
平成２７年度県立明石南高等学校 

インスパイア ハイスクール事業のまとめ 
 

＊「ハングル講座」 

１ 日 時  平成２７年７月２３日（木）～２４日（金） 

７月２７日（月）～２９日（水） １３：３０〜１５：００ 

 

２ 講 師  石塚 由佳先生（関西学院大学非常勤講師） 

 

３ 参加者  生徒３人、保護者４名、職員２名 

 

４ 内 容  ハングル講座は本校でも継続して実施しているが、今年度も関西学院大学

や姫路獨協大学でも講師として活躍なさっている石塚由佳先生をお招きし、

例年より３０分拡大し、更に内容が充実したプログラムを実施することがで

きた。 

９０分の講座の中に、カルタやビンゴゲームを取り入れ、受講生が楽しく学ぶ

ことができていたように感じた。 

 

 

５ アンケート 

＊「ハングル講座」に参加しての感想は 

いかがですか。 

  （１）とてもよかった  ６人     

（２）よかった     １人 

 （３）ふつう      なし     

（４）よくなかった   なし 

 

 

◎理由 ・韓国は行ったことがあるので、なるほどと思った所がたくさんあったから。 

     ・文字や会話などいろいろ教えてもらって良かった。 

     ・日本語と似ていることがわかったし、もっと勉強しようと思った。 

     ・分かりやすかったし、楽しかった。 

      

 

＊「ハングル」に興味を持ちましたか。 

（１）とても興味を持った  ５人   

（２）興味を持った     ２人 

（３）ふつう        なし   

（４）興味は持てなかった  なし 



＊「留学生を囲む会」 

１ 日 時  平成２７年１２月１０日（木） １３時～１５時３０分 

 

２ 講 師  オウ キ〈王 琦〉さん（中国）神戸市外国語大学 博士課程 

       オウ キ〈王 棋〉さん（中国）神戸市外国語大学 博士課程 

ズオン ティ トウイ さん （ベトナム）流通科学大学 博士課程 

       ディアナ ヴェレテンニコワ さん（ロシア）神戸市学国語大学 日本語研修生 

       クーレタ トアカイ さん （キリバス）神戸大学 博士課程 

 

３ 参加者  生徒２７名、職員９名 

 

４ 国際交流に関心のある生徒が集まり、留学生から母国の紹介や日本との比較、母国における

学校制度やお正月の過ごし方、食文化などについてのプレゼンテーションを聞き、グループ

ごとに質疑応答や意見交換を行い、諸外国について興味関心を高めることができた。 

 

５ アンケート結果 

＊「留学生を囲む会」に参加しての感想はいかがですか。 

   （１）とてもよかった     ２２人      

 （２）よかった         ４人 

（３）ふつう          １人 

（４）よくなかった       なし  

＊「世界の国々に対する興味」は高まりましたか。 

 （１）興味はとても高まった  ２１人 

 （２）興味は高まった      ５人 

 （３）ふつう          １人 

 （４）興味は高まらなかった   なし 

 

＊ 全体を通しての感想をお書きください。 

  ・10年間日本語を独学で勉強した話を聞いて、もっと一生懸命勉強してみようと思った。 

  ・みんな日本語が上手だった。学校や食べ物についていろいろ聞けて楽しかった。  

  ・今まで自分が知らなかった日本の良さや他国との違いを知れて、日本がまた好きになり、  

それと同時に知らなかった国に興味が湧いて、もっと知りたいと思うようになりました。 

・調べて分かることと、直接聞くのでは全然内容も違うと思う。参加してよかった。 

  ・いつかベトナムに行って、アオザイをオーダーメイドで作ってみたくなりました。 

  ・各国の文化の違い、価値観の違いを知れて楽しかった。 

  ・同じアジアでも正月の行事や食べ物、学校、服など違いがたくさんあってびっくりした。 

・日本に来た理由を聞くと、日本人には分からないような日本のいいところがあったり、好きな



日本料理があったり、自分ももっと日本について勉強しないといけないな、と思いました。講

師の皆さんが母国のことを好きなのが伝わってきました。話しているときの表情が楽しそうで

すてきでした。 

・真冬にマイナス 70度を超える国もあったり、勉強ばっかりの国があったり、驚きばかりでした。

最後のグループディスカッション楽しかったです。 

 

