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H28年度中間報告会 

１．日 時  ：平成 28年 12月 26日（月） 13:00～16:00 

２．場 所  ：第３学習室（南舎 3階）、大会議室（南舎 2階）） 

３．該当者  ：該当生徒 1年普通科 1組、2組、2年普通科 1組 

４．目 的  ：「ぎふグローバル人材育成推進モデル事業」外部アドバイザー3人、及び私学振興・

青少年課担当者による授業参観。事業の進捗状況を説明し助言等を頂く。 

５．ご来賓  ：廣田 則夫  先生 （岐阜大学 教育学部 教授） 

臼井 千里 先生 （岐阜県世界青年友の会 常務理事） 

森  哲也 先生 （株式会社テムスト 部長） 

布施  明彦  様   （私学振興・青少年課課長） 

若園 賢一 様    （  同   課長補佐） 

岩井 玲  様    （  同   主査）                   計 6人 

 

 

 

1年生 PFA（サイコロジカルファーストエイド）についてプレゼン 

PFAについて寸劇を交えながら英語にてプレゼ

ンしました。地震発生後数時間の避難所での被災

者と運営者や周りの人たちのやりとりの良い例、

良くない例を披露。親と離れた子供やケガをした

被災者、その人たちを慰めたり、手当したりする人。

色々な状況の人が集まる避難所での PFA について

を説明しました。 
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2年生 グローバルについてプレゼン 

A班 

国境を越えたグローバルな移動は「戦争の要因」になるのか「協

力・平和の要因」になるか、について紹介。戦争の要因になる

理由は、人の出入りが活発になると管理がしにくくなり、テロ

リストを招き入

れるかもしれな

いという懸念と

なる。逆に、協

力・平和の要因

になる理由は、

昨今日本で心配されている後継者不足による日本の伝統

技術の継承があげられる。他国からの人材に門戸を開け

継承に成功している事例があると紹介した。 

 

B班 

私たちのグループでは国民国家について紹介しました。左の

ように、国民国家の誕生について各国の歴史を紹介したり、

下のように国家同士の交流によるメリット、デメリットにつ

いても紹介しました。 

最後には、愛国心

についてグループ

で話し合っ

てもらいま

した。愛国

心を表明す

るために歌

うほうがい

いという意

見では、国

家は日本の

象徴なので、国際試合のときは歌うべきというものでした。

歌う必要がないという意見では、愛国心を持つことは大切だけど、歌うことを強制されることは間違っ

ているというものでした。双方の意見で共通して言えることはやはり、愛国心が大切だということでし

た。 
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C班 

C班は文化相対主義について考えました。文

化相対主義とは・・・→ 

この主義に乗っ取ると、Aという文化を持っ

た人は Bという文化を否定できない。Bとい

う文化を否定するには、批判者が Bという文

化の中に存在するときのみである。ということが起きます。実際に異文化理解に関して生じている問題

としてタトゥーがあげられます。現在日本では、温泉や銭湯などで体にタトゥーの入っている人の入浴

を避けています。理由としては、一般客がタトゥーを怖

がって、銭湯及び温泉への客足が遠のく、といったもの

です。これに対してタトゥーの入っている外国人は不思

議に思っています。また、外国人は入浴したがっている

ため、東京オリンピックに向けて、政府は均衡の銭湯・

温泉経営者にタトゥーの入っている外国人でも、入浴を

拒まないように要請を出しています。 

この件から考えなければならないこと・・・異文化理解

がなされないならばどうするべきなのか？政府が強制し

ないとグローバル化が進む中で温泉などの施設を利用で

きないのか？ 

国民が理解をするにはどうすればよいのか？文化の受け入れは必ずしも善いことなのか？文化相対主義

を用いてグローバル化は進むのか？グローバル化が進む中で何を大切にもしくは何をしなければならな

いのか。これからも考える必要があります。 

 

