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Round Square は世界 60 か国 180 校からなる厳選された私立学校連盟で、日本では 6校が参加しています (2019 年 11月現在 )。
”I.D.E.A.L.S.”という基本理念に基づき、様々な交流プログラム、交換留学プログラム、そして国際会議などを中心にグローバルな活動が展開されています。
学校同士はもとより生徒同士の交流の場がプログラムには設けられており、将来、世界で活躍するための貴重な体験をすることができます。
基本理念：Internationalism, Democracy, Environment, Adventure, Leadership, Service
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SCHEDULE
北京到着、中国国際放送局訪問

天津訪問

孔子学院本部、北京航空大学付属高校訪問交流、
故宮内凸版印刷研究所訪問、東京北京友好関係
締結40周年交流会出席

北京外国語大学訪問交流、万里長城訪問

帰国

11/13 ㊌

11/14 ㊍

11/15 ㊎

11/16 ㊏

11/17 ㊐

日本高校生交流訪中団
日本高校生訪中団―虹の翼 in 北京・天津
中国大使館による招聘、日中交流事業に参加

次世代の友好親善を目的に、中国大使館の招聘により、高等学校ハイブリッ

ドインターナショナルコースの１年生が中国を訪問しました。インターナショ

ナルコースの生徒は毎週金曜日、工学院大学新宿校舎内孔子学院の先生方

から中国語を学んでいますが、今回の訪問により、中国語とその文化に直

接触れることができました。現地では、多言語で世界に日々情報を発信す

る放送局、中国の文化財保全に尽力する日本企業、日本の O D A による大

学、現地の航空宇宙開発を支える教育現場など、急速な近代化とその発

展を支える体制を目の当たりにしました。電子化と近代化が悠久の歴史文

化保全を促進させていました。そこで働く人々や生徒との実際の交流から、

中国の文化と歴史のみならず、彼らの行動様式、考え方、価値観の包括的

理解に達しました。相手の価値観を理解することで、相手の立場で自分を

俯瞰し、最終的には、自分自身をより知ることとなりました。 

私たちはこの度孔子学院の下、 中国に行く機会を得

ることができました。 この旅では両国間の相互理解、

そして友好を深めるという目的があり、 中国の文化や

歴史、 価値観などいろいろ学ぶことがありました。 ま

た私たちの出し物として中国語による合唱と、 東京

五輪音頭を披露しました。 中国に着いたとき最初に

感じたことは 「でかいな」 ということです。 中国の料

理は日本の料理に似ていてどれもおいしかったです。

新宿キャンパスで行っている毎週 1 回の中国語の授

業はまじめに受けていたので、 ある程度は会話が出

来るかなと思っていましたが、 実際に行ってみたら質

問をする際や買い物などをする際、 向こうの人の話す

スピードが速すぎて、 何を言っているのか全然分かり

ませんでした。 実際に行ってみて肌で感じ、 学べると

いうのはとても貴重な経験だったので、 またこうした

機会があればぜひ参加したいです。

中原 啓翔

ハイブリッド

インターナショナルコース

高校１年



TAIWAN



SCHEDULE

成田→高雄→台南市内　ウエルカムレセプション 

南台科技大学にてISAT開催　基調講演 
学生によるオーラルセッション、ポスター セッション

台南市観光（安平樹屋等） 

高雄→成田　帰国の途へ 

12/12 ㊍

12/13 ㊎

12/14 ㊏

12/15 ㊐

International Symposium 
on Advanced Technology in Taiwan

工学院大学が提携するアジアの3大学との国際学会（ISAT）に
高校生が招待されるプログラムです。 

『ISAT』は、毎年、工学院大学の海外協定校が持ち回りで開催している「国
際シンポジウム」で、基調講演、論文発表、およびポスター発表等で構成
されており、2019 年で18 回目を迎えました。 

協定校は南台科技大学（台湾）、フィリピン大学、ダナン工科大学 (ベトナム )
で、2018 年度からは、ここに附属の高校生を招待し、より早期にグローバ
ルな視点でテクノロジーの現在を知ってもらおうという企画が生まれまし
た。2019 年度の主催校は南台科技大学ということで、希望者の中から選
ばれた8 名が台湾を訪問しました。 

