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�����������みなみ第二子ども会育成会平成１８年６月３日（土）�

����������県南生涯学習センター６月１０日（土）�

�������北茨城国際交流会７月１日（土）�

��������１中地区コミュニティセンター９月９日（土）�

��������１中地区コミュニティセンター９月３０日（土）�

����������１中地区コミュニティセンター１０月１４日（土）�

����������１中地区コミュニティセンター１０月２８日（土）�

���������１中地区コミュニティセンター１１月１８日（土）�

���������１中地区コミュニティセンター１１月２５日（土）�

����������	�
������那珂郡東海村立東海南中学校９月２１日（木）��

����������	�
���������水戸市立浜田小学校９月２７日（水）��

�����������	
����水戸市立浜田小学校１０月２４日（火）��

����������	�	
����水戸市立浜田小学校１１月１５日（水）��

�����������	��
�����������稲敷市立あずま南小学校１０月５日（木）��

�����������	��
�����������稲敷市立あずま南小学校１２月６日（水）��

��������������常磐大学高等学校１０月７日（土）��

��
��������	�
���������
����������古河市立中央小学校１０月１３日（金）��

�����������	�
���������
���������
�������
������

県立友部東養護学校１０月１７日（火）��

�������������水戸市立柳河小学校１０月１９日（木）��

��������������結城市立江川南小学校１０月２０日（金）��

�������フレンドシップいしおか１０月２２日（日）��

����������桜川市立樺穂小学校１０月２４日（火）��

��������桜川市立樺穂小学校１月２４日（木）��

�����������	��
�����北茨城市立中郷第一小学校１０月２５日（水）��

�����������土浦市立斗利出小学校１０月２５日（水）��

�������������下妻市立下妻小学校１０月２６日（木）��

��
���������	
���������
���������日立市立泉丘中学校１０月２７日（金）��

������������	
�����水戸市立双葉台小学校１１月１日（水）��

��������������水戸市立双葉台小学校１１月８日（水）��

�����������	
����	������日立市立坂本小学校１１月１日（水）��

��
��������	
����������
���������	�����日立市立坂本小学校１１月７日（火）��

�����������	�
�������ひたちなか市立堀口小学校１１月１日（水）��

������������	
������県立牛久高等学校１１月２日（木）��

������������北茨城市立華川小学校１１月４日（土）��

���������小美玉市立玉里東小学校１１月７日（火）��

������������大洗町立夏海小学校１１月８日（水）��

�������������大洗町立夏海小学校平成１９年２月１４日（水）��

����������稲敷市立君賀小学校１１月１６日（木）��

��
���������	
���
�����
������ひたちなか市立佐野小学校１１月１７日（金）��

平成18年度ワールドキャラバン実施校／団体一覧表
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��
��������	
����������
������ひたちなか市立佐野小学校１２月８日（金）��

����������	
����������県立土浦養護学校１１月１７日（金）��

��
���������	�
���������
��������	��
����筑西市立伊讃小学校１１月１７日（金）��

�����������坂東市立岩井第二小学校１１月２１日（火）��

����������	���ひたちなか市立外野小学校１１月２１日（火）��

��
�����������	
��������
����

�������
�������県立伊奈養護学校１１月２２日（水）��

������������	�
��������城里町立圷小学校１１月２８日（火）��

���������������城里町立圷小学校平成１９年１月２５日（木）��

���������������大子町立依上小学校１１月２８日（火）��

�������������鉾田市立巴第一小学校１１月２８日（火）��

��
���������	
���	���
	�
������������	
���������結城市立城南小学校１１月２８日（火）��

����������	
����
�������
������県立友部養護学校１１月２９日（水）��

������������	
��������水戸市立常磐小学校１１月２９日（水）��

��������行方市立現原小学校１２月２日（土）��

�����������	
�����稲敷市立沼里小学校１２月５日（火）��

����������	
���取手市立桜が丘小学校１２月５日（火）��

�����������日立市立滑川小学校１２月５日（火）��

�����������	�
�������桜川市立大国小学校１２月８日（金）��

��
��������	�
������
��
��������	���桜川市立大国小学校平成１９年２月１４日（水）��

����������	���常陸太田市立太田小学校１２月１４日（木）��

����������	�
���常陸太田市立太田小学校平成１９年２月６日（火）��

�������県立協和養護学校１２月２６日（火）��

�����������	
����取手市立井野小学校平成１９年１月１６日（火）��

�������������ひたちなか市立高野小学校１月１６日（火）��

����������ひたちなか市立高野小学校１月１７日（水）��

�����������	
������ひたちなか市立長堀小学校１月１８日（木）��

����������������結城市立結城西小学校１月１９日（金）��

�����������	��
���������筑西市立中小学校１月２４日（水）��

��
��������	
����������
����小美玉市立玉里小学校１月２６日（金）��

��������������常陸太田市立佐竹小学校１月２６日（金）��

����������	
���������������協和国際交流協会１月２８日（日）��

����������	�
�����������鉾田市立白鳥東小学校１月３０日（火）��

������������県立美浦養護学校１月３１日（水）��

������������県立美浦養護学校２月２１日（水）��

��������水戸市立見川小学校２月２日（金）��

���������
��������

��常陸太田市生涯学習センタ－２月３日（土）��

�����������	�����行方市立小高小学校２月６日（火）��

����������	�
����常陸太田市立郡戸小学校２月６日（火）��

��������������かすみがうら市立美並小学校２月７日（水）��

��
����������	
��������
�������水戸市立笠原小学校２月１３日（火）��

����������	
����������ひたちなか市立那珂湊第一小学校２月１５日（木）��
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活動内容

　開催前日までは、カーリーさんとメールで数回やりとり
し、内容について打合せをさせていただきました。
　当日カーリーさん到着後、役員と内容・進行の確認をし、
子供たちも集まり、スタート。
　まずは子供たちにカーリーさんを紹介。そして、今回イベ
ントの導入として、まずは私達役員主導でオーストラリアに
関する“ミニ・クイズ大会”を開催しました。クイズの答え
を二者択一にして子供たちに選ばせ、５問出題して、勝ち
残った三人に手作りのメダル（カーリーさんのサイン入り！）
をあげました。
　次に、いよいよカーリーさんのお話がスタート、黒板の前
にカーリーさんが立ち、子供たちはその近くに座ります。
オーストラリアの地図や国旗、動物、スポーツなどの写真を
ひろげ、先ほどのクイズの答えについても、カーリーさんか
ら面白く、詳しい説明をしていただきました。途中、コイン
を使ったゲームなどを織り交ぜたり、最後は先住民族アボリ
ジニの音楽にあわせて動物になって踊ったり、子供達も大喜
びで終わりました。
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�� � � �������
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�� � � �����������	
��
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�� ���������� ����	
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カ エツ

活動内容

　県南生涯学習センターの事業「元気いばらきっ子エンジョ
イ・サタデー」では、小・中学生等を対象に様々な体験活動
を実施している。その事業の中の「世界はともだち」という
企画では、外国人を講師に招いて、それぞれの国の文化や習
慣などを紹介してもらっている。今回は中国人の夏　悦さん
を招き、「中国の拳法・太極拳を体験しよう」というテーマ
で実施した。最初に夏さんから太極拳についての文化的、歴
史的背景についての話があった。次に、本場中国の太極拳の
ビデオを見ながら夏さんの解説を受けた。ビデオで太極拳の
イメージをとらえた上で、実技に入った。参加者の親子は、
太極拳の基本的な構え方や動作について夏さんから指導を受
けた。気の練り方は、参加者にとってなかなか難しかったよ
うである。基本的な動作の流れを一通り体験し終えた参加者
は、壮快な気持ちになり、中国文化の良さを実感したようで
ある。
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講座名　｢キッズ☆めざせ国際人！ ｣

　ドイツの国について言葉、歴史、日常生活の様子など写真
を見ながら日本とドイツの違いを学習しました。サッカー
ワールドカップ開始国でもあったため、皆で紙皿のサッカー
ボールを作ることにしました。子供たちは好きな絵を紙皿に
描き、それを六角形に切り取り大きなサッカーボールに仕上
げました。また、今回学習したことを○×ゲームで行いドイ
ツの国を学びました。

活動内容

ドイツの言葉、歴史、日常生活の様子を学習している様子

�� � � ������������	����������

� �������	

����

�� � � ����������	
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�� ���������

�� �����������	
�

� �������	
��

　スリランカの国について言葉、歴史、日常生活の様子等を
プレゼンテーションで見ながら学習しました。一番人気のあ
るスポーツ｢クリケット（野球）｣を広場で行いました。久々の
野外での学習となりとても楽しそうでした。

活動内容

�� � � �����������������������

� �������	
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・全体的に其々の国の特色を出して頂き、参加した子供たち
に多くの知識を提供して頂きました。先生方の熱心な指導
と資料の素晴らしさには、色々と勉強になりました。有難
うございました。

　フランスの国について言葉、歴史、日常生活の様子等、写
真とビデオを見ました。
　国旗あてクイズでカードを使い色々な国を学習しました。
途中、先生の愉快なパフォーマンスを交じえながら｢にら
めっこゲーム｣・｢歌｣等を皆で行いました。

写真を見ながらフランスの国を理解

活動内容

白ひげをつけてにらめっこゲーム

クリケット（野球のようなスポーツ）（左）とタッチゲーム（右）をして
いる様子
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東東東東東東東東東東海海海海海海海海海海村村村村村村村村村村立立立立立立立立立立東東東東東東東東東東海海海海海海海海海海南南南南南南南南南南中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校東海村立東海南中学校
�� � ���������

�� � � �����������	���

� �������	
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�� � � ����������	
������

��������	
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�����

� �����

� �������	
������

ねらい
　青年海外協力隊として活躍した人たちから話を聞くことに
より、開発途上国への理解を深めるとともに、国際社会で生
きる私たちにできることを考える機会とする。
①全体会：格技場　　
（準備物　パソコン、プロジェクター、スクリーン、地球
儀、世界地図）
・JICA説明DVD １５分
・青年海外協力隊説明 ５分
・自己紹介　各５分 １５分
・ゲーム １５分

②分科会
  コスタリカ ：物理室　講師　綿引　浩之（システムエンジニア）
  ド ミ ニ カ ：格技場　講師　山崎　由美枝（看護師）
  ガ ー ナ ：化学室　講師　鈴木　尚史（理数科教師）

　ニュース等で世界の様子を知ることができる時代に生きて
いる私達ではありますが、自分達の今の生活が、世界中の一
般の生活であると錯覚してしまうのも事実です。
　元青年海外協力隊員の話を聞くことは、JICAの活動内容、
それぞれの国の文化や生活の様子の違いなどを知るよい機会
となりました。「ガーナでは生まれた曜日で名前が決まる」
「猫はペットではなく食料」など、インパクトのある話に驚い
たり、現地の映像を通し、おもいっきり笑う子供達の顔を見
て、仕事がいっぱいあって学校にも行けないのに、なぜ日本
人より幸せそうなんだろうと考えたり、生徒にとって、学ぶ
ことの多い学習会となりました。
　また、全体会で行ったゲームで、言葉が使えない（通じな
い）ことの大変さと、協力して新たな方法を考え出すことの
必要性を実感したり、ボランティアをするには、自分の経験
や身につけた技術が必要であることを改めて知ったりしたこ
とも有意義だったと思います。

　３年生１２６名は、本年度の総合的な学習のテーマを「共生」
としました。
　２学期は、共に生きる社会を目指すために、まず自分と相
手を理解するための課題を見つけ、課題解決にむけて活動を
始めました。青年海外協力隊として活躍した人たちから話を
聞くことは、世界へ視野を広げ、国際社会で生きる私達にで
きることを考えるよい機会となりました。
　今後は、「国際ボランティアに関わる」というテーマを選ん
だ生徒達をはじめ、学習会に参加した生徒達が、今の自分達
にできることをしっかり考え、それを実践していけるよう、
適切な助言をしたり、共に活動したりしていきたい。

活動内容

先生の感想

成果と課題

　私は、JICAの方々の講演を聞いて、発展途上国の人々がど
んな暮らしをしているのかがわかりました。そして、自分達
がどんなに恵まれているのかがわかりました。
　また、服がぼろぼろで、水や電気もない不自由な所に住ん
でいるのに、写真に写っている子供達は、決していやそうな
顔をせずに、みんな生き生きとした笑顔をしていることに驚
きました。「貧しく暮らしている人達はかわいそう」としか
思っていなかったのですが、そうではありませんでした。普
段の私の生活を見直さなくてはならないと思いました。
　今私たちにできるボランティアは少ないかもしれません
が、今できることを精一杯やっていきたいと思います。

生徒の感想
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１　あいさつ
２　児童の自己紹介
３　講師の自己紹介
４　交流タイム
　３つのグループに分かれて、それぞれ講師の先生に、国
の遊びやゲームを教えてもらい、みんなで行う。

５　お礼の言葉とあいさつ
６　写真撮影

・先生達に英語やゲームを教えてもらってうれしかったで
す。また来てほしいです。
・カーリー先生がオーストラリアのことをいっぱい教えてく
れたのでうれしかったです。
・カーリー先生が持ってきて見せてくれたお金がプラスチッ
クでできていたので、びっくりしました。
・バロン先生とにらめっこをしたのがおもしろかったです。
・フランスのにらめっこはこんなにおもしろいとは思わなく
て、すごいなと思いました。
・バロン先生が最後にライブをしてくれたのがおもしろかっ
たです。
・マックス先生とダックダックグースをしたのがおもしろ
かったです。
・アメリカの国旗を見せてもらってよかったです。
・ホーリー先生（本校のAET）ではない先生と遊ぶのも楽し
かったです。
・外国の先生と給食を食べたことがうれしかったです。

　英会話の学習や国際理解教育の一環として、外国の方と交
流する機会を設けるために「わくわく交流会」を実施し、今
回３人の先生方をお迎えすることができた。児童の多くは、
普段、AET以外の外国の方と触れあう機会があまりないの
で、このような体験ができたことは、大変有意義であった。
児童が１人１人自己紹介をした時は、恥ずかしがりながらも
学習した表現を使ってあいさつし、「英語を話せた。」「自分の
英語が通じた。」という喜びを味わうことができた。また、国
籍の違う３人の先生方が、それぞれ低学年の児童に分かりや
すい言葉で自己紹介をしたり、実物を見せながら自分の国に
ついての話を聞かせてくださったので、児童が大変興味を
もって外国の文化に触れることができ、日本との違いについ
て実感できたと思う。今後の課題としては、児童が外国の文
化や英語に触れる機会を継続して作っていきたい。そして、
児童が「外国のことが分かった。」「英語が話せてよかった。」
と感じられるように活動内容を充実させていきたい。

・先生方が、分かりやすくクイズ形式で自分の国について話
をしてくださったので、子どもたちが興味をもって話を聞
くことができた。
・外国の遊びを通して外国の言葉や文化に触れることがで
き、有意義な時間が過ごせた。
・普段は、AET以外の外国の方と話す機会のない子どもが多
いので、いろいろな方と触れ合えたことがとてもうれしそ
うであった。

・給食の時間には、児童のグループ内に入っていただいたの
で、会話ができ、楽しい時間が過ごせた。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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ねらい：英会話の学習や国際理解教育の一環として、外国人
との交流会を実施し、外国の人と積極的に関わろう
とする態度を育てる。

１　あいさつ
２　児童の自己紹介
○講師の先生方のうち一人のところに行き、自己紹介をし
てくる。終わったら自分の場所にもどる。

３　講師の先生方の自己紹介
○名前、出身国、特技や趣味、日本に来た理由、出身国の
位置や自然など

４　交流タイム
○３つのグループに分かれて、それぞれの講師の先生に、
国の遊びやゲームを教えてもらい、みんなで行う。

５　お礼の言葉とあいさつ
６　記念撮影

活動内容

・短い時間でしたが、３人の先生方と交流ができ、それぞれ
の国の遊びや食べ物などについて知ることができました。
もう少し時間が欲しいくらいでした。
・先生方の自己紹介の中で、児童が学習した表現を使ってく
ださったので、児童は学習したことが生かされていると実
感できたようでした。
・本校のAET以外の外国人と話したことがほとんどない児童
もいるので、すばらしい体験ができました。
・日本語が堪能な先生方だったので、もっと英語で話しても
らってもよいと思いました。
・給食の時間も一緒に過ごすことができて、子ども達が喜ん
でしました。

・本校では、英会話の学習や国際理解教育の一環として、外
国の方と交流する機会を設けるために「わくわく交流会」
を実施しています。毎年、国際交流協会のご協力によりこ
の会が行えることを大変感謝しております。今回お迎えし
た先生方は、アメリカ、フランス、香港と様々な国の出身
の方々だったので、それぞれの国の様子や遊びを教えても
らうことができ、子ども達は目を輝かせながら楽しい時間
を過ごすことができました。子ども達は、英語が通じたと
いう実感を味わうこともでき、英語に対する自信にもつな
がったと思います。ありがとうございました。
・今後の課題としては、内容を工夫改善しながら、毎年この
ような機会を設定し、外国の人が子ども達にとってより身
近な存在になるようにしていきたいと考えています。

先生の感想

成果と課題

・ディオンさんの教えてくれた遊びは難しかったけれど、お
もしろかったです。ポリーさんは、好きな色や好きな果物
など教えてくれてありがとうございました。バロンさんと
の遊びは、おもしろくて笑ってしまいました。
・最初の自己紹介でちょっと緊張したけれど、おもしろい遊
びを教えてくれたり、最後に踊りをしてくれて、うれし
かったです。
・私が一番楽しかったことは、いろいろな国の人とゲームや
お話をしたことです。ホーリー先生（本校のAET）以外の
人に会えてうれしかったです。
・いろいろな国の人となかよくなれてうれしかったです。最
初はドキドキしたけれど自己紹介の時に、うまく自分の名
前が言えてうれしかったです。
・３人の先生が来てくれてうれしかったし、いろいろ外国の
ことが分かってうれしかったです。いっぱい外国のことが
知りたいです。また来て欲しいです。

児童の感想
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ねらい：英会話の学習や国際理解教育の一環として、外国人
との交流会を実施し、外国の人と積極的に関わろうとする態
度を育てる。
１　あいさつ
２　児童の自己紹介　
○講師の先生方のうち一人のところに行き、自己紹介をし
てくる。終わったら自分の場所にもどる。

３　講師の先生方の自己紹介
○名前、出身国、特技や趣味、日本に来た理由、出身国の
位置や自然など

４　交流タイム
○３つのグループに分かれて、それぞれの講師の先生に、
国の遊びやゲームを教えてもらい、みんなで行う。

５　お礼の言葉とあいさつ
６　記念撮影

活動内容

・交流会には、フランスのバロンさん、アメリカのジョナサ
ンさん、カナダのブーンさんが来てくれました。バロンさ
んは、とてもおもしろいことをしていました。最後には、
歌を歌ってくれました。とても上手でした。ジョナサンさ
んは、背が高くてとても優しい人です。ブーンさんは、い
ろいろカナダのことを教えてくれました。３人の先生と話
をしていたら、とても時間が短く感じました。もっと、フ
ランス、アメリカ、カナダのことを教えてもらいたいです。
・ブーンさんは、テニスとバレーボールが得意と言っていま
した。カナダの動物のことも教えてくれました。ジョナサ
ンさんは、アメリカの食べ物のことを教えてくれました。
バロンさんは、去年も来てくれていて、とてもおもしろ
かったです。最後にかつらをかぶって歌を歌っていたこと
がおもしろかったです。
・はじめは少し緊張していたけれど、やっているうちに慣れ
てきて、すぐに話せるようになりました。３人の先生は、
みんな違う国から来ていて、何を言おうか迷いました。で
も、口から言葉がでてきたので、不安が吹き飛びました。
これで、外国人の先生と仲良く話すことができたのです。

児童の感想

・３人の先生方がそれぞれの持ち味で子どもたちに接してく
ださり、もっと時間があってもよかったほどとても楽しい
交流会でした。
・学習した会話を使って話すことができたので、子どもたち
もとてもうれしそうでした。また、３人の先生方もしっか
りと子ども達の話を聞いてくださったり、ほめてくださっ
たりしたので、それもまたうれしかったようです。子ども
たちの自信につながったのではないかと思います。

・本校では、英会話の学習や国際理解教育の一環として、外
国の方と交流する機会を設けるために「わくわく交流会」
を実施しています。毎年、国際交流協会のご協力によりこ
の会が行えることを大変感謝しております。今回お迎えし
た先生方は、アメリカ、フランス、カナダとそれぞれ違っ
た国の出身であり、みな子どもたちを引き付ける魅力を
もった先生方でした。おかげで、楽しくそれぞれの国につ
いて知ることができました。また、子どもたちの話にも笑
顔で耳を傾けて下さり、会話をしてくださったので、子ど
もたちは、英語が通じたという実感を味わうこともでき、
英語に対する自信にもつながったと思います。ありがとう
ございました。
　今後の課題としては、内容を工夫改善しながら、毎年この
ような機会を設定し、外の人が子ども達にとってより身近
な存在になるようにしていきたいと考えています。

先生の感想

成果と課題
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活動内容
○１回目の交流会
�　交流給食会
　講師の方を１・２年生の教室に招いて給食を食べながら交
流。
�　交流集会
　５人の講師の方より、それぞれの母国についての紹介。
・児童による質問コーナー
・タイの民族舞踊の紹介
・ゲームやクイズによる交流
○３・４年生の総合的な学習の時間の活動
　２回目の交流会までに日本の文化を紹介する内容を話し合
い、グループごとに発表の方法の準備を進める。
○２回目の交流会
　日本の文化を紹介するために、５人の講師の方を招いて、
ポスターセッションの形式で発表を行う。
Ａグループ…日本の食文化　　Ｂグループ…日本の衣服
Ｃグループ…日本の伝統文化　　Ｄグループ…日本の昔の遊び
Ｅグループ…日本の住居

児童の感想
・日本に来てまだ１年も経っていないのに、５人の外国の人
たちはがんばって日本語で、生まれた国のことを紹介して
くれた。特に留学生の皆さんの小学生の頃の話は、とても
面白かった。「僕たちと同じことを考えていたんだなぁ」と
思うところと、「日本とはずいぶん違う生活をしているん
だなぁ」と思うところがあった。
・ミュウさんがタイの民族舞踊を踊ってくれたのが印象に
残った。衣装もとてもきれいだった。ゆっくりとした動き

が日本の踊りと似ていると思った。
・外国の人たちに日本のことを紹介するために、いろいろな
事を調べた。なんとなく、分っているつもりだったが、あ
らためて日本の文化のよさを知ることができた。
・日本の昔の遊びの何を紹介したらよいかグループで話し
合った。いろいろと迷ったが、福笑い、メンコ、すごろく
を紹介することにした。一緒に遊んだ時に、外国の方がと
ても楽しそうにしてくれたのがうれしかった。
・書道の紹介をして、外国の方にも体験してもらった。初め
てでも一生懸命に書いてくれた。「友」という文字を書いて
もらったが、左ばらいの書き方がみんな上手だった。
・日本の衣服紹介で、浴衣の着方を紹介した。女の人の浴衣
しか準備できなかったことを男の留学生の方たちに説明し
た。すると男の留学生の人たちもニコニコしながら着てく
れた。一緒に写真をとったのが楽しかった。

・昨年度に続いて２回の交流会を設定することができた。１
回目の交流会では、母国紹介の内容を留学生の皆さんの小
学生の頃や日常生活のことを中心にした。留学生の話の内
容が身近なものだったので、多くの児童が積極的に質問す
ることができてよかった。
・留学生の皆さんが日本語で書いてくださったメッセージ
カードを見て、子どもたちはとても感動したようである。
外国に行って勉強することの素晴しさを感じた子や自分は
外国に行ってまで勉強できないなと感じる子など、さまざ
まな反応があった。

　昨年度と同様に、双方向の交流を深めるために、国際交流
集会を２回設定することができた。情報を児童が発信すると
いう点で、今回も大変良かったと考えている。今年度は、交
流のメインとなる学年について、総合的な学習の時間の計画
を変更し、中学年から高学年とした。やはり、内容的により
深い交流をすることができたと思う。ただ、基本的に昨年度
と同じような活動になってしまったように思える。高学年と
しての国際交流会の在り方について、どのような活動がある
のかを検討し、よりよい国際交流会にするための話し合いを
すすめているところである。

先生の感想

成果と課題
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デイル氏の講演　オーストラリアの生活
質疑応答
ビンゴゲーム

・今回話を聞いて、まず思ったのは、普段リスニングのCDで
聞く英語とは違っているということだった。（dayは本当
にダイだった…）英語圏の国でも、各々発音や雰囲気が異
なっていると思った。学校が４つの学期になっているの
は、勿論大変なこともあるだろうが、個人的には羨ましい。
・オーストラリアの国旗の話が出たとき、旗の星はオースト
ラリアの各場所〔？〕を指しているということを聞き、国
旗の意味を知るのもいいなぁと思った。家に、国旗の本が
あるので、もう一度読んでみようと思う。
・私は、デイルさんのスピーチを聞いて、日本とは違うオー
ストラリアの文化をたくさん知ることができた。特に、心
に残ったのは、［Australian Christmas Traditions］だった。
日本ではクリスマスの時期はちょうど冬休み中なので休み
だけど、オーストラリアではクリスマスのために６日間の
休みがあると知って、文化の違いが良く分った。

・すべて英語で行われるスピーチを体験するのが、初めての
１年生は戸惑いもあったようであったが、補助となる本文
が手がかりとなり、生徒もあきらめずに最後まで聞くこと
ができた。また、パワーポイントを使用した鮮やかな写真
スライドが生徒たちの興味をひき、オーストラリアのイ
メージを印象づけるものとなった。スピーチだけで、異文
化理解になるだろうかという不安もあったが、目の前に、
その人がいるのといないのでは大きな違いが出るのだと実
感した。英語のリスニング能力には個人差があるので、難
しいと感じた生徒もいたようであるが、自然な英語の発音
やスピードを体感することで、自分の目標を見つけること
ができたという感想が多かった。文法や単語学習という机
上の英語から、英語は人と人とを結ぶコミュニケーション
の手段であり、そのためにしっかりと基礎を学ぶのだとい
う発見を持った生徒もおり、夫々に成果ある学習になった
と思われる。
・講演者と生徒との間に距離があったため、初めのうちは両
者とも緊張してしまったようだ。後半、ビンゴゲームなど
で直接ふれあう機会には、生徒たちの表情も柔らかくな
り、自然な会話がなりたっていた場面も多くなった。ス
ピーチの話題の区切りなどに、生徒に質問させたり、生徒
に質問したりするなど、コミュニケーションを交えると良
いように思った。

活動内容

生徒の感想

成果と課題
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・モンゴルの英雄チンギス・ハーンについて知る
・モンゴルの気候、食事、子どもの様子、遊び、革製品について知る
・モンゴルのじゃんけんを教えてもらう
・モンゴルの体操や踊りの体験をさせてもらう

モ ン ゴ ル

・中国の国土や人口について
・中国の通貨や本などを紹介してもらう
・民族衣装を着させてもらう
・お手玉を使ったあてっこなどの遊びの体験させてもらう

中 国

・ポルトガル語のあいさつを教えてもらう
・国旗の意味を教えてもらう
・国土や通貨、食文化を具体物で教えてもらう
・子どもたちの遊び、様々なサッカーの遊び方を知り、一緒に遊んでもらう

ブ ラ ジ ル

・バングラデシュの自然についてDVDの映像を見せてもらう
・カバディというスポーツを教えてもらう
・刺繍の入った手作りの、チャイという服を着せてもらう
・目隠し鬼ごっこを体験する

バングラデシュ

・オーストラリアの人口や面積について知る
・オーストラリアに生息する動物について教えてもらう
・ビニールのお札を見せてもらう
・オーストラリアのジャムを味見させてもらう

オーストラリア

・国旗の由来と歴史を教えてもらう
・イギリスの写真をスライドショーで紹介してもらう
・クリケットやサッカー、学校生活を教えてもらう
・栗を使った遊び道具を教えてもらう

イ ギ リ ス

�　はじめのあいさつ
�　コーディネーターの紹介
�　講師の自己紹介

①名前　②出身国　③大学・職業　④自己アピール
�　コース別学習
�　お礼のあいさつ　

�　終わりのあいさつ

　国別のコース（モンゴル、中国、ブラジル、バングラデ
シュ、オーストラリア、イギリス）６カ所に分かれた。国土、
人口、言語、食文化、民族衣装、生活文化、歴史的建造物、
通貨など、児童がこれまで図書資料やインターネットで調べ
たことだけでは分からなかった細かな事柄を、詳しく教えて
いただいた。

活動内容
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①各国について調べたことの発表
　児童生徒が各国の国旗、首都、言語、民族、食生活、学
校生活、民族衣装、遊び等について調べたことを、ポス
ターやパワーポイントで発表した。

②各国の生活や文化についての講話
　講師の方が用意してくださった写真や模型、実物を見た
り、CDを聴いたりしながら、国旗、建築物、民族衣装、乗
り物、踊りの音楽等について学習した。児童生徒の発表に
対する助言をいただき、調べたことの学習を深めることが
できた。

③講師の方への質問
　児童生徒から学校生活や食文化等についての質問が多数
出された。講師の方はどんな質問に対しても丁寧に、具体
的に答えてくださった。

④会食（給食を共にし、交流を深めた。）
⑤レクリェーション
　高等部生は体育祭のダンスを講師の方と一緒に踊り、楽
しく活動することができた。

・僕の中国製のジーンズを見せると、ヤンさんは喜んで返事
を返してくれました。給食を外で一緒に楽しく食べること
ができました。
・エチオピアのコーヒーは日本のコーヒーに比べて凄く苦み
があるということは、ベケレさんの表情から読み取ること
ができました。
・ラオスの織物や、タートルアンという塔の写真や模型を見
せてくれました。とてもきれいな塔で、僕も行ってみたく
なりました。
・ベガさんは民族衣装やパナマ運河などの写真を見せてくれ
ました。特に民族衣装がとてもきれいな上に素敵で印象に
残っています。
・私はフィリピンの遊びを調べ、スカタンとマヌハンをやっ
てみました。マヌハンが面白かったです。

活動内容（小・中学部、高等部に分かれて活動）

児童・生徒の感想

　今年は５カ国から講師の方が来てくださるということで、
どんな方とお会いできるか楽しみにしていました。児童生徒
は各国について事前に調べ、一生懸命まとめていました。講
師の方が用意してくださった民族衣装や模型や写真、CDな
どを通して、その国の様子を想像したり、理解したりするこ
とができました。昼食中も、言語の発音の仕方や意味を教え
てくださったり、児童生徒に優しく声をかけてくださったり
したので、児童生徒は大変喜んでいました。また、ダンスを
共にし、とても楽しい一時を過ごすことができました。
　後日、児童生徒と生の豆を炒ってエチオピアコーヒーを飲
んでみたところ、とても味わい深くおいしかったです。

　今回で３回目のワールドキャラバンであり、今年度はアジ
ア、アフリカ、南米の国々から来られた５名の方と有意義な
学習を行うことが出来た。今回の活動は、児童生徒が各国に
ついて総合的な学習の時間に調べたことを発表し、講師の方
からコメントや各国の生活や文化について講話をいただい
た。短時間ではあったが、講師の方が数多く準備してくだ
さった具体物を用いて丁寧に説明してくださり、コーディ
ネーターの方の分かりやすい通訳を通して心に残る異文化交
流となった。小中学部と高等部の２グループに分かれて活動
し、高等部では体育祭のダンスを一緒に踊り楽しく交流する
ことができた。
　課題としては、限られた時間の中で１つの国について深く
知るためには、国の数を絞る必要があること、より生きた交
流をするための活動内容を工夫する必要があることが挙げら
れる。今後もこのような機会を活用し、児童生徒の国際理解
を深められるようにしたい。

