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Q1: グループで取り組んでいるプロジェクトの目的（ゴール）、内容（アクション）

とその理由を自分の言葉で書いてください。 

 

[Education テーマを選択した生徒] 

I さん：ゴールはスラムの子供たちに勉強を教えることです。インドネシアの現状を聞いてみると、スラ

ムでは、子供には働いて欲しいため、子供の教育に対する親の理解も少なく、多くの子供た

ちが教育を受けられず、奨学金で学校に行けていたとしてもいじめにあってしまうとスラムの先

生から聞きました。そこで、学校にこれまで不自由なく通えてきた私たちが子供たちに勉強を

教えることにしました。日本側では、寄付を募るため、まずポスターを作ることでインドネシアの

現状について周りの学生に知る機会を設けた後、全体集会で告知を行いました。その後物

資を集め、暫くしてから募金をホールで行いました。そして集まったものをインドネシアのスラム

の幼稚園に送りました。 

T さん：ゴールは、スラムの子どもたちへの教育の普及です。 私たちが行った活動は、インドネシア・

スラムの学校の子どもたちに、英語の基礎が学べる歌やゲームを教えたことや文房具とお金を

寄付したことです。 理由としては、スラムの学校では、教員（給与が低い）や教材の不足

が問題で、それらが原因で低下している教育の質を上げるために、少しでもサポート出来れ

ばと思いました。また、スラムの教育問題は、親が教育は時間とお金の無駄だと考えているこ

とが、根本的な原因の一つであることも分かりました。教育問題の解決には、教育の重要性

やメリットを理解してもらうことが必要であると気付き、この活動は続けていきたいです。 

H さん：私たちは話し合いの結果、インドネシアの教育に焦点を当ててディスカッションを行うことにし

ました。私たちが行う活動として、文房具の寄付をすることと、教育をきちんと受けられていな

い幼稚園児に授業を行うといった２つのプロジェクトに定め、スカイプで議論を重ねてきまし

た。1 人でも多くの子供達に勉強をしやすい環境を作ってあげたいということ、そして歌を通じ

て日本の文化を少しでも知ってもらいたいということがこのプロジェクトを決めた理由です。きっ

かけは初めの授業で、インドネシアの教育の現状について話し合ったときに、学校に行けてい

ない子供たちや学校に行けていたとしても十分な設備がない子供たちが沢山いることを知り、

何とかしてあげたいと思ったからです。学校を私たちが作ることは出来ないけれど、「今自分た

ちに出来ること」を考えた時に、要らない文房具が家にいくつかあるのではないかという話にな

り今回の寄付に至りました。また、寄付だけではなく、私たちの知識を使って何か役立てない

かと考え、授業をしました。 
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[Food Waste のテーマを選択した生徒] 

K さん：私たちは Food Waste をテーマに 1 学期の間活動してきました。私を含めた 3 人のメン

バーは KG マルシェの実行委員でもあるので、「食」にもともと興味があり、このテーマを課題

にすることを希望しました。 

日本の食料廃棄量が世界一だと今までの知識としてありましたが、年間 632 万トンと言

われる日本の食品ロスは約半分が家庭から出ており、企業側の生産過程でも食品ロスは課

題となっていることを今回初めて知りました。食べ物を棄てることに対して危機意識はあるはず

なのに、なぜ今でも Food Waste が社会問題から無くならないのかをインドネシアの状況も

含めて考え、インドネシアではそもそも食べ物を棄てることに抵抗がない分、家畜の餌などに回

す取り組みを当たり前に行っていますが、一方で日本は捨てる量を減らす運動はいくつかあっ

たとしても、どうしても出てしまう食料廃棄物についてはあまり具体的な対策がないことが、食

堂スタッフのインタビューにて分かりました。  

何も現状が分かっていなかった私たちは、「知る」ことが重要だと考え、これからの未来の担

い手となる若者として学校の生徒を対象に現状を「知ってもらう」活動をすることに決めまし

た。 

  まずは Food Waste の現状を知り、意識を変えるために、ハラパン高校の生徒の提案の

ものと、ポスターを作成し、全校集会でも告知をしました。ポスターは、食べ残しを減らすため、

食堂に掲載しました。また、英語版も作成し、ハラパン高校にも貼ることで両国の食品ロスを

減らす取り組みを行いました。このポスターでは現状に加えて、「今私たちに何が出来るのか」

や、「これから将来に向けてどんな対策をしていく必要があるのか」についても記載しました。 
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Q2：グループの目的のために、自身が取り組んだことを時系列で整理してください。 

 