４ 今後、どんな講座に参加したいと思いますか、自由にお書きください。 

 ・外国の方と触れ合う講座 ・異文化について学べる講座 ・英語を話す機会がある講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊「音楽を通じた国際交流①」 

１ 日 時  平成２７年１２月１２日（土） １３：００～１６：３０ 

 

２ 講 師  岡村 哲朗氏（トロンボーン奏者 明石南高校５７回卒業生） 

 

３ 参加者  １００名 

本校 １年次生徒 ５３名、２年次生徒 ２５名、教員 ２名 

兵庫県立明石城西高等学校 生徒１０名 教員１名 

明石市立野々池中学校 生徒 ８名、教員１名 

 

４ 内 容  

１３：００ 開会の辞 講師紹介 

１３：１５ 講演「イギリスへの留学経験から学んだもの」 

質疑応答、休憩 

１４：１５ 公開レッスン①「兵庫県立明石城西高等学校 金管８重奏」 

 １５：１５ 公開レッスン②「兵庫県立明石南高等学校 金管８重奏」 

１６：００  閉会の辞 

 

５ アンケート（回答数 ９６名） 

Ⅰ「音楽を通じた国際交流」に参加しての感想はいかがですか。  

（１）とてもよかった…６６名 （２）よかった…２７名 （３）ふつう…３名 

（４）よくなかった…０名 

 

Ⅱ「音楽を通じた国際交流」に対する興味は高まりましたか。 

（１）とても高まった…４０名 （２）高まった…４７名 （３）ふつう…９名 

（４）高まらなかった…０名  

 

Ⅲ「留学してみたい」と思いましたか。 

（１）是非留学したい…１４名 （２）できれば留学したい…５２名  

（３）留学はしたくない…３０名 

 

Ⅳ 今後、どんな講座に参加したいと思いますか、自由にお書きください。 

 ・ドラム（サックス、チューバ、クラリネット、コントラバスなど低音楽器、 

トランペット等各種楽器）の講座 

 ・全体演奏ができる講座 

 

 Ⅴ 今回の講演についての感想 

 ・留学するには、英語はもちろん、他の勉強も大切だとわかった。留学をしないとして 



も、今の勉強はやっていて損はないとおっしゃっていたので、頑張ろうと思った。  

・留学に興味を持っていたので、実際にイギリスに行って思ったこと、変わったことを 

聞けたのでよかったです。 

 ・来てよかったです！！もともと留学してみたかったのがさらにしたくなったし、演奏 

の方もさらにやる気がでてきて、ほんとうに貴重な経験になってよかったです。 

 

  Ⅵ 公開クリニックについての感想 

・実際に「ここが変わった」というのを実感しながら見ることができて、自分たちにも 

つなげられることがあって良かったです。 

・金管だけでなく、木管にも共通する練習を知ることができて良かった。ブレスのこと 

と、下の音により息を入れることが特に自分には必要だと思ったので、これからの練 

習で生かしていきたい。 

 ・すごく勉強になりました。自分たちが吹いている中で気づかなかった点など、いろい 

ろなことを教えてもらってよかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊「ホームステイ受け入れ」姫路ツアー 

１ 日 時  平成 27年 12月 18日(金) 

２ 参加者  19名(生徒 14名、引率 5名) 

研修の内容：セントマークス校、バンブリー校の生徒とホストステューデント 14 名が、姫路城

とアサヒ飲料の工場見学に参加しました。姫路城の前で記念撮影をした後、天守

閣に登り、お城の内部を見学しました。お城の内部では当時の武器や、お城の建

築に関する資料の展示を見学し、姫路城の歴史についても学びました。その後、

姫路城に隣接する好古園で日本庭園を見学しました。昼食後に訪れた明石市二見

町にあるアサヒ飲料の工場見学ツアーでは製品の製造から、ペットボトルのリサ

イクルを通して、どのように会社が環境に貢献しているかを学びました。見学ツ

アーの最後には新製品の試飲もさせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姫路城                  アサヒ飲料 明石工場 