先生の感想

成果と課題
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活動内容

児童の感想

　低学年の部、中学年の部、高学年の部に分かれ、それぞれ
１時間程度ほぼ同じ内容で自己紹介と自国紹介をしていただ
いた。
　まず、冒頭で簡単な母国語のあいさつと自己紹介を聞い
た。次にペルーコーナーとベトナムコーナーに分かれて、そ
れぞれの国の自然環境、子どもたちの生活の様子、学校、遊
び、民族衣装、文化に関する多種多様なものを見たりふれた
りした。子どもたちは、あらかじめ用意してきた質問を聞く
ことで交流を持つことができ、日本と異なる生活習慣や歴
史・文化を直接肌で感じ取っていた。
　低学年は、休み時間に２人から○×クイズを出題してもら
い、ペルーとベトナムについてさらに楽しく学び交流するこ
とができた。交流の最後に、お礼としてそれぞれのブロックで
合唱、鍵盤ハーモニカの演奏や鼓笛演奏を聞いていただいた。

・ベトナムの民族衣装や自転車の置物がきれいだった。
・ペルーの国の人は、カラフルなものが好きだということが
分かった。
・ペルーとベトナムの国の○×クイズがおもしろかった。
・ペルーの子どもたちのスーパーボールと独楽を使った遊び
を教わった。
・２人の国にあるものを見てすごいと思った。
・ベトナムで子どもが４～６人乗れる馬車があることを知っ
た。
・民族衣装を着せてもらったり、質問に答えてもらったり、
○×クイズをしたりして、とても勉強になった。
・ペルーとベトナムの国の人とふれ合ううち、外国のことを
調べてみたくなった。
・ペルーの国とベトナムの国の暮らしが少し分かった。ワー
ルドキャラバンはとても楽しかった。
・ペルーの踊りを一緒に踊って楽しかった。
・ペルーから飛行機で日本に来るのに２３時間、ベトナムから
は６時間かかることが分かった。
・ベトナムの人々は船の上で暮らしていることが分かった。
・ペルーとベトナムのあいさつと言葉は全然違っていた。
・ベトナムでは冬がなくて、夏ばかりでいつも暑いというこ
とが分かっておもしろかった。
・ペルーの国のおもちゃがとても楽しかった。
・ベトナムのお金や有名な人の写真や国旗などを見ることが
できて良かった。

・日本のお金とベトナムのお金は全然違うことが分かった。
・マリアさんとグエンさんからいろいろなことを教わって、
交流を深めることができた。
・民族衣装を着て写真を撮ったことが印象に残った。
・ベトナムの自転車がおもしろかった。
・ペルーとベトナムの町の様子が分かってよかった。民族衣
装を着た友達を見て楽しかった。
・ペルーは海沿いに砂漠があって、雨がよく降るところだと
いうことが分かった。
・ベトナムのお金は紙でできているように見えたが、破れな
いようにプラスティックでできていて驚いた。
・一緒に給食を食べて、とても嬉しかった。
・ベトナムの食べものを写真で見て、おいしそうだと思った。
・ペルーの世界遺産「マチュピチュ」の話を聞かせてもらっ
てよかった。
・外国にはいろいろな民族衣装があるなと思った。
・ペルーとベトナムの文化にふれられて貴重な経験になった。
・もっと日本のことを教えてあげたかった。
・ペルーでは、日本人のわたしたちと同じようにご飯やパン
を食べるので驚いた。
・ベトナムのお米は長細いことが分かった。
・２人の話を聞いて一度行ってみたいと思った。ベトナムは
北と南で民族衣装の呼び方が違うことが分かった。
・ペルーの家の床は葉っぱでできていると聞いてびっくりし
た。
・ベトナムの民族衣装はチャイナ服のようで、着ている人が
すらっとして見えた。白い民族衣装が女子高生の制服だと
知って驚いた。

先生の感想

成果と課題

・用意されたたくさんの資料に、子どもたちは興味深く話を
聞いていた。内容が盛りだくさんで時間が足りなかった。
もっと話を聞きたそうだった。
・事前にベトナムとペルーについて調べてあったので、予備
知識を持って参加できてよかった。
・民族衣装に大変興味を持って、お互いに交換しながら着る
ことができた。
・お２人の方が日本語をよく分かっていて、子どもたちに分
かりやすい言葉で話してくださったので、とても喜んでいた。
・ペルーとベトナムの人々の暮らしや自然についてお話を聞
いたり本物を見たりして、日本との違いを感じることがで
きた。衣装をいろいろ用意してくれて試着させてもらい、
子どもたちはとても喜んでいた。お２人の人柄にふれ、た
くさんの体験ができてとてもよかった。
・各国のコーナー形式で同時に進行できてよかった。

　児童は、前年度の経験から、このワールドキャラバンによ
る国際交流を楽しみにするようになった。今回は２つの国で
身につけられている民族衣装や飾り、子どもが遊びに使って
いるおもちゃや流通しているお金など、たくさんの実物をど
の児童も直接手で触れることができた。また、自分たちが聞
きたいことを質問して答えてもらったり、クイズを出しても
らったりして交流することにより、間近にペルーとベトナム
の暮らしやお２人の人柄を理解することができた。何よりも
直接体験できたことが、異文化理解にもっとも大きな成果と
なった。十分に時間確保できることが今後の課題である。
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オウ セイ

�　「歓迎会」（全学年）
　①歓迎の言葉
　②内モンゴルについて
　　○６年生の発表
　　○王清さんのお話
　③フランスについて
　　○６年生の発表
　　○オレリアン・バロンさんのお話
　④校長先生のお話
�　「６年生との交流」
　①　中国人の王清さんとの交流

・写真を見ながら、内モンゴルの土地の様子や気候や生
活の様子の話を聞く。

・内モンゴルのお菓子をいただいて、試食する。
・内モンゴルの歴史や「チンギス・ハン」についての話
を聞く。

・内モンゴルのお金を見る。流通や政治は中国と同じで
あり、中国の一部である話を聞く。

・内モンゴルの子どもたちの遊びについての話を聞き、
実際にやってみる。

・内モンゴルの踊りを、実際にやって見せてもらう。
　②フランス人のオレリアン・バロンさんとの交流

・写真を見ながら、フランスの食べ物についての話を聞く。
・フランスの歴史と「ジャンヌ・ダルク」についての話
を聞く。

・フランスの学校についての話を聞く。（日本と共通す
る点・異なる点）

・フランスのサッカー選手についての話を聞く。
・オリジナルのロックの歌を聞く。

・２人の先生が、日本語がとても上手なので驚きました。私
たちも英語など一生懸命勉強すれば、上手に話せるように
なるのかなと思いました。
・王清さんの衣装はとてもきれいでした。内モンゴルの人は
お祭りのときには、あのような衣装が着られてうらやまし
いです。王清さんの踊りもとても上手でした。体がすごく
よく曲がるので驚きました。
・内モンゴルのお菓子は、あまずっぱくておいしかったで
す。果物の味がしました。
・「チンギス・ハン」は、強そうな人だと思いました。もっと
よく調べてみたいと思いました。
・フランスの食べ物を写真で見せてくれて、日本の食べ物と
の違いがよく分かりました。
・「ジャンヌ・ダルク」は女性なのに戦いの中心になって、
すごいと思いました。もっとよく調べたいと思いました。
・バロンさんの歌と踊りは、大変楽しく、みんな盛り上がっ
てよかったです。

・事前にフランスと内モンゴルの文化や生活の様子などを調
べておき、２つの国に関心を持たせてから、交流すること
ができました。
・事前の打ち合わせで、ファシリテータの方に調整していた
だき、児童が実際に活動したり、実物に触れたりする体験
的な活動ができ、子どもたちの心に残る活動になりました。
・２人の先生から聞いた話について、子どもたちからもっと
調べてみたいという声が多くあり、２つの国についてさら
に深く調べ、学校祭において全校児童と保護者や地域の方
の前で発表することができました。
・これらの学習から、国際社会に目を向け、自分たちができ
ることつい
て、今後の総
合的な学習の
時間で取り上
げていきたい
と思います。

活動内容

児童の感想

成果と課題

　王清さんもオレリアン・バロンさんも大変流暢な日本語で、
熱心にご自分の国についてお話をしてくださいました。お２
人に共通することは、自分の国の歴史や伝統に誇りをもって
いるということです。そして自分の国についてより深く勉強
されていて自信をもって話してくださいました。話し方も子
どもたちに分かりやすいように工夫し、写真や物も用意して
見せてくださいました。子どもたちも集中し、楽しんで、と
ても短い時間に感じられました。お２人の先生から聞いたこ
とを、自分なりにもっと調べたいという感想を多く聞くこと
ができました。視野も広がり、知識も深まる有意義な活動に
なりました。

先生の感想
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オウ キン ポウ

まちかどでコンニチハ［第７回国際交流サロンinいしおか］

　石岡近隣在住の外国人と、日本人との交流・親睦を目的と
して「まちかどでコンニチハ」というイベントを、まちかど
情報センターで開催しています。毎年１０月に、外国人が中心
となって、企画しています。本年は、中国の生活、文化を紹
介しました。前日の１０月２１日午後６時より会場の準備を行い
ました。
　平成１８年度も秋晴れの２２日、午前１０時より「まちかどでコ
ンニチハー中国の日」を開催しました。１０時より４時まで、
中国の料理、菓子他、生活文化の紹介、民芸品の紹介、漢詩
のビデオ、ヘアメイク、中国語で自分の名前を覚えましょう
等を通して、中国独自の文化が紹介されました。来場者は、
珍しい料理やお茶に舌鼓をうっていました。ヘアメイク（眉）
をしてもらい一段と美しくなった顔を鏡の前で眺め、満足し
ているご婦人も見受けられました。
　午後２時からは「まちかど音楽祭」として、はじめに茨城
県留学生親善大使の中国の周　悦さんにより、オペラ「モー
ツアルト作曲　歌劇　フィガロの結婚　恋とはなにかしら」
が素晴しい声で歌われ、会場一杯に響きわたりました。続い
て、王　金鳳さんより中国の古典舞、現代舞踊、民族舞踊が、
華やかな衣装で繰り広げられ、魅了させられました。
　また、金鳳さんの同好会のメンバーにより、養生舞も披露
されました。最後に、金鳳さんのご指導をいただき、参加者
全員で養生舞を踊り、不思議で神妙な健康法を学ぶことがで
き、会場はおおいに盛り上がり、大きな拍手の中、閉会しま
した。

　会場に日本人の姿が少し足りなかったような気がします。
このような素晴しい交流サロンに大勢の人たちにも足を運ん
でほしいと思います。

　ポスターの配布や宣伝の仕方に更なる工夫の必要性を反省
会で話し合いました。

　石岡市近隣在住の中国の方々と日本人はじめその他の国の
人々とのふれあいを通して親しみが増し、共生社会の一助に
なったのではないかと思います。

活動内容

主催者の反省

参加者の声

成果と課題
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�　ねらい
　交流体験活動を通して、他国の生活や文化、マナーなどに
興味・関心をもち、その特色に進んで親しみ、視野を広げる
ことができる。
�　内容
①開会行事（司会、進行　実行委員）
・はじめのことば・歓迎のことば
・講師の先生の紹介・連絡

②スリランカのお話を聞く
③ふれあい調理タイム　　
　スリランカのカレー作り
　チキンカレー、豆カレーを作る
④会食
⑤各学級での交流（給食を一緒に食べる）
⑥閉会行事
・はじめのことば・感想発表
・お礼のことば・講師の先生から
・おわりのことば

・私はワールドキャラバンを通して、いろいろなことがわか
りました。私は事前の調べ学習では、伝統、風習に興味を
もって調べていました。ジーワナさんの話の中に、満月の
日にはお寺に行き、学校はお休みであること、また、その
日は肉は食べないなどと聞き、びっくりしました。スリラ
ンカと日本の宗教、風習、伝統の違いを知ることができま
した。スリランカの有名なものは、「紅茶と宝石」であるこ
とも知りました。「光り輝く島」という国の名のとおり、国
全体が暖かく、明るい島であることが想像できました。
・カレーはとても辛く、たくさんの香辛料を入れました。バ
スマティというお米は細長く、日本の米とは味も違いまし
た。しかし、不思議とスリランカのカレーには合う味でし
た。食べるのもスプーンではなく、右手で食べます。ジー
ワナさんはとても上手に食べていてびっくりしました。私
はできませんでしたが、友だちは挑戦していました。
・スリランカのカレーの作り方を教えてもらいました。カ

レーは少しからかったけどとてもおいしかったです。はじ
めて食べた味でした。みんなで作って、みんなで食べたカ
レーなので、特においしかったです。
・スリランカのお話は短い時間でしたが、ジーワナ先生の説
明がわかりやすくて、調べることができなかったことま
で、知ることができました。カレーの調理の説明もわかり
やすく、早く進めることができました。また、機会があっ
たらお会いしたいなと思いました。
・スリランカの米は細長くて、日本の米は小さいということ
がわかりました。また、スリランカの米も日本の米もどち
らもおいしいということもわかりました。カレーの作り方
も全然違うし、準備が大変だなと思いました。スリランカ
の良いところをたくさん知り、日本の良いところをジーワ
ナ先生に知ってもらってよかったです。
・スリランカの豆や米、スパイスを使ってとてもおいしい
「チキンカレー」と「豆カレー」ができました。いつも食
べているカレーより辛かったけど、今までに食べたことの
ないような味で、口の中にいろいろなスパイスの味が広
がっておいしかったです。スリランカについてもいろいろ
とお話していただき、とても勉強になりました。スリラン
カに行ってみたくなりました。

　今回初めて「ワールドキャラバン」を実施した。特に、学
年全体で取り組むテーマとして、「食を通して、世界各国を知
ろう」と設定したため、話を聞くだけでなく、実際にその国
の食べ物を通して交流活動を行った。スリランカのカレー
は、日本のカレーとは、材料も作り方も違い、それぞれのよ
さを改めて知ることができる大変よい活動となった。さら
に、食べるマナーも違い、そこから、文化、風習、宗教の違
いも感じ取ることができた。講師のジーワナさんは大変友好
的で子どもたちとすぐうち解けることができた。話もわかり
やすく、質問にていねいに答えてくださった。調理では、手
際よく説明し、大変わかりやすかった。調理の際にジーワナ
さんに質問したり、手伝ってもらうことで自然に交流するこ
とができた。カレーを介して、日本のよさを再確認し、また、
スリランカのよさも知ることができた有意義な体験だった。

〈成果〉
　はじめて「ワールドキャラバン」を実施したが、スリラン
カの話を聞き、カレー作りをみんなでできたことは、大変意
義深いものになった。今までの取り組みは、本やインター
ネットで世界各国について調べ、調べたことを発表する活動

　スリランカの留学生、親善大使のジャナカ・ジーワナさん
は、堪能な日本語で母国スリランカを紹介したくれた。その
後、２種類のカレー作りの実習が行われた。
　実習が始まると、子どもたちは涙を流しながら玉ねぎを切
り、力まかせに鶏肉を切った。四苦八苦しながらも鍋で煮込
む段階になった。にんにくをみごとにみじん切りする男の
子、使い終わった器具を手際よく片付ける女の子「さすが６
年生」と感心する場面もあった。
　いよいよ試食タイム。お皿には、日本米とスリランカ米、
そしてカレーが盛られた。スリランカ米は、匂いがあり、パ
サパサした感じがするが、カレーと一緒に食べると、とって
も合う。
　各国の気候や性質、地形はさまざまである。その国の特産
物の材料で調理された料理は稀別な味がする。これこそ、風
土、FOOD。改めて食文化を考えるひとときであった。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題

保護者の感想
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で、交流体験活動が不足していた。そのため、今回はみんな
で取り組む課題を「食を通して、他国を理解する」に設定し、
スリランカのカレーを作ることにした。子どもたちは、スリ
ランカについて約１ヶ月調べ、それをもとに話を聞き、調べ
たことが確認できたり、改めて詳しいことを聞いたりと事前
の活動も生かされたものになった。
〈課題〉
　６年の総合的な学習の時間に入る導入の段階でも、交流体
験活動を取り入れ、意欲付けを図りたい。
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うです。
　また、ガーナの人々は自分の国を大切に思っていること
がわかりました。自分もガーナの人に負けないくらい日本
を大切にし、自慢のできるようにしたいと思いました。

�　ねらい
　交流体験活動を通して、他国の生活や文化、マナーなどに
興味・関心をもち、その特色に進んで親しみ、視野を広げる
ことができる。
�　内容
①開会行事（司会、進行　実行委員）
・はじめのことば・歓迎のことば
・講師の先生の紹介・連絡

②ガーナのお話を聞く
③音楽交流　　
④各学級での交流（給食を一緒に食べる）
⑤閉会行事
・はじめのことば・感想発表
・お礼のことば・講師の先生から
・おわりのことば

・ガーナのワールドキャラバンが終わって、たくさんのこと
がわかりました。ガーナの小学生の男の子は家の掃除を、
女の子は料理を中学生までに覚えてできるようにしておか
なければならないということです。しかも、それができな
いと周りの人から「おかしい」と言われ、その子どもの親
がだめだと言われるそうです。日本ではそうゆうことは今
はあまり聞かないので、ガーナはすごいなと思いました。
・ガーナと言えば「チョコレート」が思いうかびます。イン
ターネットで調べても、カカオの輸出が世界の中でも多い
国でした。しかし、ガーナの子どもたちはチョコレートを
知らないと言います。甘い物は歯に悪いので与えないそう
です。日本では甘い物を食べないということはないので違
うなと思いました。
・打楽器の演奏に驚きました。１つの楽器でいろいろな感じ
の音がだせておもしろいなと思いました。パーコフィさん
と尾花さんの演奏はとてもきれいで、南の方の感じが出て
いました。このワールドキャラバンを通して、ガーナが身
近に感じられるようになりました。日本とまったくちがう
ところや似ているところがあって、とても楽しかったです。
・ガーナの子どもたちはあいさつをとてもよくすることがわ
かりました。家族にはもちろん、近所の人などにも「お母
さん、おはようございます」と家族と同じようにあいさつ
するそうです。日本では、あいさつをしない人もいるのに
ガーナの人々はすごいなと思いました。そして、ガーナの
人は知らない人でも家族と同じように優しく接するのだそ

活動内容

児童の感想

　今回で２回目のワールドキャラバンであった。ガーナの
パーコフィさんと音楽家の尾花さんにきていただき、ガーナ
の話と打楽器の演奏をしていただいた。ガーナの話では、
ガーナの子どもたちのことを中心に話をしてくださったの
で、自分たちと比べることができ、わかりやすく、身近に感
じられたようだった。さらに、民族衣装でお話をしてくだ
さったので、臨場感にあふれ、子どもたちは興味津々で最後
まで話を聞くことができた。また、ガーナの手作りの太鼓の
演奏は、「ポン」と１回打っただけで、子どもたちから「ワー」
という感嘆の声があがり、太鼓の波動がお腹の中まで響き、
益々興味津々になった。太鼓はただの音楽としての太鼓では
なく、ガーナでは生活に根付いたものであったので、今まで
のパーコフィさんの話がより鮮明に印象づけられた。音楽交
流では、子どもたちも一緒に打楽器の演奏をして和やかに楽
しいひとときになった。

　例年ならば雪も降ろうという１月末、ワールドキャラバン
に参観、さらに楽器演奏に参加させていただきました。
　ガーナの子どもたちの生活など話していただいた中で、一
番心に残ったのは、社会全体で子育てをしようとする姿勢で
す。小さい頃から社会人となる為の心構え、礼儀、日常生活
の営み方など、日本ではとうの昔に消え去って「しつけ」と
いう名の教育。毎日の生活を成り立たせるのは様々な努力。
そして、それを身につける重要さ。子どもたちのみならず、
大人にこそ聞かせたいすばらしいお話でした。
　実際に外国に行ってその文化に触れることはなかなかでき
ません。今回のように国内にいて異文化に少しでも触れる機
会があることはとても幸いだと思います。関係者の皆様の熱
意と努力に感謝いたします。

成果
　ガーナの話は難しいものでなく、生活に密着したもので
あったため、子どもたちは、自分のことのようにガーナのこ
とを理解できたようであった。インターネットで検索し調べ
ているときは難しいことも調べてまとめていたが、それより
もずっと、パーコフィさんの話を聞き、演奏を聴いたことは
有意義な活動であった。インターネットや本の資料も大切で
あるが、やはり、人と交流して、体験したことに勝るものは
ないと感じた。改めて交流体験活動の重要性を認識すること
ができた活動であった。
課題
　もっといろいろなことを聞きたかったり、知りたかったり
したが、交流体験活動の時間が短く講師の方にも、あわただ
しい計画で申し訳ない感じがした。

先生の感想

保護者の感想

成果と課題
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第１部　①はじめの言葉
②児童代表あいさつ
③講師の方々の紹介
④中国のおどりの披露
⑤校長先生のお話

第２部　グループに分かれての学習会
（各国の自然環境や食生活・衣生活・歴史などについて学
ぼう。）

・中国　　　・韓国　　　・スリランカ

　第１部では、留学生の方々の自己紹介や中国の方の素敵な
おどりが披露されました。　日本語が堪能で子どもたちも、
とても興味深そうに耳を傾けていました。また、中国の方
は、わざわざおどりの衣装に着替えをされ、中国独特の雰囲
気をあじわわせていただきました。
　第２部では、国ごとに４カ所に分かれ交流しました。留学
生の方々が、私たちの総合的な学習の時間の活動テーマを理
解していてくださり、いろいろな資料を用意してくださった
ので大変深まりのある学習ができました。

　私は、今まで今回の４カ国についてあまり興味がありませ
んでした。しかし、このワールドキャラバン国際理解学習会
にむけ、インターネットや本で調べることでたくさんのこと
がわかりました。そして、今回、直接外国の方からお話を聞
いたりいろいろな写真を見せてもらったりしたおかげで、大
変よくわかりました。特に、中国の方のおどりがとても印象
的で、中国に行ったような気分になりました。また、中国や
韓国の民族衣装も素敵でした。日本との生活の違いもたくさ
んありました。これからも、外国に目を向けもっともっと勉
強していきたいと思います。

　総合的な学習の時間の中で、日本を飛び出し「外国に目を
向けてみよう。」というテーマのもとに学習を進めてきまし
た。それぞれが、興味のある国について本やインターネット
を利用して調べ学習を進めてきましたが、今回、４カ国の方
から生の声を聞かせて頂いたりたくさんの資料を準備して頂
いたりして深まりのある学習会になりました。子どもたち
も、すべてのことに目を丸くしながら生き生きと交流会に参
加していました。ファシリテーターの方が、細かいところま
で打ち合わせをしてくださり、当日も安心しておまかせする
ことができました。

　ワールドキャラバン国際理解学習会を通して、外国の文化
や歴史、衣食住につい知ることができました。また、日本と
外国の違いを改めて感じることができました。民族衣装やそ
の国独特のものを紹介していただき大変勉強になりました。
国は違っても同じ人間として心の通じ合いを感じました。
　今後は、さらに世界に目を向け、外国の情報を収集して、
体験活動等を取り入れていきたいと考えています。また、お
互いの国々について理解し合い、良さを認め合って互いに協
力しあえる交流のあり方についても考えていけるような学習
を進めていくことができたらと思います。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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第１部　低学年対象　　１０：００～１１：００
第２部　高学年対象　　１１：２０～１２：２０
１　始めの言葉　　　　　　　　（児童）
２　校長先生のお話（講師、ファシリテーターの紹介）
３　講師紹介（ファシリテーターから）
○名前、出身国、留学している高校、滞在期間
○母国語で挨拶

４　講師の方からの説明［パワーポイント］
①マレーナさんは民族衣装を着てドイツの国の様子や学
校・食べ物や家族の紹介

②レオナルドさんはチリの国の様子や学校・お金や家族に
ついて紹介

５　質問タイム
６　触れ合いタイム
①スペイン語で「ひよこ」の歌をレオナルドさんが教え、
一緒に歌う。

②各母国語で動物の鳴き声の紹介。
③・レオナルドさんとジャンケンゲーム（低学年）
・マレーナさんと「ちょうちょ」の歌を歌う。（高学年）

④「田宮囃子」を踊る。（低学年）
「街は光の中に」「トゥモロー」の合唱をする。（高学年）

７　終わりの言葉（お礼も含めて）（児童）
※給食を一緒にいただく。
１・２・３年生は１階のオープンスペースに給食を用意
し、講師の先生を囲んで一緒に食べながら交流を深めた。

・この国際交流教室を通して、いろいろなことを知った。一
つはチリとドイツの国のことだ。ドイツは日本と同じくら
いの面積で、チリは細長いけど日本より面積が広いという
ことだ。二つ目は、チリは日本と季節が逆だということ
だ。三つ目は、学校のことだ。宿題があまりなくて、チリ
の夏休みが３ヶ月あることに驚いた。
・マレーナさんの家で馬を飼っているということ、レオさん
の話からは、モアイ像のあるイースター島もチリの一部だ
ということが分かりました。教室に帰ってから地図で調べ
てみたら、確かにイースター島の下にチリと書いてありま
した。いろいろ教えてもらったお礼に、地区の音楽祭で
歌った歌を歌いました。
・チリにはペンギンやクジラなどめずらしい動物がいること
を聞いて、とても楽しかったです。レオナルドさんの「ひ

よこの歌」がとてもじょうずでした。
・マレーナさんと握手をしたら、手が大きくてびっくりしま
した。だっこもしてもらいました。お礼に田宮ばやしを
踊って見せました。途中から一緒に踊ってくれました。と
ても上手でした。給食の時、レオさんは、日本の方がごは
んがおいしいと言ってくれました。２人ともおはしに使い
方が上手でした。

・多くの児童に外国の人との交流を体験して欲しいという考
えから、全学年を対象に２部構成で実施した。昨年度より
時間を長くして６０分ずつで行ったので、本校の児童からの
演技もできて良かった。特に「田宮ばやし」をすぐに覚え
て一緒に踊ってくださったことは、子ども達にもすごく印
象的だった。
・ファシリテーターの方が、子ども達が興味を持って活動に
望めるようにと、講師の方と何度も連絡を取って内容を考
えて下さったお陰で、子ども達が満足する活動になった。
日本になじみのある歌やいろいろな動物の鳴き声を教えて
いただいた。スペイン語とドイツ語で同じものがあった
り、日本語と似ている鳴き声があったりして、低学年の児
童にも楽しく参加できた。
・身近にいない国の方と直接会ってお話を聞くことは、普段
の学習では分からない国の文化や生活の様子などを詳しく
知るいい機会になった。日本の文化や伝統と比べながら、
児童達も自然と学習できたように思う。
・課題としては、国の紹介に時間がかかったことと、レオナ
ルドさんがたくさん用意してくださった掲示物がスペイン
語で、内容が写真からしか分からず残念だった。

活動内容

児童の感想

成果と課題

　今回はAFSで日本に留学している高校生ということで、休
憩時間に握手をしたり、だっこしてもらったり、一緒にドッ
ジボールをして遊んだりできて、児童達は大喜びでした。特
に低学年の児童は、給食を一緒に食べたり、田宮囃子を一緒
に踊ってもらったりして、楽しく交流ができました。
　「ちょうちょ」の原曲がドイツの悲しい歌だということ、チ
リには日本の富士山のような山がいくつもあり北の山岳地帯
にはリャマなどもいて自然の中で動物とかかわれる事を教え
て頂きました。日本から遠く離れている国々が身近に感じら
れ、行ってみたいなという思いを持った児童も多かったと思
います。

先生の感想
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＊低学年（１学年から３学年）、高学年（４学年から６学年）
の２部形式で進めた。

１　はじめのことば（３年、６年各代表）
２　こくさい集会について、講師の先生の紹介
３　歓迎セレモニー
　本校の外国籍児童によるダンスの発表と母語を使った歓
迎のことば

４　フランスの国について
　大型スクリーンに写真を投影し、クイズ形式で話を進め
る。シャンソン等の紹介。

５　トルコの国について
　パワーポイントを使って写真や映像での紹介と手品のパ
フォーマンス。

６　お礼のことば（３年、６年各代表）
７　終わりのことば（３年、６年各代表）

・ムラットさんのさいごのスプーンをまげたところがすご
かったです。ヤンさんは、チーズが好きだとは、知りませ
んでした。フランスとトルコのことが良く分りました。私
はムラットさんとヤンさんに会えてうれしかったです。
 （２学年女子）
・フランスのヤンさん、フランスのことを教えてくれてあり
がとうございました。ぼくはクイズが一番楽しかったで
す。東京タワーとエッフェルタワーは、エッフェルタワー
が高いと思ったけど、東京タワーのほうが高かったです。
ふじ山とモンブラン山は、モンブラン山のほうが高かった
です。ぼくはフランスに遊びに行きたいと思いました。
 （３学年男子）
・私は国際集会でフランスから来てくださったヤンさん、ト
ルコから来てくださったムラットさんにいろいろなことを
教えてもらいました。フランスでは、毎日パンとチーズを
食べるそうです。また、フランスにも、タワーがあるそう
です。東京タワーよりは小さいそうですが、行ってみたい
なぁと思いました。トルコでは毎日紅茶を飲むそうです。
また、肉料理も食べるそうです。私はトルコにも行ってみ
たいなぁと思いました。 （５学年女）

○フランスのヤンさんとトルコのムラットさんの国の紹介を
子どもたちはとても喜んでいた。実際に外国の方を呼んで
の集会は大成功だったと思います。子どもたちのダンスも
とてもかわいらしく、みんなの前で発表することができ
て、外国籍の子どもたちもうれしそうだったのが印象的で
した。
○ゲストティーチャーの準備がよく、スクリーンでの映像や
音声がよかったです。特に内容がフランス、トルコのシン
ボルの話で良かったと思います。ヤンさんもムラットさん
もとても慣れていて楽しい集会となった。
○　もう少し小さい単位での集会にして、一緒に活動したり
質問する活動を増やしたい。 （講師のジャキノさん）
○大勢の子どもたちの方が雰囲気に応じて話や活動を盛り上
げることができるので楽しくできた。
 （講師のムラットさん）

・こくさい教室の歓迎セレモニーなど身近なところに外国籍
の子どもたちがたくさんいて、生活しながら国際的な人間
関係作りができるので幸せなことだと思う。
・フランスやトルコの紹介が分かりやすく貴重な話を聞くこ
とができてよかった。スクリーンでの映像や音声を使い、
クイズ形式での説明やマジックの紹介などトルコ、フラン
スの国への関心が高まり、教室に戻って地図帳を開いても
う一度場所を確認する子もいた。
・もう少し小さい単位での集会にして質問をしたり、一緒に
活動したりする双方向の活動を多く取り入れるようにした
い。
・外国籍の児童の国や６年生の活動である「ハローワールド」
と関連させて小さな単位での集会をもてるようにしたい。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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第１部　開会セレモニー（体育館）
日本紹介　司会・進行（生徒）
①応援歌で迎える　（花のアーチで）
②始めの言葉
③自己紹介　ワールドキャラバンの方から
④日本の紹介（空手　剣道　日舞　太鼓）
第２部　交流タイム　
自己紹介　国の紹介　質問タイム
日本の文化紹介、交流ゲームなど
写真撮影
給食タイム
学校案内
ティーセレモニー（柔剣道場にて）

