
賛同参加

生徒を主体とした運営に導く為の取組案

○グローバルハイスクールリーダー選出　男子2名　女子2名

○双国の生徒が自主製作したプロモーション映像の交換からスタート

○≪SKY PARTY≫オリジナルTシャツの製作

○日本のアニメの話題

○両国の生徒が選んだアイドル紹介

○両国の代表的な料理(食文化)の紹介

○カラオケ交流 (英語・日本語・タガログ語)

○スカイプ交流ゲーム

○双国のオリンピック選手の話題

○人気の職業　将来の夢

○生徒を中心にSNSを活用してグローバルハイスクールの活動を広く一般へ発信する

○グローバルハイスクール意見交換会を定期的に行い生徒を中心とした環境作りに努める

大型プロジェクターとネット回線(スカイプ)で両国の学校をつなぐ国際交流プログラム

流山市立八木中学校

　一歩をふみ出せば...　友情は国境をこえる。

グローバルハイスクール STEP１ は生徒を主体とし運営する

未来創造プロジェクト “ One Love” Asia
≪SKY PARTY≫ STEP1  グローバルハイスクール

オンライン グループ交流授業

賛同参加　メトロマニラ　ラスピーニャス市
インターナショナルハイスクール

2015年2月29日 流山市立八木中学校にて実施　　対象国：フィリピン/インドネシア　

＊2017年度 東葛飾地域の高等学校に提案

【グローバル人材育成 STEP１の目的】 
文部科学省(政府)が懸念している 「留学生減少」 「若い世代の内向き志向」 に歯止めをかける取組の第一歩 

授業/英語学習の概念にとらわれず、インターネットを通した日常的な海外学生とのリアルな交流から  

生徒と生徒 (人と人) のつながりを生み、生徒の興味を海外へと向ける場を創出する 

参加する生徒を主体として、双国の学校現場とNPOが協働の基、より楽しめる環境を創造する 

オンライン交流 



募金は全額  短期交換留学資金に充てる

プロモーション ビデオ交流

○身近な地域の現在・歴史・文化(文化財・祭り・食)等をアピールする映像

○日本をアピールする映像　　　　　　○地域や日本の社会問題を伝える映像

2016年度中　テスト運用　対象国：フィリピン/インドネシア　
地域/文化/歴史なとを紹介するビデオを英語にて製作し交換　相互に理解を深める

地域の商店・公共施設等にチャリティー雑貨募金箱設置　募金活動

異国 異文化を知る。 日本の常識が常識ではなくなる。

Facebook  YouTube 等　SNSを通して交流の楽しさを発信！

ビデオレター交換のテーマ

* * * * * * * * * * * * * * *　チャリティー募金活動　* * * * * * * * * * * * * * *

未来創造プロジェクト “ One Love” Asia

賛同参加　東葛飾地域の高等学校に提案
賛同参加　メトロマニラ　ラスピーニャス市

インターナショナルハイスクール

≪SKY PARTY≫ STEP2  グローバルハイスクール

ビデオレター 

交 換 

実践研究 

【グローバル人材育成 STEP2の目的】 
地域・文化・歴史・社会問題等を双国の生徒が共有する事で相互理解を深める 

 

(  調査・取材・編集から映像を製作 → 相手に伝えること ＝ プレゼンティション ) 

プレゼンテーション力の習得・向上へつなげる 



　　フィリピンから日本への短期留学生プログラム案

　　○参加高校の授業参加・交流パーティー

　　○地域で野外学習　文化財・企業見学

　　○スキー体験・登山体験

　　○観光　ディズニーランド・上野公園・浅草

　　○ボランティア活動

　　○滞在中はホームスティを基本とする

　　日本からフィリピンへの短期留学生プログラム案

　　○参加高校の授業参加・交流パーティー

　　○地域で野外学習　文化財・企業見学

　　○観光/マニラ世界遺産・イントラムロス・ショッピングモール

　　○スキューバダイビング体験・トレッキング

　　○ボランティア活動

　　○滞在中はホームスティを基本とする

"ふれあい"の中から　国境をこえた友情を。

2017年度中の実施に向け活動　　対象国：フィリピン/インドネシア　

≪SKY PARTY≫ STEP3  グローバルハイスクール
未来創造プロジェクト “ One Love” Asia

(グループ短期交換留学) WEB間で交流を図った「友達たち」と会う体験プログラム

グループ 短期交換留学

交換留学 

実践研究 

【グローバル人材育成 STEP3の目的】 
交換留学のリアルな体験より、海外への興味を より深く強いものへと導く 

海外/外国 ⇒ 被日常的  の イメージをより身近なものへと変える 

必然的に STEP1 スカイプ交流が身近なものとなり、「双国の生徒を主体とした、友好の場」へと誘う 

短期交換留学の経験により 高校卒業後の留学促進へとつなげる 



【マンツーマン英対話概要 】 
　◎スカイプを使い、1対1の英語での対話を毎日行なうことによりコミュニケーション(話す力)を養う
　◎ マンツーマン英対話へのハードルを下げるため、運営前に講師3名が来日し生徒と直接交流
　　 する機会を設け、親近感を持たせてから運用をスタートする

　■ 英対話講師 (ALT/英語補助講師候補生) 現地にて雇用 

　■ 時間 11:00～16:00(日本時間)　授業に対応  テキスト/カリキュラム研究開発
17:30～21:30(日本時間)　マンツーマン英対話 (帰宅後に生徒が利用)
21:30～23:30(日本時間)　マンツーマン英対話 (帰宅後に英語教員が利用)

