
国際探究Ⅰ 「海外フィールドワーク」 

〈概要〉 

（日時） 平成２８年１１月２１日（月）～１１月２６日（土） 

（場所） オーストラリア（メルボルン市内及び近郊） 

第１日 移動（秋田→羽田→成田→メルボルン） 

第２日 ①Melbourne Water  ②Eco-Living Centre 

第３日 ①CERES  ②KAITEKI Fresh Australia 

第４日 ①Queen Victoria Market  ②Werribee Market Gardens 

第５日 ①Healesville Wildlife Ecological Sanctuary 

第６日 移動（メルボルン→成田→東京→秋田） 

（対象） １年生１３名 

 海外フィールドワーク参加希望者に対して活動内容と選考要領の説明会を実施し、「エント

リーシート」を提出した最終希望者の中から、１０名の審査員がシート内容と英語面接の採点

及び研究テーマとの整合性を厳正且つ公正に評価し、１３名を選抜した。 

（趣旨） ＳＧＨ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

点で課題研究を進めるために、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」を考察する上で、農業大国であるオ

ーストラリアと日本の食と農の比較を行うため、オーストラリアにおいて調査活動を展

開する。 

（引率） 本校教諭２名（木村太郎、平田哲久） 

 

〈詳細報告〉 

第１日 

（日時） １１月２１日（月） 

（場所） 秋田空港→羽田空港→成田空港→メルボルン 

（活動を振り返って） 

早朝の秋田空港集合、誰一人遅れることなく海外フィールドワ

ークがスタートした。成田第３ターミナルで、オーストラリアドルへ

の両替、チェックイン、荷物預入、手荷物検査、出国審査を無事

終える。約１０時間をかけ、AM1:18にメルボルン国際空港へ到着。 

その後バスで移動、AM2:40に滞在先のホテル（IBIS Style Kingsgate Hotel）へ到着。 

 

第２日－① 

（日時） １１月２２日（火）10:00-12:00 

（場所） Melbourne Water 

（講師） Paul Satur さん 

（施設説明） 貯水池を含めメルボルンの下水・排水システムを制御する公的施設 

（主な活動内容） 講師による事業内容説明、施設見学、質疑応答 

Melbourne Water職員の Paul Satur さんの出迎えを受け、水道局建物内にて、施設が行っているメル



ボルンの浄水・排水システムについてのレクチャーを受ける。その後、Paul さんとともにバスに乗り、広大

な施設（Eastern Treatment Plant）を回りながら、浄水処理の工程を学ぶ。 

（質疑応答） 

Q: オーストラリアは深刻な水不足があると聞くが、どのような対

策を取っているか。 

A: ダムや貯水槽に常に一定以上水を蓄えるようにしている。水

の供給量を制限する場合もある。 

Q: メルボルンの町は平地にあると聞くが、どのように水を引いて

いるか。 

A: ポンプを使い、水を押し上げることで引いている。 

（活動を振り返って） 

 メルボルンは昔、汚水（waste water）が臭いや病気などの問題を引き起こしていた。その解決のため、

下水処理施設（treatment plant）が作られたこと、貯水ダム（storage reservoir）から各家庭への給水経路、

各家庭からの排水処理システム（sewerage system）などについて学ぶことができた。 

（生徒の振り返りから） 

・日本では水を大切にする考えがあまり定着していないと思うので、オーストラリアにならい、水がどのよう

にして私たちの生活を支えているのか、教育をさらの推し進めるべきだと思った。 

・小学生の頃秋田の浄水施設を見学したが、ほとんどの過程は建物の中で行われていたのを覚えている。

オーストラリアの自然が今日まで守られているのも、バクテリアや鳥、木など、自然と一体化しながら生き

てきたからではないか。これからの自分の研究も、自然を含め総合的に考えていきたい。 

 

