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タイトル 国際理解研修マニラコース	 

実践者／団体名 内藤圭祐／名古屋国際中学校・高等学校	 

実施日・期間 2011 年 7 月~2013 年 7 月の間に 3 回、各 2 週間ずつ	 

主な実施場所 フィリピン共和国マニラ及びその周辺	 

参加者及び人数 各年の高校 2 年生	 計 39 名（2011 年度 5 名、2012 年度 21 名、2013 年度 13 名）	 

目標・ねらい 	 富や資源の偏在、差別や偏見等の社会問題に対して、交流と体験を通してこ

れらの課題を一人称の「わたし」の課題として捉え、将来、行政、企業、NGO 等

様々なフィールドで「国際人」として地球規模の課題の解決に貢献する人物の

育成を目的とした国際理解研修である。	 

具体的な

取り組み内容及び

工夫・配慮した点等

1.はじめに

このプログラムは、本校の高校 2 年次に実施している国際理解研修のいちコ

ースであり、生徒が主体的にコース選択をするものである。研修の内容を検討

するにあたり、認定 NPO 法人アジア日本相互交流センター・ICAN（愛知県名古

屋市）と共同で作成した 2 週間の研修プログラムである。	 

2.研修概要

本研修では、2 週間の行程を大きく 4 つに分け、それぞれにテーマと目的を設

定した。	 

①現地高校訪問と路上やゴミ処分場で生活する子どもとの交流

マニラでも富裕層の子女が通うラ・サール高校、公立のパヤタス高校、橋の

下で生活しながら路上で生計を立てる子どもたち、ゴミ処分場付近でゴミを拾

いながら生計を立てる子どもたちとの交流を通して、フィリピンに存在する格

差の存在と、それが同年代やそれ以下の子どもたちにも大きく関わっていると

いう事実を学習した。学校訪問では、校舎設備や学習環境等、フィリピン国内

における差を実際に目で見て体験し、生徒が日本で置かれている立場を再考す

る契機とした。各学校では、調理実習や文化交流、授業体験を行い、学習環境

は違っても、積極性を持って相手と交流すれば、互いに仲良くなることができ

るという手応えを生徒に実感させるように工夫した。（写真①②）	 

	 次に、路上の子どもたちと、ゴミで生計を立てる子どもたちとの交流では、

生徒の年齢よりも幼い子どもとの交流も多く、「日本から来たお兄さん、お姉さ

ん」として、積極的に交流を行った。「自分は当たり前のように学校に通えてい

るが、それが困難な状況にある子どもとの出会いは初めてだった。」と多くの生

徒が感想を述べる通り、生徒は想像を超えた劣悪な環境で生活をする子どもた

ちと出会うことになる。トタン、木板や段ボール等で作られた橋の下の家や、

ゴミ処分場の付近の家を家庭訪問し、そこでの生活様式や問題点をインタビュ

ーし、その後、グループごとに家庭訪問の様子を紙にまとめて発表を行った。

また、ゴミ処分場では、その付近でフェアトレード商品のぬいぐるみを作って

いる作業場を訪問し、ゴミに依存しない生計の立て方に力を注いでいる母親達

から生活の話を聞いた。当初生徒たちは、「ゴミ処分場は危険で環境も悪いので、

早く政府が高度な焼却施設を建設すべきだ。」という意識で訪問するが、「仕事

がなく、ゴミ山では毎日低い金額だが確実に収入を得ることができる。」「危険

だが、ゴミ山がなくなると収入に困る人が何千人も出てくる。」といった現地の

人々の声を直接吸収することで、簡単には問題解決に至らないという現実を実

感することとなる。（写真③~⑦）	 

	 また、この訪問で大切なことは、生活環境が違っても、子どもとの交流は楽

しいと気づくという点である。路上の子どもたちとの交流では、折り紙を教え

たり、一緒にゲームをしたりと、異なる境遇で楽しい時間を共有することが可

能であるということを証明した。（写真⑧⑨）	 
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②更なる交流の深化、2 泊 3 日の共同生活