D班 

「グローバル化」とは？～自分が考える“グロ

ーバル化”～について、経済、文化、産業、芸

術の４つの観点について考察。各観点について

のメリットデメリットを提示。特に文化の面で

の世界にとってのメリットは「他国の文化を学

びそれを自分の文化に活用できる、文化を間違

えてとらえた場合新たな文化が生まれる、経済

が発展する」があげられる。逆に、世界にとっ

てのデメリットは「文化を間違えてとらえられ

た場合、本場はちょっとショック、独自性を失う」をあげ、日本の食文化であるお寿司が海外で人気が

あることはよいが、カリフォルニアロールのように日本にはないお寿司が海外で独自にあみだされ、カ

ラフルで独創的なお寿司文化が海外で広がっている。これは日本人としては複雑な気分である。しかし、

タトゥーのように海外ではファッション感覚だが、日本では銭湯・温泉に入れないなどの意識の違いが
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ある。自分たちの文化ばかり押し付けるのはどうなのか？文化は尊重できなくても仕方ない、だが批判・

否定するのは違うのではないか？ 

これからどうあるべきか？ 

 個人は相手の文化を理解して自分が合わせる 

 社会は制度等を見直し、偏見を是正 

 社会に流されない知識をもつ 

 １つの問題を YES,NOで判断しない 

 

 

中間報告会内容（ 授業後に生徒に向けて ） 

廣田先生 ： 1500年前の英語は今の英語と全く違

う。文化というのは、自然に変化していく。まとま

るか、拡散するか。英語が 50,60年後にどうなるか。

書き言葉としては残るだろうが。「与えられたこと

をやる」というのが、私の考え。 

 

臼井先生 ： テーマを防災とフィリピンにして、

見方を広げ深めている。グローバル化とは、文化背

景の違いを認めるということ。外国人の入れ墨への考

えがあるが、日本人は説明をしない。コミュニケーシ

ョンはたわいもないことのキャッチボール。互いに学

びあうことが重要。 

 

森先生 ： 入社面接は６秒で決める。文化は背景が

何かを語れば理解できる。日本の文化を知って語れる

ことが強みとなる。 

 

布施氏 ： 自分を見つめなおす機会。自分の常識を壊す。結論を急ぐ必要はない。思いを馳せながら

考え続けることが大事。 

 

若園氏 ： 議論するのが大事。 

 

岩井氏 ： プレゼンはインパクトが大事だと思いました。 
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授業後の講評会にて 

廣田先生 ： レイテの生徒の

アンケートを見て、授業参加や

部活動見学が印象深かったとの

こと。やはり、普段着の姿に面

白みを見つけるのではないか。

文化は自然に任せることが一番

だが、防災は意図的な取り組み。 

 

臼井先生 ： 取り組みが充実

してきていると思います。防災

は今一番注目を浴びていること。３月のフォーラムも立派だったが。２年生の発表がよかった。合意と

決定は、ディベートやグループ学習で身に付いたものだと思われる。文化とは何か、改めて考えさせら

れる内容だった。 

レイテとの交流も見たかった。企画ものよりも、散策させるなど、自由にさせると若者は一番面白がる。

高校生同士の繋がりがよりできる。レイテの子に日本語を教えれば。日本語に興味を持てば、日本にも

興味を持つ。双方が近づくことになる。 

 

森先生 ： 現小学校１年生の子が就職するとき(15年後)は、60%の仕事が消滅している状況がある。

組織力が強いとは、互いのことを良く分かっているということ。相手がやって欲しいことをやってあげ

られる、自分がやってあげたいことではなく。 自己主張が弱い、人前で意見が言えない、意見を言お

うと集団内で手を挙げられない、そうした人の力をどう引き出すかがカギ。 

 

布施氏 ： 一体的なプログラムになっている。主体的に動ける生徒達の様子が見られた。英語の面で

も、伸ばしてほしい。レイテの生徒たちと、実際のやり取りを行って鍛えて欲しい。３年が経ち、これ

までのノウハウを今後の学校の財産にしていただきたい。 

若園氏 ： 今日の成果や生徒たちの成長は、この事業があったからこそだと思う。事後も継続してい

ただきたい。 

 

