
海外フィールドワーク

【日 時】 平成２９年１１月１８日（土）～１１月２３日（木）

【目的地】 タイ王国 （バンコク及びマハーサーラーカーム）

【対 象】 １年生１８名

海外フィールドワーク参加希望者に、主な活動内容と選考要領に関する説明会を実施し、

「海外フィールドワークエントリーシート」を提出した参加希望者に対して、１０名の審査員が、

シートの記載の評価と英語での面接試験を実施した。その後、評価結果を基に作成した選考

資料を用いて、厳正且つ公正に１８名を選抜した。

【趣 旨】 スーパーグローバルハイスクール事業における学校設定科目「国際探究Ⅰ」の実施過程に

おいて、よりグローバルな視点で課題研究を推進するために、国外でのフィールドワークを実

施する。

【具体的目標】 研究課題としている「世界の食糧問題の解決策」を考察するにあたって、農業や食文化の

多様性が見られるタイ王国のバンコクやマハーサーラーカームを中心に、テーマに沿

った調査活動を行う。

【引 率】 本校教諭２名 （細井泰子 林 克至）

【主な旅程】

日次 月日（曜） 地名等 現地時間 訪問地等

秋田空港 ０６：３０ 集合・結団式
秋田空港発 ０７：３５

１ １１／１８ 羽田空港着 ０８：４５
（土） 羽田空港発 １０：３５

スワンナプーム空港着 １５：４０ バンコクへ移動
バンコク １７：３０ フジスーパー１号店訪問

午前
ワット・ポー（ねはん寺）観光

２
１１／１９

バンコク
オートーコー市場訪問

（日）
午後

ウィークエンドマーケット訪問
ゲートウェイエカマイ訪問

０９：３０
Ａ班：タイ国政府観光庁（ＴＡＴ）訪問
Ｂ班：ＪＩＣＡバンコク訪問

３
１１／２０

バンコク
１０：３０ 合流して丸紅バンコク訪問

（月） １３：３０ JETROバンコク訪問
１６：００ 国連ＷＦＰ訪問
１８：００ ＳＭＩトラベル（秋田県人会）訪問

バンコク
１０：３０ バムルンラード病院訪問

４
１１／２１ １２：００ バンコククリスチャンカレッジ（ＢＣＣ）訪問
（火） スワンナプーム空港発 １６：１０

コーンケーン空港着 １７：１０ マハーサーラーカームへ移動

マハーサーラーカーム ０９：００ マハーサーラーカーム大学附属高校（ＤＭＳＵ）訪問

５ １１／２２ コーンケーン空港発 １９：５５
（水） スワンナプーム空港着 ２０：５５

スワンナプーム空港発 ２３：１５ 機内泊

１１／２３ 羽田空港着 ０６：５５
６

（木）
羽田空港発 ０９：５０
秋田空港着 １０：５５ 解団式・解散



【詳細報告】

１日目 11月18日（土）

移動（秋田空港 → 羽田空港 → スワンナプーム空港）

たくさんの方々に見送られて、秋田空港を出発。予定より早く

現地時間15:10にタイに到着しました。気温32℃で湿度は高め。

思わず、秋田空港集合時にはコートを着ていたことや、コートを

羽田空港に預けてきたことが話題になりました。

緊張の入国手続きを無事に済ませ、貸切バスでバンコクへと

向かいましたが、タイ名物の大渋滞に巻き込まれてしまいました。

結局、最初の訪問地であるフジスーパーには予定時刻を過ぎて

到着。初日から日本ではない国に来たことを痛感しました。

フジスーパー１号店

フジスーパーは、代表的な日系スーパーの一つであり、店内

には、お米・納豆・カップ麺・お菓子など、日本から輸入された

商品が多く見られました。日本から輸入している有名メーカーの

カップ麺は94バーツ（１バーツ＝約３円）でしたが、同メーカーが

タイ工場で生産しているカップ麺は15バーツでした。

店員の方からは、日本からの商品をフリージングして輸入して

いることなど、他店との品揃えの違いに関する事項を教えていた

だきました。店員さんの青いジャンパーに赤字で刺繍されていた

“Thai Smiles Japanese Style”が印象的でした。

２日目 11月19日（日）

ワット・ポー（ねはん寺）

午前中はバンコクで最大の寺院、ワット・ポーを観光しました。