　僕は、このワールドキャラバンを通して、色々なことを知
り、色々なことを学びました。
　何より僕が思ったことは、言葉と言葉が伝わらなくても心
が通じるということを改めて知りました。僕はワールドキャ
ラバンの開会セレモニーの司会をしていました。セレモニー
の中でワールドキャラバンの方々に自己紹介をしてもらう場
面があり、僕はマイクを渡しに行く係でした。ただ渡しに行
くだけなのに、外国の方とあってか、どことなく緊張してい
ました。そしてマイクを渡しに行った時「はいどうぞ。」僕
は通じもしないのに小声で言ってしまいました。けれどワー
ルドキャラバンの方は「ありがとう。」と日本語で答えてく
れました。僕はとても嬉しかったですし、とてもホッとしま
した。
　その後もいろんなことを知りました。けど、片言の日本語
がとてもとても嬉しかったです。 （１年男子）
　私たちは「ワールドキャラバン」で、七カ国の人々と交流
し、互いの文化を伝え合いました。民族衣装の方もあり、今
まで見たことがないような服装に驚かされました。

　私たちのクラスにはパナマ出身のベガさんが来られまし
た。パナマ運河では、ニューヨーク方面に日本製品がたくさ
ん運ばれているそうです。給食の時、私はベガさんと話しま
したが、漢字と平仮名とカタカナの使い分けについて質問さ
れ、なかなか上手く説明できず困りました。しかし、私なり
にできる質問をしたり答えたりして、楽しくコミュニケーショ
ンがとれたと思います。どの方も母国語ではなく英語で一生
懸命話され、私たちも国際語になっている英語を学ぶことに
よって多くの人と話すことができるのだということを実感し
ました。今はまだ簡単なことしか言えませんが、これから英
語はもちろん、地理や世界史などを学び、さまざまな会話が
できるようになればより良い国際交流になると思いました。
 （１年女子）

・英語圏以外の国々の文化に触れ、視野が広まった。
・英語圏以外の方の英語を聴き取ることで、英語にも多くの
アクセントや訛りがあることに気づいた。
・自国の文化を英語で表現することで、通じた喜びを味わ
い、学習意欲が高まった。
・交流の時間が少なかった。次回はもっと時間に余裕をもっ
て実施したい。
・外国人と交流するという課題追求、体験学習を通して、自
分たちの住む日本についての特徴を見いだしたり、自分の
役割を自覚できた。
・たくさんある情報の中から、必要なものを引き出せる情報
処理能力や外国人と接する時に必要な対人能力が、学習の
積み重ねの中で養われた。
・課題を多方面か
ら総合的に捉え
たり、思いを具
体的に表現する
能力をさらに
養っていく必要
がある。

活動内容

生徒の感想

成果と課題

　去年に引き続き、国際理解教育の一環として総合的な学習
の時間に実施させて頂きました。今回はエジプトやラオス
等、普段馴染みのない国々の方がJICAより派遣され、大変貴
重な機会となりました。民族衣装や文化を紹介して頂くだけ
の受け身の姿勢ではなく、生徒側も事前にインターネットや
図書室で相手の国を調べ、歓迎の挨拶もその国の言語で行い
ました。また、折り紙や柔道、書道といった日本の文化を英
語で紹介できたことは、生徒にとっては大きな自信となった
ようです。これからの英語学習に対するモチベーションにも
なりました。さらに、駒や剣玉をプレゼントし、給食も共に
したことでより深い交流ができました。（例えばエジプトの
方はハラルというイスラムの戒律により、豚肉が食べられな
いことなどを学びました。）今後もこのような機会を生かし、
異文化体験を通じて生徒が世界に目を向けられるよう支援し
ていきたいです。

先生の感想
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○大変な状況なのに、なぜあんなに優しいのだろう。私も自
分のことだけでなく他のことを思いやれる人になりたい。

　講師の方が決定してから、１３０名全員が事前に「イラク」「ア
フガニスタン」「シリア」のいずれかについて調べ学習を行い、
当日少しでも意義のあるひとときになるようと努めた。ま
た、各クラス５名の代表児童による「国際理解実行委員会」
を開き、決定したことをクラスに伝え実践することで、でき
るだけ児童自身の主体性を大切にした。「学習会」と「交流会」
に分け、「学習会」では３人の方から学ぶ姿勢を大切にするこ
と、「交流会」では感謝の気持ちを表そうということになった。
お礼の気持ちとして児童全員の手作りによる「千羽鶴」を１
人１人に贈り、温かい思いが残る国際交流の１日となった。
【主な活動】
①学習会
代表児童による３つの国の発表　質問タイム（体育館）

②授業参観をしていただく（各教室）
給食　昼休み（遊び）を通しての交流　

③交流会　研修員の方からの質問（日本の子ども達へ）
日本を伝えよう（歌など）
研修員の方からのあいさつ
児童のお礼の言葉　　感想

○「笑顔」は「世界共通」だと思った。言葉は通じなくても
心が通じ合った気がした。
○３人のお話を聴いて、少しだけでもそれぞれの国の状況が
理解できた。事前学習の大切さを実感した。これからも世
界のニュースに興味をもって観て生きたいと思う。今まで
とはまた違った視点で観たり聞いたりするだろうと思う。
○ハヤットさん（アフガニスタン）が「道徳」で学習した
「医者、井戸を掘る」の「中村哲さん」のプロジェクトの
スタッフだと分かったときは感動した。
○あの人達は、自分のことだけを考えていたのではなかっ
た。「国」のことや「国の人達」「平和」について考えてい
た。日本て何となく恥ずかしい部分がある国だ。

活動内容

児童の感想

　世界の中でも紛争の絶えない地域から母国の発展を願い、
技術を学びに来日した研修員との方々と物はあふれているの
に殺伐としたニュースが流れる我が国日本の子ども達。「戦
争で夢を叶えたくても死んでいかなければならない子供達が
いる中で、自ら命を絶っていくのはどうしてだろう」と子ど
も達に「学校生活」や「将来の夢」について訪ねた彼らの真
剣な瞳が忘れられない。「シュクラン（ありがとう）」という
言葉を通しての笑顔と笑顔の交流。心と心が通じ合う喜びを
感じると共に「平和の大切さ」や「本当の豊かさ」について
改めて痛感するひとときであった。子ども達の心にも温かい
思い出と共に良い意味での問題意識など多くの財産が残った
ように思う。

○「異文化理解」には、相手の国のことをよく知ると同時に、
自分の国のことをよく知ること、そして「自分たちに何が
できるか」を考えることが必要だと思います。事前に詳し
い調べ学習をした上で外国の方から直接お話を伺えた体験
はとても貴重な国際理解の第一歩になったと思います。こ
のような場を子ども達にあたえていただいたことに感謝い
たします。
○「平和」や「豊かさ」が当たり前の私たちに「戦争」やま
ずは「生きる」ことを目のあたりにしている国があること
に気づかせてくれ、貴重な体験となりました。

　昨年５年生での総合的な学習の時間「見つめよう、わが地
域の過去・現在・未来というテーマを広げ、今年度は「双葉
台地区から見つめよう－日本と世界－」というテーマで追究
することになった。
　「紛争のある国」の方を希望したのは、次の世代を担う子ども
達に「考える人」「問題意識をもつ人」になってほしいとの
願いからである。物は豊かでも心は豊かとは言い難い我が国

先生の感想

成果と課題

その他保護者等の参加者の感想
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日本。「国際理解」という大きなテーマの前に考えさせられる
ことが多々あったように思う。自分の主張を大切にし、互い
に認め合うことが難しくなりがちな日々の中で、自分の努力
が母国の現状を改善することにつながると考える人達との交
流は、子ども達の心に多くの財産を残したことは間違いない。
　体験から学んだことを今後他教科との関連を通して広げて
いくこと、問題意識をもち、互いに意見を伝え合う力を向上
させることが今後の課題である。
　終始素敵な笑顔で子ども達と３人の方の架け橋となってく
ださった古谷野さんのお力と陰で計画を進めていただいた
方々に感謝します。
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先生の感想

保護者の方からの感想

　柔軟性のあるこの時期に、心を豊かにするものと出会うこ
との大切さや必要性を改めて痛感した。お二人の「青年海外
協力隊になりたいと思った動機」や行った先での心温まるお
話、大変な状況下にある子ども達の頑張り、実物や映像を通
しての外国の文化や習慣、人々の笑顔は、国は違っても同じ
「今」を生きる者にとって深く心に迫るものであった。お話が
そのまま「道徳」の学習といってもいいひとときが数多くあっ
た。お二人の笑顔の奥に「世界」を知った揺るぎない自信と
優しさを感じた。

　外国で活躍された方にお話をお聞きしたり、触れ合ったり
することができ、子ども達にとって貴重な体験となりまし
た。今まで漠然と見ていた新聞やテレビのニュースもこれか
らはそこに暮らす人たちに思いを馳せながら見ることができ
ると思います。

成果と課題

　１週間前に外国の方をお迎えして交流したばかりである
が、事前学習の大切さを知った子ども達の中でパラグアイに
ついてもできる範囲で調べてまとめ、発表する者がいた。世
界に対する興味と意欲の向上を感じた。実際に国境を越えて
体験した方のお話は、同じ日本人として子ども達の心にも
「希望」や「夢」を与え「国際人」の芽を育んでくれたよう
に思う。１１月１日と８日のこの２日間で「世界」に対する興
味がぐんと深まり、社会「世界の中の日本」への意欲につな
がった。
　新しい世界に巣立っても、「なぜ？」と思ったことを追求活
動につなげ、自分の言葉で表現できる力と豊かなコミュニ
ケーション力を育んでほしいと願っている。

２人の方は日本を伝えながら、訪問した国を理解しようと
努めていた。

○青年海外協力隊になりたいと思った。そのために勉強しよ
う。

活動内容

児童の感想

　１１月１日（水）の「イラク・アフガニスタン・シリアの方を
お招きしての学習会・交流会」で学んだことを生かして臨ん
だ。前回と同様「国際理解実行委員会」の児童を中心とした
主体的な活動を大切にすることで「受身の学習」にならない
よう努めた。お礼の気持ちとして児童全員の手作りによる
「千羽鶴」を贈った。
【主な活動】

①学習会　代表児童によるシリア・パラグアイの発表
質問タイムとお二人の方のお話（シリア・パラグ
アイ）（体育館）
給食を通しての交流

②交流会　お礼の気持ちを表そう　合唱・合奏
講師の方からのあいさつ
児童のお礼の言葉・感想

○１１月１日にシリアのフィラスさんとの交流があったせい
か、馬杉さんのお話が理解できた。向こうでは時間がゆっ
くりと流れる気がしたこと、日本に帰ってきてからは少し
のことでくよくよしなくなったという言葉が心に残った。
○「教えにいったけれど、助けられているのは自分だった」と
いう言葉は、相手を理解しようとしたからこそだと思っ
た。どの国にも大切にしている文化や伝統があることを改
めて感じた。
○自分の国、にほんについて知ることの大切さを知った。世
界を知る前に日本を知らなければならないと思った。国際
理解の第一歩は自分の国を知ることかもしれない。
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＜集会のプログラム＞
１　はじめのことば
２　オリエンテーションと講師の
自己紹介
①名前　②出身国　
③日本での仕事など

３　交流タイム（講師より）
①言葉の紹介（こんにちは・さ
ようなら・ありがとう）

②数の紹介（１・２・３・４・
５）

③民族衣装や国の紹介
④質問タイム

４　各学年の歌などの紹介
５　終わりのことば

・講師と懇談（校長室）
９：３０
 ～１０：１５

・講師と打ちあわせ
１０：１５
 ～１０：３０

１年生の集会（体育館）
１０：４０
 ～１１：２５

２年生の集会（体育館）
１１：３０
 ～１２：１５

給食（講師は１年生各
教室で）

１２：１５
 ～１３：００

講師・休憩
１３：００
 ～１３：４０

３年の集会（体育館）
１３：４５
 ～１４：３０

・いろいろな国の人たちが来て、いろいろなあいさつのしか
たを教えてもらってうれしかったです。握手もしてくれて
よかったなと思いました。
・エジプトの人は、ピラミッドのことを話してくれました。
チュニジアの人は、民族衣装を見せてくれました。インド
ネシアの人は、今インドネシアの子どもがよく読んでいる
本や楽器などを見せてくれました。また来てほしいです。

　本校では、ワールドキャラバンを４年連続して実施してき
ました。今年度は、全校でワールドキャラバンを実施して、
日本と異なる文化や習慣に触れる機会を持ちたいと考えて、
低学年での集会活動を計画しました。政治や歴史の話題は難
しかったかもしれませんが、会う機会の少ない国の方たち
が、具体物（民族衣装・ピラミッドの模型・音楽など）を示
してくれたことが、とても印象に残ったようです。

お話を聞く時間が多かったので、少人数での活動を工夫し
て、言葉は分からなくても心が通じ合う体験ができるとさら
によかったと思います。

・民族衣装や楽器などの実物に触れることで、世界の国々へ
の興味関心が高まりました。さまざまな国の文化や言葉を
体験することができました。また、教室で給食を会食する
ときに、宗教上の理由で口にできないものがあることも、
知ることができました。
・講師の方の学校訪問が重なっていたために、学校到着の時
間が予定よりも遅れてしまい、学年ごとに予定していた集
会の時間を２学年合同の形に変更することになってしまい
ました。当日の予定変更だったので、校内の日程変更が大
変でした。
・講師の方に日本語が通じないために、通訳を通して集会活
動を進めました。低学年の児童には、実際に講師の方との
触れあう活動を取り入れることも工夫したいと思います。
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活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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講師と打ち合わせ（校長室）９：３０～９：５０

移動（講師と４・５・６年生は体育館へ）９：５０～１０：００

・全体会（体育館）
・オリエンテーションと講師の自己紹介
・○×クイズ

１０：００～１０：３０

移動・トイレ休憩

４年生
４の１（フランス）・４の２（ベトナム）・４の３（中
国）・４の４（ハンガリー）

１０：４０～１１：２５

移動・トイレ休憩

５年生
５の１（フランス）・５の２（ベトナム）・５の３（中
国）・５の４（ハンガリー）

１１：３０～１２：１５

給食（講師は４年生の各教室で）１２：１５～１３：００

休憩（校長室）１３：００～１３：３０

６年生
６の１（フランス・ベトナム）・６の２（ベトナム・フ
ランス）６の３（中国・ハンガリー）・６の４（ハンガ
リー・中国）

１３：３０～１３：５０

１３：５０～１４：１０

世界の暮らしと日本の暮らしを比べてみよう！（ビデ
オ視聴）

１４：１０～１４：３０

・講師の方が日本語で話してくれたので、外国のことがよく
理解できました。写真などで説明してくれたので、分かり
やすかった。また来年も、ワールドキャラバンに参加したい。

・いろいろなことがよく分かりました。ハンガリーの人に、
ハンガリー語で「こんにちは」と言えたことがうれしかっ
たです。
・ベトナムでは、北と南ではいろいろなことが全くちがうこ
とが初めて分かりました。となりの国に知らないうちに
入ってしまうのもびっくりしました。

活動内容

児童の感想

　本校では、高学年を中心にワールドキャラバンを毎年実施
してきました。今年度は、留学生の方を中心に講師に迎えた
ので、日本語を交えて詳しく話を聞くことができました。子
どもたちは事前に、それぞれの国についての調べ学習をして
いたので、学習を深めることができたと思います。当日は、
全体会でのゲームや、学年でグループに分かれての交流活動
など盛りだくさんだったので、ゆっくり振り返りの時間もと
れるとよかったと思います。学校公開日だったので、保護者
の参観もできてよかったです。

　学校公開日の日程の中で保護者の参観を実施しました。

・外国人の講師の方から直接話を聞く体験は、生活や文化を
実感として理解することになりました。総合的な学習の時
間の中にワールドキャラバンを位置付けて、学校行事の中
で実施できるとよいと思います。
・全体会や学年ごとの交流の具体的な内容について、事前に
知った上で実施できると、活動がスムーズにできると思い
ます。学年に応じた交流学習のねらいをもとに具体的なプ
ラン作りを工夫したいと思います。

先生の感想

成果と課題

その他保護者等の参加者の感想
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�　３～６年生の部
①あいさつ・自己紹介
②講師の国の生活（衣、食、住）、遊びなどについての紹介
③児童からの質問
④児童による日本の紹介
　（歌、リコーダー、折り紙、食べ物、けん玉　など）

�　１～２年生の部
①あいさつ・自己紹介
②講師の国の生活（衣、食、住）、国旗についての紹介
③あいさつゲーム（各国の「こんにちは」言葉で、一人一
人と握手）

④じゃんけんゲーム　カンボジアとベトナムのじゃんけん
ゲーム

⑤児童による日本の紹介　（歌と遊び、折り紙のくす玉を
贈呈）

《ブータン》
・人口の８０％以上の人が農業をやっていることが分かった。
あとの２０％の人は何をやっているのだろうかと思った。
・伝統的な遊びが「ハンカチ落とし」や「目隠しおに」だと
知って、驚いた。２つの遊びは、ブータンから日本にきた
のかなと疑問に残った。

《カンボジア》
・お正月に踊る踊りを教えてもらいました。難しかったけれ
ど、自分なりに踊れて楽しかった。
・アンコールワットを全部見学するには３日ぐらいかかるな
んて全然知らなかった。

《ミャンマー》
・国旗の意味は、「赤」が明るさ、「青」が平和、「歯車」は
工業労働者、「星」はミャンマーの県を表していた。外国の
国旗はかっこいいなと思った。

《ベトナム》
・小学校の新学期は９～５月、夏休みは６～８月まであり宿
題はないそうだ。私も１回だけそういう生活をしてみた
い。でも、１ヶ月に１回試験があり、受からないともう一
度同じ学年をやり直すそうだ。やはり、日本人でよかった。

・４人も講師が来てくれて、内容も充実していた。アジアの
方々はとても親しみがもてた。
・ただ話を聞くだけではなく、児童からも日本の紹介ができ
たので一生懸命取り組むことができた。
・話が中心だったので、視覚に訴えるもの（衣装・写真）や
体験的なものがあると、よりイメージがつかめてよかった。
・低学年の部では１人ずつ握手できたことをとても喜んでい
た。
・講師１人１人に通訳ボランティアの方がついてくれたの
で、とても助かった。子どもたちにも分かるように丁寧に
話してくれてよかった。

活動内容

児童の感想

先生の感想

・アジアの方と交流するのは、昨年に引き続き２年目だが、
児童にとっては新しく知った国も多く有意義だった。ま
た、アジアの方はとても親しみやすかった。
・３～６年生においては、１人１人の講師の方々と交流を深
めるために４つの教室に分け、学年ごとに２カ国の方と交
流できるように工夫した。じっくりと話を聞き、質疑応答
の時間もとれた。
・１～２年生においては、ゲームを通して楽しく触れ合うこ
とを重視し、４人の方と一緒に交流できるような場を設定
した。
・今年は、講師の方々に教えていただくばかりではなく、児
童からも日本を紹介する時間をとった。各学年でいろいろ
と思考を凝らし、わらべうたや童謡などを歌ったり、折り
紙やけん玉などで遊んだり、講師の方々にも喜んでいただ
くことができた。やはり、お互いに自分の国のよさを伝え
合うことは大切であると感じた。
・通訳ボランティアの方を３人依頼した。ボランティアの方
にもよい経験ができたと喜んでいただき、大変助かった。
これからも連携していきたい。
・期日や講師の方が決定するまでに時間がかかり、調べ学習
の時間を十分にとってあげることができなかった。１ヶ月
ぐらい前には決定していると、余裕がもてる。
・話が中心だったので、視覚に訴えるもの（衣装・写真）や
体験的なものがあると、よりイメージがつかめてよかった。

成果と課題

国の紹介をしている
ラットさん

国の紹介をしているフーさん
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　３人の講師が体育館のステージにおいて前半後半に分けて
の講演、講話を実施しました。
　全校生徒と職員及び保護者十数名の参加がありました。
　前半は３人による自己紹介と自国の紹介です。後半はそれ
ぞれの文化や民族性、現在の日常生活等について話して頂
き、さらにより掘り下げた内容となりました。

　今回話しをしてくれた講師の皆さんは、留学しているのに
母国の文化をとても大切にしていて、自分も日本の文化を大
切にしようと思った。 （１学年男子）
　この講演会でアジアの文化をよく理解できました。踊りや
食事の仕方など、自分の中での世界観が変わりました。
 （１学年男子）
　講演を聞いて、文化の違いを感じることが出来た。特に、
タイの人の「音をたててラーメンを食べていたので変な人か
と思った。」というのは印象的でした。 （１学年男子）
　その国毎の文化や習慣などが分かりました。伝統の踊りも
きれいでした。日本と違った文化を知ることが出来たのは良
かったと思います。 （１学年女子）

　本校は教育目標の１つに「国際教育」を掲げており、ホー
ムステイプログラム（アメリカ滞在とオーストラリア滞在）
やオーストラリア・オレンジ市のジェームスシーハン高生を
ホームステイとして受け入れています。それは牛久市が行っ
ているオレンジ市との姉妹都市交流の一環でもあり、牛久高
生のみならず地域の方にも理解されているようです。さら
に、県より派遣されるALTも本校をベース校として勤務して
います（現在はアメリカ出身の方）。従って英語圏との交流は
頻繁に行われてきたのですが、非英語圏との交流、情報交換
は皆無に近い状況でした。今回東南アジアに焦点を絞ったこ
とにより、また新たな視点から「世界に触れる」ことが出来
たと思います。生徒にも講演の感触が良かったようですし、
彼らの講演は、国際交流を教育目標の一つに掲げる本校に新
たな彩りを与え、これからの方向性の側面を示してくれたよ
うにも思います。

　スリランカのジャナカジーワナさんは民族や食生活、さら
にインド洋、スマトラ沖地震津波について写真や映像を用い
ての説明をされ、その惨劇やその後のボランティア活動を示
してくれました。
　バングラデシュのシェダ・ナウシン・パルニーニさんは自
国の高校生と日本の高校生の相違を話していただき、音楽に
合わせて踊ってくれた民族舞踊はアジアンテイスト溢れるエ
キゾチックなものでした。
　ユーモア溢れる話しぶりで話してくれたチャイカンさんは

タイの出身で、タイの遺跡や遺産を写真で示してくれまし
た。日本に初めて来た時のエピソードや日本の芸能人につい
ても触れ、会場を多いに沸かせてくれました。
　内容もさることながら、この３名の講師の方々の堪能な日
本語とT.P.Oの利いた立ち振る舞いにも感服致しました。個
人的なことですが、パルニーニさんの舞踊の際に、マウスを
握りながらそのBGMを流していた私は何故かカレーライス
が食べたくなりましたし、チャイカンさんの提示する遺跡の
写真を見ながら、幾度かの訪タイを思い出しました。プレゼ
ンテーションはパワーポイントを用いて話され、内容が精選
されていてスムーズに進行出来ました。とても有意義でした。
　才能溢れる彼らの将来の夢もお伺い致しました。その資質
十分に備えた彼らのご活躍を心より願っております。本校に
もぜひまたいらしてくださいね。ありがとうございました。

活動内容

生徒の感想

先生の感想

成果と課題
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民族衣装を着たチャンさんによる韓国紹介 １３：２０～１３：４０
韓国の歌と踊り（アリラン）韓国紹介（首都や食べ物など）、
質問コーナー
バロンさんによるフランス紹介 １３：４０～１３：５５
フランスの位置、国旗、学校生活、フレンチロックのパ
フォーマンス
伝言ゲーム（ルテレファン・アラブ） １３：５５～１４：３０
フランス語、韓国語での伝言ゲーム

その他、国際交流ブースでの民族衣装体験や韓国コーナーで
各種展示、韓国料理（チヂミ）の試食会を実施

○「世界を知ろう」（ワールドキャラバン）では、チャンさ
んのおかげで韓国の事を色々知れてよかった。バロンさん
は変装していておもしろかった。２人とも日本語が分かっ
ていたから色々話せて楽しかった。
○　初めてチヂミを食べた。すごくおいしかった。日本で言
うとお好み焼きみたいな食べ物でした。フランスの人は、
ユーモアあふれていると思いました。
○　華小祭りで私が一番心に残った事は、フランスのバロン
さんと韓国のチャンさんが来てくれた事です。チャンさん
はおいしいチヂミを作ってくれたり、バロンさんはニセギ
ターでおもしろく歌をひろうしてくれたりしました。とて
も楽しかったです。
○バロンさんとチャンさんを案内（華小祭りで）したのが一
番思い出にのこっています。バロンさんと英語で話して案
内したのが楽しかったです。
○バロンさんはとてもおもしろい人でした。チャンさんのチ
ヂミを作るのを手伝った時びっくりしたことがあります。
韓国の粉を使っていたことです。韓国語を教えてもらいま
した。

　小規模校である本校の児童は、積極性に欠けるところがあ
る。今回、２人の外国人講師が、明るくオープンに子ども達
と交流してくださったことは、国際理解教育にとどまらず良
いことであったと思う。
　児童にとって、外国というとアメリカやオーストラリア
（市ALTの母国）が意識の中心であったが、アジアの隣国韓国
やヨーロッパへの認識を深めることができた。英語には触れ
たことはあっても、韓国語やフランス語を口にすることは新
しい経験であったと思うし、チャンさんの外見が日本人と
そっくりであることに驚いている児童もいた。児童にとって
“外国”の範疇が広がり、視野を広げることができたと考える。
　今回の経験が次へのスッテップとなるよう、国際理解教育
をさらに推し進めていきたい。

○成果

・韓国、フランスの講師と交流することで、それぞれの国へ
の関心をもち、もっと知りたいという学習意欲をもつこと
ができた。
・アメリカやオーストラリアなど見知った国以外にも色々な
国があるのだということに気づき、“外国”の認識を広げる
ことができた。
・６年生は、これまで学んだ英語を活用し、国際語としての
便利性を実感することができた。
○課題

・それぞれの国の紹介をしていただく時間が２０分程度で、十
分に伝わりきれない部分があった。
・全学年対象に行ったため、低学年には難かしい内容もあっ
た。今後、学年に合った場の設定が課題である。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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①１・２年対象（９：２５～１０：１０）
②３・４年対象（１０：４０～１１：２５）
③５・６年対象（１１：３０～１２：１５）
１　始めの言葉
２　校長先生のお話（講師紹介を含む）
３　モンゴルのことを知ろう ＊BGMにモンゴルの音楽
・講師自己紹介
・モンゴルの紹介（バイラさんは民族衣装を着用）
・ゲーム　　・質問タイム

４　お礼の言葉
５　終わりの言葉

・モンゴルは、日本と違ってマイナス２５度にもなるのでびっ
くりしました。とってさむいところだなと思いました。日
本の方がいいけど、モンゴルにも行ってみたいです。
・わたしがびっくりしたことは、お金の千ドグログが日本の
１００円と同じで、千ドグログで食事ができることです。
・今年のワールドキャラバンはモンゴルのバイラさんにお話
を聞きました。一番すごいなあと思ったことは、ひつじの
ほねでゲームをすることや毎日肉を食べていることです。
バイラさんにはモンゴルの写真やお金も見せてもらいまし
た。日本とモンゴルは近いということも分かったので、い
つか行ってみたいと思いました。
・バイラさんが日本語が上手でびっくりしました。ひつじの
くるぶしを使って「おはじき」や「競馬」遊びを教えても
らいました。とてもおもしろかったです。それから「ラク
ダ」のことをモンゴル語で「テメー」ということを聞きお
どろきました。最後にわたしの名前をモンゴル語で書いた
色紙をもらってうれしかったです。
・ぼくたちはモンゴルのことを調べて発表しました。バイラ
さんの話を聞いて、さらにモンゴルのことがよく分かりま
した。モンゴルでは日本のお金の１０分の１と聞いて、物価
が安いと思いました。じゃんけんも教えてもらいました。
ちょっと難しいじゃんけんでしたが、友達と何回もやって
楽しかったです。小学校生活最後のワールドキャラバンが
楽しくできてよかったです。

　今回で４回目となるワールドキャラバンでは、モンゴルの
ことについて講師のバンズラグチ・バヤルツェツェク（バイ
ラ）さんからお話を聞きました。バイラさんはモンゴルの楽
器である馬頭琴の音楽を流しながら、民族衣装を身につけて
入場して下さいました。児童たちはモンゴルの草原の中にい
るような雰囲気の中で、真剣に話を聞くことができました。
また、バイラさんは日本語がとても上手で、児童たちの質問
にもよく答えて下さいました。食べ物やお金の話など、モン
ゴルのことについて児童たちはよく理解できたと思います。
さらに羊の骨を使った遊びを実際に体験したので、より楽し
い時間を過ごすことができました。
　昨年までは体育館で少し寒いという反省があり、今回は音
楽室で実施したので、その問題は解決できたと思います。

　講師の先生は日本語がとても上手だったので、子どもたち
は緊張がほぐれ自然体で参加することができ、有意義な活動
になった。低学年、中学年、高学年という３部にわたって少
人数で実施したので、講師の先生を身近に感じることができ
た。また、どの学年もモンゴルについて調べ学習をしてワー
ルドキャラバンに臨んだので、モンゴルのことについて理解
を深めることができた。
　本校は小規模校なので全校児童を対象に行ってきたが、今
後は、学年ごとや教科などの関連でワールドキャラバンを効
果的に活用していきたい。また、保護者にも参加してもらえ
るような場を設けていきたい。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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好みなどもよく理解した上で、味付けなどの説明をしてくだ
さったので分かりやすかった。
　ニカラグアについては小学校の学習の中にはでてこない国
であったが、知っている国と関連づけながら地図を見たり話
を聞いたりしたので、かえって世界には知らないところがた
くさんあることが分かり、国際理解ということにさらに関心
を高めることができた。また、資料として、壁掛けや写真、
本などを利用して文化の説明があったので、その色使いや伝
統的な模様の違いなどから、生活の違いなどを理解すること
ができた。

ニカラグア料理体験教室　　９：００～１１：４０
１　はじめの言葉
２　講師紹介
３　講師のお話　　○自己紹介及びニカラグアについて
４　調理実習　　　○ソッペソ・デ・カルネ
５　会食
６　お礼の言葉（代表児童）
７　終わりの言葉

・ニカラグアは初めて聞く名前だったので、地図で説明され
てはじめて分かった。
・日本人に合うように、豚肉を焼き肉のたれやケチャップを
使って味付けをしてくださったので、家でも料理ができる
と思い、親しみがもてた。
・日本ではよく小麦粉を使っているが、とうもろこしの粉は
初めてだったので、同じ粉なのに匂いに違いがあることが
分かった。
・とうもろこしの粉は、こねたり油で揚げたりすると、とて
もおいしくなることが分かった。
・アルバ先生はとても日本語が上手で日本のこともよく知っ
ていたので、お話が分かりやすかった。
・ニカラグアの車は音がすごいことや、日本語とスペイン語
は似ているところがあるということが分かった。
・「ハバネロ」を食べさせてくれたとき、すごく辛いといっ
ていたのでおそるおそる食べてみたが、ぴりっとするぐら
いだった。

