
報告・協議６ 

広島創生イノベーションスクール 

～グローバルスクール in ハワイの開催について～（報告） 

このことについて，別紙のとおり報告します。 

平成 28年９月９日 

  広島県教育委員会教育長  下 﨑  明 
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広島創生イノベーションスクール 

～グローバルスクール inハワイの開催について～（報告） 

 

平成 28年９月９日  

学びの変革推進課  

 

１ グローバルスクール inハワイについて 

 ⑴ 期 日 

   平成 28年７月 28日（木）～８月４日（木）【８日間】 

 ⑵ 会 場 

   イーストウエストセンター※（アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル） 

 ⑶ 参加生徒 

   広島創生イノベーションスクール参加生徒 71名（県内国公私立高校 13校） 

   海外パートナースクール等の生徒 49名（４か国 15校） 

    ・アメリカ合衆国：４校 29人（ハワイ州，ニューヨーク州，テキサス州） 

    ・ニュージーランド：４校６名 

・フ ィ リ ピ ン：２校４名（セブ） 

・イ ン ド ネ シ ア：５校 10名 

 ⑷ 内 容 

区 分 プログラム概要 

事前研修 

（Web上） 

○自己紹介の投稿・共有 

 学校や地域の紹介，プログラムへの参加動機の紹介等 

○事前学習資料に対する各個人の解釈の投稿・共有 

持続可能な社会の構築に向けた世界や地域の課題に関する文献に対す

る感想の投稿等 

ハワイ 

現地研修 

○各国生徒とのワークショップ 

「2030年のよりよい世界」へ向けての課題設定及び課題解決のための

取組計画の協議・発表等 

○各国生徒とのフィールドワーク 

ハワイ州オアフ島における開発地及び未開発地（自然保護地域）の比

較考察，真珠湾訪問等 

※詳細は別紙日程表のとおり 

事後研修 

（Web上） 

○研修プログラムに対するリフレクションの投稿・共有 

プログラムを通じた気づきや振り返りの投稿等 

 

 ※ イーストウエストセンターについて 

   アメリカ合衆国連邦議会が，アジア太平洋地域の共通課題の研究を通した相互理解や専門

性の深化を目的として，1960年にハワイ州に設立した，独立の教育研究・人材育成機関。 

  

報告・協議６ 
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２ プログラムを通した生徒の変容について 

（１）資質・能力に関する自己評価 

  「活動を通じて生徒に育成したい資質・能力」を８つ設定。それぞれについて，生徒自身に

よる自己評価を定期的に実施。10 段階の点数化を行うとともに，「自分自身がそのレベルであ

ると判断した理由」を記載。 

 

資質・能力１：創造性とイノベーション（新たな価値を生み出すことができる人の知識に対する考え方） 

【１年生・女子】 

（本年４月：グローバルスクール参加前） 

レベル 自分自身がそのレベルであると判断した理由 

１ 

自分は，「知識」とは，創るものではなく，誰かから伝えられて得るものだと考え

ていたから。そのため，先輩や先生から知識を得ており，自分が知識を創造するな

ど，今まで考えたことがなかった。 

（８月：参加後） 

３ 

今はまだ知識を発展させていくことは出来ていないけれど，自分たちが新しい知識

を作っていかなければならず，いつまでも人に答えを求めてばかりではいけないと

分かったから。 

 

資質・能力２：地域・広島・日本・世界（世の中の諸問題について理解し，取り組むべき課題を設定する力） 

【２年生・男子】 

（４月：参加前） 

４ 
私たちは明確なデータと理論に基づいて課題を設定できたと考えていた。しかし，

発表とフィードバックの中で，もっとデータを得なければならないと思ったから。 

（８月：参加後） 

８ 

現在の社会には多くの問題があるけれど，それらは大抵同じ１つの根本的な問題に

帰結する（例えば貧困や格差など）ということや，表面化している問題の解決だけ

ではなく，見えない根本の問題の解決が必要だということをグローバルスクールで

学び，より考えを深めることができたから。 

【１年生・女子】 

（４月：参加前） 

１ 

自分は，ニュースなどで，世界での問題が報道された時，気にして見たり，新聞を

読んだりはしている。しかし，その問題をどう解決していけばいいのか，解決する

上で，乗り越えなければならない課題は何なのかを考えていなかった。だから，自

分は，ただそのような問題が地球上にあるという認識しか持てていないので，自分

のレベルは１だと思う。 

（８月：参加後） 

３ 

グローバルスクールで，マンダラを使って，世界の様々な問題の解決方法を考える

ことができた。その時に，世界の様々な問題は，全く関係ないように思うけど，ど

こかでつながっていることが分かったから。マンダラでは，課題を与えられて解決

方法を考えたけれど，今後は自分たちで課題を見つけられるようになりたい。 
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資質・能力４：プロトタイピングとリファイン（自分の意見や考えを見える化し改善する力） 

