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カンガルーシップ活動

理解プロジェクト 実施報告書
実施活動名

報告日

平成２７年２月２６日

学校名

高知大学教育学部附属特別支援学校

ＰＴＡ会長名

吉本 澄雄

留学生との交流会

実施日時

平成２７年１月１０日

実施場所

高知大学教育学部附属特別支援学校 くじらの家 キッチンルーム

実施目的
実施概要
実施内容

同じ構内にいる外国人留学生や附属中学校ＰＴＡとともに、交流活動を通して参加者同士の親睦をはか
ることで、多様な文化を味わい相互理解を深めるとともに、本校への理解を深める。
・留学生の自己紹介及び自国文化の紹介
・母国料理の調理実習と会食
・記念写真、プレゼント

実施方法

外国人留学生の自国文化を知り、共に留学生の母国の料理を作り味わうことで、参加者の親睦や文化と
人との交流を図る。

参加人数

４９名（留学生 3 名、国際交流課 1 名、本校校児童生徒・保護者家族・附属中保護者家族・本校教員）

内容

＜留学生を交えての事前打ち合わせ 2 回＞
＜当日＞
始めの言葉
プレゼンテイション「自己紹介、韓国の文化紹介」
韓国料理の調理と試食会
韓国茶のお茶タイム 及び 参加者の感想発表
プレゼント
記念写真
終わりの言葉
＜事後礼状＞

結果

・韓国の文化を知ると共に、海外の家庭料理の調理会食を通して、自然な交流ができた。
・国際親善、笑顔のある心の交流ができた。
・今回附属中学校ＰＴＡにも声をかけ、2 名の申込みがあった。高知大学附属学校園は、附属祭りを 12
月に行っているが、学校園間の保護者通しの面識があり、その流れで、この交流会でも和気あいあいと
話もでき親しみを持って交流されていた。
・交流後、家庭科で各自が好きなメニューを作る学習で、ある生徒が交流会で作ったキムチチゲを自主
的に作っていた。
・児童生徒や家族は、感謝の言葉を書いたり絵を描いたりして、心をこめてお礼状を作っていた。
・ＰＴＡ向けのおたより、礼状、記念写真入りミニアルバムを留学生の方々にお届けし、喜んでいただ
いた。
・高知大学ホームページ（国際交流ページ）にトピックスとして掲載された。

所感

・文化交流、調理会食、おいしい料理やお茶タイムでの談話を通して、笑顔のある自然な交流、心に残
る交流になった。
・附属中学校ＰＴＡの参加は、本校や障害のある人への理解を深めていく良い交流会になったと思う。
また同じ附属学校としても交流できる良い機会になった。
・国際交流課の担当者は交流会の趣旨を理解して、留学生を紹介していただいいた。交流後、大学内で
留学生が児童生徒のマラソンを応援してくれる場目もありうれしかった。今後も国際交流課との連携が
国境を越えた理解の輪にとって大切であると思っている。

報告事項

添付書類

ＰＴＡくじらの会だより「留学生との交流会」
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カンガルーシップ活動

理解プロジェクト参加感想

提出日

平成２７年２月２６日

学校名

高知大学教育学部附属特別支援学校

学年

氏名

・ぼくは、ちぢみを食べました。おいしかったです。まさふみくんもきていました。おかあさんときました。キムさんのおはなしが
おもしろかったです。きむさんといっしょにちぢみを作りました。楽しかったです。ビビンバとチゲなべを食べました。おいしかっ
たです。また学校にきてください。
（中学部 生徒）

・キムさん、スンさん、ピョンさんへ！今日は本当にありがとうご
ざいました。私はキムチチゲを作らせてもらいました。スンさんに
教えてもらいながら作らせてもらいました。キムチチゲ、チヂミ、
ビビンバ、全部おいしかったです。今日は本当に楽しかったです。
（高等部 生徒）

ビンバの作り方を教えてくれて、ありがとうご
ざいます。おいしかったです。ピョンさんへ
（小学部 児童）

・ピョンさんとスンさんとキムさんへ。この前はいっしょに料理をしたり食事をしたりしてくれてありがとうございます。これから
韓国に帰っても勉強をがんばってください。
（高等部 生徒）

活
動
に
参
加
し
て
の
感
想

私は、キムチチゲの野菜切りを
がんばりました。交流会は楽し
かったです。留学生のお兄さん
たち、ありがとうございました。
（高等部 生徒）

・作ってみて楽しかったで
す。ちょっとたいへんだっ
たけど、上手にできてよか
ったです。ビビンバが一番
おいしかったです。また、
作ってみたいです。
ありがとうございました。
（小学部 児童の姉）

