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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] 

Y さん：私たち A チームのテーマは Education でした。インドネシアでは多くの子供たちが

教育を十分に受けられていないという現状を知り、そのような環境下にいる子供たち

に少しでも楽しく勉強をしてもらいたいという思いから、このアクションプランを考えまし

た。私たちの１つ目のアクションプランは、スラムの子供たちに日本の歌である「きらき

ら星」という曲を英語と日本語で教えることでした。また、楽しく学んでもらうため、振り

付けを自分達で考え動画を作り教材として活用しました。子供たちは理解が速く、

日本語でさえもすぐに覚えて歌っていました。そして、２つ目のアクションプランは、子

供たちの勉強する環境を整えるために、関西学院高等部の生徒から文房具や絵

本などの寄付を集めました。みんなにインドネシアの子供たちの現状を伝え、私たち

のアクションプランについて説明すると、多くの生徒が協力してくれました。  

K さん：ゴール インドネシアの子供たちに教育の大切さ面白さを伝える  

内容 スラムの子供たちに授業をする(インドネシア側) 。そのためには勉強するための環境づ

くりとしてお金や文房具が必要であり、それらを集めることも同時に行っていました。  

理由 スラムの学校の問題はお金や物が不足しており、その場しのぎではありますが、少しで

も力になりたかったので募金や寄付を行いました。 

 

[Tourism –地方創生- のテーマを選択した生徒] 

Y さん：まず Tourism の問題提議として、観光客は大都市ばかりに偏りがちであり、西宮市などの

小さな地域に行く人は少なく、それが観光業の利益、労働者の雇用、若者の数において都

市部と他地域で大きな差ができてしまうことを挙げました。それを踏まえ、私たちのプロジェクト

の目的は、私たちと密接に関わっている西宮市を、宣伝することで活性化させることでした。

また、私たちはアクションとしてインスタグラムを利用しました。それは、今世界中で人気となっ

ているこのツールを使って宣伝することによって、容易に世界に情報を発信することが可能とな

り、その効果が顕著に現れると考えたからです。 
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M さん：私たちのグループトピックは「Tourism」です。観光面での日本の問題は、「大都市(東京 

大阪 名古屋)に人や観光客が流れ、地方に人が集まらない。そのため、地方の人も大都

市に働きに出るようになり、各地方の活性化が難しくなる。よって、大都市と地方の格差がよ

り大きくなるという悪循環が起きている。」という問題を解決するために取り組みました。 

この日本における問題点を、私たちは自分たちの住んでいる町に置き換えて考えてみること

にしました。私たちの学校がある西宮市を地方、近くの神戸や大阪を大都市と捉え、問題解

決に向けたディスカッションを重ねました。 

外国人の多くは、地方の良さや伝統を知る機会がないが故、人々が地方に来ない理由に

あると考え、地方についての情報を広めることで、多くの人に関心を持ってもらいたいと思い、

決めました。 

その次に、PR手段について話し合いました。ハラパン側は、ポスターやブログといった方法を

提案し、日本側からは、SNS を使った PR を提案し、影響力に基準に SNSで PRすること

に決めました。Instagramは、世界中で人気の高い SNSの１つであり、その特徴は写真

がメインの SNSであるということです。写真と説明の文章を載せられる他、ハッシュタグなどの

機能でも、情報を広めるのに効果的であると考え Instagram を活用することにしました。 

また、プロジェクト開始当初は西宮市だけにフォーカスしていましたが、バリの魅力も同時に

伝えることで、両国の人に注目してもらえると思い、西宮とバリの PR活動を行うことになりまし

た。  

プロジェクトのゴールとしては、「より多くの人々に西宮、バリの魅力を伝えること。プロジェクト

を通して、日本の観光面での問題点に関心をもってもらうこと」です。また、具体的な目標とし

て、PR投稿に 300likes をもらうことを１つ目標に挙げて取り組みました。 

O さん：現在日本には多くの外国人観光客が訪れているが、そのほとんどが大阪や東京などの大都

市に集中しがち。日本の伝統芸能などのある田舎の町には観光客が集まらず、伝統芸能を

引き継ぐ後継者不足が問題になっている背景があり、その中で私たちの住む西宮市もその内

の１つとなっているため、もっと私たちの住む町について多くの人に知ってもらおうと思い、問題

解決に取り組みました。そのために、今現代人が多く利用しているインスタグラムを使い、PR

をしました。私たちの数回の投稿により、多くの人に知ってもらうにはハッシュタグをつけることで

有効に PR出来ることがわかりました。  
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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。 

