


GSコースだけのいろいろな
授業が受けられます。

→５～８ページ



独自のカリキュラムにも注目！

３年間学ぶ比較文化や、第二外国語（中国語かスペイン語）、
広島学・平和学など、GSコースでしか学べない授業がたくさんあります！

学校HPのGS紹介
も見てくださいね！

※2022年度入学生からのカリキュラムです。2021年4月現在の予定ですので、2年次以降の箇所は変更になる場合もあります。
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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。
ここで紹介しているのは、１期生（２０１８年度

入学生）の様子です！

研修
旅行



コロナ禍にあって海外に行けなかった
２０２０年度の２年生（２０１９年度入学生）は、
福島県にあるブリティッシュヒルズに研修に
行きました。ブリティッシュヒルズは日本に
いながら英国体験のできる施設です。
たくさん貴重な体験ができたそうです！



世界のことを学ぶにはまずは日本のことから、
広島のことから。広島に住んでいても知らない
ことがまだまだあったんだと気付きました。
世界中の人々と交流するためには、

宗教の理解もとても重要！
３年間でたくさんのことを学んで、考えます。

広島のことをはじめ、平和について学び考える「広島学」。
フィールドに出て学ぶこともあります。シュモーハウスなど、
初めて訪れる場所もありました。当時の伝言板からはその
悲惨さが伝わり、私たちがしっかり理解して未来に伝えて
いかないといけないと思いました。

広島学

比較
文化

海外では特定の宗教を信仰しているのが当たり前なので、
海外の人と交流するときに困らないように、主に宗教に
ついて学ぶ「比較文化」。ほとんどの生徒は、世界の宗教に
関する知識がありませんでしたが、１年間比較文化の授業を
受けて、宗教が身近になった気がします！

特色
授業



机に向かっての勉強だけでなく、
体を動かしたり、表現したりする授業も

たくさんあります！
少人数だからできることもあって、
普段の授業も特色のある取り組みに

あふれています！

ゴルフ
（体育）

通常の科目の中でも、少人数だからできる取り組みが
たくさん！学校のマイクロバスに乗って、近くのゴルフ
練習場に行き、実際にボールを打つ練習をしました。
他にもパラリンピック競技の「ボッチャ」を体験する授業も！

劇
CM作り

「英語表現」の授業でも、英語で劇をしたり、
CM作りをしたり、楽しいアクティビティが
たくさんあります！劇は小道具や衣装にも
力を入れ、体育館で上演しました。

自分たちで撮影・編集して作った
GSコースのCMは、
こちらのQRコードから
ご覧ください！



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。

私たち３期生が作ったキルトのテーマは
「Beeなりたい自分に」でした。
このGSbookの中にもミツバチが

隠れていますよ！

Cooking

食文化の違いは実際に作って、食べて実感します。
１年間でいろいろな国の料理を作りました。

着付け教室



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！

私たち３期生は２年生と３年生の
２年間で第二外国語を学びます。
どんな授業が受けられるのか、
今からとっても楽しみ！

英語でスラスラ自分の
考えを言える先輩が
とてもかっこいい！

実際の映像はこちらから！

番外編～アメリカのTVがGSコースを取材！～

２０２０年７月３０日、アメリカ公共放送局PBS
（Public Broadcasting Seｒvice)の取材が
武田高校GSコースで行われました。75回目
の原爆の日を迎える広島の中高生が「平和
教育」を通じて被爆や平和について何を思い、
何をどのように語り継いでいこうとしている
のかをテーマとした取材でした。GSコースの
「広島学」「平和学」での取り組みが、アメリカ
でも発信され、注目を集めました。

取材当日の様子を紹介した
HP記事はこちら↑

スペイン語
カルロス コレアレス先生

中国語
楊雪先生



～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ドキドキで
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

武田には毎年たくさんの短期留学生が来てくれます。
GSコースのクラスで過ごす時間が長く、短期間でも
とっても仲良くなれます。早くコロナが収まって、
またたくさんの留学生が来てくれますように！