第２日－② 

（日時） １１月２２日（火）13:30-16:30 

（場所） Eco-Living Centre 

（講師） Bronnie Walsh さん 

（施設説明） オーストラリア固有の植物や、コダカペンギンなど、

環境保護活動を行っている施設 

（主な活動内容）  

セッション１〈エネルギー・園芸・水資源の活用〉：持続可能性の特徴のある住宅見学、家電エネルギー消

費量についての電力測定方法の見学、電球の光測定、特徴のある庭園見学。 

セッション２〈海洋動物・汚物〉：海岸におけるゴミ監査分析。シドニーやメルボルンに生息する「コダカペ

ンギン」の生態や保護方法、汚物管理やサステナビリティについて学ぶ。 

（質疑応答） 

Q: 肥料作りで工夫しているのはどんなことか。 

A: ミミズなどの虫を利用したり、生ゴミや人間の排泄物も利用している。ゴミをゴミとして扱うのではなく、

ゴミを「生かす」ことが大切だと考えている。 

Q: この施設を作るのにかかった費用はどのくらいか。 

A: およそ 360,000オーストラリアドル。うち、３分の２は寄付によって成り立っている。 

（活動を振り返って） 

 施設内のガーデン見学では、虫を使った堆肥（compost）によりゴミを減らしていること、雨水を有効利用

することで節水していることなどを学ぶことができた。ガーデン内には、salt bush や bower spinach など、

オーストラリア固有の植物も植えられていた。 

 後半は、ペンギンを保護している St. Kilda Beachへ移動。Bronnie さんの言うとおり、動物にとって有害



な煙草の吸殻（cigarette butts）やプラスチック片（nurdles）がたくさん落ちていた。岩場に隠れて生息す

る小さなペンギンの姿を見ることができた。 

（生徒の振り返りから） 

・雨水を直接プランターにつなげることで水をあげなくても植物

が育つシステムがこれからの常識となれば、トイレ用水に活

用するなど、節水するのに大いに役立つシステムだと思っ

た。 

・サステナビリティには、水、廃棄物、エネルギー、生物多様性

などすべての物事が関わりを持っているのだと感じた。自然

に暮らす生物と今後も共存するためには、人間の意識や行動が不可欠だと思う。 

 