I さん：プランをまとめること ⇒ ポスター制作×2 ⇒ 寄付する物用の箱制作 ⇒  

全校集会（全校集会）での告知×2 ⇒ ホールで立って募金＆集計 ⇒ インドネシア

の高校生が教えるためのムービー制作（グーチョキパーで何つくろうの振り付け動画） 

T さん：インドネシアの現状について調査→状況を確かめるためスラムの先生にインタビュー→学校

に募金の許可を取得→ポスター作成→生徒に寄付を実施→インドネシアのスラムの学校の

校長先生に寄付。また、スラムの幼稚園の生徒がハラパン高校に来たときには、全員で手遊

びの動画を撮って送りました。 

H さん：グループの目的を達成するために、初めにインドネシアの教育の実態を調べました。

なにを寄付したらいいか、そしてどんな授業を行うべきかを考えました。それから寄付を

するにあたり、1、2 学年に寄付のお願いを記載したチラシを作成しました。自分自

身も寄付をする鉛筆、ノート、絵本を学校に持っていきました。また、twinkle twin

kle little star の日本語版、英語版、ローマ字版それぞれの歌詞カードを作り、

ハラパン高校の生徒に送りました。そしてより歌をわかりやすく教えてもらうために私た

ちが振り付けを考えてビデオ撮影し、ハラパン高校の生徒に送りました。 

K さん：4 月  

・様々なトピックがある中でも Food Waste をテーマにしたいと考える（自分の今まで取り

組んできたことについての学びが活かせるから）  

・初回のスカイプでハラパン高校側も Food Waste をテーマの候補に入れていたので意見

が一致する  

・ハラパン側から私たちが思う Food Waste が及ぼす悪影響とは何か聞かれるが、調査が

不十分であったため、曖昧な回答しかできず、反省する。  

・Food Waste についてインターネットで調べ、現状、原因、対策を知る  

・二回目の Skype で改めて Food Waste では何が問題なのか、なぜそうなってしまったの

か、問題が進行するとどうなるのか、私たちに何が出来るのかを日本側の調査結果

としてハラパンの生徒と共有  

・ほぼ毎回の授業で最後にクラス内でのプレゼンがあったので、その度に自分の中での学びを

まとめることが出来た  

 

 



5 

 

5 月  

・日本だけではなくインドネシア側の現状についても Skype を通して共有する＝相手への質

問を考えるようになる  

・視点を身近に移して、お互いの学校での食品ロスや家庭での食品ロスを調べる  

・しかし、家庭での食品ロスは一番意識しやすいと感じていましたが、調べるのが困難で、 

そもそもこれが家庭での食品ロスが認識されない原因の一つかもしれないと感じる 

・お互いの国の身近な現状結果を共有することで対策を考える  

・買い物リスト（家庭での食品ロス減少のため）、食育の提案(学校教育において)をする  

・私たちも初等部への食育を考える→時間や交渉の関係であまり規模の大きなプロジェクト

は出来ないことに気付く  

・食育から方向転換をし、ポスターを通して高等部の生徒に伝えることに  

6 月  

・全校集会でのポスターの告知  

・インドネシアの生徒が高等部に交換留学として来て、Farewell party で Food Waste

チームとして食べ残しがないように呼びかける→この機会に食べ残しを減らすように呼

び掛けたが、それを意識させることで無理やり食べてくれようとする生徒の存在に気

付いて、これで正しいのかと疑問を抱く。そして、私たちが目指すのは、おいしく食べる

ことが前提で、その上で食べ残しもしないという世の中をつくることだと気付く  

・ファイナルプレゼンテーション 
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Q3：自身がこのプロジェクトで「出来たこと・成功したこと・身に付いた力」を①協議/②計

画/③実施/④まとめ/⑤発表の類に細分化して分析してください。 

 