研修序盤での出会いと交流をさらに活かし、本校生徒と路上の子どもたち及

びゴミ処分場の子どもたちとの理解を深めるために、2 泊 3 日の共同生活を行っ

た。アイスブレークのゲームから始めて、「自分の住んでいる地域紹介」「将来

の夢」など、徐々に深いテーマへと迫っていく。グループに分かれて、自分の

生い立ちや未来を話し合うアクティビティでは、泣きながら自分のことを伝え

る者も現れる。それぞれの地域に分かれて「理想の地球」を描く活動では、国

を超えて、「誰もが笑顔でいる地球」「戦争や貧困の無い地球」といった共通項

の多い地球が描かれる。また、スポーツ選手、医者、先生といった、一見する

とどの地域の子どもが抱いている目標なのかが分からないほどに、「国や立場は

関係なく、皆同じ子どもである」という認識を互いに持つことができる。フィ

リピノ語で「ハロハロ（＝混ぜまぜ）」という単語があるが、まさに参加した生

徒も現地の子どももハロハロ状態になっていった。（写真⑩⑪）	 

③歴史学習と田舎の高校生体験

研修の中盤では、フォート・サンチアゴという要塞とアメリカ人墓地を訪れ

て、日本とフィリピンの歴史的な関わりを学習する。過去に日本が一時的にフ 

ィリピンを統治下に置いていたという史実を知る生徒は少なく、要塞の中でフ 

ィリピン人捕虜を収容していた牢屋を実際に見ることで、歴史的な側面からフ 

ィリピンとの関わりを理解することができる。	 

	 次に、マニラから車で 2 時間ほどのブラカン州 ICSB 高校で、田舎の高校生体

験を行った。研修序盤の 2 校とはまた違う雰囲気のあるのどかな学校で、調理

実習や文化交流、1 泊 2 日のホームステイを経験した。ここに至るまでに多くの

交流を経験しているので、生徒達の積極性も非常に高まっていく。付近の市場

を散策したり、授業に参加して英語で答えたりと、多くの生徒が主体的に取り

組み成長が見られた。（写真⑫~⑭）	 

④海外で活躍する日本人を訪ねて~企業訪問等~

研修の終盤では、これまでに学習したフィリピンの諸問題を、将来自分たち

が解決する立場になるためにはどのような方法があるのか、以下の 4 種を学習

する。（写真⑮⑯）	 

（1）大使館訪問	 

	 在フィリピン日本大使館を表敬訪問し、大使館の仕事がどのようなものかを

インタビューした。日本人旅行者の現地トラブルの対処（旅券紛失など）や困

窮邦人問題など、大使館職員の業務を学習した。	 

（2）JICA・NGO 訪問	 

	 JICA フィリピンを訪問し、JICA の仕事内容や、そこで働く日本人にインタビ

ューした。ここでも、既習のゴミ処分場等の知識とからめつつ、JICA フィリピ

ンが国内外に対して行っている事業についての質問をしていった。また、JICA

との関わりとして、ICAN のマニラ事務所を訪問し、NGO としての活動と業務内

容についても学習した。	 

（3）企業・駐在員家庭訪問	 

	 企業に所属をして海外で働いている日本人を訪ねて、仕事内容をインタビュ

ーした。フィリピン支社で働く日本人は 1 名のみで、あとは現地スタッフとい

う場合は多くあるため、生徒からは「日本人 1 名で心細くないのですか。」「現

地のスタッフと仕事をしていて困ることはありますか。」「英語はどの程度必要

ですか。」と積極的に質問が飛ぶ。その後の駐在員家庭訪問では、フィリピンで

生活を送っていくことに関する質問を行った。ここでは、駐在員は行動に制限

があり、生徒が訪れたゴミ処分場等には駐在員は行くことができないという現

実を知った上で、企業の社会的責任（CSR）という観点から、フィリピンに貢献

しているという側面を学習した。	 

（4）社会企業家	 

	 路上で生計を立てる子どもたちを雇用し、現地の人々に日本食を提供してい

るユニカセというお店に行き、インタビューをした。利潤と社会貢献の両方

を追求する社会企業という仕組みを初めて知り、将来の働き方によって様々

な立
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場から社会貢献が可能であるということを学んだ。	 

3.研修後の取り組み（写真⑰⑱）	 

（1）文化祭における活動報告とフェアトレード販売	 

	 他の生徒や保護者にも研修の内容が分かるように、文化祭を利用して活動報

告を行った。併せて、ゴミ処分場近くで訪問したフェアトレード作業場で作ら

れている商品を販売した。接客をする際にも、実際に誰が商品を作っているの

かという現地のお母さん達の顔を思い出すことができ、実際に売り上げがどの

ように現地に届くのかというところまで説明をしながらの販売を行うことがで

