グローバル人材育成プログラム

Global Village for Students
世界を舞台に活躍できる人材育成を目指して
Lingua Franca -私たちが考える英語教育英語ができないことで不利益にならないための
英語教育が必要だと考える。
それはネイティブを目標とするものではなく、まずは下手
であってもリンガフランカ lingua franca （国際共通語）
としての英語が活用できる人々を育成することにある。

Global Education Company
日本と日本人の国際力育成
を通じ日本を元気にし
世界に貢献できる日本と日本人を育てる

Global Village for Students には、幅広い国籍・背景の
人々がスタッフとして参加する。そしてその多くは英語が
母国語ではない。しかしながら、全員が英語でコミュニケー
ションできる。
この事実に日本人参加者が触れ、国際共通語としての
英語に気づき、触れる経験を通じて英語学習の意義を
感じ取って欲しいと願っている。
そして近い将来、Janglish 又は Japlish と呼ばれるよう
な日本人独特な英語が認知される世界が形成されるこ
とを願っている。

Global Village for Students
グローバル人材の育成を通じて活力ある日本を実現する
■ Global Education Project (GEP)とは、運営主体となる株式会社
LbE Japanと国内外数カ国の学生による協働プロジェクトで、様々な法人・
団体に向けた教育プログラムや教材、サービスを提供し「世界を舞台に活躍
できる人づくり」を通じて日本を元気にし、世界に貢献することを理念として
活動しています。

■ Global Village for Students はGEPチーム メンバーが運営する
グローバルな視点と英語コミュニケーション体験を提供するプログラムです。
世界各国から様々な文化的背景を持つ留学生たちとの英語による活動・交流
を通じて、多様な文化に対する理解を深め、英語を使ったコミュニケーション
力を身に付けることを目的とします。また、プログラムリーダーの目標観・将来
観に触れることで自分の夢や目標を考える機会を得ます。

GEPプロジェクトメンバー

私たちの資産は、世界規模の人的ネットワーク

高い意識、明確な目標観、理念を共有している留学生をGEPメンバーとして組織化
運営を担当する国際学生の想いと能力を最大に
生かすことが参加者の可能性を最大に高めること
そして、もう一つ私たちが大切にしていること。
それは、プログラム参加者だけでなく、企画を運営し一番
参加者に近いところにいる世界から集まった学生をもう一人
の主人公と考えていること。

私の夢は、良い仕事に就いて、今まで育ててくれた両親に恩返しをしたいと思っています。大学卒
業後は、日本の会社に就職したいと思っています。日本が大好きなのでもっと文化を理解して日本
語も上達したいです。将来は、母国タイに帰ることになると思いますが、日本とタイの架け橋になれ
るよう貿易業を営みたいです。私は、和食が世界で一番大好きなので、食料品についても経営して
いければと思っています。不景気が続く世の中で、正直将来に不安を感じることもありますが、夢を
持って一生懸命頑張れば、必ず ”夢は叶う” と信じています。
－THITIMA BOONYAVECHCHEEVIN (20) 専門学部：経済学部 ニックネーム：モモ タイ出身

運営学生の組織化により 事業目的の理解、運営能力の向上、発展的な関与を実現！
42ヵ国
Global Education
Education Project
Project に登録
に登録
42ヵ国 270名が
270名が Global
■
■ 年3回の全体ミーティング
年3回の全体ミーティング プロジェクトの理念とビジョンを共有化
プロジェクトの理念とビジョンを共有化
■
■ 核プロジェクトメンバーが通年でプログラムを開発
核プロジェクトメンバーが通年でプログラムを開発
■
■ プログラムに向けての集中トレーニング
プログラムに向けての集中トレーニング
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

日本国内の大学で学ぶ様々な国々から選ばれた男女学生
日本国内の大学で学ぶ様々な国々から選ばれた男女学生
英語でコミュニケーションを行う能力を有する人
英語でコミュニケーションを行う能力を有する人
自国の文化を伝え、また日本の文化も知りたいと思っている人
自国の文化を伝え、また日本の文化も知りたいと思っている人
日本の生徒と交流したいと思っている人
日本の生徒と交流したいと思っている人
８～１０名の生徒につき1名の国際学生、全体で3名程度の日本人学生が活動をサポート
８～１０名の生徒につき1名の国際学生、全体で3名程度の日本人学生が活動をサポート

実績
実績

教育理念と育成力がもたらす成果を参加者・学校が高く評価！
教育理念と育成力がもたらす成果を参加者・学校が高く評価！
参加者満足度８５％以上（学校行事型）
参加者満足度８５％以上（学校行事型）
参考データ
参考データ

