


武田中学校高等学校の創立50周年を機に、建学の精神「世界的視野に立つ国際人の育成」に原点回帰
して作られたコースです。グローバルな視点を持ち、世界に貢献できる力を身につけます。担任には
外国人講師や英語科教師、国際学担当教師が就き、授業だけでなくSHRも英語で行います。また、教室
の中だけにとどまらず、平和公園訪問や地域の国際交流イベントへの参加など、多くのフィールド
ワークもあります。他校にはない独自のカリキュラムで、国内の外国語系、国際系、教育系の学部へ
の進学はもちろん、海外の大学進学までサポートします。なお、GSコースの入学者は、中学時代の外
国語（英語）の成績が５段階で平均4.0以上、または英検３級か同等の英語力を持っていることが望ま
しいです。

２年生の夏には、約1ヶ月間のハワイ研修があります。学生数8000人
以上の、ハワイのコミュニティーカレッジの中では２番目に大きな規
模の大学で研修を行うプログラムです。

Aloha! ハワイ研修 →3～6ページ

Enjoy! GSキャンプ →7～8ページ
少人数のGSコースだからできる、学校で行う宿泊研修
です。２年目は１年生と２年生が一緒に行い、学年を
越えて交流しました。

Welcome! 短期留学生 →9～10ページ
武田中高には毎年多くの短期留学生が訪れますが、
原則GSコースに在籍し、相互理解を深めます。

Go abroad! 短期留学 →11ページ

長期休みを利用して、個人で短期留学を行う生徒もいます。

GSコースでは英語のみならず、第二外国語として「スペイン語」か「中国語」が選択できる
豊富な外国語の時間が目玉の一つです。言語以外にも、「広島学」、「比較文化」、「平和
学」といった独自のカリキュラムで、日本と世界の文化を学ぶことができる３年間です。

Study! オリジナル授業 →12ページ

GS２期生オンライン座談会 →13～14ページ

GSコースでの１年間を終えた２期生に、
オンラインで話を聞きました。
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※2021年度入学生からの新カリキュラムです。



TAKEDA native teachers

Ashley Souther先生
（英語）

Vervenioti Magda先生
（英語）

南舒婷先生（中国語）

Jodie Yamamura先生
（英語）

English widens our 
perspective!

Play, learn and 
grow… together. 
English is fun・◡・

让我们一起学习可以
实际交流的中文吧。
（コミュニケーションができる
中国語を学びましょう。）

I love to connect my 
students to the world. 
Communicating with people 
who are different from us 
isn’t easy, but it’s important   

for our future. And it’s fun!

Rony José Vargas Villalobos先生
（スペイン語）

（外国語の勉強は他の文化の勉強です。
違う目で世界を見ませんか?）

Aprender un lenguaje también es aprender otra 

cultura. ¿Quieres ver el mundo con otros ojos?
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Aloha! ハワイ研修
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Enjoy! GSキャンプ
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～アメリカからの留学生 Jane～
約１ヶ月みんなと過ごしました。GSに
とって初めての留学生でどきどき
でしたが、笑顔がいっぱいなアメリ
カンガールでした。 Shunta

～ドイツからの留学生 Yuki～
約４ヶ月みんなと過ごしました。何
カ国語も喋れるマルチリンガルで、
ちょっとクールでお茶目な女の子で
した。 Shunta

Australia

Welcome! 短期留学生
この２年間で武田を訪れた短期留学生たちの
ほんの一部をご紹介！
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India
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私は夏休み中に、広島県とグアナファト州が行っている
exchange programに参加しました。このプログラムは両
政府の友好関係の強化を目的としていて、広島県全域
で３人の高校生を募集しています。このプログラムに合
格したら無料でメキシコに行けます！！州政府が行って
いるので、日系企業や大使館への訪問など普通の旅行
ではできないこともできちゃいます！
Kanako

このプログラムではメキシコの一般家庭にホームステイ
をします。私のステイ先は、メキシコのシスター＆ブラ
ザーと２人の友人のドイツ人の男の子もいて、色々な文
化に触れることができました。

Go abroad! 短期留学

Kanako Tome

長期休みを利用して個人で短期留学！

Erena Iwaki
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「広島学」の時間に、初
めてのフィールドトリップ
で袋町小学校平和資料
館、旧日本銀行広島支店、
平和資料館、シェモーハ
ウスに行きました。

