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北海道上ノ国高等学校 

タイトル ＫＥＥＰ（Kamiko English Education Project）の取り組み 

応募者氏名 北海道上ノ国高等学校 

作品を通して 

伝えたいこと 

 地方に住む高校生が積極的に世界の諸問題について考え行動をおこすきっか

けとして、開発教育や国際理解教育に関連する様々な取り組みを行ってきた。

この取り組みが言語運用能力の向上だけでなくソーシャル・スキルの向上につ

ながり、生徒がどんどん変化しているのを感じている。 

 小規模校の生徒が、自分たちの活動を通じて自信を持って人前で語ることが

できるようになり、地域の小中学校や商店の協力を得て活動を拡大した。その

ことが彼らの進路設計へもプラスの影響を及ぼしている。 

実践者氏名／団体名 草瀬みちほ / 北海道上ノ国高等学校 

実施日・期間 平成２６年４月～現在 

主な実施場所 北海道上ノ国高等学校 

取り組みへの参加者

及び人数 

平成２６年度 上ノ国高校全校生徒７８名（うちＫＥＥＰＥＲ２２名） 

平成２７年度 上ノ国高校全校生徒７４名（うちＫＥＥＰＥＲ２６名） 

目標・ねらい 

体験・行動を通じて英語力向上を図るプロジェクトにより、言語運用能力とソ

ーシャル・スキル（コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力）を身

につけ、地域から世界へと情報発信できるグローバル人材の育成を図る。 

具体的な 

取り組み内容及び 

工夫・配慮した点等 

１ ＫＥＥＰの発足 

  平成２６年４月以降に実施した開発教育や国際理解教育に関する取り組み

をパッケージ化し、ユネスコ・スクールとして ESDの観点を加え、９月にＫＥ

ＥＰを発足させた。中心的に行動するプロジェクトメンバー（KEEPER）を軸に

全校生徒が取り組みに参加している。 

２ 教科指導における実践（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ） 

（１）『世界一大きな授業』 

   ＪＮＮＥ主催のイベントである『世界一大きな授業』に２６年度、２７

年度ともに参加した。世界の諸問題について考え、解決策を話し合う授業

で、２７年度は全校生徒が参加。２６年７月には上ノ国中学校３年生向け

の出前授業として実施した。その授業に刺激を受けた中学生４名が上ノ国

高校に入学後 KEEPERとなった。２７年度授業では、３年生が模擬国際会議

を実施し開発途上国への支援のあり方について話し合った。 

（２）『世界がもし１００人の村だったら』授業 

   ２６年度、開発教育協会の『ワークショップ版 世界がもし１００人の

村だったら』を参考にした授業を２度実施した。各生徒に役割カードを渡

し指示に従って移動しグループを作ることで人口や年齢の比率を体感させ

た。とくに非識字者についての知識を深め、考えさせることを重視した。

日本語で記載されているカードを英語で記載したカードに作り替えた。１

年生の授業は２年生の応用クラス生徒１１名が教師役となり実施した。２

７年度は、中学３年生を対象に学校説明会にて同様の授業を実施する予定

である。 

（３）国際理解教育に関する作文コンテストへの応募 

  ア 「ﾕﾈｽｺ主催 2014国際ﾕｰｽｺﾝﾃｽﾄ」に２年生１名が応募。 

  イ 「ﾌﾟﾗﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ夏休み読書感想文ｺﾝｸｰﾙ 2014」に２年生１名が応募。 

  ウ 「JICA国際協力中学生・高校生ｴｯｾｲｺﾝﾃｽﾄ 2014」に２年生 10名が応募。 

（４）「ハロウィーン」授業 

    ２６年度、ハロウィーンをテーマにカード作成とカボチャランタン作

りを実施した。２７年度はカボチャの個数を増やし、ランタンコンテスト

を実施する予定である。 

（５）教科横断的な「クッキング」授業 

    ２６年度、２年生を対象に家庭科、英語科、ALT が協力し、英語のレシ

ピで日本と米国の料理を作る授業を実施した。 
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（６）『水と教育』授業 

   ２６年度、１、２年生を対象に開発途上国における過酷な水くみ労働の

実態と教育を受けられない子ども達の問題について考えを深めるワークシ

ョップ型授業を実施した。 

（７）演劇授業“Power of Education” 

   ２７年度、１年生を対象に開発途上国における教育支援をテーマにした

英語劇を作成している。初めに「開発途上国における女子教育の現状」を

テーマにしたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ型授業を実施し理解を深め、その後、本校校長の原