スンさんありがとう。
おいしい料理と
やさしい笑顔。
韓国の花ムクゲをちぎ
り絵でつくりました。
（小学部 児童）

・韓国人留学生のピョンさん、スンさん、キムさんへ。今回の交流会での感想と、３人へのお礼を書きます。
まず感想です。１月１０日の交流会をとても楽しみに待っていました。開会した後、３人が韓国の紹介をしてくれました。３人の
話はとても分かりやすくておもしろく聞きやすかったです。韓国語のあいさつや韓国の名所、韓国の料理などたくさんのことを知れ
て良かったです。調理も楽しみにしてました。スンさんが優しく分かりやすく教えてくれたので、作りやすかったです。スンさんは
なべの面倒を見るだけでなく野菜を切っている人を教えたりもしていたのですごいなと思いました。ピョンさんとキムさんも遠くか
らだったけど、楽しそうに調理している姿が見えました。無事、キムチチゲを上手に作ることができてうれしかったです。いよいよ
食事のときがきました。おなかがとてもすいていたので、楽しみにしてました。自分たちが作ったキムチチゲも辛さが少しあってお
いしかったし、チヂミもビビンバもおいしくできていました。コ
チュジャンもあって、さらに自分好みの味にすることができまし
１月１０日の交流会をとても楽しみに
た。食後のとうもろこしのひげ茶やゆず茶もとてもおいしかった
待っていました。３人のお話は、とても
です。
分かりやすくておもしろく聞きやすか
次にお礼を書きます。ピョンさん、スンさん、キムさん、今回
ったです。韓国語のあいさつや韓国の名
はありがとうございました。おかげで良い思い出をつくることが
所、韓国の料理などたくさんのことを知
できました。３人の分かりやすく、詳しい説明があってのキムチ
れてよかったです。
チゲ、チヂミ、ビビンバだったと思います。とってもおいしかっ
たです。今回は本当に貴重な体験をありがとうございました！！
（高等部 生徒の弟）

H26_カンガルーシップ_理解 PJ_保護者の声

カンガルーシップ活動

理解プロジェクト参加感想
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・今年で、３回目の参加になります。毎年、国の違う外国人留学生の
方々とその国の家庭料理を調理するこの交流会は異文化に触れるとて
毎年国の違う外国人留学生の方々とその国
もいい機会だと思います。姉弟児の弟も参加させていただいて、貴重な
の家庭料理を調理するこの交流会は異文化
経験をさせてもらっています。
今年はスンさんとコンビでチゲの味付け
に触れるとてもいい機会だと思います。留
をしていてとても楽しかったようです。
娘は昨年体調不良で休みました
学生の３名は子どもたちの接し方がとても
が、今年は元気に参加でき、野菜を切ったり、道具を洗ったり、自分の
自然で、明るく優しいお兄さんたちでした。
役割分担をこなしていました。食事時も笑いが止まらない状態で、機嫌
よく過ごせていたのでよかったです。
留学生の３名は子どもたちの接し
方がとても自然で明るく優しいお兄さん達でした。
楽 し い 思 い 出 を あ り が と う ご ざ い ま し た 。 カ ム サ ハ ム ニ ダ ！ ！
（高等部 保護者）
・写真を見ながらの韓国の紹介が分かりやすく、かつとても楽しかったです。ピョンさん、スンさん、キムさん、３人の方がとても
息が合って楽しい方でした。ビビンバの班に入りましたが、ゆかちゃんがたくさんある人参をもくもくと切ってくれたり、たいよう
くんが人参をずっといためてくれたりしました。ピョンさんも子どもたちによく話しかけてくださっていました。一日とても楽しか
ったです。留学生の方、先生方、準備してくださった方々、有難うございました。小２の息子もいい経験が出来ました。ありがとう
ございました。
（附属中学校 保護者）
活
動
に
写真を見ながらの韓国の紹介が分かりやすく、か
初参加でしたが、楽し
参
つとても楽しかったです。３人の方がとても息が
かったです。韓国は近
加
合って、楽しい方々でした。
い国なのに、何も知ら
し
留学生の方、先生方、準備してくださった方々、
なくて勉強になり、ま
て
有難うございました。
た料理も家で作ってみ
の
ようと思いました。
感
（小学部 保護者）
想 ・ビビンバ作りのチームに参加させて頂きました。ピョンさん
が、ジョーダンを言いながら教えてくださったので、楽しく調理を進めていくことができました。
５０人分もの料理は作ったことが無いので、加減は少し難しく感じました。料理の事だけでなく、
韓国のお話も気さくに分かりやすく説明してくださり、息子もじっと聞くことができているよう
でした。
（高等部 保護者）