季節は 12 月なのに、気温は 26 度と、まるで初夏を思わせるような気候の
もと、参加した高校生は、まず最先端の研究に関して、工学院大学及びフィ
リピン大学の先生による基調講演を聴き、続いて各大学の院生を中心とし
た、様々なオーラルセッションやポスターセッションを聴きました。そこで
未来のテクノロジーに関して深く考え、自らの思考力を高める体験ができた
ようです。 

台湾は極めて親日的な国として有名ですが、学会後の観光では、国の歴史
はもちろんのこと、工学院大学にかつて留学していた台湾出身の「先輩」
たちと語れる時間が設けられ、台南市の見どころ（夜市等）も案内しても
らうなど、多くの人々の優しさに深く触れることで、あわただしくも、とて
も充実した時間を過ごすことができました。参加した生徒諸君にとって、
台湾はきっと思い出深い国となることでしょう。 

私は今回の台湾研修が初めての海外旅行だったの

で、 非常に緊張していました。 それも全て英語で行

われる 「国際学会」 というイベントです。 出発前は

とても不安でしたが、 大学生の方や現地の方達に、

大変優しくして頂いたので楽しく学ぶことができまし

た。 日本だけでなく、 台湾、フィリピン、 ベトナムの

大学生のポスターなどをみて、 とてもレベルの高い

研究をしているのだなと分かりました。 それぞれの

研究について、 詳細まで理解することはさすがに難

しかったのですが、大学生の皆さんが伝えたいと思っ

ていたことは、わかったような気がします。 研究テー

マの中には高校で習ったことも含まれていて、 それ

がわかった時には何だか嬉しかったです。 また、 台

南観光では、 日本とは違う文化を肌で感じることが

でき、 とても良い体験が出来ました。 今回台湾を訪

れることが出来て、 本当に良かったです。

中村 早雲
ハイブリッド

文理先進コース

高校１年

夕食時に工学院大学佐藤光史学長を囲んで



ちーむべりぃぐっと！ちーむべりぃぐっと！
本校で気仙沼の元消防士佐藤誠悦さんによる講演会実施
プロジェクトツアーin宮城
チーム結成

おながわ冬のまつりに参加

八王子市内小学校で防災教室
「女川町～復幸の軌跡～」YouTubeで公開
道の駅滝山で女川物産展の手伝い

みずき通りで女川ブースの手伝い

防災啓発映画「いつか君の花明かりには」上映会に参加

八王子市内の小学校のPTA防災会議に参加

八王子市内小学校の防災キャンプに参加
みずき通りで女川ブースの手伝い

いちょうまつりで女川ブースの手伝い

べりぃぐっと！チャンネル放送開始

防災マルシェ参加

農大復興支援隊主催『 石・大槌ボランティアツアー』に参加

八王子市主催「市長と語る」に参加

南多摩中等学校の生徒と交流

東北ふれあい旅実施

小学校防災教室

べりぃぐっと！２周年

2017/11

2017/12

2018/3

2018/4

2018/7

2018/9

2018/10

2018/11

2019/1

2019/3

2019/5

2019/6

2019/7

2019/8

2019/9

2019/11

■ 活動の軌跡ちーむべりぃぐっと！は本校生徒が自ら声を上げて結成したボランティア
チームです。災害時に役立つ工作を紹介する動画や東北での取材をも
とにしたドキュメンタリー動画を制作して YouTube で配信したり、小学
校を訪問したりして防災に関する啓蒙活動を行うほか、東日本大震災で
被害をあわれた方々への復興応援活動などを展開しています。

2017 年に当時中学２年生だった生徒たちは、気仙沼の元消防士佐藤
誠悦さんからお話を伺い、震災や防災についての関心を深めました。
その後11月に「プロジェクトツアー」として女川、雄勝、石巻、松島を回り、
東北への思いがさらに強くなっていきます。東北で多くの方々に触れて、
東北のために自分たちにできることを何かしたいと思うようになり、ちー
むべりぃぐっと！が結成されました。

すでに活動開始から２年が経ち、中学生だった生徒たちは高校生になっ
ています。現在は新たな仲間も増え、メンバー６人で精力的に活動し
ています。他校と交流したり、メディアの方に取材していただいたりと、
活動の幅も広がっています。