 

Y さん：まずゴールに対して、どのようなアクションプランや道筋を立てるのかについて話し合いました。

私の意見としては、文房具などの寄付や募金を行うことを提案し、文房具を中心に寄付を

募ることとなりました。 

寄付を募るにあたって、チラシをメンバーと共に作成し、皆に伝えるため全校集会でも告知

しました。そして、GLP である GS1 と GS2（1、2学年）に告知をし、チラシを配りました。

誰でも簡単に協力できるよう、文房具を回収する段ボールの box を職員室前には用意し、

その上にチラシを貼ることで目立たせる工夫を行いました。それに加え 6/6 のスラムの子供た

ちとの交流に向けて、「きらきら星」の振り付け動画を作成しました。振り付けは積極的にアイ

デアを出し、分かりやすく且つ興味を持ちやすいものに仕上げました。ハラパン高校の生徒との

国際交流では、関西学院高等部の生徒たちから集めた文房具などの寄付を、仕分けし渡し

ました。 

K さん：５月前半 問題点と解決方法関われることを毎授業後に整理する。 ５月後半 

少しでも意見を出したり会話に参加するために調べたり使いそうな英語を調べておく 

6月 第一週 ポスター作成、お金の送り方について送金サービスに必要な金額を

調べて授業に向かう。 子供達に教える歌や手遊びを調べる(グーチョキパーの歌)。 

全校集会で寄付について発表。6/10以降 募金時に掲示するポスター作成(放

課後にみんなで相談) 6/15 班員みんなで募金活動集計を行い、余った小銭で

文房具を大学に買いに行く 最終プレゼン 自分の担当箇所(今後について)のパワ

ポ微調整(元は伊藤さん)を行い、自分の話すこと成長出来たことについてまとめる。 

Y さん：まず始めは、私は英語を得意としていたのでハラパン高校と接触し話し合う場で率

先して話し、聞いて説明するなど、仲介役のような役を行ないました。  

次に、伝統工芸を扱う企業へのインタビューの際、人形芝居えびす座への質問を

考え、電話越しに有益な情報を得る役割を果たしました。 その後、グループ内で割

り振って協力して行い、インスタグラムの投稿内容を考えたり、日本版を英

語訳したりとアクションの質を向上させることに協力しました。 

アクションについては、全校集会での広報活動や、ポスターのデザインなど

も考え、人々の興味を引くように工夫し、最終プレゼンテーションではチーム

メイトの原稿を参考に簡潔にパワーポイントにまとめられるように努力しまし

た。 

とても見やすくシンプルに仕上げた 
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M さん：西宮市の魅力を宣伝するにあたり、何についての投稿をするのか具体的に話し合

いをはじめました。 初めは西宮の概要や有名地を中心とした内容にし、日本側とハ

ラパン側でそれぞれ情報を共有し合い、ハラパン側の個人アカウントで最初の投稿を

すると、ハラパン側での関心は高く、目標としていた 300likes を超える投稿となりま

した。しかし、これでは日本側を巻き込めていないため、共同アカウントを新たに作成

し、両国に関する投稿を始めることになりました。  

   共同アカウントでの最初の投稿は「西宮の伝統文化」にフォーカスを当てました。 

「和ろうそく」と「えびす座」の２つに決め、情報収集を始めました。 情報収集をする

ために、上記の２つの会社に電話を通してインタビューをしました。歴史や問題点など

深いお話を聞くことが出来ました。 それらで得た情報と写真を用いて、初めの投稿を

行いました。その後は、ハラパン側と日本側で週ごとに 2回ずつ、自国に関する投稿

をしてきました。  

投稿を重ねる上で、投稿の分析を始めました。関心の高い投稿と低い投稿の差

は何か、どのような写真やハッシュタグがより効果的かなどの分析を行い、より関心が

集まる方法を考えて投稿するようになりました。 その後、日本側の関心が弱いと思

い、関学高等部にアカウントの宣伝を行いました。全校集会での全校告知に加え、

校舎内にアカウントに簡単にアクセス出来るポスターを貼り、プロジェクトの宣伝を行い

ました。これにより、フォロワーや likes数を増やすことが出来ました。 

O さん：主にインスタグラムの投稿内容を作成しました。また伝統芸能の方にインタビューを

する際、質問の内容を考えスムーズに進められるようにしました。 

 

 

 

毎度ホワイドボードに、報告書をまとめてくれる O さん 英語で中間報告する Education チーム 提案が通り、ホッとする K さん 
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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。 

