
平成 ２１年 １１月 ２７日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫  殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

学校名 茨城県立友部高等学校    担当教諭名 高浜 義範 

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

記 

実施日時 平成２１年 １１月 ５日（木）  １０：３５  ～ １２：１５   

対象学年と人数   １年４組 ３６名 

派遣講師名と出身国 
イ クムジュ（韓国） タスファイエ ガライア（エチオピア）       

田中 アルバ（ニカラグア） ダベッシュクー・ベヘルーズ（イラン） 

活動の内容  韓国・エチオピア・ニカラグア・イランの４グループから２カ国を選んで、各国の文化・習慣等につい

ての話を聞いた。（１グループ４０分） 

 コーディネーター主導で講師を含めた全体会を行い、交流を深めた。 

生徒・保護者等参加

者の感想 
すごい楽しくできました。韓国の言葉を少しだけ覚えることができました。/ 楽しかった。また異文化コ

ミュニケーションに参加してみたいと思いました。/ かなり面白かった。いろんな話を振ってくれたりし

て一緒に話す感じが良かった。/ 異文化コミュニケーションに参加してよかったと思います。先生たちが

優しく自分の国のことを教えてくれてよかった。とても楽しかった。/ 初めは緊張していたけれど、先生

がとても元気で、すごくいい先生だったのでとても楽しかったです。ニカラグアの言葉や文化、生活につ

いてたくさん知ることができた 。/ イランのことについて詳しくていねいに教えてもらって、イランに

ついて興味を持つことができた。/ エチオピアの子供たちの絵がとてもうまくてすごいと思いました。あ

と色づかいもすごかったです。/ エチオピアの様々な情報を聞くことができました。面白く授業を進めて

もらい、とても聞き入ってしまいました。/ ニカラグアの遊びや、個性的な人がいっぱいいることがよく

わかった。旅行に行くならニカラグアに行ってみたい。 

先生の感想 教室の関係で不自由な思いをさせてしまって申し訳ありませんが、授業中に実施しているため制約があ

り、現在の形で行う場合使用できる教室は限られてしまいますのでご理解願いたいと思います。今回はこ

のように外国の方と接する機会がほとんどない生徒達ばかりでしたが、皆大変喜んで、また次があればぜ

ひ参加したいとの意見がたくさんあり、非常に有意義な時間を過ごせました。 

 



平成 ２１年 １１月 ２７日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫  殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

学校名 茨城県立友部高等学校    担当教諭名 高浜 義範 

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

記 

実施日時 平成２１年 １１月 ６日（金）  １０：３５  ～ １２：１５   

対象学年と人数   ２年１組 ３５名 及び ３年２組 ３２名 

派遣講師名と出身国 
パク セラン（韓国） タスファイエ ガライア（エチオピア）       

田中 アルバ（ニカラグア） ダベッシュクー・ベヘルーズ（イラン） 

活動の内容  ３年２組が３時限目に、２年１組が４時限目に韓国・エチオピア・ニカラグア・イランの４グループか

ら１カ国を選んで、各国の文化・習慣等についての話を聞いた。 

生徒・保護者等参加

者の感想 
講師の方はとても優しかったし、普段聞けないような話を聞けるのでよかったと思う。/ 初めて参加した

けど、思ってたよりすごく楽しくできました。/ マジで優しくてかわいくてびっくりして韓国大好きにな

りました。/ 楽しかった。韓国のイメージがかなり変わった。/ 実際にゲームをしたり、実物があった

のでわかりやすくて良かったです。短い時間の中でいろいろ学べてとてもためになりました。ニカラグア

のことをほとんど知らなかったんですが、少しだけでも知ることができてよかったです。/ イランと日本

の国の違いがよくわかった。天候や食生活、建物などいろんなところが違っていてびっくりしました。/ 

エチオピアのことが知れてよかった。もっと知りたかった。/ 他の国の文化は前々から知りたいと思って

いたので、コミュニケーションできていろいろ為になりました。/ 日本の人は暗くて食わず嫌いが多いよ

ねと言われた。だから積極的で好き嫌いしない人になれるようにしよう。/ 前にもニカラグアとの交流を

して楽しかったのでまた選びました。前回聞けなかったこともあったので聞けて良かったです。 

先生の感想 インフルエンザによる学級閉鎖のため、急遽実施クラス・時間などの予定を変更し、混乱したにもかかわ

らず、快く対応していただき感謝しております。今回は昨年や６月のワールド・キャラバンに参加したこ

とのある生徒が多数いたのですが、２度目・３度目でも満足度はかなり高かったようです。次回もまたよ

ろしくお願いします。 

 



平成 ２１年 １１月 ２７日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫  殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

学校名 茨城県立友部高等学校    担当教諭名 高浜 義範 

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

記 

実施日時 平成２１年 １１月 １１日（水）  １０：４５  ～ １２：３５   

対象学年と人数   １年２組 ３５名 及び １年３組 ３２名 

派遣講師名と出身国 
パク セラン（韓国） バンズラグチ バヤルツエツエク（モンゴル）       

カルラ アウロラ ブリンガス モレノ（ペルー） シャ エムディ フォエズ（バングラデシュ） 

活動の内容  １年２組が３時限目に、１年３組が４時限目に韓国・モンゴル・ペルー・バングラデシュの４カ国から

１カ国を選んで、各国の文化・習慣等についての話を聞いた。 

 

 

