
【グローバル教育取り組み部門】 

 

タイトル つながる世界、広がる未来 ～Skype(スカイプ)を活用した国際交流～ 

応募者氏名 萱野 一馬 

作品を通して 

伝えたいこと 

世界には、現在１９６か国（日本が承認している国家）もの国があり、そこ

には、様々な人種や言語、多様な生活習慣や文化、宗教等が存在し、多くの課

題を抱えている。 

例えば、子どもに関しては、日本のように恵まれた環境で暮らす子どもたち

だけでなく、世界には、貧困や飢餓・児童労働や戦争などに直面している子ど

もたちも少なくない。しかし、その現実を本校の児童はほとんど知らない。 

そこで、世界の国の様子を現地で暮らす人々の言葉で、直接児童に語りかけ

てもらうことによって、児童は、今の世界の現実や現状を知り、より広い世界

観を持つことができると考えた。 

そのために、教室と外国を直接つないで交流や学習ができる Skype を効果的

に活用する。Skypeは、世界の多くの国で利用でき、双方向で会話ができたり、

リアルタイムの映像を見ることができたりする便利な情報機器である。 

本校は、昨年度から Skype を活用した国際交流を行っている。交流する国や

時間は限られるが、この小さな交流を通して、子どもたちの知的好奇心を刺激

し、異文化を理解し、多様な価値観を尊重する態度を養うとともに、日本を愛

する心を育てたい。 

そして、これからの国際社会をたくましく生き、未来への希望を託す子ども

たちのコミュニケーション力とグローバル意識を育て、世界の平和や国際貢献

に努める心を育てたい。 

実践者／団体名 萱野 一馬／岡山市立曽根小学校 

実施日・期間 平成２７年６月～平成２８年１０月 

主な実施場所 岡山市立曽根小学校 

取り組みへの参加者

及び人数 

平成２７年度 

曽根小学校４年（２６人）、５年（３１人）、６年（３２人） 

平成２８年度 

曽根小学校４年（２２人）、５年（２６人）、６年（３１人） 

目標・ねらい 

①  外国との国際交流を通して、相手国の異文化や価値観を理解したり、尊重

したりする態度を育成する。 

②  青年海外協力隊や海外在住経験者の話を聴くことにより、開発途上国の困

難さを理解し、国際貢献の意識を養う。 

③  国際社会に生きる日本人としての自覚をもち、相手の文化や価値観を尊重

しつつ、自分の考えや意見を表現できる基礎的な力を身につける。 



具体的な 

取り組み内容及び 

工夫・配慮した点等 

《具体的な取組》 

●平成２７年度  交流国（オーストラリア・マラウイ・エクアドル） 

１ コロマンデルヴァリ－小学校（オーストラリア）と Skypeによる 

  英語交流（５年生,６年生）                 【資料１】 

２ 青年海外協力隊との Skype交流                【資料１】 

  ・エクアドル（５年生）・マラウイ（４年生） 

３ 青年海外協力隊による出前授業               【資料２】 

４ 岡山在住の外国人による国際理解教育講座（５年生,６年生）   【資料２】 

５ ＪＩＣＡ中国研修員の学校訪問交流             【資料２】 

●平成２８年度  交流国（オーストラリア・モルディブ・ボリビア） 

１ 青年海外協力隊との Skype交流                    【資料３】 

 ・ボリビア（５年生）・モルディブ（４年生） 

２  コロマンデルヴァリ－小学校（オーストラリア）と Skypeによる  

  英語交流 （５年生,６年生）                          【資料４】 

３ 青年海外協力隊による出前授業（５年生）               【資料４】 

４ 海外専門家による国際理解教育講座（５年生,６年生）         【資料４】 

 