I さん：①意見を聞き、それを踏まえて代替案を出す、まとめ役として司会進行のスキルが身につき

ました。グループでは様々な意見が飛び交い、それらをまとめ、意味を英語で確認し、自

分でもアイデアを出して…ととても忙しかったですが、話を入れるタイミングや相手の話の聞

き方、意見の出し方などのコツが掴めました。  

②細かな計画を立てる力が身につきました。元々プランを決める、と言ってもそこまで

細かく考えず決めていましたが、今回はインドネシアとの連携もあり、日時や期限をし

っかりと定めることが習慣づきました。  

③大勢の人の前であまり話したことがありませんでしたが、全校集会で何回も告知

するうち、緊張なく話せるようになりました。また、募金ではどのような風に発言すれば

相手が耳を傾けてくれるか、という言い方のコツを五十嵐さんから学びました。  

④まとめでは、①と同じように人の意見をまとめる力が身につきました。プレゼンの中

にどのようにして文や写真を配置するかなどのコツも知りました。  

⑤発表ではアイコンタクトと自分が伝えたいことをいかに強調して言うか、ということに

気をつけられるようになりました。 

T さん：①協議では、英語でのコミュニケーション能力が身につきました。初めは他の人の話を聞いて

いるばかりでしたが、終盤では自分の意見を臆せずに伝えることが出来るようになり、自分自

身が納得出来る充実したディスカッションにすることが出来ました。  

②計画の面では、どのアクションをいつ起こすかという日程を綿密に定めることで、準備物も明

確に分かり、余裕を持って行動出来る計画性が身に付きました。  

③実施の面では、綿密に計画を立てたこと、ポスター作りや募金活動のための準備を行った

こと、生徒に関心を持ってもらえるよう数回に渡る告知など、やれることは全て行ってきました。

その結果、どのように呼びかければ相手の心に届くのか、また熱意が伝わるのかを学ぶことが出

来ました。アクション全体を通して、自分で行動を起こす楽しさを知ることができ、行動に移す

ことで、受け身の座学よりもその問題に興味を持つことが出来ると分かりました。これからは、

自分からアクションを起こすことに前向きになれると思っています。  

④まとめの段階では、チームメイトに積極的に意見を聞く立ち位置でした。不明瞭な点が残っ

ていないか、全体をみて考える視点が身に付きました。  

⑤発表は、事前に準備し、これまでの成果をしっかり聞き手に伝えることが出来ました。アイコ

ンタクトや声のボリュームなど、良いプレゼンテーションの方法を学ぶことが出来ました。また、発

表の準備を通して、よりチームワークを深めることも出来たと思います。 
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H さん：私はこのプロジェクトで自分から積極的に行動する力、アイデアを提案する力がつきました。

協議や計画を立てる時に、私は積極的にこうしたらいいのではないか？という提案をしたり、

ノートやホワイトボードにメモを取ったりしました。実施の際は、自らチラシを作成し、寄付の箱

を設置や、歌詞カードを作るなどの仕事を自ら積極的に出来たと思います。子供たちへの教

育提供案も以前の私たちだったら思いつかなかったと思いますが、毎週のディスカッションにお

いて、現状や状況を知り、「何とかしてあげたい」とい気持ちが、アクションを起こそうという気持

ちに変わったのだと感じています。 

K さん：①協議 自分が今まで研究してきた「食」または「食育」の分野で学んできた知識を活かす

ことが出来ました。食育に関して言えば、ただ食べ物のことを学ぶだけでなく、食の視点から社

会的な沢山の問題を解決する能力を育むことにつながるということを学びました。今回は日

本側で食育実施は出来ませんでしたが、結果ハラパン高校で幼稚園児に対し、考えてきた

食育の授業を行うことが出来ました。私たち日本側は、対象を高等部の生徒という身近な

存在に絞ることで沢山の実践が出来たと思っています。  

②計画 私自身はアイデアの提案が得意でした。今までの経験とつなげて考えることで沢山

のアイデアが浮かび、実際にどう行動に移していくかも具体化して示すことが出来たので、チー

ムの活動の方向を誘導するという点では、みんなをサポート出来たと思います。これに対して、

ハラパン高校の生徒は私たちのアイデアに真剣に耳を傾けて、すぐに行動に移す姿を見て、そ

の行動力から私たちが彼らから学ぶことも沢山ありました。結局インドネシア側は、私たちが出

来なかったことをほとんどやり遂げてくれていたので全体として両国で協力して解決法を導き出

すことが出来たと思っています。  

③実践 全校集会での発表、食堂でのポスター掲示、そしてハラパンの生徒が日本に来た

時の Farewell party での呼びかけなど、実際に「伝える」という私たちのトピックでは一番必

要且つ大切なことに取り組む機会が沢山あり、良い経験が出来ました。  

④まとめ Food Waste という社会問題に取り組み始めた当初から、計画がうまくいかない

こともありましたが、その度にハラパン高校の生徒や関学のメンバーと話し合うことでより良い解

決方法を見つけることが出来ました。私自身は話し合いが深まる中でアイデアも膨らみ、それ

は今回のトピックだけでなく、これからおそらく私が研究していくであろう「食」の研究に役立つと

インドネシアの学生と寄付を募る 自ら考えたプログラムでスラムの子どもたちと一緒に歌う 全校集会で募金の告知を伝える 
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思いました。また、今回の学びの中で、様々な問題を「食」という側面から解決法を考える力