岩井氏 ： 助成金でやっているので、成果、実績を数値で表してほしい。海外で活躍したい生徒の数

の up、英検の合格者数の up、有名大学の合格者数の up等、指標を見せていただきたい。 

 

廣田先生 ： 近くの大学や語学学校など、近場のネイティブを使うとよい。 

グローバル意識は上がったと思う。成果や成長をどう表すか。学校としてのグローバルの考えが見えな

い状態。 

成果も大事だが、考えの深み、意識や意義の深みを見たい。アンケートの数値は実はなんとでもなる。 

 

浅野副校長 ： ありのままを見ていただけたと思う。学校として自信がついてきた。パイロットが率

先してやってきて、ノウハウを広めていきたい。今回の事業を通じて、本来は繋がらない人や団体と繋

がることができた。まだ、伸びしろがあるので、成長して行きたい。今後ともご指導よろしくお願いし

たいと思います。 
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まとめ 

１年生の PFAについて、寸劇を交えた説明は、英語での実演と言うこともあり苦労をしていたが、

がんばってやり遂げることができた。地域防災向上シンポジウムの１週間後で、2回しか準備時間がな

かったにもかかわらず、自主的に進学補習後に残って準備した生徒も多く、多くの生徒が責任をもって

取り組めたことが良かった。 

PFAは、2月のフィリピンでの実施のメインになるので、ここで英語で準備をできたことは、次につ

ながる。ALTのマリ先生に頻繁に通って英文のチェックをしてもらう姿があり、ずいぶん英語に触れら

れたこともよかった。 

2年生は、11月の名城大学附属高校での SGHフォーラムの参加の際にグループディスカッションを

行った内容をさらに深める形で実施した。「グローバルとは何か」という大きなテーマを 4グループに

分かれてプレゼンを行い、2先生の他のグループや 1年生、また県からのお客様に対し、質問を投げか

けともに考えを深める形で進めた。 

11月には事前に資料を読み込みディスカッションに向かい、他校の生徒らと議論したり、名城大学の

教授から新たな情報を得たりしたわけであるが、今回、それをプレゼンの形でまとめ上げ、「グローバ

ル化とは何か」「自分たちがすべきこと、出来ること」について深めていくプロセスはとても意味があ

ったと思われる。 

プレゼン一つ一つが掘り下げたものとなり、文化についての議論が進んだ。県からいらした調査官の

先生方も、興味をもって見て聞いてくださったし、2年生の成長ぶりに驚いてくださった。 

文化相対主義の考えの中でも、行き過ぎたものに対する線引きをどこですべきなのか。文化の伝播の

際の違和感は許容できるか、入れ墨の外国人の温泉への入浴を拒否した事件をどう考えるか、グローバ

ル化の功罪を考える中で高校生が取るべき立ち位置は、等、debatableな内容を深堀出来たことは、大

変有意義だった。どのグループも、単にパワーポイントの発表にとどまらず、寸劇を入れたり、聴衆に

争点を投げかけ考えさせたり、調査官の先生方に意見を求めたりと、臨場感のあるプレゼンのスタイル

になっていたことも、評価できる点であった。 

調査官の中には、この 2年生のレベルに 1年生も早くなってほしいと期待している、という発言もあ

り、その意味でも 1,2年生が双方の授業に参加したこともよかったと思う。 

今回の中間報告のまとめを、次の 2月のフィリピン訪問につなげたいし、3月の年度末のフォーラム

にもつなげていけたらと思う。 
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生徒への事後アンケート 

 

②良かった点 

・構成を考えてい

い発表にしようと心

がけた点 

・一生懸命発表で

きたこと 

・なんとか自分の

役割を果たせたこと 

・仲間と協力して

上手く劇ができた 

・グループでの話

し合いで多く意見が

言えたこと 

・時間がない中で

みんな頑張った 

・自分たちが深め

たテーマをたくさん

の人に発信出来てよ

かった 

・グループで協力することができた 

・客も巻き込んで討論しながら参加でいた 

・自分たちの意見がつたえられた 

 

