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子どもたちの自然を愛護する心や、生き物への関心を育むことをねらいとして石川県で実施して

いるツバメ調査を参考に、韓国、台湾でも調査が始まったことを受け、３か国の子どもたちが相互

訪問し、ツバメを通して国際交流を図ることを目的として実施しました。 

期  間 平成30年(2018)８月２１日（火）～２５日（土）（４泊５日） 

場  所 石川県：県立航空プラザ（事前研修会） 
場  所 台 湾：基隆市文化センタ―、隆聖小学校、内寮町コミュニティーセンター 

大武崙砦、五股湿地、中元祭、野柳地質公園 

主  催 日本：石川県・石川県健民運動推進本部  
台湾：基隆市・児童ツバメ国際交流キャンプ準備委員会 
韓国：慶尚南道教育庁、慶尚南道ラムサール環境財団 

後  援 石川県教育委員会 

参 加 者 日本：田上小、三谷小(金沢市）、第一小(小松市）、山代小(加賀市）、松波小(能登町）
５校１０人 教諭５名 事務局３名 

 韓国：慶尚南道の１０校１０名 教諭 ９名 事務局３名 

台湾：４校２２名 教諭６名 運営スタッフ８名 ボランティア２５名 計１０１名 

小学生ツバメ国際キャンプｉｎ台湾（基隆市）

（平成３０年（2018））

報　告　書
「第４７回ふるさとのツバメ総調査報告書」P４３,４４もあわせてご覧ください。
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日 程 表 

８月２１日（火）

「県立航空プラザ」にて事前研修会を開催し、アイスブレーキングとして他己紹介、ツバメ新聞 
の発表、パワーポイントを使った各学校の発表の練習をした。 
結団式では、金沢市立田上小学校の瀬川大晴さんと石﨑央碧さんが決意表明を行った。また、 

パフォーマンス交流会で踊る「よっちょれ」を“YOSAKOIソーラン日本海”講師：西野先生の指導
により最終確認を行った。その後、小松空港へ移動し、桃園国際空港へ向かった。 