第３日－① 

（日時） １１月２３日（水）10:00-12:１0 

（場所） CERES（Centre for Education and Research in Environmental Strtegies） 

（講師） Darren さん 

（施設説明） 環境教育プログラム、都市農業プロジェクト、オーガニックスーパーマーケットの経営などを

行っている NPO法人 

（主な活動内容） 環境公園内見学、持続可能な食の生産システ

ムを学ぶ活動 

職員の Darren さんによるガイド。有機農場やオーガニックスー

パーマーケットなどの施設を見学し、環境に配慮した有機野菜の

生産方法などについて学ぶ。後半は農場の草取りを体験。取っ

た草をニワトリの飼育場へと搬入した。 

（質疑応答） 

Q: オーストラリアの人々の環境への意識はどうか。 

A: 高まってきてはいるが、まだまだ不十分である。 

Q: （坂道の所々にある）隆起した部分は何か。 

A: この一帯は坂になっているため、大雨が降ると町が洪水被害を受けてしまう。そうならないように、凹

凸をつけ、雨水をため池に流すように工夫している。 

（活動を振り返って） 

 CERES 園内の至る所で、有機野菜の生産や販売、また廃材のリサイクルなど、環境に配慮した農業を

徹底して行っていることが見て取れた。ただし、オーストラリアの人々を全体的に見ると、環境に対する意

識はまだ不十分なようで、その点は日本と同じであると感じた。 

（生徒の振り返りから） 

・子供たちが遊びの中でペットボトルや缶のゴミの分別の仕方

を覚えていたことが印象的だった。日本人は生活していれば

分別することが当たり前なので自然と覚えるが、オーストラリ

アではまだその習慣がないため、こういった施設で教えてい

く必要があるのだと知った。 

・世界の文化の学習を自然や農業の観点から行っている点が

魅力的だと思った。こればオーストラリアならではであり、浄

水施設でも感じたが、オーストラリアの人々はいろいろなこと

を自然に結びつけて考えていると思った。 



第３日－② 

（日時） １１月２３日（水）14:30-15:30 

（場所） KAITEKI Fresh Australia 

（講師） Katsumi Maruyama（丸山克己）さん 

（施設説明） 三菱樹脂がビクトリア州に建設した太陽光利用型植

物工場。2015 年春から収穫した葉物野菜を現地高級スーパー向

けに販売している 

（主な活動内容） 講師による事業内容説明、施設見学、質疑応答 

当社ディレクターの丸山さんから、現地に植物工場を建設するに至った経緯、植物工場で生産してい

る葉物野菜の種類、また水耕栽培のメリットなどについての講義を受ける。その後、施設内の見学。 

（質疑応答） 

Q: 当工場で作るケールはなぜ普通のケールよりも甘いのか。 

A: 水耕栽培は普通のものよりも成長が早く、また当工場では大きくな

りすぎる前に収穫することで、苦みが出てくる前に出荷することが

できる。 

Q: 日本の企業が海外で受け入れてもらうために必要なことは何か。 

A: 現地の人を多く雇うなど、その国にとって役立つことをすること。ま

た、現地に既存する会社とは異なること、オリジナリティがあることを

すること。 

（活動を振り返って） 

 KAITEKI FRESHの主な製品はケール（kale）、ルッコラ（rocket）、ホウレンソウ（spinach）である。水耕栽

培を行うことにより、95％以上の水をセーブすることができるとのこと。生徒たちが積極的に質問していた。

熱心に学ぼうとする生徒の姿と質問のレベルの高さに、丸山さんはしきりに感心していた。 

（生徒の振り返りから） 

・水耕栽培では、もし一つの植物が病気にかかってしまった場合、その区域だけを処分することで、他の

区域に危害を加えることなく生産できるため、効率的で無駄を極力減らすことができることを学んだ。 

・現地のニーズを知ることが大切だとわかった。時間をかけて詳しく調査を行い、どんなものが求められて

いるのか、どんな年代に人気なのか、どんな人が求めているのか、を調査することも、戦略を立てる上で

大切だとわかった。 

 

第４日－① 

（日時） １１月２４日（木）10:00-13:10 

（場所） Queen Victoria Market 

（講師） Keiko さん、Maya さん、Alex さん 

（施設説明） １９世紀にオープンという長い歴史を持つメルボ

ルン最大のマーケット。食品から日用品、衣服、

土産物などを扱い、１０００店以上が出店してい

る 

（主な活動内容） 講師によるフーディーズツアー、班ごとのリサーチ活動 

ツアーガイドのＫｅｉｋｏさん、サポートのヴィクトリア大生２名（Ｍａｙａさん、Ａｌｅｘさん）とともに、説明を受

け、試食をしながらマーケット内を一回りする。その後、班に分かれてのリサーチ活動。生徒たちはマー

ケット内を動き回り、店員や買い物客に用意したリサーチクエスチョンを聞いて回った。 



（活動を振り返って） 

 生徒たちが精力的にマーケット内を動き回り、積極的に英語を使用して自分たちが用意したリサーチク

エスチョンを聞いて回る姿が印象的だった。中にはあっさりと断られたり、怪訝な顔をされて受け付けても

らえなかったりする場面も見られたが、めげずに調査活動を続けることで、英語を使うことへの抵抗感が

なくなってきているように感じられた。 

 （生徒の振り返りから） 

・秋田の市場とは比べものにならない大きさと活気に驚いた。秋

田の市場はどちらかというとお年寄り向けの場所となっている。

ビクトリアマーケットのように、食事するだけでも入りやすいような

市場にすること要が必要だと思った。 

・初めは自分から話しかけることが怖くて不安だったが、みんなが

快く質問に答えてくれてうれしかった。たとえ英語がきれいでな

くても、伝えようとする気持ちがあれば分かり合えるのだと思い、

感動した。 

 