Y さん：①話し合いにおいては、しっかりと自分の意見を相手に伝えることが出来たと思います。初

めは緊張してあまり自分から話すことは出来ませんでしたが、徐々に自信をもってコミュニ

ケーションをとることが出来るようになりました。  

②計画性においては、ゴールに向けてアクションプランと道筋を立て、前もって準備をするこ

とが出来ました。目的に対してどのように筋道を立てたらよいか、自分で考えることが出来る

ようになりました。  

③アクションプランを実施するにあたって、チームの中でも積極的に動くことが出来ました。告

知やチラシ作成にも携わり、ハラパン高校の生徒とも SNS で連絡を取り合い議論するな

ど、実現に向けてお互いに意見を深め合うことに貢献しました。  

④ハラパンチームは職業訓練校のため、研修に行かなければならず、毎回メンバーが変わ

っていて、何人かはディスカッションに入れていない生徒もいたように思います。それに反し

て、関学チームは毎回同じメンバーとファシリテーターで行っていたので、より理解や情報を

深めることが出来ました。 

⑤プレゼンでは、見やすい PowerPoint を短時間で作成しました。また、スクリプトも簡単

な単語や文法を用い、聞き手が聞きやすいように工夫しました。 

K さん：①英語を聞き取ることと同時にメモを取れるようになりました。協議にしっかり入ることは出来

ませんでしたが、ノートを取っていたおかげで、話を整理することや落ち着いたペースに変え

ることが出来ました。  

②その場で発言が出来ない分、下調べを必ず行い計画通りに行っていない点がないかを

確認しました。 

③募金については友達やクラスでの情報拡散に努めました。  

④会話のメモを後で読んでわかるようにまとめて書くことで、次回の予習も行えました。 

⑤英語での発表は苦手でしたが、これまでのノートが活きて、チームが全体の流れを把握

するために情報を整理することが出来たと思います。 

Y さん：①協議初めて顔を合わせる異国の生徒たち、また関学でのチームメイトと共に協力し、話し

合って１つの目的に向かって精進した経験により、自分一人でなく全員の意見に耳を傾けな

がら行動する力が身に付きました。皆それぞれ自分が何をしたいというような願望を持ってい

ましたが、それを押し付けているだけではプロジェクトは前に進まないし、良いものは作れないと

いうことが身にしみて感じることが出来ました。言語の壁もありましたが、グループとして１つの

目的に向かうことで、徐々に団結感が増し、最終的には他の人がどう思っているか意見を促

すことが出来るようになりました。  
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②計画 0 の状態から行動する、という経験を通して、計画の大切さを痛感しました。始めは