行程： 

（姫路・加古川バイパス）   （姫路・加古川バイパス） （見学）                                          

学校 ======= 姫路城・・・・（昼食） ====== アサヒ飲料明石工場 ======= 学校 

9:00        10:15      13:00       14:00         15:30         16:00     

 

生徒の感想： 

On December 18th, we went to Himeji Castle and the Asahi Soft Drinks factory 

for a one day excursion.  We climbed up to the top of the Himeji Castle. And then 

we went to Koko-En Garden.  We enjoyed the beautiful Japanese garden there.  

After lunch, we went to Asahi Soft Drinks factory.  We learned they make their 

products and how they recycle their pet bottles to help protect the environment.  

At the end of the tour, we had a chance to try their new products. I am very glad 

that Australian students enjoyed Japanese history in Himeji Castle and proud of 

Japanese advanced technology at Asahi Soft Drinks factory. 

 



＊「音楽を通じた国際交流②」 

１ 日 時  平成２８年１月１６日（土） １３：００～１６：３０ 

２ 講 師  井上 麻子氏（サクソフォン奏者 大阪音楽大学講師） 

３ 参加者  ８１名  本校 １年次生徒 ４９名、２年次生徒 ２４名、教員 ３名 

明石市立野々池中学校 生徒 ４名、教員 １名 

 

４ 内 容 

 １３：００ 開会の辞 講師紹介 

１３：０５ 講演「フランスへの留学経験から学んだもの」 

質疑応答、休憩 

１４：００ 公開レッスン①「明石市立野々池中学校サクソフォン４重奏」 

１５：１５ 公開レッスン②「兵庫県立明石南高等学校サクソフォン４重奏」 

１６：３０  閉会の辞 

 

５ 参加者アンケート（回答数 ７７名） 

Ⅰ「音楽を通じた国際交流」に参加しての感想はいかがですか。  

（１）とてもよかった…５６名 （２）よかった…１９名 （３）ふつう…２名 

（４）よくなかった…０名 

 

Ⅱ「音楽を通じた国際交流」に対する興味は高まりましたか。 

（１）とても高まった…２８名 （２）高まった…４１名 （３）ふつう…７名 

（４）高まらなかった…１名  

 

Ⅲ「留学してみたい」と思いましたか。 

（１）是非留学したい…７名 （２）できれば留学したい…４８名  

（３）留学はしたくない…２２名 

 

Ⅳ 今後、どんな講座に参加したいと思いますか、自由にお書きください。 

 ・留学経験のあるドラムをしている人の話を聞きたい。 

（同様の意見がフルート、トランペット、金管楽器、打楽器等でもあり。） 

 

 Ⅴ 今回の講演についての感想 

 ・「勇気を出して〇〇する」「挑戦」ということが私にとって必要なことだと改めて感じ 

ました。また、自分が困っているときに助けてくれる友情はとてもすばらしいものだ 

なぁと思いました。 

・貴重な留学のお話や演奏を聞けて、たいへん勉強になりました。人生は何があるか分 

からないこと、チャンスを逃さないことで成功にもつながるんだと感じることができ 

ました。 



・講演を聞いてなにかから逃げるのもよくないし、「言ったらだめだろうな」って聞い 

てないのに自分の中で勝手に決めるのはよくないなって思いました。 

  

Ⅵ 公開クリニックについての感想 

・曲の感じなど何かに例えることや、似たような音楽を見つけることは、これからも生 

かせると思いました。 

・人が吹いているのを聞いているとどこがだめなのかよくわかり「同じような事を吹く 

時は気をつけないと…」と思いながら見ることができました。とても良い勉強になり 

ました。 

・野々池中の演奏で、みんな言ってもらったことをすぐに直せていて、最終的には大き 

な音でスタッカートもつけて明るい音で吹けていて、よかったなぁ～と思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