案を基にした物語を英訳したものを脚本化する作業を行っている。今後は

実際に演じる練習を行い小学生または中学生に演劇を披露する予定。 

３ 英語プロジェクトクラブＫＥＥＰの取り組み 

（１）募金活動 

  ア ２６年７月、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾐｬﾝﾏｰの貧困層の子ども達を対象とした 

   募金活動を校内で実施しﾌﾟﾗﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝを通じて寄付。 

  イ ２６年１０月、エボラ出血熱予防支援のための募金活動を上ノ国町内 

   商店前で実施しﾌﾟﾗﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝを通じて西アフリカ３か国へ寄付。 

  ウ ２７年５，６月、ネパール大地震緊急募金活動を上ノ国町内商店前で 

   実施しユニセフを通じて寄付。 

（２）“届けよう、服のチカラ”プロジェクト参加 

   不要な子ども服をユニクロ社を通じて難民キャンプの子ども達に寄付す

るプロジェクトで、３月に応募し５月に参加が認められた。家庭科、ボラ

ンティア局と共同でプロジェクトを進めている。７月に同社員による全校

生徒への出前授業が実施され、９月には KEEPERによる出前告知活動を本校

と町内小中学校４校で実施した。現在、回収活動を実施しており 11月下旬

にユニクロ社へ発送予定である。 

（３）ニュージーランド海外研修 

   上ノ国町からの補助金による本校の海外研修は今年度で１８回目とな

る。昨年度は KEEPER４名が８泊９日の研修に参加した。研修後には本校で

の報告会の他、小中学校で出前報告会を実施した。今年度は KEEPER４名を

含む５名が参加予定である。 

（４）小学校英語出前授業 

   ２６年１２月、小学５年生を対象に KEEPERが英語出前授業を行った。ク

リスマスをテーマに、ジングルベル歌唱、クリスマスに関連した英単語の

紹介、クリスマスカード作りを行った。 

教材・資料 

『ワークショップ版 世界がもし１００人の村だったら』開発教育協会 

『水から広がる学び』開発教育協会 

『世界一大きな授業』（ダウンロード教材）ＪＮＮＥ 

『服のチカラ』（パンフレット）ユニクロ・国連難民高等弁務官事務所 

成果 

１ 入学者の本校志望動機としてＫＥＥＰが挙げられた。ＫＥＥＰに加入した

４名の１年生は、志望動機の１つとしてＫＥＥＰを上げた。 

２ 英検２級取得者数が、２５年度は０名だったが、２６年度は１名（２年生）

に増加。英検準２級取得者数が、２６年度は１名（２年生）だったが、２７

年度は２名（２年生１名、３年生１名）に増加した。英検２級受験者数が、

２６年度は１名だったが、２７年度は２名に増加した。２７年度３年生 KEEPER

１３名中、英検３級以上取得者が１０名いる。 

３ ２６年度は小学校１校、中学校１校への出前授業、報告会を実施したが、

２７年度は小学校３校、中学校１校で出前告知活動を行った。ＫＥＥＰの取

り組みの効果が近隣小中学校へと広がっている。 

４ ２６年度の募金活動は合計３回実施した。２７年度は合計４回実施するこ

とができた。 

５ KEEPER１名が、ＫＥＥＰの活動に影響を受け、進路希望を就職から留学へ

変更した。 

６ 各種報道機関（北海道新聞社、北海道通信社、ＮＨＫ）から取材を受け、
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ＫＥＥＰの取り組みに対する認知度が高まっている。 

７ ＫＥＥＰの取り組みなど本校の実践が評価され、２６年度檜山教育実践表

彰を受けた。 

８ ＫＥＥＰを通じてソーシャル・スキルを身につけた生徒が、道内優良企業

から就職内定をいただいた。 

今後の展開、発展 

（この取り組み 

の生かし方） 

『世界一大きな授業』、『世界がもし 100 人の村だったら』授業、他教科や ALT

と協力して行う教科横断的イベント型授業、教育問題を抱えている開発途上国

の子供たちを支援する募金活動を来年度も実施する。町内小中学校へも協力を

呼びかけ、上ノ国高校を拠点としてグローバル教育を広げたい（グローカル・

ステーション上高）。また、開発途上国における教育支援の重要性をテーマに

した英語劇を完成させ、今年度だけでなく来年度以降も本校のみならず小中学

校でも上演したい。ＫＥＥＰの取り組みにより小中学生が英語に触れる機会が

増え、学びの共同体として町全体の国際理解教育が活性化するとともに、より

高い言語運用能力とｿｰｼｬﾙ・ｽｷﾙを身につけた KEEPER が活躍し進路実現するこ

とを目標に努力したい。 

資料１ 『世界一大きな授業』授業風景写真と内容 

     