【１年生・女子】 

（４月：参加前） 

１ 

私は，自分の意見を持っていても，その意見が本当に正しいのか，誰かに批判され

ることはないかと考えてしまう。そして，自分の意見を伝えることができず，話し

合いが終わってしまうこともあるから。 

（８月：参加後） 

５ 

今まで，自分の意見を言うとき，意見を聞いている人によってどう思われるかとか

を気にして，あまり発言できずにいた。だけど，自分の意見言わないことは，話し

合いに参加していることにならないし，一緒に考えている人に対して，失礼な態度

を取っていると感じ，自分の意見をちゃんと言葉で表すことができるようになった

から。今後は，その自分の意見と，他の人の意見を融合させて，話し合いをもっと

いいものにできるようになりたい。 

 

資質・能力６：自己管理能力（目標の達成に向けて自律的に行動する力） 

【１年生・女子】 

（４月：参加前） 

２ 先輩方のおっしゃる指示通りには行動できたけれど，それ以上はしなかったため。 

（８月：参加後） 

３ 

考えを共有する事はできるが，自分で計画を立てることがあまりなかったため。今

までは考えを述べ，修正を手伝ってきたが，これからは自らも責任をもって計画を

立てていきたいと思う。 

 

資質・能力７：レジリエンス（困難や失敗に直面しても諦めず，前に進む力） 

【３年生・男子】 

（本年１月：活動開始当初） 

４ 

勉強面でもそれ以外の面でも諦めがちなところがあるから。また自分の好き嫌いに

よって，この諦めのつきぐあいに差があるので，何事にも諦めずに挑めるように，

まだまだなれると考えるから。 

（４月：参加前） 

４ やろうとはするが，やっぱり押しが弱いなとは思っているから。 

（８月：参加後） 

７ 

最初はこの力が最もなかったように感じる。自分が出来ないと思ったことは基本的

に諦めていたか，しぶしぶやるかだった。でも，今の自分が出来る範囲で努力して

みることの大切さを知った。結果的に想像以上のことが出来たりもした。グローバ

ルスクールでの英語でのコミュニケーションもそうで，最も成長できた力のように

感じている。 
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（２）グローバルスクールを終えての生徒感想文（抜粋） 

【２年生・女子】国などとは関係なく個人間でも多くの人の意見を聞くことができ，その中です

ごく自分に刺激になる考えにも出会った。いろいろな角度から見た意見を聞くことで，自分の

考え・意見をより良いものにリファインできた上，１人だと気づけなかった重要なことに気付

かされることもあった。自分が学んだこと，思ったこと，考えたことをみんなにシェアするこ

とで集団全体の理解・考えが深まることを実感した。 

そうして共有の大切さに気付く中で，英語を話せることの強さと，逆に，英語など話せなく

てもコミュニケーションは気持ちの持ちようだ，という二つのことを身にもって体験した。 

 

【３年生・女子】グローバルスクールでの学びを通じて得られたことは，友達や先生との素晴ら

しい出会いにありました。５カ国から集まった同じ世代の生徒と交流し，彼らが日々何を感じ，

どんな活動をしていて，将来どんな人になりたいのかを知ったことで，自分の見ている世界が

広がりました。そして何より，強く熱い思いを持った彼らと，これからの世界を自分たちの手

で創っていくことを考えると，とても楽しみになりました。 

今後はグローバルスクールを通して気づいた，自分の強み，友達の良さを大切にしたいと考

えます。そして，どのようにしたら価値観の違うもの同士が自由に考えを述べ，本当に大切な

ことを見失わずに，自分たちにとって，世界の人々にとって，未来を生きる人々にとって，よ

りよい選択ができるのかを考えていこうと思います。 

 

【１年生・女子】グローバルスクールに参加したことで他国の人の価値観や文化，それぞれの国

での問題など多くのことが学べました。異なる価値観に対し，自分は共感と敬意を持って前向

きに受け入れようとできたと思います。他国の生徒は自分たちの国の問題についてよく理解し

ているし，その解決策についても自分たちで深く考え，はっきりとした意見を持っており，自

分の国に誇りを持っているのだろうと思いました。尊敬します。私も自分の国について向き合

い，魅力や問題を再発見したいと思いました。 

そして，私はこの経験を将来の進路に活かせないかとも考えています。英語を使って様々な

価値観を持った人と関われたらどんなにおもしろいことだろうかと思います。そのためにも，

英語の学習を頑張りたいと思えます。「英語」を学ぶ理由が理解できた気がします。 

 