《工夫・配慮した点》 

１ 本学習は、外国語活動や総合的な学習の時間、道徳等の扱いとして、本校

の教育課程の中で位置づけた。また、学習のねらいや内容などは、教職員相

互が理解できるように、担任と連携し、職員会議等で共通理解を図った。 

２ Skypeは、日本と外国を繋ぐ情報機器であるが、相互に繋がらないなど不測

の事態に備え、管理棟のパソコンからも予備の Skypeを準備した。 

（平成２８年度、２回目のモルディブ、ボリビアの交流は、予備の Skype で

活動ができた。） 

３ ＪＩＣＡ中国やジェトロ岡山、ＩＣＴの専門家、南オーストラリア州と友

好交流を行う岡山県など、関係機関等と協力して、本校の学習に理解ある方々

と連携したグローバル教育を推進した。 

教材・資料 Skype関連機器（パソコン、Ｗｅｂカメラ、テレビ等）、世界地図等 

成果 

１ オーストラリアとの Skype 交流では、児童は、コロマンデルヴァリー小学

校（南オーストラリア州アデレード市）の児童と１対１で会話を行う英語活

動を行った。また、青年海外協力隊との Skype 交流では、児童が疑問に思っ

たことや知りたいことを児童が一人ずつ質問するという学習形態をとった。 

その結果、自分の言葉で相手に伝えたり表現したりする活動は、楽しさや

緊張感の中に、相手の話をしっかり聞き、集中して学習に取り組むことがで

きるなど、児童のコミュニケーション力の育成を図ることにつながった。 

２  画面の向こうに海外の姿がリアルタイムの映像として映り、双方向で話が

できるという学習環境は、児童の興味や関心・好奇心を強く刺激した。 

また、現地から、直接その国の様子を教えてもらえるので、外国をより身

近に感じるだけでなく、児童は新鮮な驚きと感動を味わうことができた。 

特に、協力隊の話からは、国際協力や国際貢献の大切さを学ぶことができた。 

３ Skype は、時差や時間を考慮すると、一日の授業時間内に、アフリカや南

アメリカなど、世界のほとんどの国と交信できることがわかった。また、交

流できる国や応援してくださる人脈も広がった。 

今後の展開、展望 

（この取り組み 

の生かし方） 

国際交流は、地道な継続こそ大切である。コロマンデルヴァリ－小学校と

は、来年度も継続して交流を行う予定である。また、青年海外協力隊との交

流は、ＪＩＣＡ中国と連携して、新しい国を選定し、引き続き Skype を使っ

た国際交流を行い、本校の国際理解教育をさらに発展させたい。 



平成 27 年度                        【岡山・曽根小 資料 1】 

交流国 エクアドル （青年海外協力隊 藤原友紀さん） 交流日 6/26 5 年 9:00～9:45 

 

内 容 

 

児童全員がエクアドルに関する質問をして、藤原さんが答える学習を行った。 

〇主な質問 ・どんな国ですか ・エクアドルの人は白人ですか黒人ですか ・有名な場所は   

・どんな気候ですか ・スペイン語は難しいですか ・お金の単位は ・時差は何時間ですか等 

成 果 

 

・本校にとって初めての Skype交流。児童にとって、未知の国エクアドルであるが、あらかじめ

尋ねたい質問を送っていたので、藤原さんが、写真や具体物を提示しながら、ていねいに答えて

くださりとてもわかりやすかった。児童の質問の仕方や態度も大変良かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流国 オーストラリア・コロマンデルヴァリー小学校 （現地校担当 山本浩之先生） 

 

内 容 

Hello こんにちは 交流日 6/29  5 年 9:50～10:35  6 年 11：40～12:25 

It is the first time to meet you.  What is your name?  My name is 〇〇. How old are you? 

I am 〇〇 years old.   What food do you like?  I like 〇〇.   Nice to meet you. 

成 果 ・初めての英語交流。本校は英語、相手校は日本語で 1対 1の会話を行った。児童は、少し緊張

していたが、時間がたつにしたがって慣れていった。楽しい英語活動ができた。 

 

 

交流国 マラウイ （青年海外協力隊 角田直也さん） 交流日 10/21 4 年 14:00～14:45 

 

内 容 

児童全員がマラウイに関する質問をして、角田さんが答えてくださる学習を行った。 

〇主な質問 ・どんな生活ですか ・暑いですか ・どんな病気がはやっていますか 

・給食はなんですか ・チェワ語は難しいですか  ・今何時ですか等 

 

成 果 

・マラウイがどこにあるのか、全く情報がないところからのスタート。Skype を戸外で行ったの

で、近くにいた現地の方が次々とカメラをのぞき込んだり、ニワトリが鳴いたり、犬が走ったり

と様々な映像がたくさん見られた。子どもたちも初めて見るアフリカの映像に興味津々だった。 

 

 エクアドルの事前授業 交流の様子 具体物を提示して説明 

交流の様子 ｵｰｽﾄﾗﾘｱの児童は日本語 交流は 1対 1の会話 

 マラウイ湖はここだよ 周りの景色もよく見えます 



【岡山・曽根小 資料 2】 

国際理解教育講座 エクアドル（元青年海外協力隊 藤原友紀さん）  実施日 10/21  5 年 14:00～14:50 

 

 

 

 

 

藤原 友紀さん 

 

