
  
令和元年度 

第２回 前橋市国際教育推進委員会 
 
                                                令和元年１１月２７日（水） 
                                           １５：００～１６：３０ 
                                          前橋市役所１１階 北会議室 
 
 
       次   第 
 
 

進行：服部 課長補佐（青少年課） 

 

  １ 開 会 

 

２ あいさつ  前橋市教育委員会  塩﨑 教育長 

            国際教育推進委員会 福島 委員長 

  

   ３ 協 議（進行：委員長） 

（１）令和元年度 海外研修事業のまとめ 

①前橋市中学生海外研修について 

②市立前橋高校海外研修について 

   ③体験発表会について 

（２）その他 

 

４ 連絡事項 

 

５ 閉 会  
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 令和元年度 前橋市中学生海外研修事業について  

１ 研修生 ４０人 

 ２年生 ３年生 合計 

男子 ８人 １人  ９人 

女子 ２５人  ６人 ３１人 

合計 ３３人  ７人 ４０人 

 

２ 引率者 ６人（市教委３人、市立中学校教諭３人） 

 
３ 事前研修 

第１回 ６月 １日 
前年度の研修確認 
英語研修（ホストファミリーへの手紙作成） 
事前学習（各自の研修テーマの検討） 

第２回 ６月２９日 

英語研修（自己紹介文） 
事前学習（見学地調べ） 

※前橋国際大学ボランティア学生による支援 
昨年度研修生の体験発表と質疑応答 
班編成・係等の決定     歌練習 

任意 ７月２１日 
CHUO Global Village での英会話研修 
 ※空港、銀行、ショッピング、ホームステイ先、 

ファストフード店 のシチュエーション別英会話 

第３回 ７月２３日 

ＡＬＴによる英会話練習 
英語研修（前橋・日本の紹介） 
ホームステイでの注意事項（旅行業者） 
だんべえ踊り練習（だんべえ踊り協会）  歌練習 
フェアウェルパーティーの出し物の決定 

第４回 ７月２７日 
全体リハーサル 
（出発式・到着式、歓迎朝礼、フェアウェルパーティー） 
プラネタリウム観賞（南半球の星空） 

 
４ 本研修 

【期 間】 ８月２日（金）～１６日（金） １５日間 
 【研修地】 オーストラリア シドニー 

 アスキス女子高校、ノーザンビーチズ高校 
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【研修内容】 
月日（曜日） 主な研修内容 
8 月 2 日（金） ・14:30 出発式（児童文化センター） 

・22:00 羽田空港発（機内泊） 
  3 日（土） ・ 8:30 シドニー空港着 

・現地到着式、ホストファミリー対面式 
4 日（日） ・ホストファミリーと過ごす 
5 日（月） ・歓迎朝礼   ・バディとの対面 

・歓迎ランチ  ・英語研修①  ・バディの授業に参加 
6 日（火） ○ビーコンヒル小学校訪問 

・歓迎式（「I still call Australia home」披露） 
・交流授業（幼稚部・低学年の参観、高学年児童との活動（折り紙等） 
・スポーツ交流 

7 日（水） ・英語研修②  ・バディの授業に参加 
・スポーツ体験 

8 日（木） ○市内見学 
・オーストラリア博物館  ・ミセスマッコーリー岬 
・オペラハウス 

9 日（金） ・英語研修③  ・バディの授業に参加 
10 日（土） ・ホストファミリーと過ごす 
11 日（日） ・ホストファミリーと過ごす 
12 日（月） ・英語研修④  ・バディの授業に参加 

・オーストラリアンカルチャーの授業（絞り染め、アボリジニアート） 
13 日（火） ○市内見学 

・マンリービーチ周辺でウォークラリー 
・フェリー乗船（マンリー ～ サーキュラーキー） 

14 日（水） ・英語研修⑤ 
・フェアウェルパーティー準備 
・フェアウェルパーティー 

15 日（木） ・英語研修⑥ 
・各校出発式 
○市内見学 
・タロンガ動物園 ・ミルソンズポイント ・ダーリングハーバー 
・20:50 オーストラリア出国 

16 日（金） ・ 5:15 羽田空港着 
・10:15 到着式（児童文化センター） 

 
５ 帰国後の活動 
（１） 研修報告書の作成（別冊「報告書」参照） 
（２） 研修の成果と課題の作成（別冊「海外研修を振り返って」参照） 
（３） 体験発表会（市立前橋高校と合同実施） 