月日 時間 内容 場所 備考 

8 月 

21 日

（火） 

12:45 集合 

県立航空プラザ 
13:00 16:50 

事前研修会 

・結団式 
・ツバメ調査発表交流会 
・パフォーマンス交流会の 
合同練習 

21:50 小松発-台北着 エバー航空１５７便 

22:30 23:20 ホテルへ移動 K hotel Keelung （基隆市）４泊 

22 日

（水） 

午前 ツバメ調査発表交流会１ 基隆文化センター 

午後 

隆聖小学校訪問 

内寮（ネイリオ）湿地訪問 内寮地区コミュニテ

ィーセンター パイナップルケーキ作り 

ツバメの巣の観察 

夕食後 パフォーマンス交流会 外広場 よさこい「よっちょれ」 

23 日

（木） 

午前 ツバメ調査発表交流会２ 基隆文化センター 

午後 

歴史的建造物の見学 
（大砲砦） 

大武崙砦 
（ダールントリデ） 

ねぐら調査 
五股湿地（新北市）
（ｳｸﾞ） 

24 日

（金） 

午前 中元祭について知る 中元祭博物館 

午後 中元祭参加(夜） 基隆市内 現地パレードに参加 

25 日

（土） 

午前 
野柳地質公園見学 

桃園空港へ移動 
桃園国際空港 

14:40 18:30 台北発-小松着 エバー航空１５８便 

到着後 解団式後解散 
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８月２２日（水）

基隆市文化センターにて、開校式があり、台湾の「児童国際ツバメ交流キャンプ準備委員会」を

代表して、基隆野鳥学会 理事長 沈 錦豊氏(シン ジンフン)の歓迎の挨拶があった。石川県は、

日本鳥類保護連盟石川支部長 林 哲氏(ふるさとのツバメ総調査検討委員)、韓国は慶尚南道ラム

サール環境財団の課長 李 賛雨氏(イ チャンウ)が挨拶した。

引き続き、台湾・日本・韓国のツバメ調査結果発表があった。発表会は２日に分けて行われ、１

日目は金沢市立田上小学校、小松市立第一小学校、能登町立松波小学校が発表した。

李 賛雨氏林 哲氏
沈 錦豊氏

田上小：瀬川、石﨑 第一小：大谷、茶本 松波小：中宮、梶

白のＴシャツ着用者は台湾のボランティアの皆さん

内
内寮地区のボランティア
さんが、ツバメキャンプ
のために作成した
ツバメのモニュメント

台湾名物パイナップルケーキ作り隆聖小学校訪問：学校の野菜畑（とうもろこし、カボチャなど）



4

８月２３日（木）

キャンプ２日目は、前日同様、基隆市文化センターで金沢市立三谷小学校、加賀市立山代小学校

が発表した。２日間で台湾(７)、石川(５)、韓国(８)併せて２０の発表があった。

午後は昼食の時間を利用し各国の児童が交流した。その後、歴史的に重要な砲台の跡地、新北市

の五股湿地を訪問した。五股湿地では生息するサギなどの鳥類などを観察しながらツバメのねぐら

となっている開けた芦の原っぱでツバメの到着を待った。夕方５時ごろはまだ明るくツバメが来る

ような様子はなかったが、日没が近づくにつれてたくさんのツバメが集まってきて、頭上間近を飛

び交う様子を観察できた。

ねぐら上空の18時ごろの様子 五股湿地（川と芦原）五股湿地の周辺環境の説明を受ける

左

三谷小：小松、野村

右

山代小：坂下、山本

内寮地区のツバメ調査 台湾のお宿シールを発見

内寮地区の内寮湿地にて台湾、韓国、石川のパフォーマンス交流会を実施
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８月２４日（金）

午前は中元祭について学ぶため中正公園を訪問した。中元祭が始まる前、出身地の異なる人々が

水利・土地をめぐって争いを絶えず起こしていたが、１８５１年の争いで多くの人が亡くなったこ

とをきっかけに、争いをやめ、亡くなった人たちの供養を行うために、１８５５年から中元祭が行

われるようになった。

以来、同じ姓を名乗る人同士（呉、林、頼、韓等１５氏族）が毎年交代で祭りを主催しており、

今年は「賴」の姓を持つ人が祭を仕切る番で建物の真ん中には「賴」の文字が掲げられていた。午

後からは、閉校式が行われ、参加者全員がキャンプの感想を述べ、掲示板にそれぞれ貼り付けた。

夜には「賴姓宗親会さん」の招待でパレードに参加しＹＯＳＡＫＯＩソーラン踊りを披露した。

８月２４日（金）

午前に野柳地質公園で奇岩石群を見学し桃園国際空港へ向かい、桃園国際空港から小松空港へエ

バー航空にて帰国の途についた。小松空港で解団式を行った。

中元祭の起源を学ぶ参加者



6

台湾の児童と石川県の学校の新聞
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参加した児童の感想（各小学校引率教諭作成）とツバメ新聞

金沢市立田上小学校 

５年 瀬川 大晴 ５年 石﨑 　央碧
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金沢市立三谷小学校 

５年　小松 倫子 ５年 野村 初良
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小松市立第一小学校 

６年 大谷 綾椛 ６年 茶本 理沙
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加賀市立山代小学校 

６年 山本 匠 ６年 坂下 春



６年 中宮 幸輝

11

能登町立松波小学校 

６年 梶 遥人
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引率教諭の感想

 石川方式のツバメ調査が他国でも広がっていることを知った。自分から進んで交流し合っている姿が見ら 
れた。石川の子どもたちの発表する態度、聞く態度、集合時間の厳守など全てにおいて素晴らしかった。 
グーグル翻訳機能を使って、他国の学校制度、児童の様子、ツバメ調査の方法などを聞くことができた。 