この授業を受けるまでは、ほとんどの人が宗教と
いうものを意識していませんでした。ですが実際
には、生活の中でたくさん関わっています。皆さん
も宗教についてこの授業で学び合い、深め合い
ましょう！！

Study! オリジナル授業

外部講師をお招きすることも！

比較
文化

広島学

着付け教室

中３と一緒に着付けを体験し、日本文化を
学びました。初めて浴衣を最初から最後ま
で着付けましたが、優しい先生方に教えて
いただき、みんな上手にできました！
これでみんな完璧にお祭りに行けるぞ！

第二外国語として、中国語かスペイン語を選
択することができます。週に２時間、ネイティ
ブの先生と少人数で学ぶことができるので、
一人一人が話す時間もたくさんあります！
時にはゲームをしたり、自分でプレゼンを
作ったり、様々な方法で２年間学びます。言
語はもちろん、中国とスペインの文化にも触
れられる、貴重な時間です。

中国語

スペイン語

让我们一起
学习吧！

オリジナルキルト制作

１年時の家庭基礎の時間には、クラス全員でデザインから考えたオリジナル
キルト作品を共同制作します。１期生が制作した作品は、「日本キルト大賞」
で見事入選し、東京ドームで開催された「第１９回 東京国際キルトフェス
ティバル」という日本最大のキルト展で展示されました。１年生の４月から東
京ドームで展示されることを目標としてみんなで頑張って縫い進めてきた
ので、実際に展示されているのを見たときには大きな喜びがありました！
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GS2期生オンライン座談会

まず、なぜ武田高校のGSコース
に入ろうと思ったのか教えてく
ださい。

私は10年間フラダンスを習って
いて、GSのハワイ研修にとても
興味を持ったのがきっかけ。た
だ、英語が特別できる訳ではな
かったから、やっていけるか悩
んでいたんだけど、１期生の當
銘先輩に背中を押してもらって
進学を決意した。

桜子

私はアメリカで育ったから、英
語が活用できるGSに興味があっ
たのよね。パンフレットを見て
みると、小学校のころから学び
たいと思っていた平和やヒロシ
マのことも、GSなら学べそうだ
と思って。将来、海外の大学に
進学するにも有利だと思った。

莉子

私は、元々は他の学校の国際系
のコースに行こうと思っていた
んだ。でも母に武田高校のGSも
勧められて、オープンスクール
やオープン模試に参加して、実
際に武田の先生の話を聞いたり、
授業を体験したりした。その時、
「広島学」や「比較文化」と
いった、GSにしかない魅力的な
授業を知って、以前目指してい
た学校よりも自分のやりたいこ
とができるコースだと思ったん
だよね。スペイン語か中国語が
学べるのも魅力だった！

詩月

３年目を迎えてこの春から3学年全てがそろったGSコース。
その中から2期生の５人に、入学のきっかけから、将来の夢
まで、オンラインでたずねました。

私もどこか国際系のコースのあ
る高校に行きたいと思っていた
けど、武田のGSの存在は知らな
かった。夏のオープン模試に来
てみて、施設の綺麗さ…実はト
イレなんだけど（笑）、その綺
麗さを見て、いろんなことにお
金をかけてくれそうだと思った。
これが決定打（笑）

エレナ

それぞれいろんなきっかけが
あってGSコースを選んだんです
ね。魅力を感じたポイントも
様々ですが、そんなGSコースで
1年間過ごしてみて、よかった！
ここでしかできない！と思った
ことはありますか？

まずはやっぱり留学生とたくさ
ん交流できることかな。GSに優
先的に入ってくれるから、一緒
に生活できたのがよかった。

エレナ

私もそう思う！１年間でいろん
な国の人が来てくれて交流でき
たよね。

莉子

本当にいろんな所から来てくれ
たね。オーストラリア、ブラジ
ル、ハワイ…一生懸命英語でコ
ミュニケーション取ったなぁ。
私はホームステイの受け入れも
経験できた。短期間でも大切な
家族のような関係になれるから、
ホームステイはいいよ。

桜子

家庭科では、そのいろんな国の
料理を作って食べたよね。あと、
私は期待していたGSだけの授業
もよかったな。「比較文化」で
はずっと日本に住んできた人で
も知らないことを学べたと思う。

莉子

授業は教室を飛び出して、
フィールドトリップで実際に現
地に行って交流したり、見学し
たりもしたよね。

詩月

「比較文化」はいろんな宗教に
ついて学んだね。日本に住んで
いると、あまり宗教について深
く考える機会はないけど、海外
に行くと宗教について聞かれる
こともあるかもしれない。実際
に住職さんのお話を聞く機会も
あってとてもよかった。