 11/16(土)・17(日) まえばし学校フェスタ 2019 で実施（P6,P7 参照） 
（４） その他の活動 

・現地校の生徒やホストファミリーとの交流活動の継続（メール・SNS 等） 
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・学校の文化発表会、前橋のこどもを明るく育てる地区別会議等での体験発表 
・前橋市国際交流協会の事業への参加（12/8 国際交流パーティーに 25 人参加予定） 

 
６ 成果と課題 
（１）事前研修について 
 【成果】 
  ・ALT や CHUO Global Village の講師との英会話練習を通して、外国人と抵抗なく話せ

るようになった。 
・だんべえ踊り協会の講師からだんべえ踊りを教わったり、児童文化センターのプラネタ

リウムで南半球の星空の学習をしたりと、多岐に渡る充実した内容で行えた。 
  ・海外での留学経験等を持つ４人の学生ボランティア（前橋国際大学）と英語の自己紹介

を考えたり、オーストラリアについて意見交流をしたりしたことで、英語に対する興味・

関心やホームステイに対する心構えを高めることができた。 
  ・先輩からの体験談を聞く時間を昨年度よりも多く確保した。先輩には写真等をスライド

で上映しながら説明してもらったため、研修生からの質問も多く出され、実際の研修の

様子や注意点などを理解することにつながった。 
・選考会や事前研修の際に、現地での生活上の注意点や心構えなどについて確認しておい

たため、ホームシックや不適応等を起こしてしまう研修生がほとんど見られなかった。 
 【課題】 
  ・現地での交流活動で行えるもの（折り紙・童謡・昔からの遊びなど）を研修生自身が身

に付けたり、どのように現地の生徒に伝えたりするか考える時間を確保したい。 
  ・研修時間が限られているため、効率的に研修を進めていく必要がある。 
（２）本研修について 
 【成果】 

 ①英語力の向上 
  ・英語のみの授業は当初、戸惑いもあったのか積極的に返事や反応ができない研修生が見

られた。しかし、ホストファミリーとの生活やバディとの日常会話の経験が積み重なる

ことで英語に慣れてきたのか、担当教師とのやり取りも多くなった。研修生の感想にも、

「現地の講師ならではの発音などが学べた。」「積極性や伝える力が身についた。」など、

その成果を実感した意見が多く見られた。 
②国際感覚の体得 

 ・研修生はホームステイ先や学校で、言葉だけでなく、文化や生活習慣も異なる環境の中

で２週間生活し、語学力はもちろんのこと、自分から積極的に伝える力も高めることが

できた。多民族、多文化が共存、共生している環境に身を置き、オーストラリアの寛容

な雰囲気を体感することで、人種や国籍を問わず権利や文化が尊重される国際化につい

て理解を深め、国際感覚を養うことができた。また、日本のことを紹介したり（観光地・

食事・童謡・折り紙・遊びなど）日本からのお土産を持参したりすることで、日本の文

化・習慣や日本の良さなどについて改めて考えることができた。 
【課題】 

  ・研修校生徒宅へのホームステイが行えたのは１４名（８家庭）のみであった。残りの２

６名の中には、子どもがいない家庭やシェアハウスに入った研修生もおり、同世代の現

地生徒と深い交流がしにくくなってしまった。 
  ・英語研修が調べ学習になってしまったり、スポーツ交流が見学中心になってしまったり

することがあった。現地の人と会話などを通した交流が行える授業形態をお願いしたい。 
  ・足を捻挫してしまった研修生やインフルエンザに感染してしまった研修生がいた。体調

管理等に気を付けさせるとともに、引率職員が現地での対応がとれる体制が必要である。 
（３）事後研修について（P6,P7 参照） 



４ 

令和元年度前橋高等学校海外研修事業の成果と課題及び帰国後の活動について 
前橋高等学校海外研修委員会 

 
○期 日 令和元年７月３０日（火） ～ ８月１２日（月）の１４日間 

○参加者 生徒１０人（女子７人・男子３人）引率教諭 １人 計１１人 

○場 所 オーストラリア クイーンズランド州 ブリスベン近郊 バーンサイド高校 

 

１ 成果等について 

①受け入れ体制について 

バーンサイド高校は国際交流に力を入れており、アジアにある姉妹校と定期交流を行ってい

る。それとは別に海外研修の受け入れも積極的に行っているため、総合的に見て受け入れ体制が

整っている。バディの大半をほぼ同じ年齢でそろえてくれたため、より充実した交流となった。 

 