【２年生・男子】私たちのエリアは平和について考えている。平和といっても様々な平和がある。

今回海外の生徒向けに行ったアンケートでも，「自由であること」「協力し合えること」「どんな

人でも認め合えること」「争いが無いこと」など，様々な考え方が出てきた。今回の活動で，改

めて広島や日本だけに注目せず，世界に視野を広げてみると，国の様々な過去や，様々な境遇

があることを実感できた。日本だけに目を向けていると，戦争のことならただただ「原爆を落

とされた」といったような事実しか目に入ってこないが，フィリピンや真珠湾などに視野を広

げてみると，日本が攻撃を仕掛けていたり，また，関係のないフィリピンなどを戦場として戦

っていたりしていることがわかる。また，生活環境などにおいても，日本に住んでいては想像

もできないような劣悪な環境で過ごしている人もいる。そういった人たちが本当に平和なのだ

ろうかということについても考えさせられた。平和というのはとても幅広いが，今後は，せっ

かく世界に飛び出していったので，世界を見てみたいと思った。 
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【３年生・女子】特に悩んだのは５日目のワークショップです。５日目は「自殺」についてグル

ープで話して一つのシートを作っていくことをしました。最初はみんな個人でポストイットに

書いて貼っていく作業をしていたのですが，気が付けばほとんど海外の人の意見で，私たちの

ポストイットがはがされていました。私は最初，私たちの意見をまとめてくれているのかなと

思っていたのですが，よく見ると全く私たちの意見とは違うことが書かれていて，本当に悔し

かったです。一生懸命考えて書いたものが理解されていないことが悔しかった。その日の夜は，

私たち日本人だけで集まって意見を出して，６日目の活動で私たちの意見も認めてもらえるよ

うにしました。 

 

【２年生・女子】交流の中で，漢字について，ルームメイトのスィッドニーから質問があった。

それは，「私の名前は漢字でどう書くのか」というものだった。私たちは，辞書で良い意味を持

つ漢字を調べ，それぞれの漢字が持つ意味を英語で説明した。スィッドニーはとても喜んでく

れた。私は何度か，自分の名前の漢字が好きではないと思った事があったし，画数が多くて面

倒くさいと思った事もあった。しかし，自分の名前は両親がたくさんの意味を込めて私のため

だけにつけてくれた名前なので，これからは感謝の気持ちを込めて，自分の名前と向き合おう

と思った。すると再びスィッドニーから質問があり，「amikaの漢字はどう書くのか」と言われ

た。私は名前をノートに書いて教えると，自ら私の書いた字を一生懸命真似して書いてくれた。

難しいと言いながらも最後まで書いてくれて，私はとても嬉しかった。名前を書いてもらった

ノートは宝物になった。 

 

【２年生・女子】平和についてのワークショップは，これまでの活動の良い点と悪い点を発見で

きました。また，海外の人が平和についてどう考えているのかもわかりました。パールハーバ

ーでは，外国の考え方とともに，お互いの国が主観的になりすぎているかなという発見もでき

ました。戦争は悪い，よいとできる理由はない。よい国なんてない。みんなそれはわかってい

ます。それでも，相手ばっかり責めていては何も始まらないと思います。大事なのはお互いが

事実を知ったうえで，これからどうすれば過ちを繰り返さないかを考えること。未来を担う世

代として，それがより良い世界を作るためにできることだと思います。 

 

【２年生・男子】グローバルスクールを通じて私が最も得られたのは「海外の文化に触れ自分た

ちの文化を再確認できる力」です。書物やネットなどを用いて簡単に様々な文化を調べ，「知識」

として吸収することは容易になりましたが，あくまでそれは知識で終わってしまいます。しか

し私は今回のグローバルスクールで実際に生の文化に触れることができました。それは言葉，

所作に止まらずに踊り，歌などにも及びました。ニュージーランドの迫力満点の「ハカ」とい

う伝統的な踊り。それに対して僕たちが日本へ帰国した次の日に行われた，曲にあわせて皆で

環を作る「盆踊り」。同じ「ダンス」という文化ですが曲調や振り付けの激しさ，踊る人数など

そこにはとても大きな違いがあります。そういった文化の違いに触れることで自分たちの文化

の良さを再確認できるというのは，簡単そうに聞こえますが意外と難しくまたとても貴重なこ

とではないかと僕は認識しています。 
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３ 広島創生イノベーションスクールの今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（生徒が取り組んでいるプロジェクトの概要） 