桜子

「広島学」では、主に「ヒロシ
マ」について学んだけど、その
ときフィールドトリップがあっ
たね。新しくなった原爆資料館
はもちろんだけど、袋町小学校
の平和資料館、シェモーハウス、
旧日本銀行広島支店と、戦争に
ついて理解が深まるような校外
学習ができたと思う。

桜子

私は「検定英語」の時間もあり
がたかった。授業の中で面接の
練習もしてくれて、これはGSに
しかない授業だなと思った。英
検だけじゃなくて、TOEICのリ
スニング練習やライティング練
習もあって、とても勉強になっ
たな。

詩月

あとこれはGSに限った話じゃな
いけど、武田に来て、イギリス
英語もアメリカ英語も認めても
らえたのがとても嬉しかった。
幼い時から習っていた英語がイ
ギリス英語で、中学で習うアメ
リカ英語と違って苦しんだ。で
も武田では、イギリス英語もア
メリカ英語も関係なく評価して
もらえて、自分らしく勉強する
ことが出来た。英語の授業が好
きになったよ。

詩月

留学生が多く来てくれることと、
GSコースだけのオリジナル授業
はやはり大きな魅力ですね。他
には何かありますか？

そうそう、授業中は発言し放
題！授業の終わりまでには、必
ずその時間のことはばっちり理
解できた。

エレナ

人数は少ないんだけど、いろん
な子がいるのも良いところだと
思う。とてつもない英語力の子
がいて、その子に追いつきた
い！と奮起して英語に対する姿
勢が変わったと思うな。あと、
先輩のクラスにもうちのクラス
にも国籍の違う子がいるし、帰
国子女の子、ミックスの子、本
当に様々で、日常的にもプチ異
文化交流気分が味わえる！！

エレナ

ルーツはそれぞれだけど、将来
世界で活躍したい人が多くて、
みんなフレンドリーだよね。さ
すがGSだなって思った。

莉子

エレナ 莉子 桜子 詩月 春樹

僕もパンフレットを見て、スペ
イン語か中国語を選択できると
ころに魅力を感じた。卒業後に
海外の大学を目指せるところに
興味を持ったのも同じ。
あと、中学では英語を話す機会
はALTの先生としかなかったけ
ど、GSなら国際交流が多いから、
より英語に触れられるのも魅力
だったよ。

春樹

僕は、クラスが少人数なのが利
点だと思ってる。みんなが仲良
くなることが必須になるし、常
に協力も出来たと思う。授業中
も、わからないことがあったら
聞きやすいし、先生もそれにす
ぐに気付いてくれた。自分の意
見も言いやすく、しっかり発言
することができた。

春樹
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GSコースの良さを聞いてきまし
たが、そんなGSコースにはどん
な人が向いていると思います
か？どんな人に勧めたいです
か？

一人ひとりの個性が強くて、周
りの色に染まるのではなく、そ
れぞれが違う色でお互い刺激し
合い、助け合い、高め合う。そ
んなクラスだと思う。

詩月

私は誰でもGSに入っていいと思
う。特別英語が上手じゃないと
いけないってことはなくて、英
語をもっと学びたい人、将来世
界を舞台に生きていきたい人に
は勧めたいな。

莉子

ちょっとしたきっかけでもいい
と思うんだよね。得意な英語を
伸ばしたいとか、私みたいにハ
ワイへの留学に行ってみたいと
か。私は英語が特別得意なわけ
じゃなかったけど、ネイティブ
の先生の授業について行かな
きゃいけないっていう良い方の
プレッシャーで、この１年の間
に英語力が伸びたと思う。

桜子

私も英語が得意な必要はないと
思うな。私自身、そんなに流
ちょうに話せるわけではなかっ
たし、他の高校に行った友達で、
私より英語ができる子はいたよ。
GSに入るために大事なのは、英
語ができる・できないではなく
て、やってみたいかどうか。GS
は新しいことや自分がやってみ
たいことに挑戦するクラスだと
思うので、自分の意志を突き通
したい人に勧めたいと思う。

詩月

うん、得意かどうかよりとにか
く英語が好きな人に私は勧めた
いな。英語が好きで、将来英語
を活かした職につきたいと考え
ている人にもおすすめ！

エレナ

国際系に興味のある人にはぜひ
入ってほしいなぁ。言語系に興
味がある人にも。先輩や僕たち
の学年にもそういう人が多いか
ら、学校もそれに合わせていろ
いろやることを考えてくれてい
ると思う。