有名な全長46メートルの黄金の寝仏像も、間近で観てきました。

寺院内の塔や建物はどれもカラフルで、開放的な雰囲気でした。

今回の全行程でお世話になる、現地ガイドのピィーさんからは

本堂や礼拝堂、さらに、マッサージの国家資格を取得するための

専門学校を案内され、それぞれの歴史を教えていただきました。

タイ国民が仏教に篤く、また、自国の文化や歴史を大切にして

いることを肌で感じました。

オートーコー市場

今回のフィールドワークでは、いくつかの市場や売り場を訪問

しましたが、オートーコー市場は明るく活気に溢れた市場でした。

生徒はそれぞれにタイ特産の農作物を調査したり、英語でアン

ケートを行うなどの活動をしました。アンケートでは思った以上に

英語が通じず、急いでタイ語のフリップを作成して臨みましたが、

今度は意味が伝わりにくいとの指摘を受けてしまいました。

親切な方から助言を受けて、苦労の末に完成させたタイ語の

フリップは、思い入れの深い作品になりました。

店員さんの後ろ姿

オートーコー市場でのアンケート

ガイドのピィーさんによる説明

スワンナプーム空港に到着



ウィークエンドマーケット

午後は土日限定で開かれる市場に向かいました。狭い通路は

複雑に入り組んでおり、ピィーさんから「列から離れないこと。」

「迷ったら叫ぶこと。」を厳命されたうえでの見学でした。

市場では衣服や日用品だけでなく、鶏・豚・牛などの家畜や、

フクロウなど猛禽類も扱われていました。オートーコー市場より、

雑多な印象を受けましたが、一方でタイのエネルギッシュな面を

感じとることができました。しかし、安全性の観点から自由時間を

設定できず、見学途中で見かけた魅力的な雑貨やお土産などを

買えなかったことだけが心残りでした。

ゲートウェイエカマイ

“日本のライフスタイルを提案するショッピングモール”を設立

コンセプトに掲げているだけあり、多くの日本人が見られました。

秋田市で見られるファストフードや、ヘルシーな和食を提供する

レストランも出店していましたが、価格は少し割高なようでした。

広いモールを散策すると、日本製品の品質の高さをアピール

する表示が見られました。ある生徒がつぶやいた「私たちって、

外国人なんだね。」の言葉が印象的でした。ここでは自由時間が

十分にありましたが、早くも日本が恋しくなったのか日本で売って

いるスナック菓子を買う生徒も見られました。

３日目 11月２０日（月）

タイ国政府観光庁（ＴＡＴ）

最初の訪問は、ＴＡＴ班とＪＩＣＡ班とに分かれての行動です。

タイの交通事情を踏まえ、両班とも早めにホテルを出発しました。

ＴＡＴでは、タイ政府が特に力を入れている富裕層や女性層を

ターゲットにした「戦略的観光推進事業」について、実際の例を

交えて説明していただきました。また、おそらくインターネットでは

入手できない貴重な資料やレポートを提供していただき、タイの

国家的なインバウンド事業に関する新たな知見を得ました。

特に「食とインバウンド」を探究テーマとしている班にとっては、

今後の探究活動の方針を決定づける訪問となりました。

ＪＩＣＡバンコク

ＪＩＣＡバンコクでは、今回の訪問に際して特別に作成していた

だいた資料を用いて、ＡＳＥＡＮ域内でタイに期待される役割や、

先進国に迫りつつある「中進国」としてのタイの可能性や展望に

ついて、わかりやすく説明していただきました。

担当の浦田さんは、以前に秋田市や横手市に勤務されていた

とのことで、私たちも幾分リラックスしてお話をうかがうことができま

した。今後もメールなどで質問をするつもりです。

両班ともに今回のフィールドワークで初の公的機関への訪問

でしたが、それぞれ積極的に質疑をする姿が見られました。

生徒曰く「幸せなペットボトル」

ＴＡＴでの様子

絶対に迷ってはいけない市場

ＪＩＣＡバンコクでの様子



丸紅バンコク

待ち合わせ場所で合流した後、丸紅バンコクを訪問しました。