２００９年度
２００９年度
２０１０年度
２０１０年度
２０１１年度
２０１１年度

１０校
１０校
１５校
１５校
１５校
１５校

１,０２３名
１,０２３名
３,５４６名
３,５４６名
２,６７７名
２,６７７名

プログラム・スケジュール（3日間コース例）

企画はすべてオーダーメイド

参加者の自主性を求める場面を導入し、目標観や協力の必要性を体感！
研修の目的や期間に合わせて、
プログラムの内容をカスタマイズできる！
■ 海外研修の事前学習、国内修学旅行の一貫、
異文化体験・国際理解、英語研修など様々な目的
やテーマに合わせたプログラム構成が可能です。
■ スケジュールプランは1日～3日間のプログラ
ム構成が対応可能です。
■ グローバル人材育成プログラムは、参加者に
世界の広さと可能性の気付きを提供し、自分のこ
ととして発信し行動することの大切さを感じさせる、
次代対応能力を育成する プログラム構成です。
■ 活動内容や目的に合わせたワークブックを作
成・配布します。ワークブックは事前研修の段階か
ら活用することが可能です。プログラム実施期間
中は、ワークブックを活用し活動内容を記録に残
すことができます。
＜事前学習例＞
■ プログラム参加にあたっての目標観や姿勢に
ついての話し合い。（参加目的の再認識とイメージ
を持つ）
■ 交流予定の留学生の出身国についての情報
（基本情報、歴史、文化、生活など）を調べる。
■ 留学生に聞いてみたい質問を英語と日本語の
両方で考える。（ディスカッションや プレゼンテー
ションへ向けての前準備として）

＜１日目＞
１１：３０
１２：３０
１３：３０
１４：００
１４：３０
１６：００
１６：３０
１８：００
１９：００
２０：００

留学生・運営スタッフによる出迎え
昼食
歓迎会 留学生の紹介・概要説明
◆交流活動① アイスブレーキング活動
◆交流活動② 「Explore the World」 国際文化祭
◆学習活動① グローバルインタビュー
◆学習活動② グローバルディスカッション
夕食
◆交流活動③ レクリエーション
終了

＜２日目＞
０９：３０
１１：００
１２：００
１３：００
１５：００
１６：００
１７：００
１８：００
１９：００
２０：００

◆学習活動③ 留学生プレゼンテーション
インプレッションリーディング 皆と感想を共有
昼食
◆学習活動④ 創作活動 プレゼンテーション準備
◆交流活動④ レクリエーション
グローバルクイズショー 留学生の出身国に関するクイズ
フリータイム
夕食
◆交流活動⑤ グローバルタレントショー
終了

＜３日目＞
０９：３０
１０：３０
１２：００
１３：００
１４：００

◆学習活動⑤ プレゼンテーションリハーサル
◆学習活動⑥ グローバルプレゼンテーション発表
昼食
修了式
終了

文化の多様性に触れる機会を設定し、国境を越えた友情を体感！
世界の共通語としての英語の必要性を感じることができる！
International Student Presentation
留学生によるプレゼンテーション。プログラムの目的に基づいたテーマでパワーポイントや
映像などを踏まえながら、母国の現状、体験・経験談、進路観、将来の夢、世界に貢献で
きることなど、彼らが今考えていることについて熱心に参加者へ語りかけます。
Explore the World
留学生が出身国ごとにその国と文化紹介のブースを設置。（ブースは時間ごとにローテーション
しながら見学）紹介を通じてそれぞれの国の文化理解を深めます。
Global Interview & Discussion
小グループﾟに分かれて留学生とテーマに基づき意見・情報交換を行います。留学生から
の意見を聞くだけでなく、お互いに感じたことや学んだことを共有します。
Global Talent Show
留学生からの出し物文化や伝統芸能の披露。参加者からも日本の文化や特技を留学生
に披露します。（例：茶道、ダンス、剣道、合唱 など） ＊参加者からも事前準備が必要です。
Global Presentation
留学生との交流を通して学んだことや感じたことをテーマに沿ってグループごとにまとめま
す。プログラムの最後にグループごとに発表します。
＊プログラムの内容は参加団体の目的や活動時間により変更になる場合がございます。

参加者の声
一人ひとりが異文化を感じ、視野を広げることができる！
留学生と真のコミュニケーションを通して達成感を実感！
＜留学生や活動の中から学んだこと＞
＜留学生や活動の中から学んだこと＞