も身につきました。これは私がこの分野が好きだからということもありますが、食が人々にもたら

す影響力の大きさを今回再認識出来たこともきっかけの一つだと思っています。 

 ⑤発表 ハラパン高校の生徒からもらった買い物リストを配布しながら発表をすることで、学

びの成果を伝えると同時に実践につながる材料を聴衆している生徒に提供出来たと思ってい

ます。私は解決法の提案と、この授業のまとめについて話しましたが、ハラパン高校と協力する

ことで、この Food Waste の解決法を私たちなりに導き出すことが出来たということをしっかり

伝えることが出来ました。 

 

 

 

 

 

スクリプトを覚え、プレゼンに励む Education チーム

さん 

明確になった自分の気持ちを伝える 

最終プレゼンテーションの様子 画面中央にはインドネシア側が映る 
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Q4：自身がこの活動で「出来なかったこと・今後の課題」について 

I さん：ポスターなどをもっと目立たせ、人に読んで貰えるようなデザインにするべきだったと反省してい

ます。今後はしっかりと時間を確保し、ポスターや告知を有効活用していきたいです。 

T さん：ファシリテーターから、行動の結果と問題の解決が繋がっているか問われることが多々ありまし

た。アクションの部分で、「今出来ること」と思い妥協してしまったことが問題だと振り返ります。

さらに説得力のあるアクションを起こすために、向き合っている問題の核となる部分は何かを考

え、深めることが出来れば良かったと思います。今回を通じて、自分でアクションを起こし、成

果をつくることの楽しさを知ることが出来たので、これからも世界のさまざまな問題に触れて、

人生を通して沢山のアクションを起こしていきたいと感じました。また、それを実現するために、

積極的に英語を勉強していきたいとも思いました。 

H さん：私はあまりハラパン高校の方と積極的にコミュニケーションを取ることが出来なかったと感じて

います。英語は大好きですが、話すことが苦手で積極的には話せませんでした。それは間違

えや失敗を恐れて完璧に話そうとしたことが原因だと思います。何度か間違えてもいいから話

し理解してくれた時はとても嬉しかったです。この経験を活かし、大学では留学や、積極的に

留学生と話すことで、外国人と上手くコミュニケーションを取れるようにしていきたいです。 

K さん：序盤に実現化出来なかった「食育」というアイデアを 3 人のメンバーやハラパン高校の生徒

だけではなく、ファシリテーターの方や五十嵐さんにもっと早めから共有していれば他に良い形

で理想の食育プロジェクトの実践が出来たのではないかと反省しています。何かしたいことがあ

っても、高校生の力だけでは出来ないこともあるため、アイデアを大人に共有して、出来る限

り現実的且つ実現可能な案にする流れを今後しっかりと覚えておきたいです。 

今後も、食育の研究を深めていければと思います。そのためには、あらゆる分野の知識が

必要であるため、大学では様々な分野に専門性を持っている学生を集め、食育という視点

から社会問題の解決策を考えていければと思っています。そしていつか子供たちに沢山の知

識や情報が詰まった食育を提供することで、「健康と食」に興味を示す子供たちを一人でも

多く輩出していければなと思います。 
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Q5：プロジェクト前後での自身の変化について 