〜あなたとわたし つなげるぐっと！〜 
東北応援、防災喚起 などの活動を行なっています

（左より）嶋﨑 匠美、篠﨑 颯太、齋木 宏共、飛川 優、清水 大輔、星野 圭祐

■ ちーむべりぃぐっと！メンバー



防災教室

ちーむべりぃぐっと！の主な活動

子供たちに防災の大切さや楽しさを知っても 
らうことで、家族ぐるみ、地域ぐるみでの防災
が可能になると考え、小学生を対象にした防
災啓発活動を積極的に行っています。小学校
を訪問して防災教室を開いたり、地域の防災イ
ベントに参加したり、YouTube で防災動画を
配信するなどしたりしています。

2017 年に宮城県を訪れてから、「東北を伝える
活動」を行っています。宮城県を中心に 取材
に行き 、東北の魅力や、私たちの防災に活か
すことができる教訓や知恵をドキュメンタリー
にして YouTube で公開し ています。他にも東
京農大の大学生が企画するボランティアツアー
に参加したり、都内で行われる被災地の物産
展などにお手伝いに行っています。

活動を始める以前より授業などで映像制作を
行っていたこともあり、東北や防災を多くの人
に知ってもらうための「ツール」として
YouTube を利用しています 。東北の魅力を伝
える映像、被災者の方たちの声をもとに未災
地に必要な防災を考える映像、楽しく気軽にで
きる防災を紹介する映像などを自分たち で、
取材、撮影 、編集 、公開まで行っています。

図書館の多読ルームをスタジオとして活用していま
す。緑の布（＝グリーンバック）の前で「ベリーはか
せ」と助手の「ぐっとくん」を撮影し（写真左）、ク
ロマキー機能を使って「ぼうさい研究所」の CG（写
真右）と合成しています。

宮城県石巻市に本社を構える石
巻日日新聞社。 あの日窮地に立
たされながらも壁新聞を書き、 ７
日間に渡り地域に情報を伝え続
けました。 日日新聞社と読者との
強い信頼と信念の物語に迫りま
す。

東北復興応援

映像制作 ドキュメンタリー作品制作現場

べりぃぐっと！チャンネル

東北を巡る旅

女川物産展

市長と語る楢原小学校防災教室

【これまでの実績】
・
・
・
・
・
・

【これまでの実績】
・
・
・
・
・
・

宮城県気仙沼市で東日本大震災
の語り部として活動する、 佐藤誠
悦さんに密着したドキュメンタリー
です。 ２０１４年から始めた語り部
の活動は、 ２０１９年８月で ３１１
回目を迎えました。 今回は佐藤さ
んの３１１回目の語り部に密着し、
気仙沼の被害や復興、 そして佐
藤さんの思いに迫ります。

あの震災で、 大きな被害を受け
た岩手県釜石市。 震災から８年
が経ち、 復興も少しずつ進んでき
ました。 このドキュメンタリーでは、
そんな釜石の「今」そして「未来」を、
今も強く生きる釜石のみなさんと
共に迫ります。

夏休みにべりぃぐっと！のメンバー３人が東北へ取材旅

行に出かけました。 宮城県石巻市、女川町、南三陸町、

気仙沼市、 岩手県陸前高田市を４日でめぐる弾丸ツ

アーでした。

石巻ニューゼでは震災時に作成された壁新聞を見学し

ました。 ２年ぶりの女川では役場や商店街の方からお

話を伺いました。 南三陸では以前から親交のある佐藤

誠悦さんが特別に語り部ツアーを企画してくださり、 気

仙沼や陸前高田では津波で被災した高校や震災で積

み重なった瓦礫の山を見て衝撃を受けました。

今回の取材をもとにドキュメンタリーやＰＲ映像を制作

していきます。

八王子周辺で女川の物産展が開かれるときは、ちーむ

べりぃぐっと！のメンバーも積極的にお手伝いに出かけ

ます。 毎回お店の皆さんとお会いできるのも楽しみの

一つです。 最近では八王子のみずき通りフェスティバ

ルやいちょう祭りでお手伝いを行いました。 大盛況で

見事完売となりました。

道の駅滝山でも定期的に物産展を行っていますので、

機会がありましたらぜひともお立ち寄りください。

「みなさん、来てけらいん！」

６月１日に八王子市主催の「市長と語る」に参加しました。
このイベントは、 八王子市の石森市長と市民が今後の
八王子について意見交換をするもので、 市のほうから
ご招待をいただきました。
会の中では、ちーむべりぃぐっと！の活動内容や、子供
を対象にした防災教育がいかに大切か、 ということを、
岩手県釜石市の例などを交えて、 お話しさせていただ
きました。 そして、今後、 私たちがさらに多くの小学校
やイベントで防災活動をしていく環境を作っていただけ
るようご協力をお願いしました。
石森市長からは、 「堂々としていてわかりやすかった。
被災地での経験から、 気づき、 仲間とともに行動に移
し、 形にしたのはすばらしい」 という、うれしいお言葉
をいただきました。