どうしてもその場の思いつきで、好き勝手に各々が進めてしまっていたので、後になって時間配

分にズレが生じるということが起きてしまいました。ハラパン高校の生徒は、その点において非

常に長けており、定期的に今何をすべきか？次までにどこまで進むべきか？という疑問をグル

ープに発信してくれたので、立ち止まって計画を練りながらプロジェクトを進めることが出来まし

た。先を見越して行動する能力はハラパン高校の生徒から、多く学びました。  

③実施 チームの行動を通して、現実での実施の厳しさを学びました。私たちはアクションとし

てインスタグラムという手段を取りましたが、手軽さ故の確立した支持が得られないという悪い

点も実施後に分かりました。実施する大切さ、実行する前の調査の重要性を学びました。  

④まとめ まとめの部分では、自分たちが行なってきたことを文字に起こし、分析する力が身に

付きました。最終プレゼンに向けて紙にまとめていると、自分たちの行動やそれに対する効果

が可視化され、このプロジェクトの継続的な取り組みまで話すことが出来ました。改めて議論

だけで突き進むのではなく、紙に一度落とし込む重要さに気付けました。  

⑤発表 発表でも、取り組みを整理する力がつきました。これだけ熱意と時間をかけて１つの

プロジェクトを行ってきたことによって、この経験を多くの人に伝えたい、という強い気持ちが生ま

れ、調べたものを発表するのではなく、熱意込めて発表することは、なかなか貴重且つ良い学

びの機会でした。 

M さん：①協議 Skype を通じたディスカッションでは、積極的に英語を使って話すことを心がけ実

践しました。よって英語を使ったコミュニケーション力を身につけることが出来ました。両国とも

英語を母国語としないので、より伝わりやすい英語を用いて話すことを心がけることが出来ま

した。  

②計画 問題定義から目標設定、実行、分析、反省などの長期的なプロジェクトを行うのは

初めてで、計画を立てることの重要性を学びました。また、今までは「分析をして改善する。」

という段階を行う経験があまりなかったため分析・改善における重要性も学びました。初めか

ら最後まで、大きく躓くことなく両国がこまめに情報共有や計画の確認を行ったことで、スムー

ズに計画的にプロジェクトを進められたことは、大きな自信にも繋がりました。  

③実施 プロジェクト実施の上で、1番大きく得た力は、 「より効果的に多くの人を巻き込む

にはどうすればいいか」ということを考える力です。中々自分たちの思い通りの関心を得られ

ず、躓くこともありましたが、様々な観点から自分たちのプロジェクトを分析して、常に改善して

プロジェクトを、進められたことが良かったと思います。また、今までのように校内に留まったプロ

ジェクトではなく、全世界に発信するプロジェクトのため、関学の学校名を用いてアカウント運

営をする上での著作権や情報の信ぴょう性など多くのことに気を配る必要がありました。このよ

うに、責任感が芽生え、様々なところに気を配ることが出来るようになりました。  
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⑤まとめ 両国での合同チームで、１つの問題解決に取り組むことで、とても多くの力を身に

つけることが出来ました。両国間でのこまめな情報共有や進捗状況報告の重要性も学びな

がら、両国間での文化の差や共通点なども、PR活動を通して知ることが出来ました。また、

西宮市を見つめ直す良いキッカケとなり、今まで知らなかった西宮市の伝統文化にも出会え

ました。全体を通し、プロジェクトに協力してくださった学校の先生やファシリテーターなど多くの

人に支えていただき、プロジェクトを１つ行うことの難しさや、達成感を知りました。このプロジェ

クトを終えることができ、本当に大きな自信に繋がりました。  

⑥発表 数回行った発表では、両国での認識を改められ、整理出来る良い機会になりまし

た。また、プロジェクトの内容をいかに分かりやすくまとめるかに気を配り、日本側でよく話し合

い、両国間でも話し合いを重ね、自分の意見をまとめて発言する力や、チームの意見をまと

める力など総合的に身についたと思います。 

O さん：①Skype をしていく中でインドネシア側に意見を伝える機会を重ねていくうちに、自分達で

伝えきれなかったことや相手側の伝えようとしたことが分からなかった時など、回を重ねるごとに

理解し合えるようになりました。  

②計画を立てる際、日本の問題解決だけでなく、それと同時にインドネシアについても PR出

来るように投稿内容を作成し、投稿をする時間帯で多くの人にインスタグラムを見てもらえる

時間を自分自身がインスタグラムをしているという経験を踏まえて、分析したことで「イイネ」を

多くもらうことが出来ました。 

③自分自身が個人の動画を作成していることを活かし、投稿の動画作成を行いました。 

④これまで勉強してきた英語の知識を利用し、コミュニケーションが取れ、現代に生きる者とし

て社会に出来る解決法を見出すことが出来ました。  

⑤導入の部分について、今置かれている状況を特に詳しく説明するように心がけ、この企画

を知らない人にもわかりやすく伝わるように工夫しました。 

  

動画や投稿時間など分析して行った Instagram HARAPAN生徒も一生懸命にアイデアを出し合う チーム一丸で試行錯誤しながら伝える努力をする 
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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 

