加するなどして国際理解教育を推進している。

その実績が認められ、平成 26・27 年度文部科学省「スーパー

グローバルハイスクール（SGH）アソシエイト校」に、平成

27 年度茨城県「世界に羽ばたく人材育成推進事業実施校」に

選定され、今年度から「グローバル人材の育成」に本格的に

乗り出しました。本校では、「グローバル人材」を「○日本人

としてのアイデンティティと豊な教養をもって誰とでも明る

く接し、主体的に行動できる人間 〇世界の多様な生活文化

や歴史等を理解し尊重して、世界の人々と協働・共生できる

人間 〇世界の人々と情報を共有し、それらを分析し自らの

考えを積極的に発言しリードできる人間」と捉え、その人材

の育成のため、次の３点を柱にして実践しています。 

(1)できるだけ多くの生徒を海外に派遣して国際感覚を身に付 

 けさせる。同時に多くの外国人の高校生を受け入れ、一緒 

に学校生活を送らせ、互いに学び合える環境をつくる。 

(2)英語及び第２外国語（中国語・仏語）教育を充実させる。 

(3)「哲学・教養・国際理解・キャリア・課題研究」の科目か 

らなる教科「グローバル探究」を設置して、グローバル人 

材育成の体系的な教育課程の研究開発を行い、実践する。 

 この基本方針の基に３年間又は６年間のスパンで育成プロ

グラムを作成し、修正を加えながら実施していく予定です。

このプログラムに従い、今年度の(1)の夏休み中に実施した生

徒派遣関連のものをまとめると、次のようになります。 

〇国内語学研修・English Camp  河口湖及び富士見高原    66 名 

      British Hills 研修 パスポートのいらない英国研修 33 名 

〇海外研修・・・・New Zealand 研修             10 名 

未来のグローバル人材育成塾 in Taiwan    5 名 

Adelaide 研修              62 名 

アジア親善空手道交流会タイ・カンボジア遠征 26 名 

 上記の Adelaide 研修は、昨年度（３クラス 129 名）に引き

続き、特進コース２クラス 62 名が豪州の South Australia の

州都 Adelaide の４つの公立高校（昨年度は７校）に 15～16

名ごとに分散し、それぞれの学校の生徒・教職員の家庭に１

人１家庭でホームステイをして、２週間「英語の世界」を体

験する研修です。生徒たちのホームステイ先は SA 州政府教育

委員会が責任をもって確保しくれるのが最大の特徴です。 



 

 

 

 

①フットボールの授業 ②プレゼンの様子 ③休憩時間の様子 

④現地の先生から学校の説明を聞いている様子 

sustained throughout Ibaraki-ken and Tochigi-ken in the wake of Typhoon #18.Australian television news 

has been following the situation closely. We understand that there has been considerable damage in the 

town of Joso, which appears to be quite close to Ushiku. We would like to take this opportunity to let you 

know that we are praying for the safety and wellbeing of all of your staff, students and their families. We 

have you all in our thoughts right now and we hope that anyone close to you that is affected can recover 

quickly.・・・」 本校が昨年に引き続き、今年度もお世話になった SA 政府教育庁国際部の皆さんが、台風 18 号による大雨の

被害があったのではないかと心配をされていること、大変有難いことです。９月 15 日（火）には、今年もお世話になった Heathfield 

H S の Bron 校長先生と Amanda 教頭先生が来校され、心配をしていただきました。今回の常総市の水害を通して、様々な情報と

地球的規模の課題等を共有し、互いに知恵を出し合って解決していくグローバル人材の育成の必要性を実感しました。 

午前中は各高校で州政府教育委員会公認の英語教員による英語の

授業を受ける。午後は当該校の正規の授業に参加するなどして現

地の高校生活を体験する。同時に互いの国の生活文化・歴史等の

プレゼン等を通して、当該校の生徒と異文化交流を行って友情と

絆を深めます。この夏（８/17～30）、本校がお世話になった学校

は、次の４校で昨年度もお世話になっている学校である。 

 Aberfoyle Park High School   創立 1984 年  本校生徒 16 名 

 Blackwood High School       創立 1960 年 本校生徒 15 名 

  Eastern Fleurieu R-12 School  創立 1913 年 本校生徒 15 名 

  Heathfield High School        創立 1960 年 本校生徒 16 名 

 本校の生徒たちは、それぞれの学校で Food、Amusement  

Lifestyle、Events の４グルーブに分かれてプレゼンを行い、その

プレゼン内容の質疑応答を通して当該校の生徒たちと生活文化の

違い等を理解し合い、友情と絆を深め合った。 

 この夏、Adelaide 研修に参加した特進コースの生徒たちは、創

造祭（9 月 10～11 日）において、上記４校で行ったプレゼンの概

要を展示部門で発表するとともに、隣の教室でパワーポイントを

活用し、当該校で行ったと同じ内容を英語で発表していた。 

その際、生徒たちにインタビューしたところ、次のような回答が

返ってきた。「めっちゃ、楽しかった。また行きたい。英語はコミ

ュニケーションのツールとして絶対に必要なことが実感できた。

日本の文化や生活習慣を上手く伝えられなかった。ホームステイ

先で聞かれた日本のことについてもあまり答えられず、自分の教

養不足が歯がゆかった。これからは外国の人たちに日本の事を正

確に伝えられるように、英語だけでなく、日本のことについても

勉強したい。」自分の英語力がいかに不足しているか、日本の事を

知っているようで意外に知らないことも自覚できたようである。

生徒たちが英語だけでなく、日本の事柄についてもっと勉強した

いと思えたことは大きな収穫だったと思う。 

 先日、SA 政府教育庁国際部の Jill さんと Andre さんから 

次の様な大変有難いメッセージが届きました。 

「・・・thank you once again for visiting Adelaide with your

students in August this year.  We are very much looking 

forward to next year’s program.・・・It has been with great 

distress that we have seen the damage that has been 