祭日 11:00～22:00(日本時間)　マンツーマン英対話終日対応

　■ マンツーマン対話時間枠 / 15分間枠内の10分間対話 (テキストに従う)
　　◎予約はニックネーム等を生徒がWeb上から入力し予約
　　◎予約は10分前～2週間先まで可能

　■ オリジナル英対話テキスト (Web上から選択しダウンロード)
　　◎基礎英対話
　　◎基礎英対話　実践編
　　◎講師ナビゲーターがクラスの生徒向けにテキストを考案
　　＊英対話テキスト監修・カリキュラム開発・日本側生徒およびフィリピン側英対話講師指導 (ジョージ カブレラ)

　■利用高校向けにカスタマイズ　要望を柔軟に取入れ、最良な環境を確立する
　　 ＊授業に活用　実践研究 テキスト/プログラム/カリキュラムの開発

　■ 英語補助講師の候補生を指導教育 ⇒日本の 幼稚園・小・中・高校へ紹介

未来創造プロジェクト “ One Love” Asia

現地にて雇用/指導教育
国際教育を推進する高校クラス

　英語学習ではなく、英対話コミュニケーション(話す力)と国際感覚向上の取組

１ユニット

ALT (英語補助講師) 候補生

スカイプでつながろう。英対話を楽しもう。

東南アジアのALT (英語補助講師) 育成、その先に日本への就労を
　2020年東京オリンピック開催に向け、コミュニケーション能力の向上を

　日本の公立中学校・高等学校 向けのカリキュラムを実践研究の中より開発

≪SKY PARTY≫ STEP4 
マンツーマン英対話 　 Global Communication 

フィリピン側/1ユニット 
 英対話ナビゲーター3名がシフト 

毎日2台のPCを運営  

日本側/1ユニット 
 

高等学校のクラス単位 
 

スカイプにて対話 

高校の授業にも対応 

カリキュラム開発 

将来 ALTとして日本へ 



【サービス概要】  対象国：フィリピン/インドネシア/ベトナム/パラオ

　■リアル体験ツアーの企画・提案・実施　
　　○≪SKY PARTY≫ナビゲーターと交流・英対話実践ツアー　 4泊5日～
　　○海外キャンパス体験 4泊5日～
　　○親子で南国留学体験 2週間～
　　○海外ボランティア体験 4泊5日～
　　○無人島キャンプ体験 5泊6日～
　　○ジンベイザメと泳ぐ!!シュノーケリング体験 5泊6日～

　■滞在中の現地サポート (アジアンビジョン駐在員及び現地スタッフが全面対応)

　■≪SKY PARTY≫WEBサイトよりツアー情報発信 (体験記・写真・映像)
　　　Facebook / YouTube / Twitter と連動

*　*　*　*　*　心ゆさぶるツアーをNPO現地ネットワークより企画　*　*　*　*　*

グローバルハイスクール / マンツーマン英対話 で習得したコミュニケーション能力を実践

未来創造プロジェクト “ One Love” Asia
≪SKY PARTY≫ STEP5 

リアルな体験より若者の冒険心を育くむ...人生観/世界観を豊かにする企画を提案

リアル体験!! ツアー　Adventure‐plan tour 　

　産・官・学・NPOがパートナシップを結び　地域が一体となり
意欲のある学生に無償体験の機会を創出する

心をゆさぶる体験を。 その経験が心をゆたかに。



【留学支援の概要】  対象国：フィリピン/インドネシア

　　1. 留学相談窓口⇒短期留学 (NPO現地ネットワークより企画/提案/支援)

　　2. ホームステイ コーディネイト (ホストファミリーを登録)　NPO現地ネットワークより仲介

　　3. 入出国手続　ビザ取得の申請 入学手等々各種手続をサポート

　　4. 滞在中の現地サポート (日本人駐在員及び現地スタッフが対応)

　　5. 留学相談j窓口⇒長期留学　(NPO現地ネットワークより予算に応じたプランを提案)

　　6. 現地相談窓口⇒(上記 3・4 同サービス)及び滞在中の日常生活ケアーサポート

　　7. ≪SKY PARTY≫WEBサイトより情報発信 (留学情報・体験記・写真・映像)
　　　　Facebook / YouTube / Twitter と連動

長  期  留  学　支　援　
≪SKY PARTY≫ STEP7 

異国/異文化を実体験する中で英対話力を研く

長期留学プラン例

 ～ アジアを舞台として　世界へ ～

  * * *　産・官・学・NPO ・地域が一体となり留学生支援(送出・受入)の体制を　 * * * 

* * *　地域を挙げて “地域の未来を担う グローカルリーダー” の育成を　* * * 

コミュニケーション力のさらなるステップアップを。

本物のコミュニケーション能力と国際感覚を。その経験が大きな自信に。

1～3カ月の短期留学/ホームスティで英会話学校/高校/大学に通い

 1年以上の長期留学　英会話学校/高校/大学 に通い本物の英対話力と国際感覚を習得

未来創造プロジェクト “ One Love” Asia
≪SKY PARTY≫ STEP6 

ホームスティ /短 期 留 学 支 援

≪SKY PARTY≫ の ビジョン

プランA ： シェア―ハウス プラン 
5LDK以上の一軒家に 4名～滞在 

ハウスキーパーが在中して日常生活をサポート(掃除・洗濯・買物・食事) 

プランC ：グローバル シェア―ハウス プラン 
インドネシア・ベトナム・マレーシアなど他国の学生とシェア―ハウス 

プランB ： シングルライフ プラン 
学校やショッピングモールに近い 24時間警備員が在中の 

都市型コンド―ミニアム (１LDK) に1名で滞在 