生徒・保護者等参加

者の感想 
初めて話を聞いてみていろいろ日本と違う文化が知れてよかったです。韓国に行ったとき失礼のないよう

にできる気がした。/ 韓国と日本では文化が全然違くて、驚くことや、勉強になることが沢山ありました。

キムチに対する思いがとても強い。/ 短い時間だったけど、モンゴルのことについて知ることができとて

も良かったです。機会があればモンゴルに行ってみたいなと思いました。/ モンゴルについてよくわかっ

た。季節が激しいのでびっくりした。馬乳酒という酒を子供が飲んでるのでびっくりした。/ バングラシ

ュの歴史や食べ物、文化についてよくわかった。季節が６つあるのに驚いた。家に帰ってからも自主学習

するのはすごいと思う。/ バングラデシュっていう国を、交流する前はぜんぜん知らなかったけど、この

交流をしていろいろなことがわかった。楽しかった。/ ペルーのことがよくわかりました。私はマチュピ

チュに興味があったので、ペルーの話が聞けて良かったです。/ ペルー人は大人から子供まで、とにかく

踊るのが大好き!!いろいろなことが知れて本当に良かった。 

先生の感想 先週学級閉鎖のために実施できなかった２クラスを各１時間で実施しました。経験の少ない講師が多いと

のことでしたが、皆年齢が近いこともあってか、各グループともに予定時間を超過するほどの盛りあがり

を見せました。一部失礼な生徒もいて申し訳ありませんでしたが、次回もまたよろしくお願いします。 

 

 



平成 ２２年 ２月 １０日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫  殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

学校名 茨城県立友部高等学校   担当者  熊倉 克彦 

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

記 

実施日時 平成２１年 １２月 ４日（金）  １０：３５ ～ １２：１５ 

対象学年と人数   １年１組 ３８名 

派遣講師名と出身国 
パク セラン（韓国） タスファイエ ガライア（エチオピア）       

ホー キム ゴック カム トウ（ベトナム） ダベッシュクー・ベヘルーズ（イラン） 

活動の内容  韓国・エチオピア・ベトナム・イランの４グループから２カ国を選んで、各国の文化・習慣等について

の話を聞いた。（１グループ４０分） 

 コーディネーター主導で講師を含めた全体会を行い、交流を深めた。 

生徒・保護者等参加

者の感想 
・とても楽しかった。他の国の文化を学ぶことができてよかった。 

・食べ物を中心に教えてくれてすごくよかった。韓国とイランのことをたくさん知ること

ができて良かった。 

・食べ物，料理の名前がおもしろかった。（日本と）同じ意味，発音の言葉があるのに驚

いた。 
・ベトナム料理はとてもおもしろい名前が多かった。お金の価値は数値よりも低くて驚い

た。休みが多くてうらやましい。まだまだ世の中には知らない国があった。今度はヨーロ

ッパが良い。 

・初めてだったのでとっても聞いていて楽しかった。いろいろ勉強になった。 

・大根のキムチに驚いた。楽しかった。いろんな国の話を聞いて勉強になった。 

・日本との違いがおもしろかった。みんな日本語がうまい。 

・楽しかった。 

・ベトナムの学校の時間やお金の意味がわかった。国の形が日本に似ていた。いろいろわ

かった。 

・イランはイメージよりも文化が残っている。果物がたくさんある。文化の違いがおもし

ろい。 

・良かった、イランと日本が仲良いことがわかった。「ちゃらんぽらん」の意味が日本と

同じなんてすごい。 

・楽しかった。わかりやすかった。知らなかったことがたくさん知れて良かった。とても

勉強になった。 

・両方ともとてもおもしろくてとても良い体験になりました。とても楽しい。おもしろか

ったです。 

・イランについて初めて知ったことがたくさんあった。歴史について少し興味が湧いてき

た。世界史に興味が湧いてくることと外国に行きたいという気になった。 

・イラン，ベトナムの生活や国の細かいところが詳しくわかって良かった。又機会があっ

たら参加したい。イランの細かいことや正式名称まで分かった。歴史についてもよくわか

った。 

・不安だったけど楽しく出来た良かった。又やりたい。韓国の海苔がおいしかった。 

・エチオピアのことがわかった。一生懸命働いても栄養失調の人がまだまだいるらしい。

他の国のことがわかった。異国の文化は意外なことや珍しいことがたくさんあった。とて

も貴重な体験が出来た。 

・教えに来てくれた人がとても良かった。おもしろかった。楽しかった。 

・楽しかった。ちょっとの時間だったけど。いろいろ分かった。日本語がとても上手だっ

た。おなかがかなり減った。楽しかった。いっぱいいいこと聞けました。又こういう体験



が出来るといいなと思った。 

・しっかり学べた。今までイランに興味を持っていなかったけれど，今日話を聞いて，た

くさんわかったし，もっと知りたいと思った。もっとたくさんの国を知りたいと思った。

又参加したい。 

・イランのことがちょっとだけわかった。楽しかった。 

・詳しく教えて頂いた。 

先生の感想 回を重ねるごとに，生徒達の表情にも自分たちと違う国の人々との交流に対し，ゆとりが見えてきたよ

うでした。異なる文化をもって体験し，興味を持ってくれるだけでもこのプログラムの意義があると思い

ます。彼らの中から一人でも多くの生徒が異文化理解というものに興味を持つようになり，これらの活動

に携わる者が出てくれることを心から希望します。 

講師を務めて下さった各先生方も，とても熱心に生徒と接して下さり，短時間ではあったけれども楽し

い時間を共有できました。毎回工夫を凝らした活動や資料の提示をしていただき，生徒達もとても喜んで

いたのが我々にとってもうれしかったです。今回はインフルエンザの流行の影響が，思わぬ形で表に出て

しまいましたが，これも良い経験と考え，今後に活かしてゆけたらと思います。ありがとうございました。

今後もよろしくお願い致します。 

 