国際
交流



２０２０年度はコロナ禍で留学生が来ることは
できませんでしたが、Zoomで様々な地域の
人と交流することができました！

シンガポールの学生たちとZoomを
通しての交流では、現在のコロナの
状況や、文化や決まりの違いを知りま
した。シンガポールはとても国際的で、
日本にはない雰囲気を感じました。

大邱（テグ）の学校に通って
いる生徒とZoomを通じて交
流しました。韓国に行きたい
気持ちが強くなりました！



１年間ＧＳコースで過ごした私たちが、次の質問に答えました！
１．ＧＳコースでよかったと思うところ
２．ＧＳコースはこんな人にオススメです！
３．ＧＳコースをひとことで表すと？

１．少人数なのでクラスのみんなと関われるところ
２．いろんなことに積極的に取り組みたい人
３．「愉快」

独特の雰囲気があって、個性豊かなメンバーがそろっているから。

１．窮屈じゃないところ。勉強もするけど、勉強ばかりではなくて、自己表現をする力を
伸ばしてくれる、自由度の高いところがありがたい！
個性豊かな人が多いところ。自分と違う人がいることが学びになり、価値観も広げられる！

２．クリエイティブなことをしたい人 自由度が高いところで学びたい人
英語でコミュニケーションをとれるようになりたい人

３．「可能性は無限大！」
自分がやろうと思えばどんなことでもできるから。でも自由度が高いということは、
自分次第で「何もしない」という状態にもなってしまうから、要注意！

１．家族のようになれる！国際経験豊かな先生方からたくさんのアドバイスを
いただける！

２．英語が本当に好きな人 高校生活を思いっきり楽しみたい人
３．「FAMILY」

１．少人数だからいろんな面でおいてきぼりにならないところ。
２．英語だけじゃなくて、どの教科もしっかり勉強したい人

少人数のクラスで勉強したい人
３．「楽しい！」

なにをやるにもみんなと一緒ならなんでも楽しいから。
先生も面白い先生ばかりで楽しく毎日を過ごせるから！

Arisa

１．外国との交流ができるところ。おもいっきりはじけられるところ！
２．高校生活をエンジョイしたい人！

英語が好きな人
自分の個性を見つけたい人

３．「愛」

Kotaro

Reiko

Yuna

Yumi



１．コンテストやボランティアに参加する機会がたくさんあるところ
外国語を日々の生活で使えるところ
いろんな人とつながりがつくれるところ

２．言語を勉強するのが大好きな人
英語の能力を伸ばしたい人 国際交流を経験したい人
他国の文化を学んでみたい人

３．「Thrilling」
いつ何が起こるかわからない、いつもドキドキして過ごせるから

１．少人数だから先生にしっかり見てもらえるところ
第二外国語など他のクラスにない授業があるところ
クラスにグローバルな人やいろんな才能がある人がいるところ

２．国際交流が好きな人
経験や体験を大切にしたい人
多様な見方、考え方を学びたい人

３．「special」
それぞれが個性的でそれぞれが特別輝いているから

１．少人数だからみんなと仲良くなれるし、
授業中も遠慮せずに友達や先生に質問できるところ

２．英語が好きな人
国際交流をたくさんしたい人
将来英語を使った職業に就きたい人

３．「天真爛漫」
みんな裏表がなく、周りを明るくする人が多いと思うから

１．みんなの仲が良いところ 自由なところ
外国語がしっかり学べるところ
文化の違いについて知れるところ 特別な授業が受けられるところ
先生とも仲良くなれるところ

２．海外に興味がある人 平和について興味がある人 人と話すのが好きな人
３．「individual」

みんな個性が強いから

Sae

Momo

Natsumi

Haruka

Reiko

１．みんなとの団結力が強くなるところ
全員の向上心や行動力が高いところ

２．アクティブな人 色々なことに興味がある人
色んな文化について知りたい人

３．「最高！！楽しい！！色んな経験ができる！」
他のコースでは体験できない校外学習や、昨年度はできなかったけれど
GSキャンプ、比較文化などの独自の授業など、色んなことができるクラ
スだから