春樹

あと、国際交流したい人にも勧
めたい。さっきも言ったけど、
たくさん留学生が来てくれて、
国際交流のイベントがどんどん
あるからとても向いていると思
う。それから留学したい人も！

エレナ

僕は海外の大学を目指している
よ。海外に行くことで、今まで
以上に様々な人たちと関わって、
人間的に成長したいと思ってる。
だから僕も、英語だけじゃなく
てスペイン語も日常会話ができ
るくらいまで身につけたい。国
際人としての教養も学びたいな。

春樹

もちろん、英語に自信がある人
も入ってほしい！英検３級以上
の力がある人が目安になってい
るけど、実際には準２級以上を
持っている人もたくさんいるか
ら、クラスのみんなが準２級以
上を持っていればGSがよりよく
なる気がするな。

春樹

将来の夢が国際的なものの人に
はぴったりだね。さまざまな国
の人と関わることができるから、
自分の行動次第では、その機会
をまたいつか活かして活動でき
るかもしれないよ。

桜子

自分の行動、気持ちってとても
大事だと思う。英語がやりたい
という意志、助け合う気持ち、
自分らしく生きたいという思い
をもっている人に入ってほしい
な。好奇心を大切に、GSに入っ
て心から自分のやりたいことを
後輩たちには見つけてほしい。

詩月

あ、受験のときには英語の面接
があるけど、事前に中学校の英
語の先生と練習しておけば大丈
夫！

莉子

英語や国際交流に興味のある後
輩がたくさん入ってきてくれる
といいですね。それでは最後に、
将来やりたいことと、そのため
に残りの２年間、GSコースでや
りたいことを教えてください。

やっぱり私は英語に関わる仕事
をしたいな。旅行スタッフとか、
留学コーディネーターとか。そ
のために、とにかくもっと英語
をしゃべれるようになりたい。
去年参加したディベートでは、
自分の語彙力と表現力の低さを
痛感した…だから残りの学校生
活では、積極的に海外の人と関
わって、コミュニケーション力
も含めて伸ばしていきたい。英
検は準１級を取るのが目標！

エレナ

将来の目標に向かって、これか
らも多くの経験を重ねていって
ください。今後のみなさんの活
躍を楽しみにしています。あり
がとうございました！

私はまだ将来のことが何も決
まってなくて…焦りながら自分
のやりたいことを模索中。でも
せっかくGSに入ったから、何か
国際関係のことをやりたいとは
思ってる。もともとハワイに憧
れていたから、実際にハワイに
留学したら、それが自分の将来
に大きく影響するかもしれない。

桜子

国際関係の進路に進むなら、こ
れからの２年間ではもっと英語
に貪欲になりたい。１年生の時
はまだ恥ずかしくて積極的に話
すことができなかったから。

桜子

卒業後は、国内の外語大学か国
際学部のある大学に進学して、
語学力をもっと高めて３度目の
ニュージーランド留学に行きた
い。そして将来は外資系企業に
入社するか、英会話教室を開き
たいと思っている。

詩月

そのために英語はもちろん、２
年生から始まる第二外国語のス
ペイン語のスキルアップもした
いな。大学でも通用するように
スペイン語検定も取りたい。あ
と、「広島学」や「比較文化」
などの教科の勉強にも励んで、
国際人としての知識を身につけ
て、自分が生まれた街について
よく学んでおきたいと思う。

詩月

将来の夢はまだはっきりとは決
まっていないけど、医療系の仕
事につきたいなとは思ってる。
医療系の仕事は国際的なことに
関係ないように見えるかもしれ
ないけど、私は外国の大学に進
学して、外国の職場に勤めたい。

莉子

あと、将来どんな仕事に就いた
としても、戦争の恐ろしさと平
和の大切さを多くの人に伝えて
いけるようになりたい。最初は
小さな活動から始めて、いつか
は世界のみんなの前に立ってス
ピーチができるくらいになるの
が夢。だから、高校生の間に
もっと平和活動にも参加したい。
それから日本とアメリカの戦争
の事情だけではなくて、いろい
ろな国や地域の戦争や紛争につ
いて学びたいと思う。これから
先、国際交流でGSに来てくれる
人たちとも、将来お互いに助け
合える立場になればいいな。

莉子
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