きた。	 

（2）フィリピン台風被害への校門募金活動（2012 年度）	 

	 2012 年度の研修直後に、生徒達が訪れた橋の下の家々が豪雨で流されたとい

う情報を得たため、研修に参加した生徒達が企画をして校門で募金を行い、集

めたお金を、ICAN を通じて現地へ届けた。	 

（3）ラ・サール高校、ICSB 高校の本校訪問とホームステイ	 

	 現地で出会った高校生への恩返しを込めて、ラ・サール高校と ICSB 高校を本

校へ招いてアクティビティを行った。研修へ参加した生徒の家庭がホストファ

ミリーとして今度はフィリピンの高校生と交流を行うなど、研修に行っただけ

で終わってしまうことがないように、互いの国を行き来しての交流を意識した。	 

本校訪問時には、授業体験、スポーツ、文化体験、観光案内などを行い、フィ

リピンの高校生に日本文化を体験してもらうことができた。	 

教材・資料  1.使用教材・資料及び外部講師	 

	 認定 NPO 法人アジア日本相互交流センター・ICAN の日本事務所スタッフ、マ

ニラ事務所スタッフに現地運営を依頼し、使用教材としては、ICAN 作成の研修

のしおりを用いた。	 

2.文化交流に用いた素材等	 

（1）調理実習	 

2012 年度：お好み焼き、巻き寿司	 

2013 年度：巻き寿司、いなり寿司、お汁粉、チョコバナナ	 

（2）文化交流	 

2011 年度：『上を向いて歩こう』『We	 Are	 the	 World』を合唱	 

2012 年度：浴衣と甚平を着用。相撲体験。折り紙実演。	 

2013 年度：浴衣と甚平を着用。『君が代』披露。折り紙披露。ボディーパーカッ

ション。	 

成果  	 研修を経て獲得する最たるものは「積極性」である。日本の授業で「理想の	 

地球を描いて発表しよう。」「自分の願いを声に出そう。」といった投げかけに対	 

して、素直な気持ちで自己表現ができる高校生は少ないと思うのだが、この研

修ではそれを可能にする雰囲気がそろっている。普段物静かな生徒でも、つた

ないフィリピン語を声高に使いながら現地の子どもと交流することができた。	 

	 帰国後の意識としても、フィリピンの出来事に敏感になり、2012 年の台風被

害では、募金活動を生徒から行いたいと申し出てくる姿があった。幸いなこと

に、ICAN の事務所が名古屋市内にあることから、本校の行事を超えて、研修後

も自発的に事務所を訪れて、街頭募金に参加する生徒が多くおり、中には途上

国における国際開発を大学で学ぶために、研修後に卒業後の進路を海外進学へ

と切り替えた生徒も出るほどであった。	 

発展  	 研修コースとして 3 年を経過したという点を踏まえて、今後は以下の 2 点に

ついて内容を深化させていきたいと考えている。	 

（1）過去の研修参加者の集いの開催	 

	 既に大学生となっている参加者もいるので、研修がその後の大学での学びに

どう関わっているのかを話し合う先輩・後輩の関わりの場を設けたい。	 

（2）フィリピンの諸問題を解決するための生徒企画	 

	 現在は諸問題を理解するという段階までしか行程に組み込めていないので、

研修中又は事後指導の中で、解決策を生徒が企画立案する時間を設けたい。	 
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フィリピン台風被害募金報告
文責:  内藤圭祐（国際交流担当）

　　　募金額：38,510円をICANへ寄付しました

1月11日（木）、12日（金）に実施をしたフィリピン・ミンダナオ島の台風被害に関わる募金につ

きまして、本校生徒及び教職員の皆さんから総額38,510円もの募金をいただきました。集まった募

金を持って、1月25日（金）に生徒有志が認定NPO法人アジア日本相互交流センター［ICAN］に直

接出向き、スタッフの皆さんに手渡しました。

現在ミンダナオ島では、食料等の第一次支援が大方行き渡り、私たちの募金は第二次支援として、

病院・学校の建物の修繕や教育支援の一助となります。

フィリピンまでは飛行機で約4時間という近い距離にあるにも関わらず、今回の台風被害に関わる詳

細な情報はあまり日本国内では報道されていませんでした。今回の募金で、「自分のお金はどこに

行き、何に使われるのだろう?」「なぜ日本ではニュースにならなかったのだろう?」と関心を持つ

生徒が増えることを願っています。

ご協力ありがとうございました。今後も身近な国際貢献に興味を持ってください。

倒壊した学校の様子

募金の使い道を説明していただきました
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