　５、６年生が料理を作ることを通して外国の文化にふれる
体験をするのは、２回目である。食文化の中にはその国の風
土からできた独特の食生活があり、料理の作り方を知るのと
同時に生活習慣や考え方を知るのに、とてもよい機会となっ
ている。特に、料理は児童がとても関心をもっている体験活
動なので、スムーズに実習に取り組むことができた。また、
今回来てくださった田中アルバ先生は、日本語が堪能で、日
本で長年活躍されている方ということもあり、日本人の味の

　料理や遊びなど実習を通しての国際理解は、一緒に活動す
ることで児童の中に自然に入ることができる。本校では、身
近な国として、アジアの方々からお話や遊び、料理等を通し
てその国の文化を学んできた。今回からは日本と距離的に遠
い国に対しても理解を深められるように考えている。そこ
で、今年は南アメリカやアフリカ方面の国々の文化を学ぶ機
会を計画して、ニカラグアの文化を学んだ。児童も、毎年
行っているうちに今年はどんな国の文化が学べるかという期
待と関心が高まってきた。
　本校では英語圏であるALTの授業も定期的に行われ、外国
語や文化にも関心が高まっている。そのため、国際交流の機
会がイベント的なものだけに終わらないようこれからも内容
をよく考え、児童の関心を持続させ、その中からも日本との
文化の違いや共通点、つながりなどに関心が持てるように計
画していくことが今後の課題である。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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せて踊っていると、とても楽しい気分になった。
・一緒にソフトバレーボールをやったが、サーブもパスも上
手で、夢中でやったのが楽しかった。
・給食を一緒に食べた。献立はカレーライスとサラダなど
だったが、「日本の給食はおいしい。」と言って全部食べて
くれた。日頃はどんな食事をしているのか知りたくなった。

・気候がかなり違うため、日本の生活の仕方とかなり違うこ
とが分かり、とても驚いた。特に、家がココナッツの木で
出来ていることや壁のない造りについてはびっくりした。
・日本ではココナッツをキーホルダーなどで見ることはある
が、フィジーでは木の幹や葉、皮を最後までしっかり使っ
ていることが分かった。
・ヴァさんがギターを弾きながら歌い、リディアさんが踊っ
てくれた。歌声もきれいだったし、踊っている指先がとて
もしなやかで上手だった。みんなで一緒に踊ってみると
ゆったり踊るのが難しかったが、ヴァさんのギターに合わ

時間　９：４５～１３：００（３部構成）、場所：体育館
＜第１部＞　入場は拍手でお出迎え

１　講師紹介（司会が名前と出身国だけを紹介）
２　講師のお話（フィジーとサモアについて交替でお話する。）
・学校生活、日常生活等についてのお話（事前に連絡して
あった内容を中心）

・あいさつに関する言葉の練習（簡単なあいさつの言葉を
習い、実際にやってみた。）

・質疑応答（児童からたくさんの質問が出て、絵を描くな
どして具体的に説明）

＜第２部＞

４　サモアのダンス披露及びダンス実習（体育館で合同練習）
・ヴァさんがギターをひきながら歌を歌い、リディアさん
がそれに合わせて踊る。

・男性用の踊り方と女性用の踊り方を習い、ヴァさんのギ
ターに合わせて踊る。

５　お礼の言葉（代表児童）とISOダンス
・１年生と２年生「たらこ　たらこ　たらこ」のダンスを
披露

・３年生から６年生「ISO DANCE」（大洗のダンス）を披露
＜第３部＞

６　６年生とのソフトバレー大会と給食
・６年生（３チームに分け、その中の２チームに１人ずつ
入る。）と一緒にゲームを楽しむ。

・６年生の教室で３人（講師２人と通訳１人）が一緒に給
食を食べる。献立は、カレーライスと海藻サラダ、チョ
コムース、ミニオムレツ、牛乳など日本人と全く同じもの。

活動内容

児童の感想

　今年度２回目のワールドキャラバンだったので、一緒に体
を動かせるような内容で計画した。今年はアジアから少し範
囲を広げて南米やアフリカの国々との交流を考えた。教科書
にはなかなか出てこない国なので、地図で場所を確認したり
気候の違いを講師の話から判断したりと、日本との共通点と
いうよりは気候による生活習慣の違いなどを感じる児童が多
かった。中でも、講師のダンスを見るだけでなく同じ動きを
全員で一緒にやってみたことで、踊る難しさも感じたが、
フィジーやサモアの雰囲気を体で体験することができた。
　そのお礼に踊った大洗の「ISOダンス」にはかなり興味を
持ってくれたので、児童も達成感を感じることができた。ま
た、６年生とはソフトバレーボールを一緒に行いチームの一
員としてプレイをしたので、点数が入る度にハイタッチをし
たり、拍手をしたりと溶け込むのが早かった。日本の給食も
６年生と食べたが、スポーツを通しての流れもあり、言葉は
分からないが楽しい雰囲気で食事ができたことが特によかっ
たと思う。

先生の感想

　今回は現地語がフィジー語とサモア語で、話は英語で通訳
を通してという状況であったが、講師の皆さんが一生懸命自
分たちの国のことを伝えようとする気持ちが児童に伝わり、
通訳の言葉を待つ間も児童は真剣に聞くことができた。毎年
ワールドキャラバンを通して、少しずつ外国の人々の話を聞
く機会をもってきたので、児童も硬くならずに話を聞いたり
質問をしたりできるようになってきた。
　また、言葉がちがっても音楽やダンス、スポーツをすると
きは、自然に笑顔になり楽しい雰囲気になれることも体験で
きた。特に、ソフトバレーボールというスポーツを同じチー
ムとして行うことで、外国の人という感覚から離れて仲間と
して声をかけたり、拍手をしたりという行動が見られたこと
が大きな成果だった。これからも国際理解という立場で交流
を続ける上では、せっかく高まってきた児童の興味・関心を
さらに持続できるような内容の工夫がこれからの課題である。

成果と課題
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　全体会（学校あいさつ・講師の紹介等） ９：３０～９：３５
第１部　１・２・３学年（３８名） ９：４０～１０：４０
・お国の紹介
　位置や気候、食べ物、あいさつことば、文字、お金

・日本とタイや韓国のあいさつスタイルの違い
・民族衣装の体験
・遊び・ゲームの紹介と体験
　韓国「お正月遊び」
　タイ「リズム遊び」

・お礼の歌「まっ赤な秋」
第２部　４・５・６学年（４０名） １０：４５～１２：１０
・お国の紹介
　位置や気候、食べ物、あいさつことば、文字、お金・
スポーツ等について

　学校生活の様子について
・○×クイズ（各国５問）
・民族衣装体験
・遊び（韓国のお正月の遊び）
・民族踊り（タイ）全員でタイの踊りを体験する
・お礼のプレゼント「紋切り」

交流給食　３・４年生
ふれあいタイム　（１３：３０終了）

・タイのリズム遊びが楽しかった。「ロンドン橋」に似ていた
よ。韓国のお正月遊びは足で羽根つきをしてちょっと難し
かったよ。でも、ミヨンさんはとても上手でびっくりした
よ。最後に２人と握手をしたよ。ドキドキしたけどうれし
かったよ。
・一緒に給食を食べたり、ふれあいタイムで遊んだりして楽
しかったです。
・韓国では、年が大きい順にご飯を食べることや、タイでは
「いただきます」というあいさつをしないでみんながそろっ
たら食べることが分かりました。
・韓国やタイのあいさつの仕方を教えてくれました。男女で
言い方や作法が違っていてびっくりしました。日本と違う
ところがたくさんあるんだなあと思いました。
・チャイカンさんはとってもおもしろくて話しやすい人でし
た。ミヨンさんは言うことがとてもはっきりしていてやさ
しい人でした

・韓国やタイのいろいろな文化にふれ、貴重な体験をするこ
とができてとてもよかった。パワーポイントや民族衣装を
着て国の紹介をしてくれたり、クイズ形式で楽しい雰囲気
を作ってくれたりと工夫されていた。子ども達は、興味を
持ってよく話を聞くことができた。
・一緒に給食を食べたり、ふれあいタイムで遊んだり、とて
も身近な交流をすることができた。積極的にかかわってく
れたので、子ども達にとって印象深い交流となった。

　初めての試みで、保護者の自由参観日と合わせての実施
だった。子ども達も参観した保護者も、異国の文化にふれあ
う機会となり、普段することのない体験ができよい活動と
なった。また、他の国への興味を高めることができ、いろい
ろな国の文化にふれる大切さを感ことができた。継続した活
動にしていきたい。
　今回は全校児童での活動としたが、学年やブロックなど少
人数で計画し、学習につなげた交流になるような内容の工夫
をしていきたいと考える。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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１．講師打合せ ９：５０～１０：１５
２．活動１　全体活動 １０：３０～１１：２０

 講師自己紹介…太鼓の演奏（パーコフィ）、民族舞踊
（チャン）

○×ゲーム…それぞれの国に関する問題を１人５問ず
つ

活動２　学級毎の活動
パーコフィ…ガーナの小学生の１日の生活の紹介・日

本人との比較
カ ー リ ー…オーストラリアの小学生の様子、食べ

物、動物について
チ ャ ン…韓国のお正月や行事について
オレリアン…フランスの国の位置と国旗の話
ナ タ リ ー…アメリカの生活の様子紹介［プロジェク

ター使用］
活動３　質問　

３．ランチタイム １２：２０～１３：００

　ワールドキャラバンではいろいろなことを学びました。特
に、勉強になったのは、外国の文化にふれたことです。僕の
国では当たり前のことでも、がいこくに行くとへんな人に見
られてしまうかもしれないのです。家の中に土足で入る国も
あるとお母さんから聞いたことがあったけど、その時はおど
ろいたけど、その国に行ってくつをぬいであがったら、それ
はじょうしきはずれの人になってしまうのです。でも、そん
な文化のちがいがあってもおなじ人、それもワールドキャラ
バンで学びました。世界には、ひょうきんな人や、おとなし
い人、体にしょう害がある人もいます。でも、みんな同じ人
なんだから、いがみ合ったり、戦争をしたりするのはおかし
いと思います。

　子どもから大人、そして世界中の人たちがそれを分りさえ
すれば、みんな楽しくなり、「平和」が訪れると思いました。
 （５学年男子）

　大規模校であるため、各クラス１名の割り当てで、５カ国
５人の講師を派遣していただき、とてもよかった。一度に多
くの国の方々を触れ合えたことは児童にとって、大変貴重な
体験となった。国によって、肌の色が違い、言葉が違い、生
活の習慣が違うということに驚き、児童の小さな世界が少し
広がったようであった。また、民族衣装や音楽、映像なども
見たり聞いたりして体験できたことはとてもよかった。講師
の方々が日本語が堪能で、コミュニケーションが容易に取れ
ることもよかった。
　楽しくゲームをして仲良くなってから、じっくりと話を聞
く時間をもつという構成も工夫されていた。

　国際理解教育に関する学校での取り組みの内容を事前に連
絡し、それに合わせてどんな内容にするか具体的に打ち合わ
せをしておく必要があると感じた。そうすることによって、
当日までに準備する余裕も生まれ、単発的な活動に終わらな
いですむと思われる。
　コーディネーターの方がいてくださるので、すべてお任せ
して実施できるのはとても安心でありがたいことであるが、
これに甘え過ぎずに、当日までに内容を確認しておいたり、
こちらの希望を伝えておいたりすることが大切である。
　今後はこの活動を年計の中にしっかりと位置づけて、より
充実した活動が保障されるよう、また、この貴重な体験を大
いに生かしていけるようにしたい。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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Ⅰ　全体会

①各学級ステージ前に並ぶ。
②児童の司会でワールドキャラバンの開会を行う。
③コーディネーターの村尾さんに講師の紹介をしていただ
く。

④ゲームをする。　　世界の○×ゲーム
⑤ゲーム終了後、各クラスごとに６人の講師を交えた集合
写真を撮影する。

⑥担当の講師と一緒に教室に移動する
Ⅱ　学級ごとに交流　（途中でチェンジ）
１組　オレリアン・バロン／カーリー・ボード
２組　板橋　国明／オレリアン・バロン
３組　ティム・フレイ／板橋　国明
４組　平井　廣二／ティム・フレイ
５組　カーリー・ボード／平井　廣二

・ネパールで活動している平井さんは、子どもたちのことや
エベレストのことを教えてくれました。とても勉強になり
ました。
・オーストラリアのカーリー・ボードさんはスポーツや動物
などのことを教えてくれて、特に、私はあすなろでオース
トラリアのお金について調べたので、本物のオーストラリ
アのお金が来たとき、少しくちゃくちゃにしたら、もとに
戻ったので、本当なんだと思いました。
・今日は、いろいろ勉強になりました。特にネパールのこと
についてはぜんぜん知らなかったので、ワールドキャラバ
ンで勉強できて、良かったです。後、オーストラリアの初
めて聞くスポーツは難しそうでした。
・最初の○×クイズからとても楽しかったです。

　本年度で２度目ということもあり、児童たちは自分が知っ
ている英単語を使って話したり、握手を求めたりするなど意
欲的に交流会に臨んでいた。
　体育館での全体会では、講師の出身国に関する○、×ゲー
ム行い、　和やかな雰囲気の中で交流を図ることができた。
事前に調べ学習を進めていた児童は自分の知っている事柄が
出ると喜々としてゲームに参加していたのが印象的であった。
　教室での交流会では講師の学校の様子、食べ物など実物を
紹介しながらの話のため、児童たちは興味をもって聞きいて
いた。実際に体験することの大切さを改めて感じた。

�　成果

　外国の方に実際に会って、話を聞いたり、衣装を見たりす
ることは教室では学習できないことであり、具体物を自分の
目で見ることは、好奇心旺盛な児童たちには生きた教材であ
り、海外に興味をもたせる学習の場となった。児童の感想の
中には、できたら留学してもっと外国について勉強してみた
いという意見もあり、世界に視野を広げるのによい機会で
あった。
�　課題

　実施の時期が１２月だったため、十分児童に事前の下調べが
できなかった。学級を回る講師１人当たりの時間が２０分で
行ったが、３０分間は必要と感じた。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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第１部　全体会（始めの会）　　１０：２０～１０：５０
１．講師入場と挨拶
２．校長先生の話
３．講師自己紹介
４．日程の説明
第２部　グループごとの交流　　１０：５０～１１：５０

給食　グループごとに講師の先生と会食
第３部　全体会（終わりの会）　１３：００～１３：２０
１．学部主事の話
２．歌
３．感想発表
４．講師の話
５．記念撮影
６．講師の見送り

バングラデシュグ
ループ

 中国グループ アメリカグループ

・自己紹介
・国の紹介
・音楽と民族舞踊
・民族衣装紹介と
試着

・お茶会

・自己紹介
・ワンタンの話
・ワンタン作り
・試食
・中国語と日本語
の歌

・自己紹介
・国の紹介
・英語の歌「ホー
キーポーキー」

・質問コーナー
・お茶会

・バングラデシュの車がガソリンではなくてガスで動くこと
がわかってよかったです。
・チャイを一緒に飲めてよかったです。
・バングラデシュでマンゴーがたくさんとれるのを教えても
らってびっくりしました。
・サリーを着せてもらってうれしかったです。バングラデ
シュの踊りを教えてもらってよかったです。
・ジョナサンさんと一緒にダンスをしたのが楽しかった。友
達にも教えてあげたい。
・アメリカの話がおもしろかった。写真もたくさん見ること
ができた。

・ティータイムのクッキーとジュースがおいしかった。
・ワンタン作りが楽しかった。タレは辛かったけどとてもお
いしかった。
・パンダの話をしてもらいおもしろかった。

・生徒たちの質問にも丁寧に対応してくれた。勉強している
だけではわからない新鮮な情報を得ることができ良かった。
・生徒たちは事前に挨拶等の言葉の練習もしていたが、実際
に本場の発音が聞けて良かった。
・アメリカの言葉や食べ物は生徒たちにも馴染みがあり、あ
る程度の知識がある生徒もいたが、実際にその国の人から
話を聞くことによってさらに興味を持つことができた。
・バングラデシュの踊りや衣装は本格的で、印象的だった。
・ハンさんから生徒へコインをプレゼントしてもらったが、
それをきっかけに話題が広がり良かった。
・本物に触れる機会は大切だと思う。直接会うことによって
生徒たちの学習への意欲にもつながった。

・事前学習ではアメリカ、中国、バングラデシュについてグ
ループごとに調べたり、交流会の準備を行った。生徒たち
は講師の方々に会えるのをとても楽しみにしていて意欲的
に事前学習にも取り組んでいた。
・事前にコーディネーターの方々や講師の方々と直接打ち合
わせし、養護学校の生徒の実態も踏まえながら交流会の活
動内容を話し合うことができたので、ダンスや歌、料理な
どの体験的な学習を取り入れてくださり、生徒たちにもそ
の国の特徴が捉えやすく、楽しく参加することができた。
・今回は講師の方との交流はグループ中心で行ったので１つ
の国について理解を深め、少人数で講師の方との交流も深
めることができ良かった。一方、他の国の講師の方からも
生徒たちがじっくり話を聞いたり、学ぶ機会も設けてあげ
られるように可能ならば何度かに渡って交流会を行うこと
ができたら良いと思う。
・このような交流会を含む国際理解教育を年間指導計画に組
み入れ、学習を継続して広げていきたい。

活動内容

生徒の感想

先生の感想

成果と課題
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進行及び発表はすべて児童に任せ英語で行った。
１　はじめの言葉 進行（児童）
２　歌“You're my sunshine.”
３　自己紹介
・講師の先生の自己紹介
・児童の自己紹介

４　「日本の文化を外国の人に紹介しよう」のテーマで各グ
ループの発表
・日本のスポーツ（相撲、柔道）
・日本の行事（お正月、豆まき、ひな祭り、こどもの日）
・お菓子、きもの
・紙芝居（浦島太郎）
・漬け物、陶芸（益子焼き）
・伝統的な遊び（竹とんぼ、竹馬、駒）
・琴の演奏

５　ソーラン節の踊り　発表（全員）
６　ふれあい活動
・民族衣装試着
・インドネシアの太鼓
・パレスチナの紹介
・子どもの遊びや踊り等

７　おわりの言葉
＊お昼は一緒に給食を食べていただきました。

�　今日の発表会では、外国人の前で英語をゆっくり、はっ
きりと伝えることができた。外国人の方たちはとても優し
く接してくれたので、とてもうれしかったです。日本のよ
さを伝えるために、調べ学習や友達の発表から、自分たち
にもわからなかった日本のよさを知ることができました。
また、外国人の方たちにも、日本の伝統文化・よさが伝わっ
たような気がします。
　今回、外国人の方たちに自分の思いを伝えるために英語
で発表しました。英語も何回も繰り返し練習しました。
もっと英語が話せたら、より外国人の方たちと交流ができ
ると考えます。だから、英語を話したり、聞いたり、書け
たりできるようになりたいです。多くのことを学ぶことが

できた学習でした。これからに生かしたいです。
�　外国人の方たちに、日本の伝統文化やよさを伝えられて
よかったです。外国人のみなさんも、私たちの発表に参加
してくれたので、さらに深く交流できたと思います。英語
で、発表したり、質問したりしたことが、相手に伝わって
とてもうれしかったです。私が入れたお茶を、「おいしい」
と言ってもらえました。発表を通して、日本には、こんな
いいことがあることを改めてわかりました。最後に、外国
人のみなさんが、自分たちの国のことや文化などを教えて
くれたので、それぞれの国のことを知ることもできたし、
さらに仲良くなれたと思います。また、このような機会が
あったら、もっと話をしたいです。

活動内容

児童の感想

　今回のワールドキャラバンでは、５人の講師の方々を迎え
て、楽しく有意義な時間を過ごすことができました。子ども
たちは、このワールドキャラバンに向けて、「日本の文化」
について調べ、それを簡単な英語で伝えられるように学習し
てきました。グループごとに、紹介したい内容を決め、ALT
に英語を教えてもらいながら練習してきました。本番は、よ
り分かりやすく伝えるために、実物や資料、演技を取り入れ
英語で楽しく発表することができました。外国の講師の方々
は、英語での説明がよく分かったと喜んでくれました。ふれ
あい活動では、講師の方々が用意してくださった、民族衣装
や楽器に触れることができ、また、写真やその他の資料を
使って異文化を知ることができました。あっという間の２時
間でした。また、来年も交流会ができればと考えています。

　この活動を通し、普段なかなか触れ合うことのできない外
国の方々と接することができ、それぞれの国の文化や様子を
学ぶことができました。特に、今回は外国からの文化的な紹
介だけでなく、自分たち母国の文化も外国の人に伝えること
ができました。本校では月に２回ＡＬＴとの英語活動があり
ます。ゲームや歌で、普段から英語には慣れ親しんでいます
が、今回のように自分で調べたことを相手に英語で伝えられ
たことは、よい体験であり、自信にもつながりました。
　今後の課題は、より効果的な活動を行うためには、講師と
の打ち合わせを行い、意向を聞きながら、子どもたちの活動
内容を検討できるとよいと思いました。また、保護者の方々
も一緒に参加できるような場を設定できるように考えていま
す。また、多様な学習ができるよう地域の人たちや外部講師
なども英語指導に加わっていただけると、より効率的に活動
ができると思います。

先生の感想

成果と課題
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司会進行：計画委員会・ファシリテーター
第１部　１～３年生対象（１３：５０～１４：２５）
第２部　４～６年生対象（１４：４５～１５：２５）
〈講師・ファシリテーター入場〉
１　はじめのことば
２　講師紹介
３　ヌグロホさんのお話
・自己紹介
・インドネシアのあいさつ
・インドネシアについて

４　インドネシアの民族衣装紹介
５　インドネシアの舞踊鑑賞

第１部　歓迎の踊り「ノナマニス」
第２部　旗織りの踊り「バティック」

６　ヌグロホさんと踊ろう
７　インドネシアの竹の楽器「アンクルン」に挑戦（かえ
るの歌）

８　質問コーナー
９　お礼の言葉・花束贈呈　
１０　校長先生のお話
１１　終わりの言葉
〈講師・ファシリテーター退場〉

・ヌグロホさんの話を聞いて、インドネシアのことがよく分
かりました。インドネシアの国には、朝、昼、夕方、夜と
４つのあいさつがあることが分かりました。また、日本に
は春夏秋冬の４つの季節があり、ALTのジョニー先生が住
んでいたフィリピンでは、夏と冬があり、ヌグロホさんが
住んでいたインドネシアは、雨の降る季節と降らない季節
があることも分かりました。国によっていろいろ違うのだ
ということもわかりました。
・ヌグロホさんのお話を聞いて、世界には日本のように豊か
な国ばかりではないことを知りました。これからも、世界
のいろいろな国の生活を調べていきたいと思いました。
・ぼくは、インドネシアのことをあまり知りませんでした。
でも、今回のワールド集会でインドネシアのことを知るこ
とができました。いろいろな国の人たちとの交流はとても
よいことだと思いました。

　本校では毎年、国際理解教育の一環として、外国人との交
流を通して、外国に対する興味や関心を高めることを目的と
したワールド集会を実施しています。
　今年度は、インドネシアの方をお迎えし、インドネシアの
あいさつや生活の様子、学校の様子など、児童にとって身近
であり興味深いお話を聞くことができました。また、舞踊
「歓迎の踊り」・「旗織りの踊り」を実際に踊っていただき、
インドネシアの音楽や踊りを鑑賞することもできました。さ
らに、インドネシアの竹の楽器「ANGKLUNG」で日本の歌「か
えるの歌」を代表の児童が演奏したり、インドネシアの舞踊
を手の動きだけ一緒に踊ってみたり、体験活動を通して外国
の人と楽しいひとときを共有することもできました。
　集会終了後の児童の感想の中には、「もっとインドネシア
のことが知りたい。」「外国に行ってみたい。」など外国に対
する関心の高まりを感じることができました。

　毎年、全学年を対象として一斉にワールド集会を実施して
きました。しかし、対象学年が全校児童ということで、なか
なか発達段階に合った内容の交流ができませんでした。
　そこで、今年は、第１部を低学年、第２部を高学年対象と
して実施したため、講師の方の話の内容も発達段階に合った
内容となり、深まりのある集会活動を展開することができま
した。事前にファシリテーターの方に、２部に分けた意図を
理解していただき、講師の方にもその趣旨を理解していただ
いたことがよかったのではないかと思います。
　また、この交流活動を通して、児童は、インドネシアとい
う国を知ることだけにとどまらず、自国を見直したり、比較
したりするよいきっかけとなったようです。
　このような交流活動は、児童にとって普段接することので
きない国々の方々と接することができ、とても貴重な体験と
なりました。
　さらに、今回の体験で得た興味や関心の高まりを今後どの
ように学習活動や日常生活に生かしていったらよいのかを考
えていく必要があると感じました。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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①教師による講師紹介
②講師の自己紹介
③講師の先生のお話
・モロッコ・マラウィの国の紹介
・衣食住クイズ　・日本との貧富の差を比較してみようク
イズ

・モロッコでの活動紹介　・マラウィでの活動紹介
④異文化体験

・マラウィ共和国とモロッコ王国は、日本と違って開発途上
国の国だということがわかりました。マラウィの家は屋根
がレンガではなく草の屋根の家もあるなど、とても貧しい
こともわかりました。
　学校も時には外で授業をする青空学校になったりするそ
うです。モロッコの学校は部屋が少なくて勉強が半日しか
できないと聞いて大変だなと思いました。
　お風呂もないという話を聞いてびっくりしましたが、自
然に囲まれていることや、貧しくてもみんなの明るい笑顔
が心に残りました。
・他の国の暮らしぶりを聞いてとても大変なんだなと思いま
した。ノートを買うお金がなくて黒板を使ったり、１００人
中５０人も字が書けなかったりするのを知ってとても不便だ
ろうなと思いました。
・マラウィでは、床にすわって勉強したり、１，０００人中１７５人
が５歳になる前に死んでしまったりするのはとてもかわい
そうだと思いました。
・楽しく豊かに暮らしている国もあるけれど、貧しくて大変
な国もあるのだということを改めて実感しました。
・マラウィもモロッコもまだ発展していない貧しい国だとい
うことがわかりました。モロッコはマラウィよりも、少し
豊かな国ですが、給料の少なさと商品の安さに驚きまし
た。あと、５歳未満の死亡率がどうしてこんなに多いのか
を考えてみました。それはやっぱり栄養不足なのではない
かと思いました。また、マラウィは、民族衣装も個性的で
した。モロッコは物を大切にするところや、読み書きがで
きる人が半分はいるのは、すごいなと思いました。貧しい

国だけれど、がんばって豊かになってほしいと思いました。

・子どもたちは写真や民族衣装・民芸品の実物を見せてもら
いながら青年海外協力隊員の方から直接話を伺うことがで
きて、マラウィやモロッコを身近に感じることができまし
た。　また、日本との生活の差に本当にびっくりしたよう
でした。しかし、話を聞くうちにそれぞれの国にその国の
習慣や大切にしてきた伝統、そして、その国の良さがある
ことに気づくことができたようです。
・今回の学習を通して、子どもたちは偏見を持たずに異文化
を理解する大切さに気づいたり、自分たちにできる国際協
力を考えたりすることができました。そして、青年海外協
力隊員の体験談は人のために役立つ仕事の充実感やすばら
しさ、夢をもって困難を乗り越えていく勇気の大切さも伝
えてくれたように思います。

　未来を担う子どもたちにとって、異文化を理解すること
や、国際協力のために活動している人たちがいることを知る
のは必要なことであり、意義深いことであると思います。今
回の学習で異文化理解の興味・関心を深めるきっかけをつく
れたのは何よりであったと思います。今後も世界のいろいろ
な国について、文化や生活習慣を正しく理解できる機会を積
極的につくっていきたいと思います。そして、さまざまな人
との交流を図りながら、子どもたちが世界の人々と協力し
合って共に生きていく力を育てていきたいと思います。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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１　はじめの会
・始めの言葉
・交流の歌「しあわせならてをたたこう」
・外国人先生の紹介
・伊奈養護学校の先生のお話

２　外国人先生との交流会
・グループごとの交流
①先生のお国の言葉での挨拶「おはよう」「さようなら」
「ありがとう」を教えて頂く。
②先生のお国の言葉での数の数え方「１」「２」「３」を
教えて頂く。

③生活の様子などについてのお話しを自由にお話しいた
だいたり、お持ちいただいた資料を見せていただいた
りする。

・グループごとに教えていただいたことを①②を中心に発
表する。

・合唱「みんなで１、２、３」を教えていただいた言葉で
歌う。

・合奏「おおきなたいこ」を持ち寄った楽器で演奏する。
・サイン会
　１人１冊ずつ用意したサイン帳に、外国人先生や豊小
学校児童・伊奈養護学校児童のサインをしあって交流を
深める。

３　終わりの会
・感想発表（両校児童から）
・外国人先生への記念品贈呈（両校児童から）
・豊小学校の先生のお話し
・終わりの言葉

・「ありがとう」「さようなら」「おはよう」等の言葉を教え
てもらって、うれしかった。
・サイン帳にサインしてもらったのが、うれしかった。
・メダルをあげて喜んでもらえてよかった。
・外国の言葉を少し覚えられた。
・１、２、３が分かったので今度は４～１０までの言い方を知り
たい。
・タイのことがよく分かったので、いつか行ってみたい。

成果　学校間交流に第３者的なワールドキャラバンの方々が
入ったことは交流の活性化になったと思われる。

・児童にとっては、「外国人」には様々な国の人がいて様々な
言葉や生活習慣がある事の一端を学習することができるよ
いきっかけになった。
・職員にとっては、児童がほかの学校の人であっても、「外国
人」であっても同じようにお互いに興味関心を持って一緒
に活動ができることが分かったのはよかった。また、学校
間交流という事業の中に他の団体が入っての交流だった
が、無理なく活動が進められてよかった。
課題　「国際交流」という課題については、２年生という児童
の年齢から難しい部分はかなり多いが、回を重ねるとい
う方法で迫っていくことが可能であると思われる。その
場合に、今回のように学校間交流で豊小学校児童の力を
借りて行う方法がよいのか、本校独自に行う方法がよい
のかはよく分からない。いずれの方法にしても、回数を
重ねていく必要性はあると思われる。

・学校間交流という場面での活動ということでは、第３者が
入ることでの活性化は大きな成果ではあるが、どんな団体
の第３者がいいのかは、活動の目的によって熟慮して行か
なくてはならないだろう。
・今回と同様の活動をしていく場合に、両校の担当者の意向
がうまく引
き継ぎされ
るのかは困
難な要素が
多いように
思われる。

・また外国人の先生に会いたい。
・一緒に合奏したり、歌ったりできて楽しかった。
・おっきいかった（体が大きな人だった）。
・いろいろな物を持ってきて見せてくれたので面白かった。
・パパに似ている人がいてうれしかった。
・だっこがよかった（抱っこしてもらえてよかった）。
・握手がぎゅー（握手をぎゅーっとしてくれてうれしかった）。
・大きい手（握手の手は大きかった）。