語り部の佐藤誠悦さんと

石巻ニューゼにて気仙沼で見た瓦礫の山

女川の物産展に参加 完売になることもしばしば

東日本大震災で大きな被害を受
け、 「壊滅」 と言われた宮城県 
の女川町。 しかし現在は商店街
が整備され観光客が行き交って
います。 女川町は震災からどのよ
うに復興をしてきたのか、 そして見
えてきた女川の魅力に迫ります。

防災月間の９月に、八王子市立楢原小学校を訪問
し防災教室を行いました。
まずは防災朝会にお邪魔し、ちーむべりぃぐっと！
の大人気（？）キャラクター「ベリーはかせ＆ぐっ
とくん」が小学生と一緒に新聞でスリッパを工作し
ました。
その後は低学年の 1 時間目の授業をお借りし、ベ
リーはかせとぐっとくんによる「防災教室」を開催
しました。新聞スリッパ以外の災害時に役立つ工作
や、クイズを交えて防災知識を紹介しました。質
問コーナーでははかせへのさまざまな質問が飛び出
しました。

【【これ【【【【【【これ【これ【これこれ【これ【これ【こ【こ【ここれ【これ【これ【これ【これ【これ【これ【これ【これ【これ【これ【これ【これ【【【【こ【これ【こ【こ【これこれ【これ【これ【【これ【これこ【ここれ【これれ【【【これ【【これ【こ【これ【【【【こ【これ【【【【【【これ【【【【こ【【【ここれ【これこれ【【こ【【【【【こ【【こ【【【【これ【こ【これ【【【【【【【【【【【【【【【【【【【これこれ【【【【これれれ【これ【【【 れれ【【【【【【【 れ【【【【【これ【こ【 れ【こ【【【 れこれ【これ【【【 れれれれこれれれ【【【 れれれれ【 れ【【【【【【 までのまでのまでのまでのまでのまでのまでのまでのまでのまでのでまでのまでまでまでのまでのまでのまでのまでのまでのでのまでのまでのまでのまでのまままでのまでまででまでまでのまでのまでまでのでのでのまでのままでのまでまでででまでのまでででのまでのまでまでのまでのまでのでのまでののま のでのままでのまででのまでのでのままままままま のののまでででのでででのまででのののののまでののののののでのでででででのまででででででででのでのまでのまでののののののののののののののののででのでででのでのでででのでのででのでのでのでのでのでのでののののののでのでののでのでのでののののででのででのででででのでのでのでののののののでのののののまでののまでのまでででででででででののののののまでででででののでののでででででででで 実績】実績】実績】実績】実績】実績】実績】実績】実績実績】実績】実績実績】実績実績実績】実績実績実績実績実績】実績実績実績実績】】実績】】】】】実績】実績】実績】実績】実績】実績】】】】】実実績績実績実績】実績】績実績実績実績】実績】】】】】実績】実績績績】実績】】】】】績】実績】実績】】】実績】】】】実績実績実績】】】】】】実績績績実績】】】】績】績】実績】績】実績実実績実績実実実績】】績】実績】実績】】】実実績】】実 】実績】績】実績】】】績】実績】績績績実績実績】績】実実実実績績実績績績実績績実績実績】実績】績実績績】実実績実績実績実実績実績績実績績】績】実績実績】実績績実実実実績実績実績実績実績績績実績績績】績】】】】実実績】実実実績実績実績績績績績】績】】実績】実実実実績実績】実績実績績績績】績】績績績績績績績績】績】】】績】実実実実実実実績実績】績】績】績績】績績績績績績】】】実実実実績】績績績績績績績実績績】】実実実績績績績績】実績】】実績】績績績績績績績実績】績】】】実実実実績績績績績】績績績実績績】績】】実実実績績績績績】】】】
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東京農業大学の「復耕支援隊」が主催するボランティアツアーに参加