 『世界一大きな授業』は、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ､Ⅱ授業として全学年を対象に実施した。授業展開は教育協力

NGO ネットワークが提供する英文資料を使用して行った。 

  

 

 

 

 １年生はクイズや討議で、自分たちの生活ではなかなか考えが及ばない、他国の同じ年頃の子どもたちの

現状や国際間の教育支援の必要性について学んだ。２年生は、世界の識字率を知るだけではなく、外国語を

通して非識字者疑似体験をした。最後には、まとめとして「世界の子どもが学校に通えるために必要なこと」

の優先順位をつけていく作業を行った。３年生は、仮想国である支援する側の先進国のＡ国と支援される側

である発展途上国のＢ国の、それぞれの国家のリーダーや学校関係者、一般市民を演じ、意見を表明し合っ

た。最後に世界の中で日本をはじめとする先進国がするべき事などを考え、レポートをまとめて提出した。

また、担当教員が中学校で出前授業を行い、非識字体験ゲームなどのアクティビティーを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『世界一大きな授業』のねらい 

１ 世界の教育と日本の教育援助の現状を学び、教育の大切さについて考える。 

２ 世界の教育現状改善のために、実際に自分たちに何ができるのかを考える。 

『世界一大きな授業』を受けた生徒の感想より（抜粋） 

・私と年齢がそんなに変わらない少女が堂々と演説していてすごいと思った。マララさんや 6,600万人

の子ども達が安心して学校に通える日が来るといいなと思う。 

・「教室に未来がある」という言葉に驚いた。今まで僕は「勉強するのがめんどうくさい」等と口にし

ていたが、学校に通えない人に対して失礼だと思った。自分は幸せなんだなと思った。 

・「私の国は支援しているんだ」と自己満足で終わってはいけないと思った。相手の状況を把握するこ

とや何が必要かを相手に確かめてから支援をしないと気持ちだけの支援になってしまう。 
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資料２ 『世界がもし 100人の村だったら』授業風景写真と内容 

    

 ２６年度２年生ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ、１年生ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰで『世界がもし 100人の村だったら』授業を実

施した。役割カードに記載されている通りに指示に従うと、世界の人口や言語、非識字率が理解できるﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟ型の授業。生徒は地球全体で物を考え多様性に気づくことができた。非識字者数（子どもを含む）の

多さに驚いた生徒が多く教育の重要性について考えるよい機会となった。２７年度は１０月実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 募金活動風景写真と内容 

    

 開発途上国の食料と教育を支援する募金活動、ｴﾎﾞﾗ出血熱感染拡大予防募金活動、そしてﾈﾊﾟｰﾙ大地震緊

急募金活動を実施した。KEEPER は募金活動前に募金目的について調査を行い、告知用の大型ポスターや横

断幕を作成した。すべての募金活動を通じて 71,787 円を集めることができた。NGO 法人やユニセフを通じ

て寄付を行った。自ら行動することが世界の諸問題解決の一助になることを、体験を通じて理解することが

でき、KEEPERは人前で堂々と自分の意見を述べることができるようになった。 

資料４ “届けよう、服のチカラ”プロジェクト実施風景写真と内容 

     

 ユニクロ社より２名の社員が来校し、不要な子ども服をプロジェクトの主旨説明の授業を全校生徒を対象

に行った。総合文化部員が不要な子ども服の回収ボックスを製作し、KEEPER が町内小中学校４校で難民問

題についての説明を含む告知活動を行った。また、上ノ国町広報でも本校の活動が紹介され、町民からも子

ども服が寄付されている。１１月上旬までに町内各校から回収した服は、ユニクロ社を通じて難民キャンプ

に送付される。 

 

 

『世界がもし 100人の村だったら』授業を受けた生徒の感想より（抜粋） 

・私は字が読めない人の役だったので、みんなが（字を読んで）座り始めたとき、どうしてよいかとて

も不安になった。多くの人が毎日こんな風に過ごしているということが信じられなかった。字が書ける

こと、読めることがすごく幸せだと思った。 

・日本では少子高齢化が進んでいるが、世界全体では子どもが多くて高齢者が少ないことがわかった。 

・英語より中国語を話す人が多いことに驚きました。日本の少子高齢化についてよくわかりました。 

・世界の人口は多すぎると思う。96億人にもなったら環境に悪影響が出ると思った。 
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資料５ 小学校英語出前授業 