ジョーダンを言いながら
教えてくださったので、楽
しく調理を進めていくこ
とできました。

家族で楽しい時間を
過ごさせてもらいま
した。留学生の貴重な
話も聞けたし、他学年
の方との交流にもな
り、とてもよかったで
す。また来年も参加し
たいです。
（小学部 保護者）

初めての参加でしたが、昨年参加しなかった事をくやむ程、楽しく美味しくおなかい
っぱいになりました。留学生の 3 名も日本語が上手で楽しい方達だったので、話しや
すく色々な事を教えてもらえました。息子も調理の出来る所は高等部のお姉さんに手
伝ってもらいながら参加でき、良い経験になったと思います。また次回も参加したい
と思いました。（中学部 保護者）
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[テキストの入力]

1 月 10 日（土）
、高知大学の留学生と本校の児童・生徒、保護者、教員、そして今年度は初めての試みで、附属中学校の保護者と子ども
さん一組も参加していただき、総勢 48 名で「留学生との交流会」を宿泊訓練棟「くじらの家」のキッチンルームで行いました。
今回お招きしましたのは、韓国からの男子留学生 3 名、スンさん、ピョンさん、キムさんです。
はじめに映像で自己紹介と今日の会食のメニュー、そして、
「アンニョンハセヨ」や「マシタ」といった韓国語でのあいさつなどについて話
をしてくれました。3 人のユーモアあふれる楽しいやりとりに会場は絶え間ない笑いの渦。質問コーナーでも次々と質問が出て盛り上がり、
またたく間に留学生の方々との温かな交流が生まれていきました。
調理では、キムチチゲ（スンさん）
、ビビンバ（ピョンさん）
、チヂミ（キムさん）
、の 3 品を教えていただきました。それぞれ 3 グループ
に分かれ、みんなで協力し合いながら約 50 人分の調理をしていきました。
「コチュジャン」
「コチュジャン」
、
「おろしにんにく（瓶詰）
」
、
「キムチ」
、
「スパム」
、
「辛麺」
、
「とうもろこし茶」
、
「ゆず茶」といった韓国ならではの食材もふんだんに使い、辛さも 2 パターン作り、子どもも大人も大満足の
おいしい会食になりました。
閉会行事ではお礼に中高生が作業学習の授業で作った製品の一つ一つを児童・生徒の皆さんからお一人お一人に手渡ししてプレゼントし
ました。３人の留学生の方々はとても喜んでくださいました。
今回ご協力いただきましたキムさん、スンさん、ピョンさん、そして高知大学国際連携室の西本さん、どうもありがとう
今回ご協力いただきましたキムさん、スンさん、ピョンさん、そして高知大学国際連携室の西本さん、どうもありがとうございました。ま
たご参会の児童・生徒および保護者の皆様方、そして事前の２回の打ち合わせ会の参加やたくさんの食材の買い出し、当日の進行等にご尽
力くださいました係のお父さん、お母さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。

レシピを図にして、貼り出し
ました。

スンさん、ピョンさん、キムさん 楽しい
トーク、息の合った掛け合い、たくさん楽
しませていただきました。

・留学生 3 名が自己紹介とともに、韓国の民
族衣装や、子どもに流行のキャラクター、韓
国語での挨拶、韓国で留学生たちが通ってい
る学校の写真等をパワーポイントで紹介。
皆、興味深く見ていました。質問も多く出
て、韓国への関心の高さが伺えました。
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3 グループに分かれて、約 50 人分作
りました。指導生徒やその家族に、留
学生 3 名がとても丁寧に接してくれ
ました。

ビビンバ・チヂミ・キムチチゲ
とても マシッソヨ（おいしい）

児童生徒たちが作った、カレンダー、メモ帳、
木工製品、焼き菓子などを一人一人がプレゼ
ントしました。

「高知大学 ＨＰ（国際交流ページ）トピックス」にも、記事が出されました。
（抜粋）
・交流会の最後には、生徒が作ったカレンダーや鍋敷き、クッキーなどのプレゼントが渡され、
「良
い経験になった」
「楽しかった。参加できてよかった」など留学生が涙ぐむ様子が見られ、有意義
な時間となりました。