第４日－② 

（日時） １１月２４日（木）14:00-17:00 

（場所） Ｗｅｒｒｉｂｅｅ Market Gardens 

（講師） Andrew さん 

（施設説明） ビクトリア州最大の個人邸宅の一部。家族経営をするブロッコリー農家 

（主な活動内容） ブロッコリー栽培者による講義、農場見学、質疑応答 

家族経営している大規模ブロッコリー農家の息子Ａｎｄｒｅｗさんから、ブロッコリーの栽培、収穫方法、

使っている機械や施設の説明を受けた。 

（質疑応答） 

Q: 従業員は何人いるか。 

A: 常時働いているのは７人だが、夏の農繁期には２０名ほど

が働いている。 

Q: 農業の魅力はどんなところか。 

A: 自然の中で、天気や土壌、水など、すべてのものと関わり

ながら植物を育てる楽しさがある。 

（活動を振り返って） 

 活動の間ずっと、虫やハエが飛び回っていた。日本ではハ

エは臭いものにたかるイメージだが、オーストラリアでは水分を

求めて人の肌に寄ってくるのだという話を伺った。 

予定よりも早く訪問を終えたため、ブロッコリー農場を発った

後はメルボルン市内へと戻り、夕食までの時間を利用して、

Flinders Station 周辺で午前のリサーチ活動を継続した。午前

のマーケットとは異なる層の人々にもリサーチをすることができ

た。 

（生徒の振り返りから） 

・バスから降りた瞬間に目の前に広がる広大な景色に驚き、感動した。使用する水を海から引いてきてい

る点が自然を有効に活用するよい手段だと思い、周りが海で囲まれている日本でも使えないか考えた。 

・この広い敷地の畑の中で破棄されるブロッコリーの量も多いことが気になった。廃棄されるブロッコリー



を活用できる方法があればよいと思った。 

第５日－① 

（日時） １１月２５日（金）10:30-14:00 

（場所） Healesville Wildlife Ecological Sanctuary 

（講師） Lisa さん 

（施設説明） オーストラリア特有の動物に焦点を当てた動

物園。コアラ、ディンゴ、カンガルー、タスマニアデビルなど

200種類以上の動物が自然に近い環境で飼われている 

（主な活動内容） 講師による教育プログラム（施設内の動物

保護センター等の見学） 

ガイドの Lisaさんから、オーストラリア特有の動物たちが施設内でどのように育てられているのか説明を

受けながら見学。また、日本では見られない種類の鳥たちが登場する Bird Showを観覧した。 

（活動を振り返って） 

 日本の動物園では見られない種類の動物を、生徒たちは興味を持って観察していた。Bird Show は、

日本では見られない鳥の大きさや色鮮やかさに惹かれながら、迫力あふれるショーを堪能した。 

（生徒の振り返りから） 

・動物を紹介するパネルの近くにはその動物に関わる植物

の紹介があったり、その動物が危機にあるという現状を印

象付けるものがあるなど、この動物園では自然との共存を

行っていると思った。 

・日本にもオーストラリアと同じように固有の生物がいるが、

外来種の侵入によって危機に瀕している。日本は、地理上

少し似ているオーストラリアから動物の保護について学び、

取り入れることができると思う。 

 

第５日－② 

（日時） １１月２５日（金）15:00-17:00 

（場所） Domain Chandon（Yarra Valley） 

（講師） ワイナリー職員 

（施設説明） ビクトリア州で 80か所を超えるワイナリーのうちの

一つ。フランスのシャンドン社が世界に通用する

品質のワインを作れる場所として選んだのが、グ

リーンポイント（Green Point）とも呼ばれるこの土

地である。 

（主な活動内容） 講師による事業内容説明・施設見学 

広大なブドウ畑を前にワイナリーの歴史について説明を受

けた後、施設内を見学。ワインの醸造室、おり（lee）を抜くため

にボトルに入れたワインを貯蔵する riddling room と呼ばれる貯蔵室などを見学した。 

（活動を振り返って） 

 ブドウの品種名や発酵（fermentation）という言葉など、細かな内容まで理解するのは難しかったようであ

る。秋田の特産品の一つである日本酒との比較をするには格好の施設である。作り方、製品の管理方法、

販売促進の方法など、比較研究の対象となるものたくさんある。 



（生徒の振り返りから） 

・多くの人がワインについて知ることができるいい場所だと思っ

た。秋田も同じように、もっと多くの人が日本酒に携わって、

興味関心を持ち、地域全体で自分たちの強みを生かしてい

ければと思った。今回学んだことを参考に、秋田を活性化さ

せたり、農業に興味を持つ若者が増えるきっかけになる商品

を考えていきたい。 

・案内してくれた方が「秋田？お酒で有名な所だね！」とおっ

しゃっていたので、酒を造る方にとっては秋田は有名で、ど

んどん秋田の酒を世界に発信する価値があると感じた。 

 

 