    

 小学５年生を対象に KEEPER が指導する授業を実施した。ｼﾞﾝｸﾞﾙﾍﾞﾙ歌唱、ｸﾘｽﾏｽ関連英単語の練習、ｸﾘｽﾏ

ｽｶｰﾄﾞ作りを行った。授業準備はすべて KEEPERが行い、自作の単語絵カードやｸﾘｽﾏｽｶｰﾄﾞ見本を作製して望

んだ。小学生は英語を楽しく学び、KEEPERは授業を運営することでｼｮｰｼｬﾙ・ｽｷﾙを向上させることができた。 

 またこの授業を受けた児童が “服のチカラ”告知活動を受け、子ども服回収活動に参加している。 

資料６ ニュージーランド海外研修 

    

 昨年度の海外研修には４名の KEEPER が派遣され、ニュージーランド北島の名所を見学した。ホームステ

イや学校訪問の他、マオリ・ダンスショーには４名全員が参加した。報告会では、ニュージーランドの観光

名所、生活様式、マオリ族、学校教育について各生徒が発表を行った。派遣生徒１名が海外研修を経験して

本格的に高校卒業後の留学を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７ “Power of Education”演劇授業内容 

 開発途上国の学校に行けない子ども達を主人公に、校長による原案を基に英語科教員が ALTと協力して物

語を作り英訳した。１年生コミュニケーション英語Ⅰ応用クラス所属の生徒が、この物語を基に脚本作りに

取り組んでいる。今後は脚本を完成し配役を考え練習し、小中学校で出前発表会を実施する予定である。 

 演劇指導タイムライン 

period teaching plan 

1 Quiz and discussion using powerpoint slides about severe situation of girl’s education. 

2 Quiz and discussion using powerpoint slides about severe situation of girl’s education. 

3 Read a story about a girl in developing country in Japanese(dialog, and discuss). 

4 Read the same story in English and understand it. Check the vocabulary using in the story. 

昨年度海外研修に参加した生徒の感想より（抜粋） 

・私は海外研修を通じてたくさんのことを学びました。中でも一番学んだことは、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力です。 

・初めて体験したラグビーは、僕とホストファミリーの距離を縮め、仲良くなるきっかけとなりました。

言葉が違っても、スポーツは人の心をつなげることができると確信しました。この経験により、私は自

分に自信をもって人と積極的に接していきたいと思うようになりました。 

・実際にﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞに行き、初めてマオリ族について知り、触れることができたことで、先住民族日手

深く学ぶことができました。 

・自分を客観視するのはとても難しいことです。しかし、きっかけさえあれば、それはとても簡単にで

きることだと思います。そのきっかけこそが、旅なのです。私は海外研修を終えて、さらに旅をしたい

と思うようになりました。 
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5 
-Decide names of some characters(choose from names shown by teachers) 

-Decide a part to change into a script. 

6 Know how to make a script by some samples. (pair-work activity) 

7 Make a script from each part of story in a group. (The story has 3 parts.) 

8 Make a script from each part of story in a group. (The story has 3 parts.) 

9 Make a script from each part of story in a group. (The story has 3 parts.) 

10 Connecting three parts and complete the whole script. 

11 Think the message in the end of the skit. 

12 Decide the roles they are playing and practice playing it. 

13 Practice playing. 

14 Practice playing. 

15 Practice playing. 

 Play the skit in front of audience. 

資料８ ハロウィン授業とクッキング授業風景写真と内容 

    

 ハロウィン授業では、アメリカ出身 ALTの指導のもと、カボチャランタン作りとハロウィンカード作りに

取り組んだ。また、アメリカのハロウィン料理であるキャラメルアップルを切り分けて食べた。日米料理を

英語のレシピで作るクッキング授業では、ちらし寿司ケーキとアップルスワンの料理体験を行った。生徒は

なじみ深い料理を英語のレシピで確認しながら ALTにも教え、難しい飾り包丁技術を必要とするアップルス

ワン作りに取り組んだ。英語を使って料理をする教科横断的な取り組みにより、生徒は実践的な言語運用能

力を身につけることができた。 