活動内容

児童の感想（両校児童の感想より）

成果と課題

・普段交流することのない国の人と交流でき、児童にとって
はよい経験になった。外国語はすべて英語だと思っていた
児童が多く、世界には様々な国があってそこには様々な言
葉を話す人が住んでいると言うことを知る機会になった。
それぞれの国を説明するために持ってきて下さった資料は
とてもわかりやすかった。
・言葉による説明よりも写真などがあって児童達もイメージ
しやすかった。どの方々も児童と積極的にかかわって下さ
りよかった。両校の児童が一緒になって外国人先生を囲む
ことができたのはよかった。時間が短く感じられた。今後
もこのような活動に取り組みたい。
・いろいろな国の人と交流ができとても有意義な時間を過ご
すことができた。
・「国際交流」というと難しいが、いろいろな国やいろいろな
人がいることを知ることが始めの一歩になると考えられる
ので、こうした活動を地道に積んでいくことで児童の中に
「国際交流」の意識は築き上げられる事だろう。継続するこ
とが大切だと思われる。

先生の感想



47

城城城城城城城城城城里里里里里里里里里里町町町町町町町町町町立立立立立立立立立立圷圷圷圷圷圷圷圷圷圷小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校城里町立圷小学校
�� � �������

�� � � ����������������

� ���������

�� � � ��������

�� ������������

�� � � �������

�� �� �����

�� ����������	 
�����

� ���������	
����������

� �������

� ����������	
�����

� �������	


� �������	
���

　低学年ブロック（１～３年生）１時間と高学年ブロック
（４～６年生）１時間１５分の２つに分かれて活動を行った。
（活動内容は、各ブロックとも共通）
①講師紹介
②コーディネーターの方からのあいさつ
③講師の方から（自己紹介）
④パキスタン・スリランカ・バングラデシュの紹介
・映像で国の様子や、住んでいる町の様子を紹介してもら
う。

⑤ふれあおう
・パキスタン・スリランカ・バングラデシュの言葉であい
さつをしよう。
（講師の方が書いた文字を見ながら、あいさつなどを教
わった。）

⑥質問タイム
・通訳の方を媒介にして児童と講師の方がお互いにフリー
トーキングで話した。（このコーナーでお互いの緊張が
とけ、笑い声があふれるようになった。）

⑦児童からのプレゼント
・歌のプレゼント
・合奏のプレゼント
・お礼の言葉

⑧お別れのあいさつ
・児童１人１人がそれぞれの思いを伝えながら握手をして
別れた。

⑨交流給食・一緒に校庭で遊ぶ（３・５年生児童）
⑩見送り

・数字が、国によってそれぞれ違うということを初めて知り
ました。ぼくは、英語しか聞いたことがなかったので、い
ろいろな国の言葉を聞いてびっくりしました。
・パキスタン・スリランカ・バングラデシュの人と握手がで
きて、よかった。また会いたいです。 （１年児童）

・パキスタンの夏が５１度になるなんて初めて知りました。同
じ地球にすんでいるのに日本とパキスタンでは、こんなに
夏の気温が違うなんて驚きました。パキスタンの人はそう
いうところに住むなんてすごいと思いました。（３年児童）
・国によって学校が８年生まであるなど日本と違うことを初
めて知りました。今日は、とっても勉強になりました。
 （５年児童）

・異文化に触れる機会があまり少ないので子どもたちにとっ
ては、とても新鮮な体験だったと思います。
・３つ国の人たちにふれることで、自分たちと違う国がある
ということを肌で感じることができてよかったと思いま
す。ただ今回、民族衣装など具体的なものがなかったので
少し残念に思いました。
・本やテレビなどで得る知識も大切であるが、自分たちと違
う文化を持つ人に直接会って話すことは、子どもたちに大
きな心の変化を与えると思いました。

　英語の文字や発音には、慣れている子どもたちだが、初め
て見るベンガル語やタミール語の文字や発音にとても興味を
もったようだ。終わった後の感想を読むと、児童たちは、見
るもの、聞くものすべてにおいて、自分たちの習慣や環境と
比べながら活動をしていたようだ。短い時間ではあったが、
　講師の先生たちとの交流を通してスリランカ・パキスタン・
バングラデシュの文化と自分たちとの文化の相違に直接ふれ
ることができ、世界中には様々な国があり、いろいろな文化
があることを実感できたと考える。
　今後の課題であるが、本校は年に１回のペースで行ってき
ているが、講師の方とうち解け始めた頃にいつもお別れの時
間がきてしまうように感じる。講師の方も「伝えたりない。
子どもたちともっと一緒にいたい」という気持ちをもって終
わっているのではないかと思う。せっかく出会った縁であ
る。できれば同じ講師の方や通訳の方と継続的な交流が続け
られるようにしていきたい。また、自分たちの町に住んでい
る外国人の方を迎えての身近な国際交流にも取り組んで行き
たい。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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　低学年ブロック（１～３年生）１時間１０分と高学年ブロッ
ク（４～６年生）１時間２５分の２つに分かれて活動を行った。
（活動内容は、各ブロックとも共通）
①講師紹介
②ファシリテーターの方からのあいさつ
③講師の方から（自己紹介）
④中国・韓国・モンゴルの３つのコーナーを設置し、子ども
たちは、各国の場所を約１５分～２０分間ずつまわり、それぞ
れの講師の方と自由に交流した。

〈交流内容〉
○中国・韓国・モンゴルの言葉を教えてもらった。
（講師の方が書いた文字を見ながら、あいさつなどを教
わった。）

○民族衣装を見せてもらったり、住んでいる所の写真を見
せてもらったりした。

○質問
（講師の方が日本語をよく理解しているので児童も活発
に聞くことができた。）

⑤みんなで踊ろう
・モンゴルのガンボルドさんが、国の踊りを披露してく
れ、それをまねしながら児童たちも一緒に楽しく踊った。

⑥児童からのプレゼント
・歌のプレゼント
・お礼の言葉

⑦お別れのあいさつ
・児童１人１人が握手をして別れた。

⑧交流給食（１・２・６年生児童）
⑨見送り

・いろいろな国の遊び道具を教えてもらってとてもおもしろ
かったです。あいさつも国によって違うことが、よくわか
りました。韓国は、お正月が２回あるなんてとても不思議
だと思いました。 （１年児童）
・日本語と韓国語が、違うのがわかってうれしいです。韓国
は、昔は大きな国だったのに戦争で小さな国になったこと
を知りました。 （１年児童）
・モンゴルの家はまるくて、入り口が、必ず南向きでないと
だめということを初めて知りました。不思議だと思いまし
た。中国の遊びで一番流行っていることは、コンピュータ
ゲームだと聞きました。自分たちと一緒だと思いました。
次は、どこの国の人に会えるかワールドキャラバンが楽し
みです。 （３年児童）
・モンゴルのコーナーで２年生で勉強した「スーホーの白い

馬」の馬頭琴を見ました。とても懐かしかったです。 
 （３年児童）
・今日見たり聞いたりしたことは、大人になっても忘れない
と思います。私も中国や韓国、そしてモンゴルに行ってみ
たいと思いました。 （５年児童）
・モンゴルでは、家を建てるのに３０分、壊すのに１５分という
ことには、驚きました。また、韓国のキムチは、もともと
日本から伝わったということには、びっくりしてしまいま
した。３つの国では、それぞれ文化や歴史がありすばらし
いなあと思いました。

・文化的交流ができて、とてもよかったと思います。いろい
ろな生活品が見られて子どもたちは、興味・関心が高まっ
たと思います。
・モンゴルという国は、以前から興味があったので、とても
おもしろかったです。展示物や民族衣装などたくさんあっ
てよかったのですが、説明されている声がやや小さく、聞
き取りにくかったのが残念だと思いました。
・講師の方の説明がとても上手で、時間があっという間に過
ぎてしまった感じでした。子どもたちの感想を見ると３つ
の国にとても感動している様子がたくさん書かれていまし
た。やはり具体的な物に直接見たり、ふれたりすることの
大切さを感じました。

　講師の方々は、全員日本語での会話が可能ということで、
３コーナーに分けて、そこに児童が自由に行き、直接見たり、
聞いたりする形式をとった。やはり小学生にとっては、直接
体験をすることがとても心に響くようだ。多くの児童たち
は、中国や韓国そしてモンゴルの国の人々が、とても歴史や
文化を大切にしているということに驚いていた。この驚き
が、自分たちの文化や歴史に目をむけるきっかけになれば、
さらによいと思った。
　今後の課題であるが、紹介する内容をもう少しせばめてふ
れ合うと、さらに交流が深まるのではないかと思う。例え
ば、小学生がよくする遊びを一緒に行ったり、国を代表する
料理を一緒に作ったりするなどである。できるだけ直接体験
をしながら国際交流に取り組んでいきたいと思う。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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○かんこくのたべものやなまえのことがよくわかりました。
ゲームもたのしかったです。パクせんせいのおはなしでか
んこくのことがいっぱいわかりました。ありがとうござい
ました。 （１学年児童）
○私は、劉さん、ジョナサンさんと交流して外国のことが少
し分かりました。劉さんが歌ってくれた中国の歌もとても
きれいでした。そして、覚えておきたいことは、中国の国
旗の意味です。国旗に意味があることを知りませんでし
た。日本の国旗の意味も知りたいし、アメリカや韓国、そ
の他たくさん覚えたいです。　　　　　以下　略

 （６学年児童）

　中国、韓国、アメリカのグッズがそれぞれ準備され、多く
のパネルを見ながら各国の生活の様子が話され、児童は食い
入るようにして聞き入っていました。特に、中国では国旗の
意味することの説明に児童だけでなく保護者の方も驚いてい
たようでした。韓国では、児童と同年代の子ども達が、放課
後も勉強し夜の１１時に帰宅するなど、受験戦争が頭をよぎり
ました。アメリカでは、児童たちと一緒になってゲームを
し、児童はグッズの説明を楽しそうに聞いていました。

　中国、韓国、アメリカ３カ国のパネルやグッズを見ながら、
生活の様子やいろいろな説明を聞きました。外国の文化に直
接的に触れることは初めてのことでした。韓国の置物が「御
招財」であり、金運を招く縁起物と知り、日本と似ている面
のあること、日本の子ども達より中国や韓国の子ども達が勉
強していること（午後１１時に帰宅）を聞き、驚きを隠せませ
んでした。中国の方からは、話を聞くことの大切さを子ども
達に話され、１人の保護者として大変参考になりました。あ
りがとうございました。

　継続して実施してきた「東京横浜ドイツ学園との交流」、
「ALTによる外国語学習」に、本年度新たに「国際理解教育」
の一環として「ワールドキャラバン」を企画しました。外国
の文化に触れ、外国の良さとともに母国日本の良さを見直す
機会ともなりました。国旗を見直す児童、外国の文化や生活
に対する興味・関心を高めた児童など１人１人の受け止め方
は様々ですが、意欲の高揚が見られたことは大きな成果です。
　課題としては、同じ内容でも学年差または発達段階を考慮
した「ワールドキャラバン」となるよう、コーディネーター
の方との打合せを綿密にすることです。また、継続して実施
する場合は、時期等も含め、年間計画に位置付けることも課
題です。

大大大大大大大大大大子子子子子子子子子子町町町町町町町町町町立立立立立立立立立立依依依依依依依依依依上上上上上上上上上上小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校大子町立依上小学校
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活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題

　開会行事において、講師の劉氏、朴氏、ジョナサン氏が民
族衣装で登場し、自己紹介をそれぞれ母国語で話した後、日
本語で話した。中国の劉氏の中国語の歌も披露された。ワー
ルドキャラバンでは、３つのコーナーを設置（児童は３グ
ループ編成：低・中・高）、１コーナーを４５分で終了し、児
童は２コーナーで交流した。閉会行事では、本校児童による
踊り「依小ソーラン」や歌「野ばら」などを披露しお礼の発
表とした。

参加した保護者の感想
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９：４０～９：５５　　講師１の全体講話
９：５５～１０：１０　　講師２の全体講話
１０：２０～１１：０５　　展示物についての説明と質疑

講師１のコーナー→イランの国旗や本などについての話と
展示物の説明

講師２のコーナー→イギリスの紙幣やクリスマスの楽しみ
方と展示物の説明

１１：１５～１１：５５　　「一緒に遊ぼう」
講師１　遊び名「レイレイ」（けんけん）｢イエゴルデゥゴ

ル」など。イランでは男女が一緒に遊ばないとい
うことで、ここでも別々に遊んだ。

講師２　遊び名“What time is it, Mr.Wolf?”
　縦割班になり、英語を使った鬼ごっこを、講師
の先生と一緒に楽しんだ。

１２：１０～１３：００　　児童と一緒に給食。

・イランとイギリスの遊びがとても楽しかったです。イラン
のけんけんやすごろくなどは私達が遊んでいるものと似て
いるなあと思いました。
・イギリスやイランに日本のまん画があるのを知っておどろ
きました。日本のまん画ってすごいです。
・イランの民族衣装を実際に見ることができてよかったで
す。女の人はかみの毛やうでや足を人に見せないように服
を着ることを教えてもらいました。
・イギリスには自動はん売機がないのでローラ先生は全然使
えなかったことを知りました。日本で生活するのも大変です。

・鉾田市在住の先生方をお招きでき、身近な存在の方として
話を聞くことができたと思われる。また、イラン出身の先
生ということで、話を楽しみにしていた。特に、見慣れな
い文字については大変面白く、興味をそそられた。たくさ
んの展示物があり、その中でも、児童達は日本で有名な漫
画が外国にあることを知って驚いたようである。世界の中
の日本を意識した瞬間かも知れない。
・イランの宗教文化の話があり、外国にいても自国を思う気
持ちを持って生活していることを、生で話を伺うことがで
き、大変有意義であった。

�　成果

　イラン出身の先生は日本語が流暢で、　児童にもわかりや
すく、興味・関心を持って、熱心に話を聞いたり、積極的に
質問をすることができた。「イラン」という国の情報に耳を傾
けたり、その出身者の方と直接会う機会が今まで全くなかっ
たので、文化理解という点において、大変有意義な体験をす
ることができた。
　イギリス人の先生は日本語は全然話せないが、日本に来て
驚いたことや英国との大きな違いなどを英語で話して下さっ
たので、児童も刺激を受けた。外国文化を通して自国を知る
よい機会となった。
�　課題

　展示物等は国際理解教育推進協議会からたくさん借りるこ
とができ、大変よかった。
　今後も各国資料・資材の調達をお願いしたい。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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タリカのグラドナスさんに聞いてみたら、本当に赤飯に似
た料理があるということでした。やっぱりどの国にも似て
いるところがあるのだなと思いました。

４・５・６年
 0（午前１１：３０～１２：１５）

１・２・３年
 （午前１０：３０～１１：２０）

＊４・５・６学年児童入場
①歓迎の言葉（児童）
②柴田さんのお話・留学生の自己
紹介

・出身国の紹介
・インドネシア・マレーシア
　トルコの衣装の説明
・コスタリカ・バヌアツの様子の
映像紹介

③ふれあい交流タイム
・Yes、Noクイズにチャレンジ
・ふれあいトークタイム
　クラス毎に丸くなり、研修生を
迎えて、その国について質問し
たり、自分たちの生活について
話したりした。

④お礼の言葉（児童）
　校長先生のお話　記念品贈呈　
（児童）
＊研修生は花のアーチをくぐって
退場

＊研修生は花のアーチをくぐって
入場

①歓迎の言葉（児童）
②柴田さんのお話・留学生の自己
紹介

・出身国の紹介
・インドネシア・マレーシア
　トルコの衣装の説明
・コスタリカ・バヌアツの様子の
映像紹介

③なかよし交流タイム
・なかよしじゃんけんをしよう
　クラス毎に、研修生を迎えて、
その国のじゃんけんの仕方を教
えてもらう。じゃんけんして握
手をした。

・記念写真を撮ろう
④お礼の言葉（児童）
　お礼の歌「さんぽ」（全員）
＊１・２・３学年児童退場

ふれあい給食タイム（１２：３０～１３：１０）と外遊びタイム（１３：１０～１３：
３０）

研修生を各クラスに招待して給食の会食。昼休み外で一緒に遊ぶ。

○なかよしじゃんけんで、ル－マニアのボクダンさんとじゃ
んけんをしました。じゃんけんでかって、あく手をしても
らいました。外国の人たちが日本語をしゃべっていてすご
いと思いました。
○私たちといっしょに活動したのは、インドネシアのスガン
さんでした。スガンさんにインドネシアでしているはちま
きや仮面を見せてもらいました。インドネシアのことをい
ろいろ聞くことができて、とても楽しい交流活動でした。
○ふれあい給食で、マレーシアのノラディーザさんに好きな
食べ物を質問しました。ご飯と野菜と肉が好きだそうで
す。でも、ぶた肉はきらいだといっていました。
○インターネットで調べたコスタリカには、日本の赤飯に似
た料理があるということがわかりました。そのことをコス

　事前に、児童に、研修生の出身国の国旗の紹介をしたり、
だれがどのクラスで交流するかを知らせたりしたところ、イ
ンターネットや図書室、旅行のパンフレット等で資料を探す
などして、関心や予備知識をもって活動に臨むことができた。
　当日は、低学年でも興味深く集中して聞くことができてい
た。「なかよしじゃんけん」では、時間を延長したいほど盛り
上がった。高学年との「ふれあいトークタイム」では、研修
生が、子どもたちの質問に日本語を使って分かりやすく説明
している姿、それに対して真剣なまなざしで聞き入る子ども
たちの姿がとても印象深かった。ふれあい給食では、各クラ
スに研修生を迎え、　和やかな雰囲気の中で会食がなされた。
また、昼休みも時間の許す限り、研修生たちと一緒にボール
遊びなどを通して楽しく過ごし、交流を深めることができた。
　ふれあい給食では、それぞれの国の食文化の違いにより、
決められた献立のなかで十分に対応できなかったことが残念
でした。

　本校では、外国籍の児童も１１名在籍しているが、本校入学
前より在日している児童がほとんどで、日本語での日常会話
が上手にできる児童が多く、まわりの子どもたちもその国の
ことを知りたいという関心があまりなかった。しかし、この
交流会に向けて、万国旗や、自作の国旗を飾ったり、花の
アーチを準備したり、それぞれの国についてインターネット
等で調べたりすることなどを通して、関心が高まり意欲的に
取り組むことができた。
　当日は、一緒に活動しているうちに、親しみを感じ取り、
双方とも自主的に話しかけたり積極的に働きかけたりする姿
が多く見られた。児童たちは、８名の研修生たちが遠い異国
から日本に来て、１年間もの長い間一生懸命研修していると
いうことにとても感動していた。今回の交流において、クラ
ス毎にそれぞれの研修生がかかわり、少人数で活動したこと
や、ふれあい給食において、それぞれの国の食べ物について
の話題が出たりして、和やかな雰囲気の中で会食をしたこと
は、研修生と児童たちが深まりのある交流がもてた点でよ
かった。教師側も、異国の地で母国の夢の実現のために日々
研鑽を積んでいる姿に深く感銘し、また、励みにもなった。
　今後の課題は、外国の方とふれ合う活動を多くし、それら
を通して単に知識だけではなく、他の人とのコミュニケー
ションをとる力を付け、他国の文化や習慣を理解し主体的に
行動できる子どもたちを育てていくことであると考えている。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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　小学部児童６７名・中学部生徒３５名が参加しての活動となり
ました。
　当日は、講師の方３名とファシリテータの方がおいでにな
り、国旗や写真、品物等をたくさん展示して、それぞれのお
国の紹介をしたり民族衣装を着て活動してくださいました。
　交流の始めは、児童生徒が会場に入る時に講師の方と１人
ずつ｢こんにちは｣と言って（講師の方は母国語で）握手をし
ながら挨拶をしました。そして、「はじめの会」では、講師
の方々より自己紹介をしていただき、その話に興味をもって
聞いていました。
　次に、児童生徒が３つのグループに分かれて、それぞれの
お国のコーナーのパネルや品物等を見学し、お国についての
話を聞きました。興味のあるものに触れたり熱心に見たりし
て関心を示していました。
　その後、３つの場所に分かれて講師の方と楽しい時間を過
ごしました。小学部１～３年生は、新垣さんと音楽に合わせ
てダンスをして身体をたくさん動かしました。とても楽しく
てひとりでに身体が踊りだしてしまうようでした。４～６年
生は、パーコフィさんの太鼓の魅力に歓声をあげていまし
た。一緒に太鼓をたたいたり、踊ったりして楽しみました。
中学部生徒は、ジアウンさんにお国のティーの作り方を教え
てもらったり、お国の様子を映像で見せてもらったりしまし
た。講師の方は、熱心に児童生徒とかかわってくれ、十分活
動することができ、それぞれの場所で交流が深まりました。
　活動終了後に、講師の方々にクラスに入っていただき食事
を一緒にしました。話もはずんでいたようで、とても嬉しそ
うな表情でした。

・（太鼓が）どんぐらどんぐら（ペルーの）踊りもおどったよ。
 （小２）
・ワールドキャラバンで、ガーナのパーコフィさんとタイコ
やマラカスをやりました。楽しかったです。 （小６）
・バングラデシュのしょうが入りミルクティー、甘くておい
しかった。 （中３）

・僕はワールドキャラバンでバングラデシュのことをいろい
ろ教えてもらいました。特に、断食というのがとても勉強
になりました。ありがとうございました。

　ワールドキャラバンは、児童生徒が外国の文化に触れるこ
とができる数少ない機会であり、今年も実施できたことを大
変うれしく思っています。お話を聞くだけではなく、それぞ
れの国の様子を写真や映像で見たり、楽器や工芸品、装飾品
に実際に触れたり、お茶を味わったりと、五感に訴える活動
は本校の児童生徒にとって効果的であったと思います。３人
の講師の方は、お国のことがらや文化を児童生徒にわかりや
すく伝える努力をしてくださり、小学部の低学年、高学年、
中学部とそれぞれの生活年齢に応じた内容となりました。来
年度もまた実施したいと思います。

成果
・事前学習のときから興味や関心をもって取り組み、外国の
方々との交流活動に期待をもって意欲的に取り組むことが
できた。
・講師の方のお国について調べたことを伝えたり質問等をし
て分からなかった事柄を教えてもらい満足していた。
・特に披露していただいた太鼓や踊りなどは、楽しく活動で
きるものであり、大喜びであった。
・お国のティーの作り方も教えてもらい、できあがったもの
はとてもおいしく感激していた。　
・外国の方々と交流する機会がもて、気持ちが通じることの
喜びや異文化を感じることができた。
・後半は、３つのグループに分かれ、そのグループの実態に
合った内容で活動でき、交流に深まりが見られた。
課題
・小学部児童６７名、中学部生徒３５名に講師の方３名がきてく
ださった。講師の方々がお国の写真や品物をたくさん持っ
てきてくださり、興味関心がもてたので、それを見たり触
れたりする時間をもっととって講師の方々と交流を深めた
い。
・３つのグループに分け実態に合った活動を行ったので、交
流が身近に感じられた。しかし、小学部低学年には、少し
難しさも感じられたようなので、今後も、グループ分けや
活動内容について工夫し、児童生徒の期待に応じられるよ
うにしたい。
・このような交流を生かした学習を計画的に行うように年間
計画等に入れて取り組みたい。
・このような、国際人としての資質を養う上で有効と思われ
る取り組みが、さらに充実するように講師の方との打ち合
わせを密に行っていきたい。

活動内容

生徒の感想

先生の感想

成果と課題
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第１部　グル－プワ－ク

①講師の先生とファシリテ－タ－の方の紹介
②講師の先生のそれぞれの国の紹介（文化・言語・生活等）
③質問コ－ナ－
④自分の紹介
第２部　国際交流会（全体会）

①講師の先生方とファシリテ－タ－の方の紹介
②外国の食文化（米食を中心）紹介
・中国の米料理　　・ベトナムの米料理
・韓国の米料理　　・インドネシアの米料理

③日本の米料理の紹介　
④コーナーにわかれ各国料理ごとの質疑
第３部　ふれあい給食

　ワールドキャラバンでは４人の外国の方がいろいろな料理
を持ってきてくださり、驚きました。特においしそうだった
のは、フィリピンの方が持ってこられた、もち米の上にココ
ナッツをかけた料理でした。とっても甘い臭いがして、すご
くおいしそうでした。フィリピンではこれをおやつとして食
べるそうです。日本にも大福やあんこ餅のような甘いお米の
食べ物がありますが、フィリピンではココナッツ餅なんです
ね、なんか似ている感じもしました。また、タイのプリンを
のせたような甘いご飯にも驚きました。これもおいしそうで
すが、私たちのご飯の食べ方とはちょっと違うなと思いまし
た。その他にも台湾のビーフンやインドネシアの鶏肉の入っ
たご飯など、色々な料理を知ることができました。今回は４
つの国でしたが、お米料理だけでもこんなに違った料理があ
ることがわかりました。世界にはもっともっと違った料理が
あるんだろうなと思います。これからも外国のことを勉強し
て、外国の人と仲良くしていろいろな料理を知りたいと思い
ます。

　第５学年の総合的な学習の時間では、国際交流とともに食
に関する学習も行っています。児童は学校の田で稲を育てた
り、１人ずつバケツで稲を育てるなどの体験も行いました。
　本年は、このような体験を踏まえ、米を主食とするアジア
の国々の方に集まっていただき、食文化を中心にふれあい、
それぞれの国の文化について理解しあうことをねらいました。
　こどもたちは、「ワ－ルドキャラバンまでに、私たちの育て
た米を収穫しよう。」「外国の方に、ぼくたちの作った米で、
おにぎりを作り食べさせてあげよう。」と数ヶ月前から意欲的
に取り組み、実施日までに様々な活動を展開することができ
ました。
　米を主食とするアジアの講師の方々がいらっしゃるという
ことで、外国の方でありながら、同じ米の食文化を持つと
いった共感や、どんな米料理があるのだろうという興味が、
児童の学習意欲をよりいっそう引き立てていったようです。
　最も身近な食材である「米」をテーマにした国際交流は、
大成功でした。

　今回の国際交流のテーマを「米を中心とした食文化」にお
いたことでテーマが絞れ、意欲的な学習が展開できました。
特に身近な食材、主食である「米」にテーマを絞ったことが、
児童の興味関心を引き立てました。
　また、当日は、講師の方々が自国の料理を持参してくれた
ことで、その国の食文化を理解するとともに、自分たちの文
化や風習との違いを具体的に知ることができました。
　ふれあい活動では、各国の民族衣装や踊りの披露だけでな
く、一緒に民族舞踊を踊るなど貴重な体験をすることができ
ました。これがふれあい活動の深まりにつながりました。
　今回のワールドキャラバンは、「米の食文化」に絞って行い
ましたが、今後は「食」だけでなく世界の情勢にも興味を持
たせながら、さらに交流を深めていきたいと思います。
　また、お互いの文化を知り、尊重していこうとする態度を
育てていきたいと考えています。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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全校児童及び幼稚園児、保護者、教職員との交流会
○ペルーの紹介（ペルーへの理解を深めるための参加型学習）
○日本の伝統行事である餅つき大会への招待
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○校長先生のお話（国際理解交流会開催にあたって）
○講師の紹介
○講師の自己紹介
○ペルーの紹介
・地理的位置
・文化
・民族
・気候
・食べ物
・衣服　　　　など

○お礼の言葉（児童代表）
　　会　場　移　動　　
○餅つき大会開会式
○餅つき体験
○会食（地区ごと）
○餅つき大会閉会式

○国際理解の交流会を楽しみにしていた。講師の新垣マリア
さんの日本語がとても上手だった。ペルーの子ども達の遊
びを教えてもらった。日本のお手玉に似た遊びがおもしろ
く、もっとやってみたかった。
○本物の民族衣装をたくさん見せてもらった。ドレスがとて
もすてきだった。実際着せてもらってうれしかった。半袖
のところがあるかと思えば、厚い服を着ているところも
あって、同じペルーでもこんなに違いがあるのかと思った。
○ペルーのお祭りの時のダンスを覚えた。簡単で楽しかった。
ふわふわの毛を回しながら踊るのがおもしろいと思った。
○ぼくは、最近までペルーにいたのでとても楽しみにしてい
た。ペルーのことをくわしく聞けて楽しかった。
○お話を聞いているうちにペルーについてのイメージが広
がった。いつかペルーのマチュピュチュに行ってみたいな
と思った。

　本校では、ペルー、タイ、フィリピン、ブラジルなどの国
籍を持った児童が１割以上在籍し、人権教育の一環として、
外国の文化と日本の文化との違いを知り、習慣や考え方の違
いを認めていかなければならない実態がある。今回計画した
国際理解交流会は、児童と保護者が一堂に会する行事「親子
餅つき大会」とのタイアップで実施することにより、地域を
巻き込んで理解・啓発していきたいという意図があった。ペ
ルーという国についての異文化理解をしたり、餅つきという
日本に古くからある行事を体験することにより自国文化の理
解をしながら、ゲストに迎えたペルーの方にも伝えていけた
らと思った。児童や園児・職員が、講師の話を熱心に興味深
く聞くことができ、ダンスを教えていただいたり、民族衣装
を実際に身につけさせていただいたりする参加型学習は、楽
しい中にもペルーへの理解を深めるのにとても効果的であっ
たように思う。後半の餅つき大会では、保護者の方が地区ご
とに分かれて準備した臼と杵で、もちをつく体験を参加者全
員でにぎやかに行うことができた。餅つきを体験したりつい
た餅を一緒に食べたりすることにより、講師の方とさらに親
しく接することができて大変よかったと思う。

　昨年に引き続き、国際理解交流会が実施できてよかった。
その結果、外国への興味・関心が高まり、異文化を進んで理
解し様々な国の方とも交流を深めていきたいという意欲をも
つことができた。今後も継続していきたいと思う。
　その際、講師との打ち合わせを密にし、児童の興味・関心
に即した展開を考えていきたい。また、今年度は交流会の
際、保護者の参加がなかったので、来年度は校内放送等で保
護者への参加を呼びかけていきたい。

ぺルーの民族衣装の紹介

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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　ぼくがワールドキャラバンで思ったことは、みんなどこの
国も民族があるのに、なんで日本だけ民族がないのだろうと
思いました。そして、分かったことは、民族によって話す言
葉がちがうことです。スリランカは前まですごい大きい国と
思っていましたが、本当は北海道より少し小さいときいて
びっくりしました。いろんな国の人と話したりして、今まで
知らなかったことも聞けてとても良かったです。

　児童は、総合的な学習の時間に世界の衣食住や自然の様子
などについて、本やインターネットを用いて、調べ学習を
行ってきた。講師の方から直接話をうかがったり、交流した
りすることができるということで、意欲的に学習に取り組ん
でいた。
講師の方は、民族衣装を着たり、資料を持参したりして活動
に臨んでくださった。自分の国について、小学生にも理解で
きるように気を配りながら、熱心に話してくださった。母国
に対する愛と誇りが感じられた。気さくな方達で、レクリ
エーションや給食の時間は、子ども達との交流を楽しんでく
ださったように思う。

　児童が世界のことについて調べる場合、本やインターネッ
トを用いてきた。講師の方の話を聞き、遊び、一緒に食事を
したことで、他国を身近に感じることができた。講師がアジ
アの方ということで、近隣のアジアへの関心も高めることが
できた。
　講師の方の話の内容に、母国に対する誇りと愛情が感じら
れた。このことは、児童が自分の国日本に目を向けることに
つながると思われる。また、どの講師の方も民族について話
していたことは、児童の視野を広げることにつながると思わ
れる。
本校では何度かワールドキャラバンを実施しているが、同じ
ような内容で行っている。課題としては、よりよい活動内容
の企画があげられる。