３名の役員の方からは、総合商社の役割や丸紅の経営理念の

説明をしていただいた後、事前質問への回答、そして、私たちが

タイで探究活動を進めていくうえでの助言をいただきました。

特に「旨味と発酵」を探究テーマとしている班に対しては、その

発想のユニークさを評価していただくとともに「タイ人に“旨味”の

概念はあるのか？」について、一緒に意見交換をしました。

また、総合商社独自の視点による、これからのタイ経済発展の

可能性と解決すべき課題についても教えていただきました。

JETROバンコク

午後はJETROバンコクを訪問しました。JETROは日本の貿易

振興に関連する事業を行っています。午前中に訪問したJICAや

丸紅の資料にも、JETROのデータが数多く掲載されていました。

ここではタイの貿易の概要について説明していただきましたが、

タイを含む東南アジア諸国は、巨大な市場となる可能性を秘めて

いることを改めて学びました。

また、JETROに限らず、訪問先では担当者からの問いなどに

対して、自発的な意見を求められる場面が多く、生徒たちは常に

緊張感をもち、必要に応じて自分の考えを述べていました。

国連ＷＦＰ

ＷＦＰ（世界食糧計画）は、飢餓のない世界を目指して活動を

している国連機関です。今回対応してくださった大室さんからは、

あらかじめＷＦＰの活動に関する多くの資料をメールで提供して

いただき、十分な事前学習をして訪問に臨みました。ＷＦＰでは

「相手に届けるまでが食糧支援」であることや、給食を入れる赤い

容器（レッドカップ）の普及事業について教えていただきました。

また、大室さんからの提案で、高校生にＷＦＰの理念を伝える

手立てについて意見交換をしました。本校では現在、大室さんの

姿勢に共感した十数名が、飢餓救済への活動を計画しています。

ＳＭＩトラベル（秋田県人会訪問）

ＷＦＰからＳＭＩトラベルの本社までは、鉄道を利用しました。

途中、いきなりの激しいスコールに見舞われましたが、目的地に

到着後、ＳＭＩの方々からタオルなどのお気遣いを頂戴しました。

今回は縁あって同社の社長で、バンコク秋田県人会の会長を

務められている菊地会長からお話をうかがう機会を設けることが

できました。菊地会長からは、今日の過密スケジュールを無事に

こなしたことを評価していただくと同時に、ご自身の高校時代の

経験から「勉強も、夢も、貪欲にいこう」との激励を受けました。

会長の言葉どおり、大変に内容の濃い一日でした。

丸紅バンコクでの様子

ＪＥＴＲＯバンコクでの様子

国連ＷＦＰ（右上が大室さん）

秋田県人会・菊地会長からの激励



４日目 11月２１日（火）

バムルンラード病院

同院は国際的に高度な医療体制を整えているとともに、高級ホテル

並みのサービスを完備しています。また、「医療ツーリズム」を牽引する

病院としても有名で、年間の外来患者数約100万人のうち、約40万人は

外国からの患者だそうです。病院の10階は日本人専用フロアでした。

同院でお世話をしてくださった田村さんは、鹿角市出身の方でした。

田村さんからは病院の概況や、タイ人の食生活の変容に関する説明に

加えて、無許可で撮影をしないことを条件に、広大な病院内を案内して

いただきました。ＶＩＰルームもうかがいましたが、そこはすべてにおいて

快適に過ごせる病室でした。なお、フィールドワーク中に体調を崩した

場合、私たちも同院で治療を受けることができるそうです。

バンコククリスチャンカレッジ（ＢＣＣ）

バムルンラード病院訪問後、ＢＣＣを訪問しました。今回訪問した２校とは、事前に数回スカイプで

交流していましたが、やはり、どの生徒も実際に生徒に会うまでは、緊張していた様子でした。

しかし、学校紹介や自国の文化についてまとめたプレゼンテーションの交換などを通じて緊張も

ほぐれはじめ、言葉だけでなく、身振り手振りなどを用いて交流する場面が見られました。「相手に

伝えようとする姿勢」と「相手を理解しようとする姿勢」が、交流の本質であると実感しました。