②ホームステイについて 

  一人での受け入れが２人、残り８人の生徒はペアでの受け入れとなった。校内にホームステイ

を担当する部署があり、担当者がホストファミリーのことをしっかりと把握しているため、質の高

いホームステイが体験できた。 

 

③英語授業について 

バーンサイド高校で研修を行うのは今回で三度目である。過

去２回の研修では、３人の教員が英語の授業を担当してくれた

が、授業内容に統一感が見られなかったため、今回は一人の先

生に担当してもらった。最初の授業で「ブックレット」が配布

されたので、どのような内容になるのかあらかじめ分かったの

もよかった。 

 

④現地授業について 

  英語授業の回数を増やしたため、現地授業の回数が減ってしまったが、バディを全員高校生に

してもらうことができたので、高校の授業に参加することができた。 

 

⑤交流授業について 

日本語クラスの生徒およびバーンサイド小学校生徒との交流を行った。中学・高校と同様に、バーン

サイド小学校でも日本語の授業が行われているため、概して本校生徒に対してフレンドリーに接して

くれ、本校生徒の満足度は高かった。 



５ 
 

 ⑥先住民文化体験について 

  バーンサイド高校は先住民文化の教育に力を入れており、

学校の施設内でアボリジニーの伝統文化について理解を深め

ることができた。バスで移動する必要がないのもよかった。 

 

２ 生徒の変容について 

①英語学習に対する意欲が高まった。 

②日本とオーストラリアの学校や文化の違いに気づき、知識を深めることができた。 

③海外の大学や英語を使う仕事に興味を持つなど、進路選択の視野を広げることができた。 

 

３ 課題について 

 ①ホームステイ先について 

今年度も一人でホームステイできた生徒は２人だけであった。毎年、ホームステイ先を見つけるこ

とが難しくなってきており、ホームステイ先の決定も遅くなっている。 

  

②研修時期の見直しについて 

  お盆の時期は混雑するので、出発時期を早めて早く帰国できるようにしたほうがよい。また、現地

校出発を日曜日に設定すると、現地生徒の見送りがなくなってしまう。現地生徒に見送られながらの

出発は、生徒にとって忘れられない思い出になるはずである。 

 

４ 帰国後の活動 

①「海外研修校内報告会」  

１０月２４日（木）７限（１５：３０～１６：２０） 

 

②「まえばし学校フェスタ」でのステージおよび展示発表 

   １１月１６日（土）・１７日（日） 

   場所：K’BIX 元気２１まえばし（前橋元気プラザ２１） 
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令和元年度 中高生海外研修事業 体験発表会について 
～「まえばし学校フェスタ 2019」の中で実施～ 

１ 日 時 
   １１月１６日（土） ９：００～１５：３０ 

振り返りの学習、発表準備、ブース発表 
   １１月１７日（日）１０：００～１６：００ 

ブース発表、ステージ発表、ブース片付け 
２ 会 場 
  Ｋ’ＢＩＸ元気２１まえばし（前橋プラザ元気２１） 

３ 内 容 
（１）振り返り学習（501 学習室：中学生のみ実施） 

※保護者・教育委員会関係者のみ参観 
（２）ステージ発表（１階にぎわいホール：中高合同で実施） 

・研修の様子を市立前橋高校生と中学生がそれぞれ約２０分ずつ発表 
・「I still call Australia home」の斉唱（中学生のみ） 

（３）ブース発表（３階ホワイエ：中高合同で実施） 
・模造紙やオーストラリアグッズの展示と解説（個人発表） 
※校種別・班別に発表ブースをつくり、研修生が交替で発表 

・ＤＶＤ上映（中学生事業のみ） 
４ 見学者 
  学校関係者、保護者・家族、一般市民  ２日間で約６６０人 

５ 体験発表会の成果と課題 
（１）振り返り学習（中学生のみ） 
・オーストラリアと日本のよいところを書き出した後、各グループ内で意見交流をした。オーストラ

リアと比較することで、オーストラリアのよさだけでなく、日本のよさを再認識することができた。 
・自分たちが学び、成長した点を「興味・関心」「知識・理解」「技能・能力」「思考・判断」の４つ

の観点から振り返り、班の中で意見をまとめ、班の代表者が全体の前で発表した。この活動を通し

て、自分の成長を実感するとともに、今後の生活に生かそうとする意欲をもつことができた。 
（２）ステージ発表 
・中学生は事前研修、本研修の様子をスライドショーに合わせて４名の班長が説明した。また、研修