稲稲稲稲稲稲稲稲稲稲敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷市市市市市市市市市市立立立立立立立立立立沼沼沼沼沼沼沼沼沼沼里里里里里里里里里里小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校稲敷市立沼里小学校
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活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題

①目的

　世界の異なる生活習慣や文化などを探求する活動を通し
て、それぞれの国の良さを知り、偏見を持たずに交流するこ
とができるようにするとともに、自国や他国の文化を大切に
しようとする気持ちを育てる。

②活動内容及び日程

１０：４０～１０：５０　ファシリテーター挨拶
 講師自己紹介
 （最初に各国の言葉で、次に日本語で）
１０：５０～１１：０５　マレーシアの文化にふれる
 ・国の位置
 ・国旗について
 ・簡単な日常語
 ・生活や食べ物、学校の様子など
１１：０５～１１：２０　スリランカの文化にふれる（同上）
１１：２０～１１：３５　中国の文化にふれる（同上）
１１：３５～１１：４５　展示コーナー見学
１１：４５～１１：５５　質問
１１：５５～１２：２０　レクリエーション
 ・マレーシアのじゃんけん
 ・中国のゲーム
１２：３５～１３：３０　各教室で給食を一緒に食べながら交流する。
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児童の感想

先生の感想

成果と課題

・話を聞いて日本とマレーシアやベトナムは、とても近い存
在であることを初めて知りました。あと、日本の援助で勉
強ができる子どもたちがたくさんいて、すごく嬉しいで
す。でも、学校へ行くまでの距離が長いです。朝が始まる
時間も早いから、いつも大変なんだろうなと思います。他
にも、まだ子どもなのに働く人々がたくさんいるから、私
は勉強ができることに感謝します。そして、私もいつか、
青年海外協力隊のように子どもたちを助ける活動や仕事が
したいです。
・このワールドキャラバンで、ぼくは日本と世界の関係で大
切なことに気付きました。日本の環境問題とマレーシアの
環境問題は全く違うということです。日本の環境は、森林
が少なくビルが建ち並んでいて温暖化が問題になっていま
すが、マレーシアやベトナムは温暖化よりも、森林の減少
が問題になっていて、その原因の１つを作っているのが日

本だそうです。いろいろな見方で見ることが国と国との関
係で重要だと言うことに気付きました。今日の話を聞い
て、日本がマレーシアのオランウータンを助けなくちゃい
けないと思います。オランウータンは現在、保護されるほ
ど少なくなってしまったからです。
　ぼくにとって、このワールドキャラバンは世界の環境の
ことを考えさせてくれる良い機会になりました。

　講師のお２人の方が共に派遣されたベトナムとマレーシア
にとても愛着を感じていらっしゃることが伝わる授業であっ
た。特に、マレーシアのオランウータンの森がパーム椰子栽
培のためになくなってしまっていることを子どもたちの目線
で考えさせて下さった展開が良かった。私たち日本人が自然
環境保護のために良いと思いこんで使っているパーム油が、
実はオランウータンの森を壊しているということを知り、日
本と特に発展途上国と言われる国々の関係を見直す機会に
なった。日本にだけいると日本の見方でしか海外のことを考
えなくなっている。自国と相手の国、双方からかかわりを見
つめなおさないと国際理解にはならないのだということを改
めて実感させられる学習になった。
　２時間の展開であったが、講師の方が授業展開のベース案
を考えて下さり、その上で学校側の実施のねらいをも組み込
んだ形で実施でき、授業のねらいが明確であったことが子ど
もたちの興味を引きつける授業になったのだと思う。

　ここ５年間、毎年ワールドキャラバンを活用させて頂いて
いるが、その時の学習の展開に応じて外国人講師や海外での
活動経験者とねらいにあった講師の方を派遣して頂いている
ので、ねらいに即した授業を展開することができている。今
回は、青年海外協力隊経験者のお話を聞くことで、子どもた
ちに異文化を感じるということと共に、協力隊経験者の方の
考え方や生き方にふれ国際協力の方法を知るということをね
らいにした。子どもたちは、この授業に参加し感想にもある
ように２つのねらいを達成することができた。授業後「もっ
といろいろな国の生活の様子が知りたい」と言う声や「日本
と関係している国についてもっと調べてみたい」という声が
多く聞かれた。
　今後の課題としては、ワールドキャラバンの事業で関わる
ことができた方たちと継続的に関わらせて頂きながら、より
深くその国の文化について調べ、国際協力の在り方を考え、
実践していけるようにすることが挙げられる。

活動内容

　導入時には、２人の講師が現地の言葉で自己紹介をした。
その上で、海外で言葉が通じないことを疑似体験するという
ねらいで、６年生全児童が言葉を使わずに自分の誕生日順に
円になるという活動を取り入れた。その後、言葉を使って確
認し、言葉がないと苦労するが、逆に現地の言葉や英語が話
せるようになると多くの人と関われるということを伝える。
　展開時では、協力隊の概要や職種、活動事例についてプロ
ジェクタを用いて説明する。ベトナムの生活の様子をも紹介
し、子どもたちは大いに興味をもったようであった。マレー
シアについては、オランウータンを例にマレーシアの自然環
境について問題提起をした。オランウータンが生きるのに必
要なものや条件を子どもたちに考えさせた。そして、現在の
マレーシアのパーム椰子の森を提示し、日本で「環境によい」
とされているパーム油がマレーシアの環境を破壊し、オラン
ウータンの棲めない森を作り出している事を訴える。このこ
とは日本と外国の関係の１つの例示だが、私たちは身のまわ
りのものや環境・自然に目を向けその背景を考えていってほ
しいと結ぶ。
　終末には、マレーシアの子どもたちへ日本の事や話を聴い
て感じたことなどを手紙に書き、学習の振り返りを行った。
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りなんてしないんだと思った。
○中国のあいさつは言うのが難しかった。漢字で書いてもら
うと何となく意味がわかるものがあって、中国語と日本語
の漢字は意味も似ているんだと思った。
○中国の子どもたちは、日本の子どもたちよりもたくさん宿
題があると聞いた。１０ページぐらいの宿題は当たり前なん
て信じられない。それなのに忘れてくる子どもがあまりい
なこともびっくりした。

　今回初めてワールドキャラバンを活用させて頂きました。
日本以外の文化について本やインターネットで調べてきまし
たが、やはり生の言葉や文化に実際に触れることは子どもた
ちにとっても教師にとっても、とても有効なものとなりました。
　子どもたちと同年代の小学生の生活の違いや、国によって
の考え方の違いに興味をもって接することができました。と
同時に、他の国の文化や考え方を柔軟に吸収できる今の時期
だからこそ、このような生で他の文化にふれ合うことの素晴
らしさと重要性を感じさせられました。
　実際におこなってみると、時間がもっとあればいいのにと
思うくらいに、子どもたちはずいぶんと体験や話の世界に引
き込まれていて、５０分という時間は短く感じたようです。講
師の先生も、もっと伝えたいことや知ってもらいたいことが
あったようです。また実施させて頂く機会がありましたら、
今度はもっと余裕を持って他国の文化に浸かっていられるよ
うな工夫をしてみたいと思いました。

　子どもたちは、このワールドキャラバン後に各自の感想や
まとめ学習を行ったが、家族の大切さや物を大切にする心、
もっと他の国の人たちについて知りたいふれ合いたいという
気持ちを強く抱いてまとめていました。
　実施については、もっと時間に余裕があるとよかったと
思っている。４クラスで３時間という限られた時間と場所の
中で、もっと有効に活用するための工夫を考える必要があっ
た。今回は２人の講師の方に来校していただきましたが、予
算的なものが許されるのであれば、４カ国ぐらいから講師の
方を迎えて、もっと子どもたちが他国の文化に触れる機会を
多くつくってあげたいと思いました。

日日日日日日日日日日立立立立立立立立立立市市市市市市市市市市立立立立立立立立立立滑滑滑滑滑滑滑滑滑滑川川川川川川川川川川小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校日立市立滑川小学校
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活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題

�　講師入場　（視聴覚室）
�　開会セレモニー ９：００～９：１５
①はじめの言葉　　②児童からの歓迎の言葉
③教師紹介　　　　④講師自己紹介
⑤活動の説明
�　各教室に分かれての学習 ９：２０～１１：１０
○ガーナについて（視聴覚室）
・講師自己紹介
・ガーナについて
あいさつ
習慣（歯みがきや遊び・学校）
家族（家族の大切さ　手伝い）　
歌　合奏
ガーナの楽器を使っての参加型合奏

○中国について（チャレンジルーム）
・講師自己紹介
・中国について
あいさつ
食べ物
中国の子どもの様子（学校　宿題　遊び　手伝い）

�　閉会セレモニー １１：２０～１１：３０
　　お礼の言葉
�　ふれあい給食 １１：５０～１３：００　

○ガーナのチョコレートが有名だが、ガーナの子どもたちは
チョコレートをあまり食べないと聞いてびっくりした。
○ガーナの子どもたちは、朝何キロも離れたところに水をく
みに行ったり、家の掃除をしたりしてすごいと思った。ま
た、おもちゃも手作りしておじいちゃんおばあちゃんの工
夫を学んだり、そのおもちゃをずっと大切にしたり、なん
だかすごくあったかい国だと思う。エイキンスさんは、本
当の豊かさは、物がいっぱいあったり、すぐに手に入った
りすることじゃないって言っていた。ぼくも彼の話を聞い
て、自分たちの生活について考えたいと思った。
○エイキンスに、家族は何人ですか？と聞いたら、自分たち
を生んでくれた両親、おじいちゃんおばあちゃんが生んだ
子どもやその子ども兄妹までもが全部家族。だから６０人ぐ
らいいるよ。と聞いて家族の全ての人を大切にしている
ガーナの人たちの考え方がすごいと思った。悪いことをし
ていると、周りの大人がきちんと注意したり、言うことを
聞かないとその子の家まで行って親に注意しに行ったりと
すごくしっかりしていることを知った。日本もそんなこと
ができたら、いじめで死んだり、殺人がいっぱい起こった
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第１部　開会行事 １０：３０～１１：００（体育館）
◎児童発表（５・６年生による「よさこいソーラン」）
①はじめの言葉
②歓迎の言葉
③講師の先生紹介及び自己紹介
④ゲーム（ジョナサンさんによるアメリカの遊び紹介）
⑤移動（６年生と一緒に移動）
第２部　６年生との交流会 １１：１０～１２：１０（各教室）
①児童自己紹介
②講師の先生から
③ふれあいタイム
（民族衣装・通貨・家族・遊び・学校などの文化交流、
質問、講師の先生とゲーム）

第３部　閉会行事 １：１５～１：３０（体育館）
①感想発表（各班代表４名）
②リコーダー演奏
③お礼の言葉と花束贈呈（各班代表５名）
④講師の先生方から（講師５名）
⑤おわりの言葉　　　　　　
◎講師の方々退場（みんなでアーチをつくってお別れする。）

講師名班
・フォークダンスを教えてもらったり、ア
メリカの食べ物や行事の写真をたくさん
見せてもらった。

・けん玉で一緒に遊んだ。

ジョナサン
　マイケルズさん
 （アメリカ）

１班

・中国の食べ物や通貨、数の数え方、中国
の服を実際に着せてもらった。

・羽子板で一緒に遊んだ。

シュウ・エツさん
 （中国）

２班

・中国茶を入れて頂き、中国と台湾の歴史
的関係について教えて頂いた。縁起のよ
いときに飾るタペストリーのような物も
見せてもらった。

・ダーツと輪投げで一緒に遊んだ。

田川　莉紗さん
 （台湾）

３班

・ニカラグアのダンスやゲーム、気候や土
地の様子などを教えて頂いた。

・割り箸鉄砲で一緒に遊んだ。

田中　アルバさん
 （ニカラグア）

４班

１班　アメリカ（ジョナサン・マイケルズさん）
　アメリカの文化を学んだり、アメリカのフォークダンスを
教えていただきました。日本語をたくさん知っていたり、上
手に話せたりしたり、また、「カーズ」映画作りにも関わっ
ていたことがすごいと思いました。アメリカにもさしみのよ
うな物があって、日本食が影響しているということを初めて
知りました。
２班　中国（周悦さん）
　中国のお金の単位は元だということや、中国の物価が安い

　各講師の先生方は、とても日本語が上手で自ら自国の言葉
を日本語に通訳しながら話をして頂きました。特に１年生
は、初めての経験なのでいろいろな国の言葉を間近で聞き大
変びっくりしていました。
　ふれあいタイムでは、今回は６年生との交流ということ
で、４グループに分かれて頂き、子どもたちが計画した日本
の文化紹介や日本の遊びを一緒に活動してもらいました。ま
た、４人の講師の方々にも自国の言葉やあいさつ、食べ物な
どを教えてもらったり、民族衣装や工芸品、お金、写真など
の様々なものを実際に見せてもらったりしながら、それぞれ
の国の様子について詳しく説明して頂きました。また、講師
の先生方の日本語が大変上手で、子どもたちの素朴な質問に
も丁寧に答えて下さいました。今回の活動を通して、子ども
たちは外国の方々と直接話したり、ふれあったりすることが
でき、世界の国々を今までよりもずっと身近に感じることが
できたようです。

ということ、それから、数の数え方や数を指で表すやりかた
も教えていただきました。中国の服を着せていただいたり、
一緒に羽子板で遊んだことも楽しかったです。
３班　台湾（田川莉紗さん）
　中国茶を入れるセットを持ってきてくださっていて、中国
茶をごちそうになりました。中国は何種類もあって、台湾で
お茶を買うときには試飲しておいしいと思ったお茶を買うそ
うです。香りが良くてとてもおいしかったです。また、台湾
では、おめでたいことがあるときには、福という字を反対に
して貼るということを知りました。
４班　ニカラグア（田中アルバさん）
　ニカラグアは火山が多く、日本のように地震も多いことが
分かりました。他にも、ニカラグアの踊りや、跳ねるボール
を使ったニカラグアの遊びも楽しかったです。僕たちが作っ
た輪ゴム鉄砲で、遊んだときにもみんなで盛り上がりまし
た。講師の先生が、景品を２品落としたので、上手だなと思
いました。その手作りの景品をあげたら喜んでいただけたの
でうれしかったです。

・６年生が進めている総合的な学習の時間における国際理解
教育において、グループでそれぞれの国を調べるととも
に、実際に講師の先生を招いての交流は大変有意義な学習
になりました。特に、外国の方々と直接ふれあい、自分た
ちの国とは異なる習慣や文化について学べたことは、これ
からの人生の中で大いに役立つことになると思います。
　この交流も今年で４回目を迎えます。毎年違う国の方々
とのふれあいにより、言葉・食事・衣服・マナー・文化等
が国によって違うことを理解できるようになってきまし
た。また、交流を続けることにより、子どもたちの外国へ
の興味・関心も高くなってきました。２１世紀を生きていく
子どもたちにとって国際交流は欠かすことのできない大切
な行事だと思います。今後も世界に目を向け、いろいろな
国の方々と交流を行いながら、国際理解を深めると共にコ
ミュニケーション能力の向上を図れるようにしていきたい
と思います。
・今回は、子どもたちが日本の遊びなどを考えて一緒に活動
しましたが、講師の先生方がそれぞれ自国の貴重な衣装や

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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３年生
・ケニアのベロニカさんに、ケニアから日本まではひこうき
で約１日かかることなどをおしえてもらいました。ケニア
の遊びもおしえてもらって、いっしょにやれたのでとても
たのしかったです。
４年生
・私は、日本の遊び紹介で「けん玉」グループでした。エリッ
クさんにやり方を教えようとしたら、インドネシアでも
やったことがあると聞いてびっくりしました。最後にいろ
いろな外国の人たちとあく手ができてとてもいい思い出に
なりました。
５年生
・パキスタンのジャバドさんといっしょにスポーツを楽しも
うとしましたが、当日これなくなってしまいとても残念で
した。でも、パキスタンの国を調べていくうちに日本とち
がうことがたくさんあっておどろきました。来年は、どん
な国の人たちが来てくれるのかとても楽しみです。

伝統的な文化などを熱心に説明して下さいました。グルー
プ活動時間が１時間と大変短く、講師の先生方からももう
少し時間が長い方がいいというご意見をもらいました。　
今回のように、日本語が上手であれば子どもたちも説明が
分かりやすく、活動しやすいと思いました。来年度も実施
する予定ですので、今回の反省を生かして活動計画を立て
させて頂きたいと思います。
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◎開会行事（なかよし広場） １０：３０～１０：４５
①はじめの言葉
②歓迎の言葉
③講師の先生紹介及び講師の先生の自己紹介
④移動（各活動場所へ移動）

◎ふれあいタイム（各活動場所） １０：５０～１１：５０
①各クラス活動（約５０分）
宝探しゲーム、新聞紙折ゲーム、縄跳び、ケニアのゲー
ム、フルーツバスケット、日本の遊び紹介（剣玉、こま、
折り紙、お手玉）

②講師の先生のお話（約１０分）
・講師の先生方の自国の文化や生活様式等について話を
聞いたり、質問したりする。

◎ふれあい給食（各教室）  １２：１５～１２：４５
◎閉会行事（なかよし広場） １３：１５～１３：３０
①はじめの言葉
②感想発表（各班の代表者５名）
③お礼の言葉
④２年生の発表〔曲：きらきら星、他〕
⑤花束贈呈
⑥講師の先生方から
⑦おわりの言葉
⑧退場（みんなでアーチをつくってお別れする）退場曲：
小さな世界

１年生
・ワールドキャラバンで、イバナさんとあそびました。スペ
インごのフルーツバスケットであそびました。おもしろ
かったです。またやりたいです。
・わたしは、なかなか話せなかったけど、ネラさんといっ
しょにあく手やじこしょうかいができてよかったです。と
てもたのしかったです。
２年生
・わたしたちのクラスには、インドのレイさんが来ました。
インドには、あつい所とさむいところがあって、５０度もあ
るところもあると聞いてびっくりしました。レイさんと
きゅう食を食べたり、ゲームをしたりしました。たのし
かったです。レイさんのきていた「サリー」というようふ
くがすてきでした。

活動内容

児童の感想

　５人の講師の先生方をお迎えし、１～５年生と交流会を実
施しました。児童は、このワールドキャラバンを大変楽しみ
にしていました。当日は、言葉は通じなくとも、お互いにコ
ミュニケーションを上手に取り合いながら、楽しい時間を過
ごすことができました。
　ふれあいタイムでは、まず講師の先生方の祖国を画像や貴
重な伝統物、お金等から丁寧にわかりやすく教えて頂きまし
た。子どもたちも関心が高く、熱心に話を聞く姿が見られま
した。また、各学級でそれぞれ考えたレクリエーションや日
本の伝統的な遊びの紹介、縄跳び等を一緒に行いました。あ
る学級では、講師の先生の国の言葉を調べて片言ではありま
すが、会話をしている子どももいました。
　今回の活動を通して、少しずつではありますが外国への関
心が高まったようです。日本にも昔から受け継がれてきてい
る大切な文化があると同時に、世界も同じように大切に受け
継がれている文化や言葉があることを実際に体験しながら学
ぶことができました。子どもたちにとって、とても貴重な一
日になったと思います。

　１人１人の児童と接する時間を多く取りたいという願いか
ら、学級単位で講師の先生方と交流を行うことにしました。
学級ごとに活動する内容を考えたり、言葉を覚えたりしなが
ら準備を進めた結果、多くの子どもたちが思い出深い交流会
になったと感想で書いていました。特に、コミュニケーショ
ンの取り方が難しいと思っていましたが、講師の先生方がや
さしく子どもたちと接してくれるので、子どもたちも言葉は
通じなくても一緒に楽しく活動ができたようです。「来年も
またやりたい。」「今度はどの国の人が来てくれるのかな。」
など、もうすでに来年のことを考えている子どももいまし
た。国際理解は、まずは外国の人と接することがとても大切
なことだと思います。その中から子どもたち１人１人が何か
を感じ、やがて興味・関心が高まっていくことができればと
思っています。今年度もとても素晴らしい講師の先生方に恵
まれて幸せでした。
・今回通訳の方に全クラスを回って頂き、その時に講師の先
生から話をして頂きました。今後、このような国際理解の
機会は益々増えていくと思います。我々教師側もこの国際
理解に関心をもつと同時に、外国語への理解を深めていか
なければならないのではないかと強く感じました。

先生の感想

成果と課題
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けんをフランス語でやったのがおもしろかったです。だれも
サイン入りのクリスマスカードをもらってうれしかったで
す。その後、給食も一緒に食べて、楽しかったです。また、
ワールドキャラバンをやりたいと思いました。

　講師の方々が、　体育館に入場してきたときから、児童が
受け入れやすいようなフレンドリーな雰囲気作りをしてくだ
さいましたので、児童が素早く学習に入り込めたと思いま
す。バロンさんは、お得意のエアギターのパフォーマンスで
児童とふれあってくださり、言葉は通じなくてもコミュニ
ケーションをとることができるという楽しさを十分に味わわ
せてくれました。また、一緒にゲームをしたり給食を食べた
りして過ごすことができ、外国の方を身近に感じられたと思
います。２人の講師の方々には、終始笑顔で児童に接して頂
き、そのおかげで楽しく充実した時間を過ごすことができま
した。このワールドキャラバンは、児童が世界に目を向ける
良い機会となりました。

　本校では、ワールドキャラバンを実施するようになって４
年目です。本校の第３学年の伝統的な行事となっており、多
くの児童がワールドキャラバンを楽しみにしています。
　今年度も、ワールドキャラバンでお客様をお迎えする前
に、総合的な学習の時間で、インターネット等でフランス・
アメリカについて、国の大きさ、国旗、日本との位置関係、
人口、貨幣などについて調べておきました。しかし、今年度
の調べ学習の課題は児童自身が考えたものばかりではなかっ
たことと、ワールドキャラバンはお客様が来るというイメー
ジが強かったことからやや受け身的な調べ方になってしまい
ました。実際、２人の講師の方々、ファシリテーターの先生
に当日お会いしてお国の様子をうかがうことにより、児童に
とっては身近に外国の様子を感じることができました。自分
の知りたいこと、普段から疑問に思っていたことを直接聞く
ことができるので有意義だったと思います。
　今回のワールドキャラバンを実施して、児童が次回に向け
て自主的に外国について調べようとする意欲付けになったの
ではないかと思います。次回のワールドキャラバンを実施す
るまでには、児童が自ら決めた課題をもとに、十分調べる時
間をとれるようにしたいと考えています。

先生の感想

成果と課題

�　講師入場（体育館） １０：３５～
�　開会セレモニー
①はじめの言葉
②児童からの歓迎の言葉　
③児童の発表（全員…歌など）
④ファシリテーターの話
⑤講師の紹介
⑥活動の説明
�　グループ学習タイム（体育館） １０：５０～
＊各コーナー２０分ずつ学習する。［言葉、遊び、気候、食べ
物、行事等］

・アメリカコーナー　　・フランスコーナー
●休憩　１１：３０～１１：４０

�　ふれあいタイム（体育館） １１：４０～１２：００
・○×クイズ　　・ゲーム

●移動、給食準備　１２：００～１２：２０
�　ふれあいランチタイム（各教室） １２：２０～１２：５０
・講師の先生と給食
�　閉会セレモニー（第２音楽室） １３：００～
①児童の感想発表
②ファシリテーター・講師の先生の話
③先生の話
④終わりの言葉
�　退場 １３：３０

活動内容

　グループ学習タイムでは、まず、アメリカ合衆国のコー
ナーでジョナサンさんからアメリカのカリフォルニアのお話
を聞きました。アメリカの広さやクリスマスの様子、ハヌッ
カーという休日のお話、動物をたくさん飼っていることなど
を教えていただきました。写真をたくさん持ってきていただ
きました。次に、フランスのコーナーでバロンさんから自分
の名前を日本語にするとどうなるかとか、国旗の話や自分の
住んでいる地域についての話を聞きました。
　ふれあいタイムには、みんなでゲームをしました。じゃん

児童の感想
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�　講師入場（第２音楽室） １０：１５～
�　開会セレモニー
①はじめの言葉
②児童からの歓迎の言葉　
③児童の発表（全員…歌・リコーダーの演奏など）
④ファシリテーターの話
⑤講師の紹介
⑥活動の説明
�　グループ学習タイム（３年各教室） １０：３５～
・（オーストラリアコーナー）　　　　　　３年１組教室
・（ガーナコーナー）　　　　　　　　　　３年２組教室
＊各コーナー３０分ずつ学習し、音楽の合図で交代する。
（５分で休憩移動）
＊国、文化、言葉（あいさつ）、遊び、食べ物などにつ
いて学ぶ

�　ふれあいタイムⅠ（第２音楽室） １１：４５～１２：１０
・「ガーナの音楽を楽しもう」…パーコフィさん中心に

�　ふれあいランチタイム（３年各教室） １２：３０～１２：５０
・講師の先生と給食
�　ふれあいタイムⅡ（体育館） １３：１０～１３：３０
・「オーストラリアの遊びを教えてもらおう」…カーリー
さん中心に

�　閉会セレモニー（体育館） １３：３０～
①児童の感想発表
②ファシリテーター・講師の先生の話
③お礼の言葉
④先生の話
⑤終わりの言葉

・ガーナの国で興味を持ったことは、ちょっとしつけが厳し
いと思ったことと、持ってきてくれた楽器です。今まで見
たことがない楽器で、パーコフィさんがおもしろいリズム
で演奏してくれました。また、わたしたちに体験させてく
れました。２度と弾けないかもしれない楽器を見て、触っ
て、そして弾くことができてとてもうれしかったです。
・ガーナのことがよく分かりました。楽しく詳しく教えてく
れたからです。特に、パーコフィさんのたいこは自分で
作ったとは思えませんでした。アフリカの他の国のことに
ついても調べてみたくなりました。
・ワールドキャラバンの午後の部で、カーリーさんとオース
トラリアのコインで裏・表を予想する遊びをしました。コ
インにはカモノハシの絵が描いてあり、オーストラリアの
お金には動物の絵があることも分かりました。最後に、
オーストラリア風手つなぎ鬼もやりました。すごく楽し
かったです。
・オーストラリアは、日本の２０倍の広さだということが分か
りました。でも、人口は日本より少ないそうです。田舎と
都会に分かれていました。クイズにはなかなか答えられま
せんでした。オーストラリアの学校の制服も見せてもらい
ました。僕たちと違うなと思いました。

　今回は授業参観も兼ねましたので、保護者の方々も参加す
ることができ、熱心にオーストラリアやガーナの話を聞くこ
とができました。
　開会セレモニーでは、民族衣装で登場していただき児童は
興味津々でした。３０分ずつの学習タイムでは、子どもたちの
様子日常の習慣、しつけ、親の子に対する考え方、自然の様
子とそれを生かした生活用様式、学校生活、めずらしい生き
物などを詳しく知ることができました。それぞれに用意して
くださったぬいぐるみ（指人形）、制服、弁当箱、貨幣、写
真、楽器など、視覚に訴えたり聴覚に訴えたりする準備物が
周到に用意されていて素晴らしかったです。児童が十分に惹
きつけられ意欲的に学習に取り組めました。また保護者も、
日本との比較をしながら、そして共感しながら、講師の先生
の話を聞くことができました。

　授業参観の中で、なかなか行くことができない国の方にお
会いできて、その国も文化や小学生の普段の生活を聞けると
いう企画はとても楽しいものでした。
　オーストラリアの講師の方は、生き生きと外国である日本
で仕事をしているだけあり、お話を聞いているだけで刺激に
なりました。
　また、「ガーナといえばチョコレート」しか連想できない私
には、ガーナの講師の方のお話は感心することばかりでし
た。まず、小学生は登校する前に男の子は祖父や父の部屋の
掃除を行い、女の子はお料理を手伝いをすることには驚きま
した。もちろん始業の時間や気候の違いもあるかと思います
が、将来のために小さい頃から習慣として身につけておくこ
とは本当に大事ですね。それから、遊びを祖父母から教えて
もらうことや地域で子どもを育てること…。これは少し共通
するところもあります。

　今回２回目のワールドキャラバンを実施して、児童達は前
回にも増して楽しくのびのびと異文化に触れることができま
した。今回は、準備に十分時間をとることができたので、
オーストラリアやガーナについて本やインターネットなどで
調べておき、予備知識をもてるようにしました。さらに、自
分なりに発表できるように掲示物にまとめておきました。３
年生の児童にとっては、今年度の２回のワールドキャラバン
は、楽しく異文化に触れると言うことでは十分目的を達成で
きたと感じています。
　しかし、保護者からの感想の中にもありましたが、よい面、
楽しい面での理解にとどまらず、さらに、いろいろな問題も
抱えていることにも触れた方がよいのかもしれません。その
方面を知ることも、国際理解教育の大事な役割なのかと思い
ます。伝え方は難しいかもしれませんが、今後、児童の理解
度、発達段階に応じて、努力していきたいと考えています。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題

保護者の感想
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１　講演会「日韓の文化の違いについて」
講師　�茨城県国際交流協会　

 ワールドキャラバン講師　朴　美貞先生
　華やかな韓国の民族衣装で現れた朴先生に参加者から感嘆
の声が上がった。自己紹介の後、韓国の結婚事情から話が始
まった。韓国では、見合い結婚が多く、家柄や収入や学歴に
より男女ともランク付けされる。そして、結婚が決まった際
男性は女性に家や宝石、女性は男性に生活用品を買うのが一
般的である。また、結婚しても夫婦別姓が主流である。
　教育事情に関しては、家計の４パーセントを教育費に充て
る日本と比べ、韓国では家計の７０％も教育費に充てる。韓国
の子どもたちは毎日ピアノ塾や空手塾や学習塾をかけもち
し、夜中に帰ってくることもしばしばあるという。小学生の
頃から母親と一緒に留学する子も多く、その間父親は「かも
めパパ」と呼ばれながら家族の帰りを待つのだという。「親は
子どものぬけがら」というのが、韓国のスタイルとなってい
る。その分、韓国では親孝行をすることが当たり前なのだと
いう。そして、韓国では「お母さま、お父さま、先生さま」
と両親と学校の教師は一番尊敬される存在である。
　作法に関しても、日本と大きく異なる。韓国では、食器を
持って食べることが失礼な食べ方だとされ、一番ていねいな
座り方は立ちひざの格好である。朴先生は日本にいらした頃
は食器を持ち、正座で食べるという日本の作法が分からず
に、大変苦労された。しかし、外見重視の韓国ではごみ捨て
に行く時にでも化粧や着替えが欠かせなかったそうだが、日
本では普段着のままで行ける、という話もあった。
　その他、韓国の住宅事情や軍隊の話など、盛りだくさんの
話で時間のたつのがあっという間だった。韓国は近い国であ
るが、日本とは様々な文化の違いがあるのだということを知
ることができた。

２　調理　チヂミ・ドクポッギ・切り干し大根キムチ作り
　引き続き朴先生の指導のもと、調理を行った。先生が韓国
から取り寄せてくださった韓国のさつま揚げ（魚をすりつぶ
し薄く延ばした油揚げのようなもの）やドクポッギ（米の粉
でできた餅のようなもの）、韓国だし（たまねぎ・魚・しょ
うが・にんにくなどを粉末状にしたもの）、コチュジャンなど
を見て、実際に味見をしながら、楽しく調理することができ
た。韓国料理は「辛い」というイメージだが、チヂミのたれ
やドクポッギの味付けには辛味の他に砂糖が意外に多く使わ
れていた。また、チヂミにはにら・玉ねぎ・にんじん・な
す・ねぎなどたくさんの野菜が使われており、子どもにとっ
て栄養バランスがよいおやつであるという話があった。ま
た、飲み物は先生が用意して下さったコーン茶（とうもろこ
しを煎ったもの）を煮出した。