 韓国の発表内容は項目をハッキリさせてしっかり調べてあり、研究発表のようで素晴らしかった。また、 
台湾の児童が「白居易」の漢詩「燕詩示劉叟」について発表したが、昔の人もツバメのことをよくみていた
ことに驚いた。五股湿地のツバメのねぐらは迫力があり忘れることができない。中元祭は基隆市の人々にと
って大切なお祭りであり、平和を願うお祭りでもあると分かり、夏休みの暑い中、ＹＯＳＡＫＯＩ踊りの練
習をした甲斐があった。参加できてよかったと思えた。 

 台湾の多くのボランティアさんが親切にしてくださり、子どもたちはたくさんの方々の善意にふれて、良

い経験ができたと思います。しっかり聞けるように、プレゼンテーションは５分ほどで良いと思います。 

 韓国や台湾の子どもの中には、原稿を見ずにスライドの内容から自分の言葉で発表していると思う子ども
がいて、素晴らしいと思った。日本と違う視点で調査等に取り組んでいるものもあり新鮮だった。特にツバ
メ調査後、それをいろいろなところに広めていく広報活動に取り組んでいる実践が良いと思った。人の話を
聞くのは日本の子どもたちは上手で、韓国・台湾の子どもたちは苦手だと感じた。 

 韓国・台湾の子どもたちの英語力が高いと感じた。石川
の子どもたちも少しずつ他国の子どもたちに自分から話
しかけたり、一緒に折り紙をしようと誘ったりすることが
できるようになって、英語を使い理解しようと頑張ってい
た。子どもたちの言葉が通じなくても何とか友達になろう
とする姿をみて学ぶものがあった。今回の経験を学校の子
どもたちにも伝え、英語教育、国際理解教育に生かしてい
きたい。 

ツバメ調査を通した韓国・台湾との主な交流の歩み

所場催開容内日月年

H24(2012) 8.17 庁県川石県来が諭教校学小の道南尚慶国韓

H25(2013) 

2.14 
小松市立日末小学校と慶尚南道ウサン小、ポンゴク小の計３

校でインターネットを使ったテレビ交流を実施 
小松市・韓国慶尚南道

7.29～8.2 
県内５市１町１９名の小学生(教諭３名)が韓国を訪問(ツバ

メ調査・発表、馬山湾クルーズ、家庭訪問他） 

韓国慶尚南道 

ウサン小学校周辺 

H26(2014) 7.26～28 

韓国９小学校１５名(教諭６名)、台湾１名(教諭１名)と県内

２市９人の小学生(教諭３名)が交流(ツバメ調査・発表、ツバ

メフォーラム参加、金箔工芸体験他） 

石川県内各地 

（金沢市、加賀市他）

H28(2016) 

5.12～15 
台湾台中市高美小学校６名(中高生１２名、教諭１名)が石川

県を訪問（ツバメ調査、学校訪問、金沢文化体験他） 

石川県庁、中海小 

兼六園、湯涌温泉他 

7.24～28 
県内３市１町の小学生１０名(教諭５名)と台湾小学生１１名

(教諭３名)が韓国を訪問（ツバメ調査・発表他） 

韓国慶尚南道 

ウポ湿地周辺 

H29(2017) 7.31～8.3 

県内４市１町の小学生１０名(教諭５名)、中学生ボランティ

ア８名と韓国小学生１０名(教諭他７名)、台湾小中学生１２

名(教諭他１５名）が交流(ツバメ調査・発表、里山里海体験、

能登の祭り体験他) 

石川県能登町 

H30（2018） 8.21～25 

県内３市１町の小学生１０名（教諭５名）、韓国小学生１０

名（教諭９名）、台湾小学生２２名（教諭６名）が交流（ツ

バメ調査結果発表、ツバメの巣の調査、中元祭の参加、五股

湿地のねぐら調査他） 

台湾基隆市 

石川県健民運動推進本部 
石川県金沢市鞍月１－１ TEL 076-225-1366 FAX 225-1363 

※健民運動 検索 ホームページもご覧ください。 

引率教諭の皆様ありがとうございました。 