■言葉が違うからこそコミュニケーションを図り、分かり
合おうとする

6% 3%
10%

＜参加者からのコメント＞

34%

15%

コミュニケーション・相互理解

■恵まれた国日本・幸せな環境に感謝

気づき・異文化理解

■コミュニケーションツールとしての英語の重要性

英語

■尊敬：言葉の壁を乗り越える・日本についてよく知って
いる・勉強熱心・周りの学生と力を併せて壁を乗り越える

留学生について
挑戦すること
友情・出会い

32%

■一生懸命やってみること・諦めない・周りと力を併せて
乗り越える
■友情・友達になることの素晴らしさ・出会いは奇跡

＜感想＞
＜感想＞
★
★ 留学生のプレゼンテーションがすごく心に残りました。貧困という大変な問題につ
留学生のプレゼンテーションがすごく心に残りました。貧困という大変な問題につ
いて知り、とても悲しくなりました。自分達に何が出来るかこれから考えたいです。
いて知り、とても悲しくなりました。自分達に何が出来るかこれから考えたいです。
★
★ 初めて出会う皆さんなのに、とても仲良くしてもらい、友達になれて嬉しいです。
初めて出会う皆さんなのに、とても仲良くしてもらい、友達になれて嬉しいです。
英会話は好きでしたが、苦手だった私が皆さんと出会い、英会話をして絶対苦手を克
英会話は好きでしたが、苦手だった私が皆さんと出会い、英会話をして絶対苦手を克
服してやる！と思いました。また皆さんに会えることを夢にみています。
服してやる！と思いました。また皆さんに会えることを夢にみています。
★
★ 今日の出会いは奇跡だと思います。時間が経つにつれてとても楽しく本当の心
今日の出会いは奇跡だと思います。時間が経つにつれてとても楽しく本当の心
からの笑顔で笑っていました。いつの間にか引き込まれていたと思います。初めて見る
からの笑顔で笑っていました。いつの間にか引き込まれていたと思います。初めて見る
ものがいっぱいで英語もたくさん理解できました。とにかく楽しいプログラムでした。
ものがいっぱいで英語もたくさん理解できました。とにかく楽しいプログラムでした。
★
★ ゲームやコミュニケーションを重ねていくうちに何となく意思の疎通が出来るように
ゲームやコミュニケーションを重ねていくうちに何となく意思の疎通が出来るように
なりました。民族衣装を着させて頂いたりしているうちにどんどん親近感が湧いてきて最
なりました。民族衣装を着させて頂いたりしているうちにどんどん親近感が湧いてきて最
後別れるのが少し辛かったです。
後別れるのが少し辛かったです。

心に残る留学生のことば
年齢の近い彼らが、情熱を持って、自分の言葉で伝えようとする姿勢が参加者の心に響く
留学生から発せられる言葉の一つ一つは、
心からの「生きた」メッセージとして、参加者
一人一人の心に届けられます。

シリアからの留学生Mohammadからの問いかけ
シリアからの留学生Mohammadからの問いかけ
“Do
“Do you
you know
know how
how lucky
lucky you
you are?”
are?” 自分がどれだけ幸せか知ってるかい。
自分がどれだけ幸せか知ってるかい。
世界では戦争・飢餓・貧困のために、生きることが困難な人々がたくさんいる。
世界では戦争・飢餓・貧困のために、生きることが困難な人々がたくさんいる。

なぜそうなるのか？ それは年齢のさほど
変わらない彼らだから。国籍・宗教・文化な
どの背景を超えた心の叫びだから。

4秒に一人の割合で子どもたちが、飢餓のために命を失っている。
4秒に一人の割合で子どもたちが、飢餓のために命を失っている。
まずは、自分たちがどれだけ恵まれているか、自覚しようじゃないか。
まずは、自分たちがどれだけ恵まれているか、自覚しようじゃないか。

そして、参加者のために少しでも役に立ち
たいという彼らの「想い」があるから。

そして、与えられた命を一生懸命生きようじゃないか。いつ死ぬか分からない。
そして、与えられた命を一生懸命生きようじゃないか。いつ死ぬか分からない。
でも、目標に向かって日々生き続けることはできる。大切なことは3つ。
でも、目標に向かって日々生き続けることはできる。大切なことは3つ。
①目標を持つこと
①目標を持つこと ②自分を信じること
②自分を信じること ③夢に向かって行動すること
③夢に向かって行動すること

プログラム企画運営・
Global Education Company LbE Japan (エルビージャパン)
あいうえお

Tel: 092-791-6581
Email: info@lbejapan.co.jp

Fax: 092-791-6582
HP: http://www.lbejapan.co.jp