地 域 プロジェクト内容 

エリア A 
県立観音高校 

広島市立工業高校 
広島大学附属高校 

若者たちと地域との繋がりを深め，地元の活性化を図るプロジェクト 

エリア B 
県立広島国泰寺高校 

県立三次高校 
県立安古市高校 
県立吉田高校 

若者たちがイベントを自主的に企画・運営していくことによって，イノベーターを

創出するプロジェクト 

エリア C 
県立呉三津田高校 
県立西条農業高校 
県立広島高校 

広島の良さを知ってもらうワークショップを自分たちの手で開催することにより，

自分たちの地域をいつでも帰ってきたい場所にするプロジェクト 

エリア D 
尾道学園尾道高校 
県立尾道北高校 

県立福山明王台高校 

地元で活躍する人を表彰し世界へ発信することによって，地元の活性化を図るプロ

ジェクト 

フィリピン 生活環境改善の一つとして，川をきれいにするプロジェクト 

インドネシア 丘の開発による洪水等に対する防災に取り組み，世界へ発信するプロジェクト 

ニュージーランド 地域を巻き込みながら川をきれいにするプロジェクト 

アメリカ 

・生徒のストレスマネジメントプロジェクト 

・ニュースを世界の多様な視点で捉え，発信するプロジェクト 

・生徒の肥満を減少させるプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪広島フォーラム（グローカルスクール in広島）≫ 

 広島の生徒と海外パートナースクールの生徒が「2030年のよりよい世界」へ向けてのメッセー

ジを世界へ発信するプロジェクトを企画・実行する。 

 ～ 各地域で実践してきたプロジェクトの成果発表。 

～ 各地域で実践したプロジェクトで学んだことに基づき「2030年のよりよい世界に向けた，

私たちのアクションプラン」を海外の生徒と協働して作成し，政策決定者等の前で宣言。 
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ハワイ現地研修プログラム日程表 

 

日 時 研 修 概 要 

７月 28日（木） 

○ウエルカムレセプション 

【特別ゲスト；広島県人会ウェイン会長，日本総領事館三澤総領事，ハワイ

大学マヤディレクター（オバマ大統領の妹）等】 

～ハワイアン文化体験（首飾り作り） 

～アメリカの生徒による佐々木禎子さんの生涯をテーマにしたミュージカル

「Peace on your wings」の一部上演 

７月 29日（金） 

○ワークショップ（デザイン思考・平和構築・リーダーシップ） 

～マヤディレクターによる「Peace & Sustainability」  など 

○実践事例紹介（サービスラーニング，環境保全） 

○生徒交流会 

～日本の生徒による折鶴の折り方のレクチャーや英語の歌の合唱  など 

７月 30日（土） 
○フィールドワーク 

～ハワイの開発地と未開発地（自然保護地域）の比較考察  など 

７月 31日（日） 
○真珠湾（アリゾナ記念館）訪問 

～戦争体験者のジミー氏の講話聴講  など 

８月１日（月） 

○真珠湾訪問等のフィールドワークの振り返り 

～日本人生徒２名が代表として発表 

○多国籍グループで地域課題（自然災害，地域活性化など）に対する解決策

について議論 

８月２日（火） 

○多国籍グループによる課題解決策の発表 

○各国グループごとの活動 

～ワイマナロ地区の住民インタビューやハワイ日本文化センター見学など 

８月３日（水） 

○各国グループの「2030年のよりよい世界」へ向けた取組内容の発表 

～ア メ リ カ：多様な視点でニュースをとらえレポートするプロジェクト 

～フィリピン：川をきれいにするプロジェクト 

～インドネシア：丘や町を救うプロジェクト（森林伐採の問題等） 

～日  本：・地域との繋がりが薄い子供たちへの支援 

・高校生による平和構築に向けた活動  など 

○生徒交流会（各国文化パフォーマンス） 

～日  本：伝統的な遊び（けん玉，竹とんぼ等）や盆踊りの披露 

～ニュージーランド：ハカの披露 

～インドネシア：民族舞踊の披露  など 

○これまでの活動の振り返り 

～「初日の思い」と「今の思い」の共有 

○プログラム修了式（修了証書の授与等） 

８月４日（木） ○ホノルル空港へ出発 

 

（別紙） 
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