GS1期生Boys卒業後の座談会

向かって左から、担任のサウザー先生、涼太、陸斗、竣太、遥人。

２０２１年３月某日。卒業式も終わり、全員の進路も決まったある日、大学入学を直前に控えた１期生の
Boys４人が、３年間お世話になったサウザー先生とともにGS１期生としての３年間を振り返りました。

サウザー 卒業したのにまた集まっ
てこうしてるのって奇跡だよね。本
当にありがとう。初めてのGS boys

としてどうだったか聞きたい。入る
前、どんな気持ちだった？不安なこ
ととか、困ったこととかあった？
陸斗 特に問題や不安はなかった。
とても楽しみだった。
竣太 僕も。友達を作ることが少し
不安だったけど…。
涼太 初めてのGSだし、先輩がいな
かったから不安だった。
サウザー 先に何があるってわかっ
てると楽だけど、ないと不安だよね。
遥人 少人数のクラスに不安だった。
どうしようって…。入ってすぐのこ
ろの話だけど。
サウザー 少人数のクラスってどう
だった？友達作りにくい？

涼太 少人数の
方が好き。少な
いから絆が深ま
る。ハワイを境
に特に絆がまっ
た感じ。
竣太 中学の時

とあまり変わらないから、友達を作
るのは簡単だった。
陸斗 僕の中学は40人クラスだった

から少人数は大変かなって
思った。

サウザー でもクラブに
入っていたから、他の人

との関わりもあったよね？

陸斗 GSは他のクラスと関われない
から、バスケ部に入って他のクラス
の子とのつながりができてよかった。
涼太 部活がないと本当に他のクラ
スとなかなかつながりがないよね。
部活に入った方が友達は多くなると
思う。
サウザー 今は他のクラスと一緒に
プレゼンコンテストやCMの発表会
をやったりすることもあるよ。初め
は他のクラスから「GSのクラスの
子」という感じで見られていた気が
するけど、そういうのは感じなかっ
た？
涼太 クラスの前に来ては、ちょっ
と覗いて「こんなに人数が少ないの
か」と思われて、どこかに行くとい
う繰り返しだったと思う。
陸斗 ちょっと壁があるというか、
特別視されている感じがあった。悪
い気はしないけど。
竣太 他のクラスの生徒は僕たちが英
語がペラペラだと思ってる。本当は
そんなことはないけど。だからその
期待に応えるようにした。
サウザー みんなは上手だから、そ
ういう風に思われるよね。
サウザー ２号館で初めて授業をし
たとき、What is GS?という質問し
たよね。私たちも誰もよく分かって
いなかった、あの時は。今もう一度
聞きたい、What is GS to you?（あ
なたにとってGSとは？）

竣太 「unique」
だね。普通の高校
生ではできない経
験をいっぱいさせ
てもらえた。
涼太 「special」
だよね。ハワイも平和公園も。
陸斗 SDGｓもそうだよね。学校全
体でも珍しいとは思うけど。GSは更
にスペシャル。
竣太 武田は新しいことを吸収して、
トライさせてくれる。他の高校生が
学べないようなユニークなことを特
にGSでは学べる。
サウザー 話してる時に思ってたの
は、「BRAVE（勇気）」だよね。教
員は準備をするけど、結局行動する
のは生徒だからね。あなたたちが始
めてくれたから、後輩たちに、先輩
はこれをしたよって言える。みんな
が一番勇気のある人たちだよ。具体
的なスキルはなにがあるかな？
陸斗 グローバルについて考えるこ
とができたこと。アメリカ、中国を
始め、多くの国のことを学ぶことが
できた。
サウザー 中国籍の子もいるし、コ
ロナ前は留学生がいっぱい来たよね。
竣太 それはけっこう俺も感じてい
る。3年間で多くの留学生と出会えた
し、今まで遠くに感じていた世界が、
すごく近くに感じた。