３　会食　
　完成した３品を朴先生を囲んで試食した。ドクポッギの歯
ごたえやチヂミ・切り干し大根キムチの味に参加者から「お
いしい」との感想を聞くことができた。始めて飲むコーン茶
はとても香ばしく、飲みやすかった。むくみや高血圧などに
効くお茶として、韓国ではポピュラーなお茶であるとのこと
だった。
　朴先生の韓国の話を聞きながら、本場の韓国料理を味わう
ことができ、とても有意義なひとときであった。

活動内容
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�　２校時 （９：４０～１０：２５）
「５年１組　総合的な学習の時間」
○講師自己紹介
○諸外国の話を聞く
�　３・４校時 （１０：４５～１２：２０）
「５年２組　総合的な学習の時間」
○講師自己紹介
○諸外国の話を聞く
○グループワーク　（パビリオン形式）
・講師の方と話し合いをする
・外国の言葉を覚える
・外国の遊びを楽しむ

�　交流給食 （１２：２０～１３：０５）
講師の方と一緒に５年生の各教室で、給食を食べる
�　お見送り （１３：３０）

・ヂョン先生のお話を聞いて、韓国では車は左側通行・軍隊制
度があることなど日本との文化や制度の違いを知りました。
・ヂョン先生は韓国では食事のとき、お父さんより先に食べ
てはいけないことをお話してくださいました。この学習
で、文化の違いもあるけれど、共通点もたくさんあること
が分かりました。
・フランス人のバロン先生は「メルシィー」などコンピュー
タでは分からなかったフランス語の発音を、とても楽しく
教えてくださいました。
・ジョナサン先生は、日本は団体精神で何もかも取り組むけ
れど、アメリカ合衆国では、個人を大切にして、自分のこ
とは自分でやるということを話されました。
・この交流会の前は、アメリカ合衆国にただ行きたいと思っ
ていましたが、ジョナサン先生から教わった自由の女神の
持っている本の詩のことや食べ物のことなどに興味をも
ち、もっと学習したいと思いました。
・それぞれの国には日本とちがうところがたくさんあって、
その国の人たちは、自分の国を誇りに思っていることが分
かりました。

活動内容

児童の感想

　今回の交流に先立ち、協会の担当者と綿密な打ち合わせを
させていただき、また韓国人講師のヂョン先生とは電話でお
話し、この学習を成功させようと協力してくださるお気持ち
がひしひしと伝わりました。本校の子どもたちも先生方との
学習を心待ちにしており、当日は期待していた以上のすばら
しい交流をさせていただくことができました。
　まず先生方の母国語での挨拶に、これまでの英語学習では
経験することのできなかった独特の響きを感じ、第一声がま
さに異文化との出会いとなりました。そして次の活動では、
ユーモアを駆使し、資料を提示してそれぞれの国のよさと特
色、先生方がどれだけ祖国を誇りに思っているかを子どもた
ちに話してくださいました。その後のグループワークでは、
子どもたちは先生方と直接対話することができ、子どもたち
の質問や要求に誠実にお応えいただく中で、あっという間に
時が過ぎていきました。
　今回の学習では、できるだけ多様な文化を子どもたちが体
験できるようにと考えましたので、すばらしいネットワークを
もつ国際理解教育講師派遣事業に、心から感謝しております。

　本校の５年生は、１人１人がテーマと課題追究のための国
を選び、論文にまとめる活動を意欲的に行ってきました。し
かしこれまでの学習は、インターネットなどコンピュータと
論文上にとどまり、諸外国のことについて家族や知人などか
ら話を聞くことができたのは、一部の児童に限られていまし
た。そうした中で、今回の国際交流の機会は、共通体験に基
づく様々な能力や態度の育成という視点から、大変意義深い
ものでした。児童は、講師の先生方の一言一言に耳を傾け、
先生方の思いを児童なりに心に受け止め、コンピュータから
は知り得なかったことを学び、将来につながる体験だったと
ふり返っています。
　課題として考えられるのは、このような体験は一度限りの
ものではなく、継続的に同一の講師の方と、あるいは様々な
国の方と接する中で、能力や態度を段階的に育てていくべき
であり、児童自身が変容に気付いていく過程を大切にすべき
だということです。
　以上のことをふまえ、今後も積極的且つ継続的に、国際理
解教育の推進に努めていきたいと考えています。

先生の感想

成果と課題
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○交流会　（講師の紹介・講師の方のお話を聞く。）
１組　田中アルバさん　２組　張帆さん
３組　張帆さん、ラビンダラさん
・自己紹介（名前、出身国、家族のことなど）
・出身の国の様子をお聞きする。（小学校の様子・食生
活や生活様式・気候や風土・子どもたちの遊びなど）

・児童からの質問に答えていただく。
○お米を使った世界の料理作り
１組　パエリア風えびご飯、お米のジュース（ニカラグア

料理）
２組　炒飯、ジャスミンティー（中国料理）
３組　豆とチキンのカレー、紅茶（スリランカ料理）

○休み時間に一緒に縄跳びや鬼ごっこ、かるたなどをして交
流を深めた。
　各教室で給食を一緒にいただき、交流を深めた。

○ぼくは田中アルバさんの交流会で、初めてニカラグアの名
前と日本の名前が違うことを知りました。他にも、ニカラ
グアのバナナはいろんな料理に使うと聞いてびっくりしま
した。ぼくはニカラグアについてあんまり知らないことが
たくさんあるので、今度もっとくわしく調べたいなと思い

ました。 （１組）
○張帆さんを見たとき、日本人と似ているなと思いました。
世界中に中国の人が多くいると聞いて驚きました。色々中
国の事を聞いて中国が身近に感じました。中国語の発音は
難しかったけれど面白かったです。チャーハンもおいしく
できてうれしかったです。

　３人の講師の方々をお迎えし、あまり触れ合ったことのな
い国の方と直接触れ合うことができ、子どもたちは大変貴重
な体験をすることができました。
　４月から学校の水田で育ててきたお米を使って行った調理
実習にも、子どもたちは大変興味を持って取り組み、初めて
口にする世界の料理に「おいしい」「おいしい」と感嘆の声
を挙げて喜んでいました。
　今回のワールドキャラバンでは、外国の人と「分かり合う」
ことの大切さを学び、世界の他の国や文化を知り、自分の国
についても考えるよい切っ掛けになったと思います。

　総合的な学習の時間に取り組んできた米づくりのまとめと
して、世界の米料理を国際交流という形で締めくくれてよ
かったです。それぞれの国の特色ある材料や香辛料を使って
の調理は、児童にとってとても楽しく充実した時間がもてま
した。
　交流会では、事前に調べた挨拶の言葉を披露し喜んでもら
えました。また、自然や遊び、生活習慣について教えていた
だき、それぞれの国に親しみを抱き、さらに調べたいという
意欲を持つことができました。
　今後も総合的な学習の時間の中で、計画的に国際交流の場
を設け、子供たち自身が積極的に外国の方々と触れ合い交流
を深めていけるようにしたいと思います。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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�　準備 ９：１５～９：２５
１組　インドネシア　　２組　韓国　　３組　アメリカ
�　活動 ９：３０～１２：２０ （休憩　１０：１５～１０：４５）
　５年生の各教室をインドネシア・韓国・アメリカのそれぞれの
国とし、３クラスの児童が訪問して各国の雰囲気を味わうととも
に講師の先生からお国のお話を聞く。４５分ごとのローテーション
で行う。
①始めのあいさつ
②講師・ファシリテーターの紹介
③活動
○お国の話（位置や特徴等）
○言葉について（簡単なあいさつ）
○文字について
○米作り
○米料理
○お国の子ども達の様子（学校の様子・遊び）
○その他
○質問

④終わりのあいさつ
�　５年生との会食　１２：３５～１３：２０
１組　インドネシア（吉谷アンナさん、川瀬由紀子さん）
２組　韓国（朴　美貞さん、舘野康子さん）
３組　アメリカ（ジョナサン・マイケルズさん）

・私は、ワールドキャラバンに参加して、インドネシア、韓国、
アメリカの暮らしや文化が分かりました。
　インドネシアは、赤道の近くにあり、とても暑いところです。
アンナさんが「食欲が出ないので、味が濃いものや辛い物をよ
く食べます。」と教えてくれました。それを聞き、私も夏には辛
いものを食べようと思いました。確かに、辛い物を食べると汗
が出て、ご飯もいっぱい食べられると思ったからです。
　また、インドネシアは、世界で５番目に人口が多い国だとい
うことを初めて知りました。
　韓国に関しては、有名なキムチがあります。でも、韓国のキ
ムチが、もともと白かったのに、日本人がとうがらしを伝えた
ことで赤くなったと聞き、おどろきました。
　また、日本のゲームが韓国にあることを聞き、韓国がとても
身近に感じました。
　韓国人の朴さんは、日本の言葉が美しいことや給食や米がお
いしいことを話してくれました。それを聞いて、とてもうれし
く思いました。私の住む日本をほめてくれたからです。
　アメリカについては、アメリカのゲームを教えてもらいまし
た。とても楽しかったので、日本でもみんなでやれるようにな

ればいいなあと思いました。ジョナサンさんは、日本以外の国
にもいくつか行ったことがあるそうです。私もいろいろな国を
観光して、いろいろな食べ物を食べてみたいと思いました。
　ワールドキャラバンでは、ためになる話をたくさん聞くこと
ができ、世界への興味がわいてきました。　また、参加したいです。

・韓国語を朴さん教えてもらった。
　まず最初にむずかしいと思ったことは、言葉を言うときの発
音がいろいろあることだ。高い声で言うところと低い声で言う
ところといろいろあって、むずかしいと思った。
　逆に、韓国語っておもしろいなと思ったところは、１つの言
葉でもいろいろな意味があるということだ。
・ワールドキャラバンで一番印象に残っているのは、韓国のバク
ミチョンさんです。理由は、キムチは、とうがらしを入れない
ものもあり、よく食べるのは６０種類くらいだけれど、２００種類以
上あるということです。
　もう一つの理由は、韓国では、おねしょすると、もみをとる
道具を頭にかぶせ、近所に塩をもらいに行かせられてはずかし
い思いをするという話がおもしろかったからです。
　給食は、いつもお弁当ということや、同じ言葉でも発音を変
えるば違う意味になることなど、なるほどと思うことをいっぱ
い教えてもらいました。その中でも一番なるほどとと思ったの
は、韓国では４，０００年も昔からお米があったということです。
　ぼくは、ワールドキャラバンで違う国の人と会ってそれぞれ
の文化を知ることも大事なんだなと思いました。

・どの講師の先生も写真や民族衣装などを用意してくださり、子
ども達も熱心に聞いていました。子ども達も異文化に触れ、視
野が広がったように感じました。ゲームや体験活動を多く取り
入れてくださると、さらに充実したものになると思いました。
・３カ国の方々のお話から食文化の違いや教育について、様々な
ことが分かり、児童も教師も貴重な学習をすることができまし
た。給食時には、児童に積極的に話しかけて下さったので、和
やかな雰囲気で質問もしやすく楽しかったです。３人の方々が
それぞれ用意してくださったものもありました。
　できたら、見るだけでなく体験する時間もあるとよかったの
ではないかと思います。

　５年生は、総合の時間として古代米やもち米の苗を田に植えた
り、刈り取って脱穀したりする活動を行ってきたが、ワールド
キャラバンで世界の米作りやその国の米の料理や食事について、
話が聞けて非常に参考になった。
　また、いろいろな国の話を聞き、その国の特色や文化について
理解を深めることができたと思う。
　時間的な制約もあり、体験活動やゲームなどの時間が少なかっ
た。今後は、もっと体験活動やゲームなど時間を増やし、講師の
先生方ともっと触れ合っていけたらと感じた。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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３校時（４年生）、４校時（５年生）とも内容は同じ
�　はじめの会（１０分）
・歓迎の言葉
・講師の紹介とあいさつ
�　交流（３０分）
・バロン（フランス）パフォーマンス、国の紹介、文化・
習慣等を調べたことについての質問

・王清（モンゴル）　踊りを見る、民族衣装を見る、国の
紹介、文化・習慣等を調べたことについての質問

�　終わりの会（５分）
・お礼の言葉
�　会食　１２：２０～１３：００

　バロン先生の授業は、最初にやったギター（にせギター）
のパフォーマンスがおもしろかったです。
　フランスのエッフェル塔のことについてくわしく話をして
くれました。また、フランスの給食は日本と違っていること
も知りました。バロン先生は楽しく、おもしろく教えてくれ
て本当に楽しかったです。
　王清先生は、中国の内モンゴルの紹介と洋服、遊びを教え
てくれました。中国のおかしのひまわりの種をもらいまし
た。配られたら前歯で皮をわって中身を食べました。あまり
おいしい味ではありませんでしたが、ひまわりの種が食べら
れるとは思いませんでした。

　講師の方から出身国の様子を直接お聞きすることができ
て、それぞれ国への興味・関心がさらに高まりました。また、
文化や生活習慣の違いも知ることができました。
　コーディネーターの方と活動内容を話し合い、学校の実態
にあった活動ができてたいへんよかったと思います。講師の
方もすばらしく、児童が楽しく交流することができました。
　国際理解教育がさらに深められるよう総合的な学習の時間
とうまく組み合わせて効果的な活動を計画できればと思いま
す。

　児童は最初緊張気味であったが、講師の先生方が自国の歌
や踊りを披露してくださり、和やかな雰囲気の中で交流を深
めることができた。あいさつや着ているもの、通貨などの文
化の違いについての話を真剣に聞く児童の姿が見られた。子
どもたちが使う教科書や読んでいるマンガなどの実物も準備
してくださり、子どもたちが興味をもって活動することがで
きた。また、子どもたちの遊びを教えていただくと、教室に
は歓声が上がり楽しく活動していた。市・県・国から世界へ
と目を向けていくこの時期に有意義な体験ができたと思う。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題



67

筑筑筑筑筑筑筑筑筑筑西西西西西西西西西西市市市市市市市市市市立立立立立立立立立立中中中中中中中中中中小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校筑西市立中小学校
�� � �������

�� � � �����������	���

� ��������	�
��

�� � � ����������

��������	
��	��	

���������

�� ����������	
��

�� � � �������

���������� �����

�� �����������	�
���

� �������	

� �������	
�

� �������	
��

� ��������	
��

� �������	
�

� �������	
����

� �������	


� ���������	
������

� �������	

　最初に全体会を開き、５名の講師の方を係の児童が紹介し
た。タイのユタポーンさんが自国の踊りを披露してくれた。
次に、児童を５つのグループに分け、１回目、２回目と交流
を行った。１回の交流時間は５０分とした。給食の時間には、
６年１組、２組とも各グループに講師の先生、ファシリテー
ターの方々をお招きして楽しい時間を過ごした。さらに昼休
みには５人の講師の先生と運動場でサッカーやドッジボー
ル、おにごっこなどをしてふれあいを深めた。

多くのことを学んだハローワールド
 「ハローワールド？世界はともだち」　　どんなことをする
のかと、とても楽しみな学習でした。当日をむかえるまで
に、授業の中でいろいろな国の学校の様子や食べ物のことな
ど、その国の文化について図書室で調べたり、インターネッ
トで調べたりしているうちに、ますますはハローワールドが
楽しみになってきました。
　１月２４日、当日をむかえました。朝から、クラスの友達も
うれしそうでした。日本に留学しているというアメリカ、タ
イ、ドイツ、ハンガリー、チリの高校生男女が中小にやって
きました。はじめの全体会では、タイのミュウさんがタイの
踊りをひろうしてくれて、私は感激してしまいました。「も
しも、私がミュウさんで日本からタイに行き、タイの小学校
で何かをひろうするとしたら、できないだろうな。」という思
いになってしまいました。

…［中略］…

　ハローワールドの学習を通して、みんなそれぞれちがうけ
ど、言葉のちがいや学校の様子・食べ物のちがいなどあるけ
ど、お互いの心と心が、言葉では足りないところは、身ぶり
手ぶりで伝えれば、少々の困難なことはカバーできるという
ことが感じられました。私も、いつか、外国に行き、小学生
や中学生と勉強できればいいなと思いました。（６学年女子）

　５人の外国人講師は、それぞれの国を紹介する写真や資料
等を用意したり、自国の衣装で交流をしていただいたりし
た。児童は、自分が交流する国については本やインターネッ
トを使って調べ学習をしたが、直接外国の方からお話を聞
き、改めて外国の生活や文化に興味をもつことができたよう
である。
　また、給食や昼休みを一緒に過ごすことによりふれあいを
深めることができた。講師の方が６年生の児童と年令が近い
ということもあって一緒に遊ぶことを通して心のつながりを
もつことができた。短い時間ではあったが普段できない貴重
な体験をすることができ、有意義な時間となった。ファシリ
テーターの方にも細かなところまで気を使っていただきあり
がたかった。ぜひ、来年度も実施したいと考えている。

　インターネットや資料から外国を調べるのには限りがあ
る。実際に外国の方からお話を聞き、その国の生の様子を知
ることができたことは大きな成果だった。今後も児童がいろ
いろな国々に興味をもち、進んで調べていけるように配慮し
ていきたい。課題としては、地域に住む外国の方々に気軽な
気持ちで学校に来ていただき、交流する機会をもつことが望
ましいが、今の学校の現状を考えるとそれもなかなか難しい
当協会のような組織を通して実施できるのは大変ありがたい。

活動内容

生徒の感想

先生の感想

成果と課題
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開会行事　　はじめの言葉・校長先生のお話
講師の先生とコーディネーターの紹介

グループワーク
体 育 館　アメリカ、カナダについての伝言ゲームや４択

ゲーム
音 楽 室　オーストラリアの紹介と学校や動物のクイズ
家庭科室　フィリピンの国の紹介・民族衣装や学校

パイナップルの皮のむき方実演
閉会行事　　・お礼の言葉　・合唱　・感想発表

・おわりの言葉
交流給食

　１月２６日（金）に、国際理解教室を行いました。アメリカ、
カナダ、オーストラリア、フィリピンの４人の先生とコー
ディネーターの方３人の合計７人の方々が来校し、外国の文
化などいろいろなことを学習しました。フィリピンのマリ
ルー先生には、フィリピンの国の習慣や生活の様子などを教
えてもらいました。フィリピンの位置、国旗、言葉、民族衣
装、学校の様子や１００円でお米が２ ㎏ 買うことができること
や７歳になると小学校に入学するが、その学年の勉強ができ
ないと上の学年に進めないので、小学校を卒業する年齢がま
ちまちであることなど日本とはだいぶちがうなと思いながら
興味深く聞きました。最後にパイナップルの皮むきを見せて
くれましたが、自分の家で食べるときと全然ちがって、とて
もすごかったです。感動しました。
　オーストラリアのカーリー先生からは、オーストラリアの
位置、歴史、気候、学校の様子、食べ物、動物などについて
教えてもらいました。オーストラリアの動物では、カンガ
ルーやコアラは、知っていましたが、それ以外の動物につい
てもくわしく教えてもらいました。実物を見てみたいと思い
ました。また、小学生が着ている制服を実際に着せてもらっ

たり、とてもよかったです。
　アメリカのジョナサン先生とカナダのアンシア先生から
は、それぞれの国に関するクイズや英語での伝言ゲーム、英
語でじゃんけんする進化ゲームなどを教えてもらいました。
英語の発音がむずかしいのでよく聞き取れず、伝言ゲームで
はあせってしまいました。でも楽しかったです。

　本校では、ワールドキャラバンを初めて実施しました。１２
月に計画し、１月に実施したので、コーディネーターの方々
には大変お世話になりました。本やインターネットでは知る
ことのできない外国の方の生の話を聞くことができ、子ども
たちにとって本当によい体験をすることができたと思いま
す。子どもたちが興味をもって参加できるように、様々な写
真や実物を見せてくれたり、クイズ形式で国の紹介をしてく
れたりするなどの工夫してくださったので、楽しみながらそ
れぞれの国について理解を深めることができたようです。

・児童が一緒に活動したり、写真を見たり、民族衣装などの
実物などに触れたり、生の言葉に触れたりする時間を多く
とることができ、さまざまな国の文化や言葉を体験するこ
とができ、世界の国々への興味関心が高まりました。
・日本と異なる文化や習慣に触れることができ、それぞれの
国のよさや日本のよさを感じ取ることができました。
・２３９名の全校児童を対象に実施したので、慌ただしい日程
になってしまいましたが、コーディネーターの方の細かい
計画によって、有意義に実施できました。来年は、低・中・
高ブロックの３つに分けて、日にちを替えて実施したいと
思います。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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全体会　体育館 ９：３０～９：４５
・講師紹介とワールドキャラバンの趣旨説明

交流理解講座 ９：４５～１１：１０
視聴覚室　　ガーナ　　　パーコフィさん
パソコン室　大韓民国　　大谷さん
体育館　　　中国　　　　王さん

・各国の習慣や言葉、食文化の紹介
・民族衣装や民族楽器の展示や体験

ワークショップ　体育館 １１：１５～１２：０５
・「ハートゲーム」

交流給食 １２：１５～１２：５０
１組　パーコフィさん・大谷さん
２組　王さん・根本さん

各教室でお別れ
講師の方の国の言葉でお礼を述べる

・今日のワールドキャラバンはとても楽しかったです。一番
楽しかったのは、王さんに教えてもらったカンフーです。
また、王明江さんやパーコフィ・エイキンスさんや大谷南
林さんのように外国語をペラペラとしゃべれるようになり
たいとも思いました。
・今日は何をするのか、とてもワクワクしていました。私た
ちの班は、最初は韓国の大谷さんの話を聞きました。韓国
のキムチに使う唐辛子は、最初は甘くだんだん辛くなると
いうことが分かりました。次は、ガーナのパーコフィさん
に話を聞きました。いろいろな楽器や手作りマラカスを使
い演奏したのが楽しかったです。最後は、中国の王さんに
話を聞きました。中国のお茶は甘いということを聞きとて
もびっくりしました。ハートゲームをしたこともとても楽
しかったです。
・このワールドキャラバンを通して、「いろいろな国の人に
会ったら、どのように接したらよいのか。さらに、その国
の言葉、考えていることが違うのだ。」ということを学びま
した。特にガーナのことを教えてもらったとき、日本とは
ぜんぜん違う暮らしをしていることには驚きました。ワー
ルドキャラバンを通して、いろいろな国の人と交流するこ
とで、その国の人々が考えていることを少しでも理解でき
たのでよかったと思います。

　本校６年生が総合的な学習の時間に行ってきた、国際理解
的な学習内容である「世界の子どもたちについて考えよう－
今自分たちができること－」の一環として、今回の「ワール
ドキャラバン」を実施できたことは、大変意義深いもので
あった。他国に住んでいる自分たちと同世代の子どもたち
が、「どのようなものの考え方をして、どんな生活をしている
か」などを直接聞いて知ることができたことは、本やイン
ターネットから得られる知識よりもはるかに価値のあるもの
であった思う。ふだん接する機会のない外国の方々に直接ふ
れ合うことのできた貴重な体験であったとともに、遠い外国
に住む同世代の子どもたちのことを思い、身近に感じること
のできたすばらしい時間であった。
　ワークショップ「ハートゲーム」の中で、国際協力とは特
別なことではないこと、教室内の友達が困っているのを見て
見ぬふりをしない心が国境を越えて国際協力につながるこ
と、そして、思っているだけではダメで行動する事が大切な
のだということに、児童達は気づくことができた。今後は、
世界の恵まれない子ども（人）たちや自然環境を守るために
なにができるかを考え実践していく力、今までの自分たちの
生活を振り返りよりよく生きていこうとする態度などを育て
ていきたい。

　今回の催しは、普段なかなか触れ合うことのできない外国
の方たちと接し、それぞれの国々の様々なことについて学ぶ
ことができた。「世界の子どもたちについて考えよう」という
総合的な学習の時間のテーマや、社会科の「世界の中の日本」
の単元のまとめとして、大変有意義な学習ができた。講師の
方々の温かいお人柄やファシリテータの根本さんの情熱は子
どもたちの心に大きな「思い」を与えてくれた。「国と国と
が仲良くなるためには、まずはお互いのものの考え方を理解
することや文化を知ること。そうすれば、国と国とが争うこ
とのない平和な世界が実現できる。」と話してくれた根本さ
ん。児童たちはその言葉を心に刻み、「地球市民」としての第
一歩を歩み出すことができたと思う。時期や時間的な制約や
学校側の事情をよく理解していただき、こちらに合わせた計
画を立てていただけたことも大変ありがたかった。
　時間に制約がなければもっと多くの時間をいただいて一緒
に遊んだり、会話をしたりして子ども１人１人との触れ合い
を高めたかったと思う。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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　５本指を全部使ったモンゴルの指遊び（じゃんけん）を教
えていただき、２人ずつペアをくんでやってみました。
ちょっと難しかったようです。
　午前の部を終了し、講師が参加者の中に加わり、カレーラ
イス・ポップコーンなど食べながら会話を楽しみました。ま
た日本側からも発信型の交流をということで、小学生による
英語のスピーチと楽器演奏などを行いました。
　午後の部では、タイの１日中使える便利な挨拶のことばを
教えていただきました。タイの王室は大変人気が高く、紙幣
には必ず国王の顔が印刷されていること。また、仏教国であ
るタイのお坊さんと日本のお坊さんの違いなど説明していた
だきました。タイの人々の家族や親を大切にする心など、最
近の日本人に少しかけてきているところかなと反省する必要
があるかもしれません。
　タイの踊りを指導していただき、会場全部を使ってみんな
でぐるぐるまわって踊りました。リズミカルなとても楽しい
踊りでした。
　韓国については、すでに日本では韓流ブームと言われてい
るように、大人の方たちは予備の知識を持っており、パクさ
んの質問に答えていました。韓国の伝統的ゲーム［チェギ・
チャギ］という正月の遊びを教えてもらったり、子供たちは
民族衣装のチマ・チョゴリを着て、とても楽しそうでした。
　今回、第１回目ということでレオクラブのお母さん方にも
多大な協力を頂き、予定どおり終了することができました。
レオクラブの子供たちのソーラン節は、元気いっぱいに最後
を飾ってくれました。講師の方の配慮で全員参加型の交流会
ができよかったと思います。

　協和国際交流協会設立から約１年、第１回目の交流会を実
施することとなりました。一般市民および協会員の国際理解
を深めることを目的とし、「世界の異文化や外国語に触れて
みよう！」というタイトルに沿って講話をいただきました。
　カーリーさんからは、クイズ形式でオーストラリアの学校
と日本の学校とを比較しながら学びました。日本のような給
食はなく、ランチボックスにサンドイッチやジュースなどを
つめて各自持参すること。サンドイッチの具としてベジマイ
ト（日本の納豆のように健康によい）という黒いペースト状
の食品をみんなで試食しました。また学校に制服があったこ
とは意外でした。帽子があることはオゾン層の破壊が進んで
いる国の対策を実感しました。実際に制服を見て、かわいい
デザインのワンピースに緑の帽子をかぶるのが興味深かった。
　また豊かな自然の中で動物と共存するオーストラリアの
人々のおおらかな人生を歌った［Kookaburra sits in the old 
gum tree］を輪唱しました。英語の歌を全員で楽しく歌うこ
とができました。
　モンゴルのアマルズルさんからは、遊牧民の生活について
説明していただきました。人口の約８割が遊牧生活をしてお
り、年に２～３回移動していること。ゲルでの快適な生活に
ついて、また子供たちの動物のくるぶしを使った遊び、学習
の様子など、定住型の日本との暮らし方の違い。またモンゴ
ルでは、小さいうちから水汲みなどをするため足腰が自然に
鍛えられる。それが、朝青龍の強さの秘密ではないかという
お話をしてくれました。

活動内容
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３年「台湾の文化や踊りを体験しよう」
４年「中国の文化や歴史について学ぼう」
５年「日豪の遊びを通じてふれ合おう」
６年「フランスの言葉や文化について学ぼう」

○私は松山先生が教えてくれた踊りがすごく気に入りまし
た。家でも踊ったりしました。
○扇子を開いたときの音がすごかったです。踊りも教えてく
れて、お茶がすごくおいしかったです。
○中国茶があんなにおいしいとは思いませんでした。
○お茶のコップに描いてある絵の龍が、お茶を入れたら色が
変わるのがすごいなと思いました。
○中国の民族の服がすごくきれいで子ども用の服もあってす
ごいと思いました。
○オーストラリアのことで一番おどろいたのは、オーストラ
リアのお金はビニールでできているということと、砂ばく
の色が赤色ということでした。
○オーストラリアのいろいろな動物のことや遊びを教えても
らって、すごく勉強になりました。
○オーストラリアのサンドイッチにはさむ食べ物を食べたら
けっこうおいしかったです。
○オーストラリアでは給食がないことにおどろきました。
○フランスのじゃんけんや自由の女神など、たくさんの事を
わかりやすく説明してくれてよかったです。
○最後にカツラをかぶったバロンさんが、ニセギターを引く
まねをしながら音楽に合わせて歌ってくれたのがおもしろ
かったです。

○準備がたいへんだったと思いますが、充実していたように
感じました。
○いろいろな国のことがわかったようでよかったと思いま
す。また次年度もできればよいと思います。
○子どもたちの心をユーモアでリラックスさせてくれ、楽し
い時間をすごすことができました。
○講師の方がいろいろな用意をして来て下さり、子どもたち
は興味を持って話を聞くことができました。
○体を動かす活動があったので、楽しく取り組むことができ
ました。
○子どもたちの用意したプログラムを理解していただき、
いっしょに楽しんでいただけたのがよかったです。

○昨年度から学年単位の活動にしたことで、どの学年も充実
したふれあいができたので、今年度も同じような活動を展
開しました。どの学年も子どもたちが生き生きと活動し、
講師の方々とふれあうことができました。
○学年ごとに活動のテーマを決め、主体的なふれあいができ
たことは大きな収穫でした。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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�　体育館で高等部１・２年生合同の全体会（挨拶など）
�　高等部１年２組教室で交流会
①生徒から自己紹介（名前を言って握手をする）
②二―ルさん、カティさんよりフィリピンとパラグアイについて
プレゼンテーションでの紹介

③生徒たちから質問（生き物、町の様子、食べ物などについて）
④記念写真撮影（グループごとに留学生と一緒に撮影）
�　体育館でゲームやダンスの交流
①みんなでパン食い競争（ニールさんとカティさんにも入っても
らった）

②ハンカチ落としゲーム
③「がんばらんば」のダンス
�　給食を一緒に食べる

　ニールさんと一緒にパンくい競争をしたり、「がんばらんば」のダ
ンスをしたりしたのが楽しかったです。ニールさんが住んでいる国
のことをいろいろ知ることができました。とっても楽しい思い出が
できました。
　最後にお別れをするときちょっとさみしかったです。また機会が
あったら会いたいです。

　とても楽しく積極的に交流をしていただきました。ニールさんと
カティさんの子どもたちにとけ込んで一緒に活動しよう、楽しもう
という気持ちが感じられ、お互いに心も通じ合うことができ、とて
もすばらしい時間を過ごすことができました。生徒の反応も予想以
上に積極的であり、教師ともどもとてもよい経験になりました。

茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨城城城城城城城城城城県県県県県県県県県県立立立立立立立立立立美美美美美美美美美美浦浦浦浦浦浦浦浦浦浦養養養養養養養養養養護護護護護護護護護護学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校茨城県立美浦養護学校

活動内容

生徒の感想

先生の感想

成果と課題
　講師の方々はとても好意的で、フレンドリーな笑顔で接してくれ
た。終始温かい雰囲気でできたのがよかった。それぞれの国の紹介
も、パソコンを使ってスクリーンで説明をしてくれ、分かりやすい映
像もありよかった。また、ダンスを踊るその国の衣装なども持参し
ていただき、子どもたちも興味をもって話しを聞けたものと思う。
　事前にカラーの写真なども送ってもらえると、より親近感が事前
に持ててよかったかもしれない。子どもたちから質問をしたが、時
間がずいぶんすぎてしまった。質問は、もう少し絞って、３グルー
プある場合は各グループ３問など決めておくとよかった。もう少し
お互いが触れ合えるゲームなども考えておくと、より交流が深まっ
たかもしれない。
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生徒の感想

�　１・２年合同で「はじめの会」を体育館で行い、終了後、学年
ごとに講師の方を交流会場へ案内した。
�　学年ごとの交流が始ま、まずは手作りの名札を渡し、代表の生
徒が歓迎の挨拶を行った。次に、日本文化の紹介を行い、スポー
ツ、食べ物、音楽の順で発表を行った。特に空手の型と日本舞踊
は、特別講師を招いての迫力ある実演となったため、ウスマンさ
んも本校生徒も絶賛していた。続いて、ウスマンさんからの紹介
があり、セネガルという国について、パソコンを使って地図や写
真、音楽などをわかりやすく紹介していただいた。
�　「一緒に歌やゲームを楽しもう！」では、「幸せなら手をたたこ
う」の英語バージョンを歌ったり、「国旗カルタとりゲーム」や「ス
トローじゃんけんゲーム」で生徒と一緒に参加し盛り上がった。

�　会食は、学年全員でウスマンさんを囲んで給食を食べた。生徒
が次々と質問をしたり、日本の食べ物である納豆や梅干、のり、
饅頭、せんべいなどを差し入れしたりと、忙しい時間でもあった。
�　「おわりの会」では、お互いにお礼や感想を発表しあい、最後
に全員でウスマンさんを玄関へ見送ってお別れした。

�国旗カルタ取りゲームではなかなか、カードを取りにいけなくて
大変でした。とちゅうでちょっとずつ取れるようになりました。
ストロージャンケンも１組が勝ちました。ウスマンさんにゲーム
を楽しんでもらえてよかったです。この日はとても楽しかったで
す。またウスマンさんに来てほしいです。
�ワールドキャラバンでウスマンさんに日本のスポーツを見せまし
た。剣道を見せました。とても緊張しました。とてもおもしろ
かったです。大迫先生のダンナさんが空手を見せてくれました。
とてもすごいと思いました。
�ぼくは、しあわせなら手をたたこうをしました。リズムに合わせな
がら歌いました。楽しかったのは、歌を歌いながらリズムに合わせ
て歌うことです。ウスマンさんが住むセネガルの動物や学校やレ
ストランや町がスクリーンにうつりました。勉強になりました。

活動内容
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　国際理解教育の一環として「ワールドキャラバン」という機会を
頂き、短い時間ではあったものの、外国人の方と交流し触れ合いを
持もつことができた。普段、どうしても学校という狭い枠の中で生
活している私達であるが、このような機会を通して自分達とは「違
う」世界があることを肌で感じることができたのではないかと思う。
生徒達が、外国の風習、言葉、食べ物などについて様々な質問を積
極的にしている場面がたくさん見られた。また、事前学習におい
て、「日本の文化を紹介しよう」というテーマで、外国人講師の方
に自分たちの国のどんなことを紹介するべきかをみんなで考える学
習を行ったが、それらを通して、日頃、意外と考えることのない我
が国について、あるいは身のまわりについて、そして自分達自身に
ついて見つめなおすよいきっかけとなってくれたと思う。

�　事前学習「日本の文化を紹介しよう」では、自分たちの国につ
いて外国の方に知ってもらいたいことをみんなで考え、調べ学習
を通してまとめる学習を行った。気候や言葉、食べ物、服装、行
事などさまざまな日本の文化について振り返り、改めて意識した
り自分自身について見つめなおしたりする良い機会となった。
�　事前学習「外国人講師の方の国を調べてみよう」では、生徒た
ちにとって初めて耳にする国であったものの、知らない国の文化
や場所等を調べることで、世界の国の多さや広さを感じることが
でき、外国への興味や関心をもつきっかけとなった。
�　生徒にとっても教師にとってもこのような国際交流、貴重な体
験となりました。来校して下さった外国人講師の方に対して、生徒
たちから積極的にコミュニケーションを取りにいくことができま
した。

先生の感想
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ジョナサンがアメリカについて紹介
�ジョナサンより「アメリカはどこか？」質問、生徒が世界地図か
ら探す。
�アメリカの食べ物について。アボガドの入った手巻き寿司、魚の
刺身などを写真提示し、子どもたちと対話しながらの説明。
�ジョナサンの小さいころの写真などを見せてもらい、簡単に家族
の紹介。
�スクウェアダンスのやり方説明の後、生徒も交えて音楽に合わせ
て行う。　

楽しく英語を学ぼう
�色カードを生徒に提示し、発音して生徒がリピート。赤、青、黄、
緑、茶、ピンク、黒の発音。教室内でその色を探した。
�数字カード１～１２までを用意し、ランダムにカードを提示し、生
徒が英語で答える。ジョナサンが発音したあと生徒がリピート。
�英語でジャンケン。グー、チョキ、パーのイラストが書いてある
カードを提示し、英語での表現を教わった。ロック、ペーパー、
シザーズのかけ声に合わせ、ジョナサン対生徒全員の勝負。ジョ
ナサンに負けた生徒は座り、誰が勝つかを競った。

　英語であそんでくれてありがとう。
　アイ　ライク　スシ　アンド　トレイン。と、クレヨンしんちゃ
んもすきです。
　ジョナサンさんもスシとトレインとクレヨンしんちゃんもすきで
すか？
　３年生になったら、またきてください。ラーメンもスパゲティも
たべてね。
　おどりもたのしかったです。ぼくはトレインのうんてんしさんみ
るのはだいすきです。                             （中学２年男子）

　ジョナサンは日本語がとても上手なので、生徒たちも「日本語で
も大丈夫」と感じたようで、それまで緊張していた生徒がリラック
スして参加できた。わからないことは日本語でジョナサンに尋ね、
英語で表現してもらえてとてもよかった。コミュニケーションがス
ムーズに取れたことが今回の成功の一番のポイントだと思う。ジョ
ナサンの人柄と語学力に感謝。
　生徒たちは、いろいろな日本語を英語で表現してもらおうと積極
的にジョナサンにかかわりを求める姿が見られ、英語にとても関心
が高まった。同時に、外国の方に緊張せず、分け隔てなく接する態
度も少なからず養われたと思う。この授業を実施して本当に良かっ
たと感じた。

　ジョナサンの人柄により、とても良い雰囲気で当日の授業が進ん
だ。事前にアメリカの場所、国旗、英語での挨拶、英語での簡単な
自己紹介の仕方、英語の歌などを勉強していたことにより、気持ち
の高まりを感じつつ当日に臨めたのがよかった。ジョナサンが日本
語を話せるので、子どもたちから質問が出て、積極的にかかわろう
とする態度がみられ正直、私たちも驚いた。そこに異国の壁はな
く、人と人として分け隔てなく、場所と時間を共有していた。生徒
たちが主体的に参加でき、大変良かった。また、ジョナサンに会い
たい、来てほしいという声が多数あった。外国の文化や人にリアル
に触れることができ、良い交流になった。
　養護学校にはAETの講師が来ないので、月１回でもよいので来て
ほしい。今回はコーディネーターの方と講師の方に大変恵まれ、ス
ムーズに事が進み成功を収めることができたが、また違った方とな
ると、今回と同様に成功できるかが少し不安である。

活動内容

生徒の感想

先生の感想

成果と課題

成果と課題
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①はじめのことば（児童）
②講師の先生の紹介（担任）
③自己紹介（講師の先生）
④歓迎のことば（児童）
⑤外国の方の話を聞く（食生活、子どもの遊び、学校の様子、
音楽など）

⑥質問コーナー
⑦お礼のことば（児童）
⑧おわりのことば（児童）

　私たちはこの国際交流の時間を楽しみにしていました。
この前、道徳で日本の文化についてを学んだばかりです。日
本には、昔からうけつがれてきたでんとうがあることをしり
ました。その勉強を通して、ぜひがいこくのことも知りたい
と思っていました。
　今日のお話でガーナという国は、とても礼ぎが良くて、あ
いさつのときも人の目を見て話して最後にはおじぎをして、
歯をみがくときもおくまでみがいていて、朝ごはんを食べる
前はそうじをしていて、びっくりしました。…（中略）…日

　日本とガーナの生活習慣の違いを具体的に動作を交えて説
明していただき、子どもたちにとってとてもわかりやすく興
味深く聞くことができた。
　内容が現在の日本の小学生に欠けていると思われる「あい
さつ」「大人を敬う気持ち」「親切な心」などの大切さにかか
わるものであったため、生活指導面でもよい学習になった。
　また、家庭教育にとってもよい話であったので、機会が
あったら保護者の方々にもぜひ聞いていただきたいと思っ
た。

�ガーナの文化・習慣・風習等に触れ、異国を尊重する心を
育てるとともに、日本の国のよさや不足していることを振
り返るよい学習とすることができた。
�今回の取り組みを通して、子どもたちが日本以外の国の様
子についてもっと知りたい、行ってみたい、外国の人たち
に出会ったら親切にしてあげたいという気持ちを十分もつ
ことができた。

本の子どもはゲームをする子が多いけれど、ガーナでは日本
で言う、たいこやマラカスなどの楽器がおもちゃのかわりで
おもしろそうでした。ガーナには目を疲れさせないけんこう
でいられるおもちゃや道具、すみずみまで歯をみがいたり、
へやを朝早くからそうじしたりしていて、きっとたくさんけ
んこうで体がじょうぶな人たちが住んでいる国になると思い
ます。日本のくらしとはまったくちがっていたのでびっくり
しました。
　これからは、日本人とがいこくの人たちがもっといろいろ
なところで交流して、それぞれの国のことをもっと分かり合
えるといいなと思いました。　 （４学年女子）

水水水水水水水水水水戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸市市市市市市市市市市立立立立立立立立立立見見見見見見見見見見川川川川川川川川川川小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校水戸市立見川小学校

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題
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＊講師来館 １３：００　
�　挨拶と講師紹介 １３：３０～
�　オーストラリアについて学習 １３：４０～
①カーリーさんお話を聞いて質問しよう
②カーリーさんと一緒にオーストラリアの小学生の体験を
しよう

�　カーリーさんへのお礼と感想文を書こう １５：１５　
・児童の感想発表　・講師のお話

活動内容

�今日はオーストラリアのことがたくさん学べてよかったで
す。オーストラリアの子どもたちはどんな風に生活してい
るのかなぁ…。と想像することができました。
�オーストラリアの面積は日本の２０倍の広さであると知り
びっくりしました。　

�オーストラリアには珍しい動物がいることがわかりまし
た。コアラとカンガルーは知っていたけどほかの動物はあ
まり知りませんでした。カーリーさんが持ってきてくれた
動物のぬいぐるみがとてもかわいかったです。
�「カンガルー」は「わからない」という意味でアボリジ
ニー語という言葉だと初めてわかりました。あと、ベジマ
イトをちょっとなめてみたらすごくしょっぱかったです。
学校のお弁当にはりんごやベジマイトをぬったパンを持っ
ていくんだそうです。他にもいろいろな食べ物を食べてい
ることを知りました。
�ゲームもやって楽しかったです。おかげでオーストラリア
のことについてよくわかりました。オーストラリアに行っ
てみたくなりました。

児童の感想

保護者の感想

�オーストラリアというと「コアラ」というイメージしかあ
りませんでしたが、カーリーさんからオーストラリアの首
都・人口・歴史・人々の暮らしぶりなどを学ぶことができ、
とても有意義な時間を過ごせました。
�カーリーさんの日本語がすばらしく、子どもたちがあきる
ことなく活動できたと思います。たくさんの資料を用意し
て、とてもわかりやすく、参考になったと思います。

成果と課題

　グローバルアクトクラブの主要な活動に世界の様々な地域
から日本に来ている人々と交流することで子供達の国際交流
を深めることがあります。
　今回は、経済的に身近な国であるオーストラリアについて
学習する初めての機会でしたので、アクトクラブの子供達は
大変興味を持ってカーリーさんの流暢な日本語の説明に聞き
入っていました。特にたくさんの資料を使用しながら時折
ゲームを交えて楽しく丁寧に教えていただき有意義な学習が
できたと思います。
　オーストラリアの地図のパズルを使用して国の形を知り面
積の大きさを確認しながら砂漠地域の子供達がラジオによる
授業を受けていることや救急のときは「フライングドクター」
がやって来る話、また、今は水の使用を制限してシャワーし
か使えない話などに驚くばかりです。小学生用の制服や帽
子、カバン、お弁当箱を見せてもらい、ベジマイトを食べて、
食文化にもふれました。以上のことから子供達は、自分たち
とオーストラリアとの生活の違い、文化の違いを知ったよう
です。また、オーストラリア特有の動物についても、ぬいぐ
るみを使ってクイズ、ゲームを交えながら学びました。子供
達にとって「カンガルー」「コアラ」の国から、カーリーさ
んを通して「オーストラリア」という国全体を認識できたこ
とと思います。
　県内でも中高生の海外派遣でオーストラリアを訪れること
が年々増えているようです。アクトクラブの活動を通して外
国に興味を持ち、市教育委員会のオーストラリア派遣生に
なったOBも何人かいますので、今回のプログラムを経験し
た参加者の中からもそのような子供達が出てくることでしょ
う。世界に対して、積極的に係ろうとする子ども育成のプロ
グラムとして評価できると確信します。
　このようなプログラムは一連の流れで行うことにより効果
が期待できると思われるため、今後、連続的に行うための予
算計上が課題となります。

�オーストラリア特有の動物や歴史的な事情の説明もとても
よかったです。
�一つのについてその国の人から説明を聞く機会があまりあ
りませんでしたので、じっくり聞けたことはよかったと思
います。反対に、自分は日本のことを皆さんに向かって説
明できるかなと考えてしまいました。いろいろな国のこと
ももっと知りたいのですが、同時に日本のことも勉強しな
ければいけないなと思いました。　
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�　交流会 ９：３０～１２：１０
①開会行事…多目的室（３・５年生）
・教頭先生のお話
・講師紹介
・講師自己紹介

②国ごとに分かれて異文化体験
［国の紹介・言葉・あいさつ・ダンス］
③サッカーゲーム…体育館（３・５年生）

　④閉会行事
　　・お礼の言葉　３・５年生
�　招待給食　…３年・５年各教室 １２：１５～１３：００
　　３年生　　山本　ロブソン　隆先生との会食
　　５年生　　リム　フエキ先生、小林さんとの会食

�チュニジアのリムさんとおどったのが楽しかったです。い
しょうを着て楽しいダンスでした。リムさんは、まだ日本
に来て、１年しかたっていないのに、日本語が話せるので
すごいと思いました。
�チュニジアのリムさんは、おどりや料理をしょうかいして
くれました。ブラジルのロブソンさんは、サッカーを教え
てくれました。とても楽しかったです。わたしも、大きく
なったら、ブラジルとチュニジアに行ってみたいと思いま
した。
�ポルトガル語やアラビア語は、とても難しいと思いまし
た。リムさんやロブソンさんは、日本語がじょうずでびっ
くりしました。また、こんな機会があったらいいなと思い
ました。
�ロブソンさんに、ブラジルの子どもたちは「はだし」でサッ
カーをしていることを教えてもらい、わたしはびっくりし
ました。また、チュニジアのリムさんはダンスがとても
じょうずでした。チュニジアでは、日本のアニメが放送さ
れているということにおどろきました。
�給食の時間にリムさんと一緒に給食を食べて、チュニジア
では豚肉が食べられないことを知りました。国によってい
ろいろなきまりがあることが分かりました。

活動内容

児童の感想

先生の感想

�今回、講師の先生方やコーディネーターの方と実際に触れ
合える機会をもつことができ、子ども達は「異国文化」と
いうものを肌で感じ取ることができた。書籍やインター
ネットなどで調べる学習は、その知識を得るだけで、どう
しても平面的な学習になってしまいがちである。しかし、
今回のように実際に外国の方から話を聞いたり、その国の
遊びや言葉を使って活動したりする経験は、これから国際
社会に生きていく子ども達にとっては、「生きた」学習で
あったと思う。子ども達は、その国の様子や言葉を調べた
りする中で、徐々に興味・関心を高めていった。
�今回のワールドキャラバンをきっかけとして、子ども達が
さらに様々な国の文化や世界事情に目を向けられるよう
に、今後の学習につなげていきたい。　
�子ども達は、外国の方と触れ合う機会があまりないため、
リムさんやロブソンさんにとても関心をもって、触れ合う
ことができた。今回は、総合的な学習で国際理解に取り組
んでいる３・５学年が参加したが、異国文化に触れ合える
せっかくの機会なので、全校児童が参加できるような形で
行えるとよかった。

　ワールドキャラバンは、毎回異なる国の方々とふれ合い交
流することができ、異国文化に対する理解を深めるよい機会
となっている。今回は、総合的な学習の時間の中の「国際理
解」に関する学習のまとめとして、異国の方々とのコミュニ
ケーションを図ることをねらって交流会や食事をする時間を
設け、２つの学年で実施することができた。
　５学年児童にとって、異国文化への興味・関心の高まりと
ともに自国を見直したり、比較したりするきっかけ作りの場
となった。また、３学年児童にとっては世界へ目を向ける第
一歩となるすばらしい機会となった。国が異なってもその生
活の基本は同じであり、言葉は異なっても気持ちが通じ合う
ことを、子ども達は肌で感じることができた。
　今後の課題として、今回の体験で得た興味・関心や国際理
解の意識の高まりを今後の学習活動にどうつなげていくか、
また、英語教育との関わりをどうするかなど、さらに計画を
練り、指導方法を工夫していく必要がある。

成果と課題
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�　交流集会
　視聴覚室に講師・コーディネーター・全児童・職員が集
まり、顔合わせをする。主な活動の流れと基本的な心構え
について担当教諭が説明した。
�　各国コーナー体験
　１・２年、３・４年、５年、６年の４グループに分かれ、
３０分ずつ各国コーナーを回った。各国コーナーでは、国旗
を掲げ、児童とのやりとりの中で生活のようすや位置など
について講師が説明した。
�　１～４年　各国コーナーで遊ぼう
　講師のパフォーマンスを楽しんだり、じゃんけんゲーム
をしたり、民族衣装を着用させてもらったりした。
５・６年　ワークショップ

　「ハートゲーム」を通し、言葉は通じずとも心と心は通じ
合うことができることを体験した。
�　給食タイム
　２～６年の各学級に講師とコーディネーターを招き、会
食を楽しんだ。

活動内容

�ワールドキャラバンをやってみて、私は世界の国々のあそ
びや食べ物、服などいろいろなことを知りました。いっ
しょに、きゅう食を食べたりしてとても楽しかったです。
中でも、バロンさんのにせギターはおもしろかったです。
かん国のみん族いしょうが着れたこともうれしかったで
す。また、ワールドキャラバンがやりたいなと思いました。
�外国と日本ではちがうとこがいっぱいあって、いっぱい分
りました。（講師の）みなさんとあそんだことが、ワールド
キャラバンで一番楽しかったです。それで、ぼくはがいこ
くをもっと知りたくなりました。 （小学３年生）

�根本先生の話を聞いて、ボクは言葉がつうじなくても、心

児童の感想

先生の感想

　これまで児童がふれあうことのなかった外国の方々と交流
をすることができ、児童の世界に対する興味関心が非常に高
まった。高学年の社会科を中心とする学習と関連づけて、派
遣していただく方の国を選定したが、希望通りの国の方々に
来ていただくことができた。
　活動�の各国コーナー体験は、あっという間の３０分間で
あった。もう少し、各国の言語や文字、子供の遊びなど身近
な話題にふれる時間がもてたら、なおよかった。
　高学年の「ハートゲーム」は非常によかった。国際交流を
進めていく根底には、誰もがしっかりした人権意識をもつこ
とが大切であることを体得することができた。
　全児童１人１人に講師の方々からメッセージカードをいた
だき、大変喜んだ。

があれば、思いがつうじることを、あらためて実感しまし
た。「たすける」ということが、少し進歩したと思います。
�今日は、４カ国から外国人が来て、その国のことをいろい
ろおしえてもらいました。最後に（やった）、根本先生が考
えた？ハートゲームなどは、心があたたかくなりました。
（心の）大切さ、心と心の伝え方などを聞きました。ほかの
国々などと協力することが（大切だと）分りました。

　（小学５年生）

成果と課題

　本校では、今年度初めてワールドキャラバンを実施した。
全校児童を対象に活動を計画したので、年齢差があり、講師
の方々も大変であったろうと思う。しかし、コーディネー
ターの根本さんの助言で、どの学年の児童も交流活動を生き
生きと楽しむことができた。
　事前の調べ学習が不十分であったことなどから、講師の方
への質問が個人的な内容になりがちだったので、次回は事前
の活動も充実させて当日を迎えたい。
　本校は田園地帯の真ん中に位置し、学区内に商店も少な
く、異文化にふれる機会はめったにない。今後もこのワール
ドキャラバンの実施を継続し、人権意識を高め、　異文化コ
ミュニケーション力のある児童の育成を目指していきたい。
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１　セレモニー（５分）（フレンドリールーム）
進行児童（４年生）

①はじめの言葉　（児童；３年生）
②校長先生のお話
③コーディネーターのあいさつ及び講師紹介（庄司さん進行）

２　文化紹介（１５分）（フレンドリールーム）
３　歌・衣装の紹介（１５分）（フレンドリールーム）
４　遊びの紹介（２５分）（フレンドリールーム・体育館）
５　給食を一緒にいただき、交流を深める

（フレンドリールーム）
６　児童お礼の言葉（児童；４年生）（フレンドリールーム）
７　お見送りをする（フレンドリールーム）
　

　
�２月７日水曜日にワールドキャラバンがありました。本当
は、フランスの人と韓国の人とエジプトの人が来るはず
だったけどエジプトの人は病気で来れませんでした。最初
に、国の説明やお話をしてくれて次に衣装を着させてくれ
ました。でも、選ばれた人しか着れませんでした。その次
に、遊びをしました。私は最初に韓国の遊びをしました。
ミオン先生がやり方を教えてくれました。足で羽根を飛ば
して遊びます。最初はうまくできなかったけどだんだんと
遠くに飛ばすことができました。次にフランスをやるはず
だったけど時間がなかったのでできませんでした。次は給
食です。私はバロン先生と一緒に食べました。一緒に踊っ
たりしましたとてもおもしろかったです。私は、フランス
や韓国のことを先生たちに教えてもらってうれしかったで
す。これからもフランスや韓国以外の国々を調べてみたい
です。
�２月７日に国際理解教室がありました。まずフランスと韓
国から来た先生が自己紹介をしました。フランスの先生は
バロン先生で韓国の先生はミオン先生でした。特にバロン
先生がおもしろい先生でおもしろい動きや言葉でみんなを
笑わせてくれました。ミオン先生には、いろいろなことを
教えてもらいました。韓国の民族衣装もかわいらしかった
です。次に遊びをしました。私はフランスの遊びに参加し

活動内容

児童の感想

ました。フランスの遊びは「にらめっこ」で、日本のにら
めっこととは違って歌を歌って歌い終わったあとに笑った
ら負けというゲームでした。私はバロン先生に笑わされて
しまったので負けてしまいました。最後にバロン先生が嘘
ギターをやってくれおなかが痛くなるほど笑いました。給
食を食べ終わって、プレゼント贈呈の時にミオン先生に一
生懸命作ったプレゼントを渡しました。喜んでくれたみた
いなのでうれしかったです。国際理解の時間は楽しく勉強
ができて良かったです。

　　　　　　　　　　　　　　
　韓国、フランスともたくさんの写真や貨幣民族衣装を用意
して頂き国の様子がよく分りました。特にバロンさんが世界
地図を使ってフランスの位置をユーモアを交えながら説明し
てくださり児童も集中していました。民族衣装には興味しん
しんで代表者だけが試着していたので多くの児童に試着させ
たいと思いました。バロンさんのユーモアあふれる偽ギター
の演技には日本人にないユーモラスな雰囲気を感じました。
英語以外の言葉を使っての交流は、児童に新鮮な印象を与え
たように思います。これから様々な国について目を向けて学
習に取り組む児童が増えると思います。

　
　今回のワールドキャラバンに向けての事前準備の段階で児
童たちは、参加して頂ける国々のことを少しでも知ろうとイ
ンターネット等を活用しながら自ら行動していた。まずは、
その意欲を引き出したことが一番の成果かと思われる。ま
た、英語以外の言葉を使う方と直接ふれあうことで日本とは
異なる生活習慣や文化があることに気づき、日本の文化や良
さについても考える良い機会となった。
　短い時間の中での交流であったのでもう少し時間がとれれ
ばさらに交流が深まったのではないかと思われる。本校では
２回目の交流であるのでこのような交流を継続していきさら
に内容を発展させていくことが大切であると思われる。

成果と課題

先生の感想
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１　ねらい

○児童が外国人と直接ふれあうことにより、理解と交流を
図る。

○外国のゲームなどを通して、異なる文化の理解を深め
る。

○県のワールドキャラバン（国際理解教育講師等派遣事業）
を活用し、交流する。

２　当日の日程

打ち合わせ　１０：００～１０：１０（校長室）　
音楽集会　　１０：１５～１０：４０（体育館）
第３校時　　１０：４５～１１：３０
第４校時　　１１：３５～１２：２０
会　食　　　１２：２０～１３：１０

　　　　　　　　（１年、２年、３年教室において）
第５校時　　１３：５５～１４：４０

３　主な内容

　日本文化の紹介をしたり、日本の遊びにいっしょに興じ
たりして、楽しいひとときを過ごしていただいた。

活動内容

児童の感想

先生の感想

成果と課題

①始めのあいさつ
②講師の先生の自己紹介
　写真・パンフレット・パソコンによる出身国発表
③交流会

　
�ワールドキャラバンでは、折り紙と習字と豆つかみをしま
した。ヤスミナさんが写真とパンフレットを見せてくださ
いました。とても思い出に残った１日でした。
�スィリニーさんといっしょに遊びました。一番楽しかった
のは、白くまのジェンカをおどったことです。給食もいっ
しょに食べておいしかったです。
�アマンラットさんがタイ王国のローマ字を書いて見せてく
れました。字が似たようで違うものがたくさんありびっく
りしました。
�ウルグアイという国を知りませんでしたが、パソコンの映
像でいろいろなことが分かりました。また、こういう機会
があればいいと思います。

　６人の講師をお迎えし、それぞれの国が身近に感じられる
ようになり、有意義な時間をもつことができた。このような
機会を生かし、低学年から国際理解教育を積み重ねることに
より、国際理解への意識を高めたい。

　ワールドキャラバンを実施したことにより、「もっと外国
のことを調べてみたい。」「他の国はどうなのだろう。」など、
外国への関心が高まり、子どもたちの学習意欲が高まった。
今後もこのような機会を活用し、外国の方々とコミュニケー
ションしたり、外国の文化に触れたりすることができるよう
にしたい。
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○開会セレモニー
�はじめの言葉
�講師、コーディネーターの自己紹介
�外国の話を聞く。（３人の講師の先生たちに、各国の位
置・国旗・生活の様子・食べ物などについて話をしてい
ただいた。）

�児童による学校・学年紹介（「世界に１つだけの花」を
手話をしながら合唱）

○前半は、３つのグループに分かれて交流
�ゲーム
�言葉の学習
�その国の遊びや踊り、スポーツなどを教わる

○後半は、新垣マリアさんのペルーの踊りを鑑賞
○食事（給食）
○閉会セレモニー
�はじめの言葉
�感想発表
�ファシリテーターの関さんの話
�終わりのあいさつ

　

　
�インドネシア語やインドネシアの遊びを教えてもらいまし
た。楽器も見せてもらいました。いろいろなことを知るこ
とができて、ためになりました。
�いろいろな国の人と触れ合ってとてもよかったです。これ
からもいろいろな人と触れ合ってみたいです。
�オーストラリアのお金がプラスチックでできていることに
びっくりしました。他の国でもプラスチックを使用してい
るところがあるそうです。この交流をきっかけに外国の方
と仲良くしたいと思います。
�オーストラリアの動物やスポーツのことがよくわかりまし
た。ますます外国のことに興味を持ちました。とても楽し
かったです。
�ペルーの踊りはとってもきれいでした。とっても楽しかっ
たです。
�マリアさんの踊りはとてもすごかったです。特にすごかっ

活動内容

先生の感想

たのは、足の動きです。とても踊るのが難しそうでした。
とてもよい思い出になりました。
�ペルーの民族衣装を着ました。とても軽かったです。ワー
ルドキャラバンを通して世界の人が仲良くなるといいなと
思いました。
�ペルーの生活が日本と違うのでびっくりしました。もっと
他の国のことが知りたくなりました。

　
　３人の講師の先生は、楽器や制服、写真、CDなど、豊富な
資料を用いてその国のことを分かりやすく説明してくださ
り、児童も大変興味深く聞くことができた。色鮮やかな民族
衣装を着たマリアさんのペルーの踊りは、アンデス地方独特
のリズムに乗った巧みなステップが見事であった。児童の心
を魅了した。
　今まで、児童たちはALTとの交流でアメリカの英語や文化
にふれる機会はあったが、同じ英語でもオーストラリア独特
の言葉があることや、国によっていろいろな言葉が使われて
いることを知ることができた。今回、英語圏以外のアジアや
南米の国の方と接することができたのもよい体験だったと思
う。
　広い世界の中のほんと一部だが、他国の言葉や文化・習慣
を知ることができたことは、あらためて日本という国や文化
についても考えるよい機会だったと思う。

　ふだんあまり外国の方と接する機会がない児童たちにとっ
て、今回の交流会は大変よい体験だったと思う。特に今回、
インドネシア・ペルーといった英語圏以外の国の方ともふれ
あうことができ、児童たちは、世界にはいろいろな国があり、
様々な文化や言葉があることが理解することができた。一方
で、国や言葉が違っても、日本人の生活や文化と共通してい
る点もあることに気付き、外国を身近に感じることができた
と思う。児童からは、もっといろいろな国を知りたいという
感想が多く、外国に対する興味・関心が広がったようだ。
　今回は、最初に３人の講師の先生たちの話を全員で簡単に
聞いた後、児童たちが選択した国の先生とゲームなどを通し
てさらに交流を深めた（５０分間）。後半は、新垣さんのペルー
の踊りを間近で鑑賞した（３０分間）。時間的にも内容的にもよ
かったと思う。
　できれば、一
度の交流に終わ
らず、今後もこ
のような機会が
継続的にももて
るようにし、国
際理解をさらに
深めたい。

成果と課題

児童の感想