ちーむべりぃぐっと！が主催す
るYouTube専用番組です。隔週
日曜日に夜８時30分から、防
災やお天気関連の番組を中心
に、YouTubeLiveで生放送をし
ていきます。メンバー全員が一
丸となって制作していますの
で、ぜひご覧ください！

いざというときに役立つ情報を提供したいと考
え、「ベリーはかせのぼうさい研究所」のコーナー
では、子供たちでも簡単に実践できるような工
作を楽しく紹介しています。

ペットボトルランタン　　　 新聞ひざかけ

ベリーはかせのぼうさい研究所
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MoG @ Cambodia

高２ Global Project 高校２年生は12月にグローバル・プロジェクトを実施しました。これは、国連が定めたSDGs
の17目標の中からそれぞれの国や地域が直面する課題を学び、その解決に貢献するための
取り組みを目指すプロジェクトで、アメリカ・カンボジア・タイ・沖縄の４か所で行いました。

シリコンバレーで Plug & Play や HONDA、
AMD を訪問し、最先端の技術やスタートアップ
のエコシステムについて学びました。UC バーク
レーに通う大学生との交流や、社会人フォーラ
ムを通じ、日本とアメリカの考え方や働き方の
違いについても学びました。サンノゼの町で
SDGs の解決に向けて現地の人にインタビュー
を行ったり、Amazon Go や CAFE X で最先端の
無人店舗を体験したり、有意義な毎日でした。

UCバークレーで大学生と交流 シリコンバレーの企業を訪問

Amazon Goで無人店舗を体験インテル・ミュージアムでコンピュータについて学びました サンノゼで街頭インタビューを実施

プノンペンでは、キリロム工科大学を訪問。グ
ループにわかれ、SDGs17 の目標より 1 つに焦
点をあて、解決策を探り、動画制作を行いました。
現地の大学生と英語でやりとりしながらの作業
は、大変勉強になりました。シェムリアップでは、
世界遺産アンコールワットにてカンボジアの歴
史を学び、さらに持続可能な村作りを実践して
いる IKTT 伝統の森へも足を運びました。

キリロム工科大学の学生と動画制作 キリングフィールドにて平和学習

「持続可能」を実践している村を訪問世界遺産アンコールワットを訪れました

世界遺産アンコールワットを訪れました

現実的な問題を肌で感じました

子どもの村学園で子ども達と草木染めや木工づ
くりなどの職業体験や交流会、ゲームやスポー
ツなどさまざまな形で触れ合いました。事前学
習をふまえ、夢工祭で行ったファンドレイジング
活動による寄付やプレゼントの贈呈もしました。
また、パンヤプラティープ・スクールでは中高
生と日本語や英語、時にはタイ語を交えながら
交流を深めました。

子どもたちと草木染めに挑戦 学校訪問でSDGsについて意見交換

パンヤプラティープの学生と子ども村の子供たちと 遺跡巡り

カヤックやトレッキングを行いながら沖縄の自然
に触れ、現地で見た生き物や植物が生存してい
くための環境づくりや、実践できることについて
考えました。また、沖縄平和祈念公園でのフィー
ルドワークや資料館、ガマの見学を通して、戦
時中の様子や当時の同年代の子どもたちの生活
を知り、平和をどのようにして継承していくか
SDGｓの解決への糸口を探ることができました。

カヤック体験 マングローブ林をトレッキング

ガマで戦争時の説明を聞きました美ら海水族館にて 海の環境変化について学習しました

「現場の根拠」を大切に全力でカンボジアの地
に足跡を残した生徒…チーム力爆発、社会起業
家に 100％提案採用という金字塔を打ち立てま
した！市場調査（実績 100 人）、商品開発（試
行錯誤数知れず）、データ解析、価値と価値の
高度な対話（ロジカルシンキング）…なにより「世
界を変えに行く」という信念が異次元世界で、
彼らの強力なエンジンとなりました。

スラムで感じたことを忘れない ディスプレイをデザインして「売れ行き」調査

販売会では通常の10倍の売り上げを計上！店舗の２階は価値を生み出すスタジオ 100組に及ぶ街頭インタビュ－（市場調査）

※MoG (=Misson on the Ground)：現地の起業家が直面する社会問題の解決に挑むプロジェクト。ハイブリッドインターナショナルコースで実施します。

速報