内容 

エクアドルから帰国された藤原さんを迎え、５年生に「エクアドルの話」を

していただいた。任地での貴重な体験を聴いたり、民族衣装を見たり、着た

りするなど、児童にとって楽しい時間となった。 

 

成果 

Skype 画面から飛び出したように、藤原さんから直接話を聴くことができ、

児童にとって有意義な時間であった。エクアドルをはじめ、開発途上国の現

実や課題なども教えてもらい、国際貢献の大切さを知る機会となった。 

 

 

 

 

 

 

 

国際理解教育講座 パラグアイ（アコスタ・ロレーナさん 岡山市）  実施日 12/18 5,6 年 11:40～12:30 

 

 

 

 

 

アコスタさん 

 

内容 

岡山市在住、パラグアイ出身のアコスタさんを迎え、南米「パラグアイの話」

をしていただいた。パラグアイの特色や語学の大切さも話してくださった。

また、珍しい刺繍「ニャンドゥティ」（蜘蛛の巣刺繍）も見せてくださった。 

 

成果 

外国の方をお招きして、講話を聴くことは初めてであるが、日本語が堪能で、 

終始笑顔で話をする姿に児童も安心した様子であった。昼休みには、学校を

案内し、居合わせた児童と触れ合う場を設けて交流したことも良かった。 

 

 

 

 

 

 

 

JICA 中国研修員 

曽根小学校訪問 

アルゼンチン，ブラジル，チリ， エクアドル 

ペルー，メキシコ，パラグアイ 計１２名 

実施日 2/22 11:30～15:00 

全校児童 

 

 

 

 

 

 

内容 

中南米１２名の研修員の方をお迎えし、全校で交流を行った。開会行事の後、

教室で一緒に給食を食べ、午後からは折り紙やけん玉、あやとりなど日本の

遊びやソフトバレーボールなど学年ごとに楽しい時間を過ごした。 

成果 本校にとっては、まさに国際色豊かな一日となった。積極的に研修員の方々

と関わる児童も多く、児童のコミュニケーション力を養う良い機会となった。 

通訳として、藤原友紀さんに参加していただいたのが大変良かった。 

 

久しぶりの再会 国旗にも意味があります 

 

民族衣装を着たよ 

授業の様子 
お話は日本語です 

ニャンドゥティの刺繍 

楽しく給食を食べました ここをこう折ってね 
一緒にラテンの歌を歌いました 

授業の様子 



平成 28 年度                        【岡山・曽根小 資料 3】 

交流国 ボリビア（青年海外協力隊 新家祐子さん） 

交流日 〈1 回目〉7/13 5 年 9:00～9:40 〈2 回目〉10/13 5 年 9:00～9:40 

内 容 〈1 回目〉ボリビアについて尋ねたいことを質問して、新家さんや現地の方が答えてくれた。 

〇主な質問・ボリビアは何語を話しますか・有名なスポーツは・今何時ですか・自分のお宝は等 

〈2 回目〉ボリビアの人とジャンケンをした後、日本とボリビアの歌の交歓をした。 

成 果 

 

〈1 回目〉日本が朝の時間、ボリビアは夜の８時過ぎということに児童は驚いた。現地の友達二

人も一緒に参加してくれた。事前に質問事項を知らせたこともよかった。質問したこ

とを現地の人が答え、新家さんが通訳してくださり、ボリビアの生活や日本との違い

を興味深く聴くことができた。 

〈2回目〉前日、Skypeのテスト交信では繋がらなかった。当日、職員室で Skype交流を行った。

ボリビアへの質問をした後、「ジャンケン」で遊んだ。お礼にリコーダー演奏「威風

堂々」と日本の歌「ふるさと」を合唱し、ボリビアの方にも喜んでもらえた。 

 

 

児童の

感想 

 

・地球の反対側の人にも気持ちが伝わってうれしかった。 

・日本の歌が外国に伝わることがすごいと思った。 

・ボリビアの人に感動が伝わってよかった。・じゃんけんができて楽しかった。 

 

交流国 モルディブ（青年海外協力隊 石田一成さん） 

交流日 〈1 回目〉7/14 4 年 14:00～14:45 〈2 回目〉10/13 4 年 14:00～14:45      

 

内 容 

〈1 回目〉モルディブについて児童が質問をした。現地の児童も一緒に参加し、石田さんや石田

さんが勤務している小学生がモルディブのことをわかりやすく答えてくれた。 

〈2 回目〉モルディブとの交信もメインの Skypeでは繋がらなかった。管理棟の会議室にパソコ

ンを持ち込み、予備の Skypeで交流を行った。最後はモルディブの小学生と「ジャン

ケン」をしたり、相互に歌を歌ったりリコーダー演奏をしたりする交流も行った。 

 