ＢＣＣからの歓迎セレモニーの後、本校からのパフォーマンスとして、竿灯祭での笛のお囃子と、

大きめのジャンパーを用いた二人羽織を披露しました。特に二人羽織はＢＣＣ生徒からの希望者が

多く、ＢＣＣ生徒同士の対決が行われるなど、大変に盛り上がりました。ランチを含めたフリータイム

では、それぞれに談笑したり、写真を撮り合うなど充実した時間を過ごしました。ＢＣＣのランチは、

タイ独特の香辛料が控えめであったためか、私たちにも食べやすく美味しいメニューばかりでした。

また、ＢＣＣのロゴマークが入ったペットボトルのミネラルウォーターには驚かされました。

帰りの時間が近づくにつれて、名残り惜しさも増してきますが、これからもスカイプなどで交流する

ことを約束して、ＢＣＣを後にしました。

移動（スワンナプーム空港 → コーンケーン空港）

ＢＣＣ訪問後は、飛行機でバンコクから北東に約470㎞離れた

マハーサーラーカームに移動です。移動中のバスや飛行機では

ＢＣＣで行ったプレゼンの内容や、二人羽織での進行などを振り

返り、それぞれの担当者が次回への改善点を相談している姿が

見られました。

空港を出ると、秋田を思わせる緑豊かな自然と、バンコクでは

見られなかった派手な装飾のバスが私たちを迎えてくれました。

なお、日本からは「秋田は雪です。」とのメールが届きました。

ＶＩＰルームのメニュー

誰もが振り返る貸切バスで移動

ランチを準備する様子 本校特製のペンをプレゼント激突！ 二人羽織対決



５日目 11月２２日（水）

マハーサーラーカーム大学附属高校（ＤＭＳＵ）

ＤＭＳＵは広大な大学構内にある高校で、日本語の授業も行われています。校舎内のホールに

案内された途端、スカイプで顔見知りの女子生徒同士が共に駆け寄り、握手やハグを交わすなど、

男子校のＢＣＣとは異なる雰囲気で初対面を果たしました。プレゼン・お囃子・二人羽織の進行は、

それぞれ前日以上にスムーズに、自信をもって行うことができました。

ＤＭＳＵからは、女子生徒２名によるタイの伝統舞踊、曲名不詳ながらロマンチックな寸劇とともに

浴衣姿の男子生徒が歌う日本の歌謡曲、また、ギターを持ってステージに現れた女子生徒からは、

映画・ドラえもんの主題歌である「ひまわりの約束」が、流暢な日本語の弾き語りで披露されるなど、

日本や日本文化への関心の高さがうかがえました。

また、同校は、私たちのＳＧＨテーマが食糧問題の解決であることから、タイ食を調理する機会を

設けてくださいました。中庭では、トムヤンクンなどの調理体験をするとともに、すっかり打ち解けた

ＤＭＳＵ生徒に、日本から持参した「だし」の感想を述べてもらうなど、ここでも探究テーマを深める

ことができました。ＤＭＳＵには４時間の訪問予定でしたが、先方の職員の方が「もう少し居ることは

できないものか？」と、ピィーさんに打診するなど、大変に有意義な訪問となりました。

ＤＭＳＵを後にした私たちは、深夜にスワンナプーム空港を離れ、翌日早朝に羽田空港に到着、

預けていたコートを身に付けて、雪のある秋田空港に無事到着しました。空港では出発時と同様に

出迎えてくださったたくさんの方々に代表生徒が感謝を述べ、解散しました。

12月19日（火）

海外フィールドワーク報告会

帰国して約１か月後、海外フィールドワークでの体験を伝える

機会をいただきました。同会には、タイでの旅程立案にお力添え

いただいた、本校のＯＢで県企画振興部国際課の畠山課長や、

全行程引率してくださった、ＪＴＢの黒井さんも来校され、大勢の

前で各自の経験や今後の決意を発表しました。

今後は、タイで得た新たな仮説や疑問点などを、各班で検証・

解決し、成果の発信や質疑への応答を英語で表現できるように、

県内フィールドワーク班とともに探究活動に取り組んでいきます。

日本から持参した「だし」の試食用意してくださった食材

本校の特色を紹介 竿灯祭のお囃子を披露 ＤＭＳＵ生徒の歌謡曲（寸劇付き）

調理方法の説明を受ける生徒

学年への報告会で発表する生徒


