韓国釜山市姉妹校
宮竹中学校姉妹校交流実行委員会

教育交流視察の報告

２０１６．９．１３
＜校長・教頭・主幹・国際教育担当教員・ＰＴＡ役員＞

〇８月２５日～８月２７日 韓国釜山市華明（ファミョン）中学校に
訪問団 生徒 １０ 名を 引率 し行 って きま した 。華 明中 は、 全校 生徒 約
１００ ０人 ３０ クラ スで 全職 員８ ０名 の大 規模 校で す。 多重 言語 活
動の研究推進校で、英語教育に熱心に取り組み、1 年次には日本語か
中国語 を全 員の 生徒 が選 択し て学 びま す。 日本 や世 界の 国々 の文 化
についても学んでいて、廊下のあちらこちらにも、ポスターやパネ
ルが掲示してありました。生徒の半数近くは、隣に位置する巨大な高
層マンション群（ロッテ キャッスル）から通っています。
〇学校 生活 に関 する 施設 や環 境が 充実 して いて 、明 るく 広い パソ コ
ン教室 、ス クー ルカ ウン セラ ーが 常駐 して いる 心の 教室 、環 境が 整
った英 語の 習熟 度ク ラス が印 象的 でし た。 音楽 室は 重厚 なド アで 防
音設備 もし っか りと なさ れて いま した 。ま た、 校長 室が こち らの ３
倍もあり大変広く驚きました。職員室は校務分掌の係毎にブースが分
かれていて、真ん中に打ち合わせ用のテーブルがおかれています。
《訪問日程》
〇 ８月２５日（木）：釜山市金海空港１１時着、金先生保護者代表
の迎え を受 け昼 食の レス トラ ンに 向か いま した 。昼 食後 華明 中に 到
着し、図書室にてホームステイ家族・生徒（7 月に来た訪問団生徒 10
人）との歓迎会がありました。10 人とも互いに懐かしくあいさつを
交わしました。その後 14 時から全校生徒との歓迎集会が行われチャ
ングの演奏やバンドの演奏、ジェギの大会など、温かい歓迎を受け、
ホーム ステ イフ ァミ リー と共 に２ 泊の 貴重 な宿 泊体 験を 行う こと が
出来ました。
〇 ８月２ ６日（金）：生 徒は全 日、９ク ラスに分 かれて授業体験
です。 すぐ にク ラス に打 ち解 けて 英語 と簡 単な 韓国 語、 日本 語を 交
えて会 話し なが ら交 流し まし た。 １３ 時３ ０分 ＰＴ Ａ役 員の 教育 視
察訪問 団が 華明 中に 到着 、校 長先 生、 教頭 先生 、金 先生 の案 内で 訪
問団全員で学校視察と生徒の授業風景を見学させてもらいました。
その 後、 １４ 時３ ０分 から 図書 室に て、 金恩 淑先 生の 通訳 で宮 竹
中ＰＴ Ａと 華明 中Ｐ ＴＡ （保 護者 代表 ）と の教 育懇 談会 が実 現し ま
した。（姉妹校教育懇談会の内容は別紙にて詳しく報告しています）
〇 ８月２７日（土）：８時に華明中生徒と宮竹中生徒２０名、訪問
団全員 でバ スに て文 化体 験と 観光 に出 発し まし た。 ヘウ ンデ のＡ Ｐ
ＥＣ会 場の 見学 、ジ オラ マワ ール ドの 見学 そし て、 英語 の授 業体 験
施設グ ロー バル ビレ ッジ にて ミニ 講座 を体 験し 、金 海空 港か ら華 明
中の皆 さん と互 いに 別れ を惜 しみ なが ら１ ９時 に福 岡国 際空 港に 到
着しま した 。２ 泊３ 日の 姉妹 校交 流で した が、 異文 化の 理解 、国 を
越えた人と人との繋がり温かさを感じ取る貴重な体験が出来ました。
華明中 の校 長先 生を 始め 先生 方、 保護 者の 皆様 、通 訳を して いた だ
いた金先生、お世話になったすべての皆様に心から感謝します。
ありがとうございました。
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