GS1期生（2021年3月卒業生）主な大学合格実績
同志社大学 文学部 英語英文学科 京都外国語大学 外国語学部 英米語学科

関西大学 外国語学部 外国語学科

関西外国語大学 外国語学部 英米語学科・英語キャリア学部 英語キャリア学科

その他の１期生
合格実績は
↓こちらから↓



２０２２ TAKEDA GS book
２０２１年５月発行
制作協力：GS１・２・３期生
表紙作成：長田 怜子（３期生）

サウザー たしかに！黒瀬で世界を
身近に感じる。いいよね。
涼太 プレゼンスキルもとても上
がった。中学ではプレゼンなんてし
なかったし。GSでは生物の授業でも
プレゼンがあって、不安だったけど、
段々できるようになった。
サウザー 確かに、英語以外でもプ
レゼンしたもんね。

サウザー 3年間
のハイライトは
なに？写真のよ
うに思い出され
るのは？
遥人 意外とノー
マルな授業が楽し

かったことかな。先生とも距離が近
くて、一人ひとりがしゃべれて楽し
かった。
竣太 ニュースの取材（PBS）を受
けたのが、ここで平和学や広島学を
学んだことがいかされて、即興だっ
たけど、英語で答えられていい経験
だった。
サウザー アウトプットだよね。
しっかり1年2年で学んだことが発揮
できた。
陸斗 ３年の受験のときに、GSは学
力的にBコースに入る方かと思って
いたけど、結果はAコースの子たち
が目指すようなところに入れていて、
後輩たちにも良い目標になったと思
う。
サウザー すごい目標になったよね。
TOEIC何点取れた？
陸斗 TOEICが900…930くらい…

サウザー １年生の壁に貼ります！
目指せ900点って！俺の高校時代の
ベンチプレスの目標みたいに（笑）

竣太 先輩がいないのもよかったか
も。先輩たちが作ってきた道を通る
のは僕には難しかったかもしれない。
遥人 道がなかったから、自分たち
で道を作らなければいけなかった。
サウザー あなたたちが作った道を
これからは後輩が通る。
竣太 ちょっと歩きにくいかもしれ
ないけど（笑）
サウザー 後輩たちにどんなアドバ
イスを送る？新入生やGSに入るか悩
んでる生徒に対して。
陸斗 入学するまではGSっていうだ
けで、英語ができないといけないと
思っていた。自分は中学のとき英語
は得意な方だったけど、実際入って
みて、みんながめちゃくちゃ得意と

いうわけではな
かった。英語が
できないとやって
いけないという
ことではない。
入ってから頑張れ
ばよい。英語関係

の職業につきたい人でなくても、い
いと思う。そんなに英語ができない
といけないと思い込まなくて良い。
竣太 Don’t be afraid to express yourself. 
（自己表現をおそれない）せっかく
ユニークなスペシャルなことができ
るから、自分を表現してなんぼ、し
ないともったいない。小さいクラス
だからみんなが発言しないと成り立
たない。一回やってみると案外でき
る。中学ではネイティブの先生もい
たけど、自分が話しかけていないだ
けだった。意外と話せばできる。ま
ずやってみる。

涼太 竣太と一緒。何事も挑戦。プ
レゼンもやってみないと向上しない。
英語だってしゃべらないと上手にな
らない。
サウザー 学ぶ、そして使うが大切
だよね。
遥人 最初は特別
視されていたけど、
その特別感をどん
どん出してほしい。
自分たちにしかで
きないことを自慢
に思ってほしい。
サウザー 君たちが初めてのGSクラ
スにいてくれて本当に良かった。一
緒にこの小さいクラスで始めて、多
くの経験とスキルを手に入れて磨い
て、更に素晴らしいものにして、次
のステップでも続けようとしている。
GSOBとしていろんな場所で活躍し
てネットワークを広げてGS卒業生で
あることが誇りになっていってほし
い。今後もみんながすごいことをし
てくれるのを楽しみにしてるよ。僕
も負けないようにしないと。最後に
何かいいたいことある？
竣太 大学でのサークルは、カンボ
ジアでインターナショナルなボラン
ティアをするのと、京都に来る外国
人への観光ボランティアをすること
を考えている。ここに入ってなかっ
たらそんなこと絶対考えてなかった。
サウザー きっとチームを引っ張っ
てくれるよ。楽しみだね！

１期生當銘花奈子さんと
座談会にも参加した山之上
竣太さんのインタビュー
動画はこちらから！
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