生が事前に提出した研修の「成果と課題」をもとに原稿を作成し、インタビュー形式で１２名が発

表した。最後に全員で「I still call Australia home」の斉唱を行った。 
・高校生は研修生全員で役割分担を行い、スライドを活用するとともに英語を交えながら活動報告等

を行った。外国の方への群馬の観光案内を想定した発表など、工夫した内容が見られた。 
・現地校で行われた英語研修や多文化理解に関する授業の様子、「本研修のよさ」や「日本のよさ」

などについてプレゼンをしたことで、有意義な体験活動が行われたことが来場者に伝わった。 
（３）ブース発表 
・中学生の研修テーマは「食文化の違い」「アニメや音楽などの流行」など、それぞれの研修生が興

味をもっているテーマを設定していた。また、「オーストラリアに日本文化がどの程度浸透してい

るか」「オーストラリアの人々が思い描く日本のイメージ」などオーストラリアから見た日本につ

いてテーマを設定する研修生も見られた。本やネットなどでは簡単に調べられない、現地に行くか

らこそ学べるようなテーマ設定を促していきたい。 
・高校生の研修テーマは、「日本ではあまり知られていない現地の法律に関すること」など深く掘り

下げているものが多かった。今年度はブースの設置の仕方を変えたことにより、人の流れがしっか

りとできたため、奥の高校生の発表も多くの方に聞いていただけた。 



１　どのような立場でおいでになりましたか。

研修生の家族 10 人
中学生 1 人
高校生 0 人
ＰＴＡ 1 人
教員・教委関係者 4 人
一般 3 人
その他 0 人

２　「体験発表会」をお知りになったきっかけは何ですか？（複数回答あり）

広報まえばし 2 人
前橋市ホームページ 0 人
前橋市フェイスブック 0 人
ポスター・チラシ 3 人
研修生から 13 人
その他 2 人

３　ステージ発表をご覧になった方　（主な回答）

○中高生の報告はいかがでしたか。

・分かりやすくよかったです。楽しかったです。（３名）
・テーマが非常に興味深かったです。着眼点がするどく、なるほどと思うことが多かったです。
・堂々としていて良かった。
・１５分と限られた時間の中で、簡潔にまとめられた発表だったと思う。行く前の不安、行って
　からの感想も良かったです。
・少し固かった。意外だったエピソードなど明るく楽しい雰囲気にするとよいと思う。

４　ブース発表をご覧になった方　（主な回答）

○中学生のブース体験発表は、いかがでしたか。
・説明がとても上手で分かりやすかった。しっかり研修できている様子が分かった。（３名）
・それぞれ特徴があり個性的で良かったと思います。（３名）
・とても充実した研修になったことがわかりました。
・様々な分野を研究していておもしろかったです。
・掲示内容についてよく理解し、自分の言葉で説明できていました。
・テーマをもった研修はそのことについてより詳しく調べられていて、インターネットなどでは
　分からない現地の体験からの考察もありすごかったと思います。
・みなさん工夫した資料を作られ、発表原稿を用意されていました。他の方の発表も原稿資料が
　あるので、代わりにできてよいと思います。
・来場者をつかまえるのが大変そうでした。

○市立前橋生のブース体験発表は、いかがでしたか。
・まとめ方が上手で分かりやすかったです。
・中学生とはテーマも異なり、よくできていると感じました。
・実態が聞けて参考になりました。
・皆良く勉強できていて質問に答えてくれました。
・掲示物の目の付け所は中学生にないもので新鮮でした。英語で説明するのもおもしろいと思い
　ます。

５　中高生の海外研修事業についてご意見がございましたらご記入ください。　（主な回答）

・とてもよい経験になると思うので、これからも事業を推進していってほしいと思います。（２名）
・積極的に推進してほしい。若いうちに外国を知るのはよいことです。交換研修もしているので
　しょうが、大いに進めてください。
・貴重な体験をしてきた中高生の皆さんの今後の活躍が楽しみです。
・よい経験ができ、これからの人生にプラスになると思います。
・男子９人知り合いじゃなかったのに、すごく楽に過ごせた９人だと息子は語っていました。
・制服ではなく自由な服で行かせてあげてください。荷物も多くなり動きづらそうです。全体に
　暗い印象になります。

令和元年度　前橋市中高生海外研修「体験発表会」アンケート結果

7