I さん：取り組む前はインドネシアの子達と Skype なんて大丈夫だろうか、と思っていましたが、きち

んと実行出来たことによって自信がつきました。スラムの子供たちが楽しそうに踊っている姿を

見て、やって良かったなと思いました。また、リーダーシップも上がったと思います。いつも人の指

示を聞いてそれを実行する、という感じだったのですが、今回は皆の意見をまとめることや、代

表して告知することが多く、良い学びの機会となりました。また、インドネシアについてのイメー

ジも知ることでだいぶ変わりました。 

T さん：私は今まで、教育を受けられない人が多い要因は、単に経済的な事情だと思い込んでいま

した。しかし、教育の必要性が親から認識されていないことや、その他さまざまな問題が重なり

合って起きている問題だと知ることが出来ました。そのことが今回の私たちの行動の幅を広げ

ることにつながり、まずは知ることが大事だと再確認出来ました。  

また、私は募金活動中、最大限に頭を使って計画的に生活していました。自分がとても生

き生きしていたことを実感しているし、実践的な学びの楽しさを知りました。 このプログラムの

最初、苦手な英語で話さなければならないことや実際にアクションを起こすことを少し面倒に

感じていました。それは自分に自信がなく、努力することを放棄していたのだと今になって思い

ます。しかし、少し積極的に前向きに考えてみれば、面倒なことは何もなく、不安なことでも努

力している姿は誰かが見てくれているし、自分の気持ち次第で出来ることが増えることを実感

しました。今では、自分がこのプロジェクトを通して、沢山のことを学ぶことができ、それが自信

に繋がっています。これからは自分が苦手なことや初めての挑戦に出会っても、前向きに取り

組むことが出来ると信じています。 

H さん：教育というのは当たり前に受けられるものだと思っていました。私は幼稚園の頃から今までな

んの不自由もなく教育を受けさせてもらっていました。それは当たり前ではなく感謝しなければ

いけないことであると痛感させられました。プログラム開始当初、スカイプでディスカッションと聞

いた時にはうまくいくのか？と疑問に思っていましたが、毎週のスカイプによって国境を越えて友

達となり、また一緒に協力して１つのことを成し遂げようとするチームワークが芽生え、どんどん

授業に入り込んでいく自分がいました。この国を越えた取り組みは、他の学校、他の授業で

も導入するべきではないかと思います。なぜなら、その国独自の考え方に捉われずに、様々な

考えがあるのだと思うようになり１つの物事に対して広い視野で捉えられるように自分自身が

変化したからです。 
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K さん：Food Waste を知った当初、私は食品ロスがなくなれば、この問題は解決すると考えてい

ました。しかし、今は食品ロスを完全になくすのは難しいと考えています。なぜなら、インドネシ

アの学校の食料廃棄量や関学高等部食堂の食料廃棄量、そして Farewell party を見

て、いくら意識を呼び掛けても出る食品ロスはあるのだと気付いたからです。そこで今の私が考

えるのは、出てしまった食品ロスをどうするかということです。1 つの例としてインドネシアの学校

の食堂で出た食品ロスは近くの農家が引き取り、家畜のえさにしたり野菜の肥料にしたりして

います。このように廃棄された食べ物もまた別の形で使われるような機会があれば無駄にはな

らないだろうと思っています。  

そして、国を越えてディスカッションをするという初めての試みに対しては、最初は意見がまと

まるのかという不安が大きく、実際に何度か相手を怒らしてしまうようなトラブルがありました

が、最終的には他国からの視点があることで、視野が広がり、自国を客観的に見ることが出

来ました。また、今回の議論で気付いた点は、自分の意見を英語で相手に伝えるためにはま

ず、自分の中で詳しく言いたいことがまとまっている必要があることです。これは、難しい専門用

語を出来るだけ簡単な言葉で伝える必要があるからです。これがあまり出来なかったのは、自

分の英語力の乏しさだと考えられますが、人に伝える前に自分の中で一度整理することで、

自分自身が話す方向が明らかになると分かったことは、このプログラムのおかげだと思います。 

 

Q6：プログラムにおける満足度 

I さん：100％ 十分に満足である 

T さん：100％ 十分に満足である 

H さん：100％ 十分に満足である 

K さん：100％ 十分に満足である 
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Q7：このプログラムにおいて、率直な感想をお聞かせください。 

I さん：他校と、しかも第一言語が全く異なる学校と Skype をするのはとても新鮮で、しかもインド

ネシアと日本を支えるプランを考えるということで、斬新で面白かったです。このプロジェクトを通

じて、これからの人生で絶対知り合えなかったような人達と知り合うことが出来ました。また、

共にプランを立てていくうちに深い友情へと変わっていき、この繋がりを大事にして、切磋琢磨

しあいながらこれからも一緒に成長していきたいです。 

T さん：前述の通り、このプログラムは本当に学ぶことが多く、受け身の授業よりも自分が学んでいる

という実感を持つことが出来ました。また、人間性の成長にもつながります。もっと多くの人に

取り組んでもらいたいプログラムだと感じました。 

H さん：今までしたことのない授業の仕方でとても面白かったです。学校の授業ではなかなか発言す

る機会はなく、ただ聞いているだけというのが多く、それが一般的でしたが、この授業は全員が

主体となって動くことが出来ました。本当にいい機会を与えて頂きありがとうございました。 

K さん：初めは両国が同じ社会問題に取り組み、解決法を考えるということに様々な不安がありま

した。日本人同士でも意見がぶつかり合うこともある中で、言語の違うインドネシアの生徒とう

まくディスカッションが出来るのか心配でしたが、実際はお互い英語を母国語としないため、何

度も確認しながらディスカッションを進めることが出来、むしろそれが良かったと思います。国とし

て、価値観や習慣など様々な違いはありましたが、どれも新鮮で学びが深まりました。また、S

kype での学習を通して自分自身、もっと日本について伝えることが出来るようにならないと、

日本人としても恥ずかしいと、自国を見つめ直すきっかけにもなりました。 

 


