
平成 25年度関市学校教育夢プラン「中学生海外研修」 
 

関市教育委員会では今年、学校教育

夢プラン「中学生海外研修」として、

市内中学生８名をアメリカ（ニューヨ

ーク市・ワシントンＤＣ）に派遣しま

す。 

その結団式・第 1 回事前研修会を６

月１６日（日）に行いました。参加生

徒は市長、教育長の激励の言葉を聞き、

「海外研修」への決意をあらたにしま

した。その後現在まで９回事前研修を

行ってきました。 

 ８月２１日（水）には、午前９時か

ら出発式を市役所市民ホールで行い、

１０日間の現地（海外）研修に出発し

ます。また、帰国後は、報告会も行う予定です。 

 

【参加生徒８名】 

青山実薫（緑ヶ丘２年）、井藤郁弥（武芸川２年）、小川菜那子（桜ヶ丘３年）、 

粥川楓日（武儀３年）、佐藤公哉（緑ヶ丘３年）、松田夏穂（小金田３年）、 

村山康大（富野３年）、渡邉こころ（旭ヶ丘３年） 

 

【引率者】 

学校教育課職員、市内中学校教頭 



①関市市役所9:00集合（当日出発式：市民ホール:）

②関市のバスにて中部国際空港へ （昼）　機内

（夕）

④ワシントンDC着後ホテルへ

（発）ホテル （朝）ホテル

↓ 専用バス

↓ 専用バス

（着）集合場所

（発）集合場所 ①集合場所までホストファミリー送迎 （朝）（夕）

↓ 専用バス ②市庁舎訪問

ワシントン郊外 ③ワシントン郊外見学 （昼）

↓ 専用バス ④企業訪問（日本企業）

（着）集合場所 ⑤ホストファミリー出迎え

（発）集合場所 ①集合場所までホストファミリー送迎 （朝）（夕）

↓ 専用バス ②学校訪問

ワシントン郊外 ③世界銀行　その他 （昼）

↓ 専用バス ④ フェアウェルレセプション

（着）集合場所

（発）集合場所 ①集合場所までホストファミリー送迎 （朝）

↓ バス・列車 ②ニューヨークへ専用バスで移動

ニューヨーク ③（午後）コロンビア大学見学 （昼）（夕）

↓ 専用バス ④ニューヨーク施設見学

（着）ホテル ⑤ホテル到着

（発）ホテル ※ホテル出発 （朝）

↓

（昼）（夕）

↓

（着）ホテル

（発）ホテル （朝）

↓ ※空港から飛行機で日本へ

空港 　（デトロイト空港経由）

飛行機

（着）

↓ ②解散式

関市役所

（金）

８月

第
９
日

８月

第
１
０
日

ホテル

２９日 機中泊

（昼）（夕）
機内

（木）

↓

①中部国際空港到着後、関市バスにて
関市役所へ（20:20到着）３０日 中部国際空港

ニューヨーク
（ホテル）

ホテル

２８日 ニューヨーク市内

（水） ※ニューヨーク

○国連本部　○メトロポリタン美術館
○リバティ島（自由の女神）
○エンパイヤーステートビル
○タイムズスクエア　○連邦準備銀行
などの施設見学後、ホテルへ

８月
ニューヨーク
（ホテル）

ホームステイ先

２７日

（火） ※ニューヨーク

第
８
日

８月

第
６
日

８月 ホームステイ先

２６日 ホームステイ先

（月） ※ワシントン

第
７
日

ホームステイ先

（土）

第
５
日

ホームステイ先ホストファミリーと過ごす（終日）

８月

２５日 ホームステイ先 ホームステイ先

（日）

ホームステイ先

２３日 ホームステイ先

（金） ※ワシントン

第
４
日

ホームステイ先ホストファミリーと過ごす（終日）

８月

２４日 ホームステイ先

第
２
日

８月

２２日 ホームステイ先

（木）

第
３
日

８月

①リンカーン記念堂・リンカーン記念
館・　ホワイトハウス・スミソニアン
国立航空博物館・連邦議会堂・日本大
使館・大聖堂等の見学（入場できない
施設もあり）

ワシントンDC

②ホストファミリーと出会う。ウェル
カムレセプション後各家庭へ（ホスト
ファミリーとともに）

宿泊場所 食事

第
１
日

（発）
関市役所
（発）
中部国際空港
（着）専用バス
ワシントンDC

８月

２１日 ③デトロイト空港経由
（デトロイト空港視察ツアー）（水） ※ワシントン

（昼）

※ワシントン

（夕）

ホームステイ先

ワシントンＤＣ
（ホテル）

関市学校教育夢プラン「中学生海外研修」日程表

日付 滞在地・発着地 研修内容



関市学校教育夢プラン 

２１世紀中学生リーダー養成研修会 実施要項 
 

Ⅰ．目 的 

市にゆかりのあるリーダーの体験談や演習などを通して自己肯定感やリーダーとしての自覚を

高め、自らの目標に向かって挑戦する高い志と、社会に貢献しようとする意欲と実践力を育む。 

 

Ⅱ．対 象 

・市内中学校生徒 ３４名  男１６ 女１８ （市内１１中学校より２～４名） 

 

Ⅲ．日時 

・平成２５年８月１９日（月）～２１日（水） ２泊３日 

  （平成２５年８月２日（金）９時～１２時 事前研修会を行う。） 

 

Ⅳ．研修場所 

・市庁舎（６階大会議室）、中池自然の家等 

 

Ⅴ．主なプログラム 

8月19日（月） 8月20日（火） 8月21日（水） 

9:00 開講式 9:00 講話 岐阜県農業協同組合 

中央会会長  岡田 忠敏氏 

9:00 発表会準備 

 関高校生徒会との交流 

9:30 講話 中部学院大学 

短期大学部学長 片桐 多恵子氏 

10:30 発表会準備 

  

13:00 発表会  

私たちの関市～将来のまちづくり 

特別発表 

「関高校生徒会によるプレゼン」 

11:00 演習 グループワーク 

 「コミュニケーションをとる」 

13:30 先端科学施設見学 

 核融合科学研究所（土岐市） 

1 13:00 会社見学・講話（フェザー） 

商工会議所会頭  後藤 雄介氏  

18:45 キャンプファイヤー 

「Let’s enjoy！」  （泊） 

15:00 閉講式  

 

15:30 地域・学校紹介 

 学校対抗プレゼン大会 

18:45 発表会準備 

             （泊） 

 

◎今年度のポイント 

①２泊３日のプログラムとし、生徒同士の交流・議論の時間を確保！ 

→人間関係を深め、他校のリーダーの考え方に触れる 

②フェザー安全剃刀株式会社の医療用製品工場や土岐市の核融合科学研究所の見学!!  

    →社会や世界の最先端に触れ、将来の夢・志を大きく持つ 

③発表会における関高校生徒会との交流!!! 

    →高校生リーダーのものの見方や考え方を学ぶ 

 