第６日 

（日時） １１月２６日（土） 

（場所） メルボルン→成田空港→東京駅→秋田駅 

（活動を振り返って） 

 ４日間、計８か所の施設訪問を終え、帰国に向けてメルボル

ン国際空港へ。荷物預入、手荷物検査、パスポートチェックを

終えるも、燃料補給トラブルのため、離陸が２時間遅れるとの

連絡を受ける。飛行機に搭乗後、さらに遅れが生じるとのアナ

ウンスがあり、結局予定から５時間遅れての離陸。成田空港へ

の到着も５時間遅れたため、予定の秋田便をキャンセル、秋田

新幹線こまちでの帰秋となる。移動に２４時間、文字通り丸一

日を要しながら、６日間のフィールドワークの全日程を終了した。 

 

海外フィールドワークを終えて 

 最終日のフライトを迎える段になって、予定を大きく変更せざるを得ない事態に見舞われたが、それ以

外は誰一人病気や怪我をすることもなく、全日程を終えることができた。 

 滞在したホテルが官庁街の一角にあるということもあり、安全に過ごすことができた。とはいえ、慣れてく

ると気が緩みがちになるので、「ここは日本ではない」ということを常に確認させる必要がある。 

 今回の研修では、１日２施設、計８施設を訪問したが、生徒たちは各施設について事前に学習し、班ご

とのリサーチテーマに沿って独自の質問を考え、どのように聞くかについても十分に準備していた。その

ため、有意義な活動を行うことができた。 

 オーストラリアは、もとはイギリスの植民地であったが、現在は世界各地からの移民が移り住んでいる国

である。６日間の活動を通して、オーストラリア英語、インド系の英語、東南アジア系の英語、中国英語、

日本語発音の英語など、様々な英語に触れる機会があった。生徒たちは、様々な英語が混じりあいなが

らコミュニケーションがなされている場面を実際に経験し、どんな種類の英語であっても、伝わることが大

切なのだと実感したのではないだろうか。 

 

（生徒の振り返りから） 

・フィールドワーク全体を通し、様々な施設で、限りある資源をいかに大切に使うか、また環境にあまり負

荷をかけないシステムを考え多く取り入れていることを知り、持続可能な社会を実現するためのヒントを



得たような気がした。 

・訪問する先々でサステナビリティという言葉が使われており、オーストラリアは日本以上にサステナビリテ

ィに対する意識が高いと感じた。それは、エコバッグを利用することがかなり浸透しているなど、日常生

活のあらゆる場面で見られると思った。 

・オーストラリアと日本の農業で一番の違いは水の使い方にあるのではないかと思った。日本はオースト

ラリアよりも水が豊富にあるので、オーストラリアのようにもっと効率的に使うことで、作業効率にもつなが

ってより多くの農作物を作ることができると思う。 

・「十分な水を手に入れることができているか」という質問に「いいえ」と答えた人が一人もいなかったことに

驚いた。十分な水を手に入れるために何をしているか、足りない分はどうしているかを知れると思ってい

たため誤算だったが、多くのダムやしっかりした水路があること、リサイクルウォーターなど、水に対する

市民の意識を知ることができ、勉強になった。 

・「食糧問題」から研究をしてきたが、そこからいろいろなものを自分の中で広げて、日本と世界の今と未

来を真剣に考えることができたと思う。 

・多くの人々の意見の違いからの発見があった。今までは「外国人はこう考えるんだろうな」とひとくくりに

考えていたが、その「外国人」の中にも様々な考えがあって、一つの問題に対して色々な見方があるこ

とが分かった。 

・インタビュー活動では、最初は緊張していたものの、最後には外国人の方を恐れず多くの情報を聞き出

すことができた。現地の native な英語に苦戦したこともあったが、「自分の英語でも通じるんだ」という自

信を持つことができた。 

・自分の聞く態度が変化した。以前より能動的に聞くようになり、わからないことは質問できれば質問し、

質問できなかったこともメモして後で友達に確認するようにした。聞いたことは必ず漏らさないように自分

の知識として獲得しようとする姿勢を身につけることができた。 

・自分から積極的にコミュニケーションを取り、言いたいことを伝えることができ、自信になった。きれいな

英語を話すことばかり考えていたが、自分の言いたいことを伝えることが一番大切だとわかった。もっと

英語を勉強しようと思うことができた。 

・インタビューしているとき、一人の男性に「日本人ですよね？」と声をかけられ、「近々日本に行きたいと

思っている」と言われたので、秋田をＰＲした。「スキーができて登山もできますよ」と言ったら、「行ってみ

たい！」と言われたのでうれしかった。 

 

 