 

成 果 

 

〈1 回目〉事前に児童の質問項目を知らせ、石田さんからはモルディブの写真や資料を送ってく

ださったので、楽しくスムーズな交流ができた。モルディブの女子児童がみんな被っ

ている「ブルカ」を見て、イスラム教の国ということも実感としてわかった。 

〈2 回目〉 Skypeでお互いジャンケンができるか、初の試みであるが、予想以上に盛り上がった。

まず、英語で挨拶や自己紹介をしたあとジャンケンがスタート。それぞれの国の歌や

リコーダーで音楽交流も行った。とても楽しく、児童も満足した交流であった。    

 

 

 

 

 

児童の

感想 

・遠くの国の人と会話ができるのは楽しい。 ・こんな貴重な体験ができてうれしかった。 

・質問に答える時、緊張した。・外国の人とジャンケンをした時、ドキドキしたけど楽しかった。 

マイクの前で一人ずつ質問 

第 1 回交流 第２回交流 

職員室でスカイプ ボリビアの楽器です 

第 1 回交流 第２回交流 

ジャンケン パー リコーダーで「聖者の行進」 Rock-Paper-Scissors 



【岡山・曽根小 資料 4】 

交流国 オーストラリア・コロマンデルヴァリー小学校 （現地校担当 山本浩之先生） 

交流日 6/28 5 年 11：40～12：25  6 年 14：00～14：45      

内 容 〇5 年生（自己紹介）・My name is 〇〇.  I like（好きなもの）.  Nice to meet you. 

〇6 年生（自己紹介）ｵｰｽﾄﾗﾘｱの児童は日本語で質問「日本の学校に〇〇がありますか」  

 

成 果 

昨年度から行っている英語交流であるが、1対 1の会話にやや緊張している児童も多い。相手の言

葉がわかったり、反応がよかったりすると、笑顔やガッツポーズが見られた。オーストラリアの

児童が話す日本語を理解しよう、わかりやすい言葉で伝えようとする気持ちがよく伝わった。 

  

 

国際理解教育講座 アフリカ不思議発見（髙宮純一さん ジェトロ岡

山） 

実施日 9/30 5,6 年 11:40～12:30 

 

 

 

 

 

髙宮純一さん 

 

内容 

ジェトロ岡山所長の髙宮さんを迎えて、髙宮さんが赴任していたエジプト、

タンザニアを中心に貴重な体験を語っていただいた。異文化の話だけでなく、

グローバルな生き方についても児童に熱いメッセージを送ってくださった。 

成果 児童は、日頃あまり聴く機会のない話を興味深く聴いていた。ご自身の学生

時代の話や海外へ目を向けたきっかけなど、キャリア教育の観点からもお話

してくださり、児童にとっては将来の生き方を考える良い場となった。 

 

 

 

 

 

 

 

国際理解教育講座 マラウイ （元青年海外協力隊 角田直也さん） 実施日 10/25  5 年 11:40～12:30 

 

 

 

 

 

角田直也さん 

 

内容 

昨年度、Skype交流でお世話になった角田さんをお迎えし、「マラウイの話」

をしていただいた。マラウイの生活や貴重な経験をたくさん話してくださっ

た。民族衣装やお金なども見せていただき、興味深い話を聴くことができた。 

成果 角田さんと児童は、約１年ぶりの再会である。児童は角田さんのことをよく

覚えていて、楽しくなごやかな学習となった。児童は、角田さんのパワーあ

ふれる話に最後まで引き込まれていった。 

 

 

 

 

 

 

 

【児童の感想 ６年児童（抜粋）】 

・広い世界に目を向けて、少しでも世界がよくなるようにつくしたい。 

・自分のイメージだけで、こんな国と決めるのはよくないと思った。 

・ぼくは、興味があることに勇気をもってチャレンジしようと思った。 

・外国語を使って、現地の人とコミュニケーションをとりたい。 

・私も何事にも恐れず、挑戦できるチャレンジ精神を持っていきます。 

【児童の感想 ５年児童（抜粋）】 

・マラウイでは、電気製品が高くて買えないから、 

自分たちでできることを考えてくらしている。 

・学校で、農業や宗教の勉強があるなんてすごい。 

・日本でふつうのこともアフリカではぜいたくに

なる。ぼくたちは、いろいろなものがあること

に感謝しなければならない。 

交流の様子 山本先生 

お元気ですかお 

交流授業は担任と担当者の TT 

これがマラウイの国旗だよ 

講話の様子 

講話の様子 