Y さん：自分の英語の発音が悪く相手に伝わらなかったり、相手の英語を聞き取ることが出来なかっ

たりと、英語力の低さを改めて感じました。自分にもっと、英語力や英語のコミュニケーション

能力があれば、話し合いを深めることに貢献出来たのではと思い、一点悔いが残るポイントで

す。プレゼンテーションでは、スクリプトを全て暗記出来ず、聴衆の目を見て話すことが出来て

いなかったように思います。今後プレゼンテーションの機会があれば、スクリプトを見ないことはも

ちろん、アイコンタクトやジェスチャーも取り入れていけたらと思います。 

K さん：発言が出来ませんでした。 授業前の準備を自分で自信が持てるほど用意出来ていなかっ

たため、勇気を出して発言することが出来ませんでした。 今後の活動では事前学習に全力

で取り組み、自信を持った状態で行動をしていこうと思います。 

Y さん：アクションを最後までしっかり終わらせることが出来なかったことが、悔いとしてあります。これを

やろう！とグループで決め、様々な改善を加えながらアクションを進めましたが、行動における

前後でどのような変化が起きたのかが分かりにくくなってしまった。どのアクションを踏む度、イイ

ネ！数のカウントを行うことや、インスタグラムのフォロワーのアンケートや意見を聞くなど行うこと

が出来ていれば、具体的なアクションの結果の要因が明確になっていたかもしれません。 

アクションだけに限らず、他のことを成し遂げる時にも共通すると思うが、何をもって成功と見

るかを明確にしてから行動することが大事なのだと思いました。 

M さん：まずプロジェクトの反省は、最後まで共同アカウントの likes数を目標の 300likes に到達

させることが出来なかった点です。アカウントの宣伝が遅れたことや、アカウントを訪れた人にフ

ォローしてもらうことが出来なかったことが要因として考えられます。 また、プロジェクトを進める

上では、自分たちの視野の狭さを感じました。１つずつ行動していく上で、一回一回立ち止

まって問題点を考えるべきところを、次々と進めることが多く、その点での先生やファシリテータ

ーさんからのアドバイスを多くいただきました。自分たちの考えが甘く、隙を多く作ってしまったこ

とが、反省点としてあげられます。より多くの視点から物事を見つめ、不十分な点がないかを

逐一確認することが大切だと思いました。今回得た力は、今後の GLP活動や大学、その後

の仕事などにも活かせるものばかりです。プロジェクトを１つ作り、成功させたこの流れを、その

都度思い出し、この活動で得た力を活かしていきたいです。また、英語力の低さによって思う

ように意見が述べることが出来ず、チームメイトに助けてもらうこともよくありました。今後外国

人と交流する機会が増えていくと思うので、英語力という言葉の壁で思うように進められない

ということがないように、英語力向上を目指します。今回の経験を無駄にせず自信に変え、

今後の自身の活動に活かしていきます。 
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O さん：自分の英語力の低さを実感させられました。また、問題解決にあたってまず自分自身の意

見をしっかりと固めた上で交流をしなければ、相手側をも混乱させてしまうことにつながると分

かりました。 

日本側は前面にあるプロジェクターを通し、一緒に授業を行う 

 

 

 

毎度のように、前回の整理や、次回使う単語の予習、次回発言する自分の意見・アイデアの準備を行う K さんのノート 

ディスカッションにて、相手の意見に耳を傾ける Education チーム（下記写真左側）と Tourism チーム（下記写真右側） 

スラムの子どもたちを招き、知識を共有する Education チーム 

 

 

フォロワーを獲得するため、動画を作成してみた Tourism チーム 
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Q5：プロジェクト前後での自身の変化について 