③嬉しかった点 

・自信を持って発表できた 

・色々なことが学べたこと 

・英語で発表できたこと 

・皆で協力できたこと 

・先生方に私たちの考えた演出をほめてもらえたこと。考えてこだわって良かった 

・お客様から色々な言葉を頂けた点 

・文化交流をする際の大切なところが知れた点 

・結構たのしかった 

 

④課題は？ 

・もっとスラスラ言えるようにすること。人に伝える発表にする 

・人前でも大きな声で話せるようになること 

・計画性、すぐ怒らない、人とのコミュニケーション能力 

・暗記や発表のつめが甘い 

①自分として活躍

できた。満足度 

1とてもそう思う・

2思う・3ふつう・4

あまり思わない・5

ほとんどそう思わ

ない 

⑤自分がやったこ

とは伝わったと思

うか？ 

1とてもそう思う・

2思う・3ふつう・4

あまり思わない・5

ほとんどそう思わ

ない 

⑦今回何らかの力

がついたと思う

か？ 

1とてもそう思う・

2思う・3ふつう・4

あまり思わない・5

ほとんどそう思わ

ない 

⑨事前準備には積

極的に参加できた

か？ 

1とてもそう思う・

2思う・3ふつう・4

あまり思わない・5

ほとんどそう思わ

ない 
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・全員参加で準備ができるようになると良い 

・計画性、時間の確保、参加する姿勢 

・緊張せず話す、声を大きく 

・時間が足りない 

・論点があやふやだった 

・リハーサルをしっかりして何をどう伝えるか 

 

⑥自分がやったことは伝わったと思うか、その理由 

・大きな声で発表できたので伝わったと信じたい 

・暗記が出来ていない時点で話にならない、情けない 

・先生方がうなずいたりして理解してくれていたように見えた 

・バタバタ、グダグダだった 

・タトゥーのことやサティのことを知ってもらえたから 

・最後のアドバイスの時に自分たちのことをふまえてまとめてくれたから 

・たくさんの意見を聞けた 

・討論ができたから 

・自分がつたえたかったことをうまく伝えられなかった 

 

⑧どんな力がついたと思うか？ 

・堂々と発表する力、考える力 

・対応力 

・英語で話す力、短期間で準備する力 

・人前でも堂々と話す力 

・人とコミュニケーションを取る力、人の話を聞いて理解する 

・自分たちで考えて行動する力 

・防災に関する力 

・忍耐力、説明しようとする力 

・文化に対する意識、発表に対する関心 

・仲間と団結する力 

・英語を話す、考える力、グローバルについて考える力 

・文化相対主義への理解、仲間と一つの発表を作り上げる力 

・臨機応変に対応する力 

・グローバルの中で文化とどう向き合うかのヒントになった 

・皆で力を合わせれば何とかなる 

・その場でなんとかする力 

・様々な方法でプレゼンする力 

 

⑩次への課題は何だと思いますか？ 

・皆で暗記をしよう 

・今回の準備を休んだ人が次から参加して企画に関わること。もっと事前準備の時間を確保すること 

・時間がない、人の話を聞かない人がいる、皆バラバラ 
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・短い時間の中で出来ることをすること 

・討論に参加する 

・時間確保、主張を強く言わない、共通認識をすること、人任せにしない 

・みんなで参加する 

・内容を深めること 

・日本と外国との交流を深めるにはどうするか 

・もっと内容をふくらませてわかりやすく発表すること 

 

⑪その他 

・事前の準備が不十分であった 

・青い寿司が色々な意味ですごかった 

・自分の意見だけでなく周りの意見も聞く必要がある人が多くいた 

・先輩の発表はすばらしかった 

・プレゼンのインパクトは大切だと思った 

・人数が少ないのでもっと参加してくれるように先生から呼びかけをしてほしい、来た人が大変 

・外に目を向けるのも大切だがうちにも目を向けること 