Y さん：初め私は英語をみんなの前で話すことに抵抗があり、伝わらなかったらどうしようと、あまり積

極的にディスカッションに参加することが出来ていませんでした。しかし、一度チームのみんなや

ファシリテーターの力を借りながらも、自分の言いたいことを伝えることが出来たとき、何とも言

えない喜びを感じました。それからは、なるべく自分からディスカッションに参加するようになりま

した。最後の方には、相手に意見を求められる程、積極的になることが出来ました。また、お

互いの国の社会問題を解決するために、話し合い、アクションプランを実行するという、大きい

目標に圧倒されていましたが、毎回の道筋を立てていくことで、物事が細分化され、自分が

今何をするべきかを明確にすることが出来るようになりました。また、1学年、2学年と 2年

間で学んできたことを今回実践出来たので、今まで学んできたことが役に立ったと改めて実感

しました。文化も風習も違うインドネシアの高校生と長い間交流し、ホームステイまで経験す

ることができ、このような貴重な体験が出来たのは、このプログラムのおかげであり、これまで学

んできた 2年間の賜物だと感じました。 

K さん：言葉の壁は薄くなりましたが、文化の違いや考え方の違いによる格差をより強く感じました。 

お金や文房具など寄付に関しては、思っていたよりも関学生が協力してくれ、暖かさに触れる

ことが出来ました。自分でアクションを起こす達成感も今回で大きく感じました。また、チームワ

ークをする上で、何かきっかけがあれば周りも助けてくれることを実感しました。 

Y さん：Tourismは私たちの身近な存在でありながら、向き合ったことがなかった問題なので、今回

のプロジェクトを通してとても興味が深くなりました。特に、伝統工芸（和ろうそく）や伝統舞

踊（人形芝居えびす座）のプロにインタビューなども出来、ハラパン高校の生徒だけでなく、

自分たちにとっても驚くべき新しい発見ばかりで本当に面白く感じたので、触れることは大事だ

と改めて感じました。また、１つのことを成し遂げるのに、国境の壁は関係ないことも知りまし

た。 

始めは未知の領域で先が見えませんでしたが、違う国だからこそ新鮮な視点も取り入れる

ことが出来、結果に対し、日本人だけでは作れなかった深みが出たと思います。言語の壁も、

壁以上の団結力に気づけば変わっていて、本当にいいチームが出来たと実感しています。そ

んなチームに関わったことで、グループワークに対する自分の考えも一変しました。 

M さん：まずこの観光面に対する問題意識が、プロジェクトを始める前は無く、この問題が起きてい

ることを知るきっかけからスタートしました。バリは観光業が盛んで、そんなバリと共同で日本の

この問題点を解決することは、とても効果的であると思いました。プロジェクトを通して、西宮

やバリの伝統や文化に触れることが出来たのも、とても大きなプラスになったと思います。 
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他国と合同で問題解決に取り組むという経験は今回が初めてで、不安もありましたが、デ

ィスカッションや情報共有を通してお互いのことを知ることができ、視野が広がったと思います。

実際にアクションを起こすことへの責任感も芽生え、自分の行動１つ１つをしっかりと考えて

行動することが出来ました。また、チームの中では、毎回のアクションの整理やリーダーシップを

発揮し、全員が一丸となってプロジェクトに取り組められるように自分なりにサポート出来たと

思うので、大きな自信に繋がりました。 

O さん：今までの学校の活動では、解決策は考えたところで、実際にアクションを起こしたことはなか

ったため、今回の企画の中で、学校単位で大勢に呼びかけることや一般の人を巻き込むこと

が問題解決の一歩になるという大切さを実感することが出来ました。 

Q6：プログラムにおける満足度 

Y さん：100％ 十分に満足である 

K さん：75％ 満足である 

Y さん：100％ 十分に満足である 

M さん：100％ 十分に満足である 

O さん：75％ 満足である 

  

滅多にない国際交流の機会に、積極的に話しかける関学生たち。 

通りがかる生徒が次々と足を止め、募金や文具の寄付に協力をしてくれました。 伝統舞踊であるバリダンスを披露し、感謝の気持ちを伝える。 

プログラムの途中に実地研修として、HARAPAN高校の生徒が来日 

プログラムで議論している生徒のほか、プログラム外の生徒とも交流を深める。 

お昼の時間は、ご飯を食べながらお互いの文化などの話が進む。 
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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。 

Y さん：初めは緊張しましたが、何度も Skype を重ねていくことで、お互いの思っていることや意見も

気軽に交換することが出来るようになりました。Skype を通して、普通なら絶対に会うことも

なかった人たちに出会うことが出来たのは、私にとってとても貴重な経験でした。それに、お互

いの国の社会問題について取り組むという大きなテーマをよく私たち高校生が取り組むことが

出来たなと改めて思い、誰でも挑戦すれば出来ることもあると感じました。また、Skype だけ

でなく、日本へのホームステイを通して、かけがえのない友達を作ることが出来たのは、このプロ

グラムのおかげだと思います。Farewell Partyの後、ハラパン高校の皆があれほど別れを惜

しんで泣いてくれたのは、とても感動でした。８月には私がバリに行く予定なので、また彼らと

会うのがとても楽しみです。 

K さん：とても楽しかったです。 今回限りで終わらない活動にしてもらいたいです。 ハラパン高校に

行ける日程をもう少し選択肢を増やしてほしかったです。 

Y さん：ハラパン高校の生徒が来日した際に、ただの交換留学では得られない距離感が、このプログ

ラムによって形成されているなと思いました。全くの初対面の人と社会問題について話し合うこ

とに加えて、国境という壁がプラスされたこのプログラムは、本当に初めはどうなるのか見当もつ

きませんでしたが、議論を重ねる度に、「自分たちでより良くしていこう」という今までに経験し

たことのない絆のようなつながりが、このプログラムでは感じられました。新しい国際交流の形と

して、言語も文化も超えて世界と繋がることの出来るこのプログラムは、とても有意義なものだ

と思います。このプログラムに参加できてよかったです。 

M さん：他国との共同プログラムは、多文化理解やコミュニケーション向上など、多くの力を身につけ

ることが出来たので、とても大きな経験になりました。 

O さん：Skype をするということがはじめてというのもあり、国境を越えて他国と交流が出来ることの

素晴らしさを感じることが出来ました。また、その Skypeで交流した人達と実際に会って会

話し、文化交流が出来たのがとても楽しかったです。 

 最後にそれぞれの学校で全体写真。 


