












 

 

 

 

姉妹都市提携訪問団報告書 

 

〇 日程 

平成３０年８月７日（火）～平成３０年８月１２日（日） 

〇 訪問先 

アメリカ合衆国ワシントン州ケント市・オーバン市 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年８月２７日 

丹波市・丹波市議会 

 

 

平成３０年８月７日（火）出発式 
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１ 協定書及び覚書の締結 

 平成３０年８月１０日（金）、ケント市にて谷口進一丹波市長、太田喜一郎丹波

市議会議長、山口直樹丹波市国際交流協会会長が姉妹都市提携協定書に署名しま

した。あわせて、ケント市長及びオーバン市長より、日本国丹波市の日宣言への

署名がありました。 

 

（1） 署名後の姉妹都市提携協定書   

  

 

（2）署名後の姉妹都市提携にかかる覚書（日本語） 
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（3）姉妹都市提携協定書署名の様子 

  

 

  

 

（4）各市長コメント 

〇 Dana Ralph（ダーナ ラルフ）ケント市長 

３０年前に１年間交換留学生として丹波市で暮らし、県立柏原高等学校に通

学した懐かしい思い出があります。今日、こうして丹波市と協定締結の場に立ち

会えることに深い感慨を覚えます。 

 

〇 Nancy Backus（ナンシー バッカス）オーバン市長 

これから次の５０年（１００周年）に向けて、さらに交流を深めていきたい。

来年秋には両市長がそろって丹波市を訪問するつもりです。 

 

〇 谷口進一 丹波市長 

これまで半世紀の間、交流を継続するのにご努力いただいた先輩方に敬意を

表します。これから大切なことは、国際親善や経済交流もさることながら、若き

親善大使（ユースアンバサダー）たちの夢を実現することだと考えています。今

後、私たちの連携・友情がさらに強固なものになることを願います。 

 

 

ラルフ市長  谷口市長  バッカス市長        バケット副市長 太田議長 
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（5）日本国丹波市の日宣言 

 

 

（6）日本国丹波市の日宣言の様子 

  

 

 

２ ケント市議会訪問・傍聴 

平成３０年８月７日（火）１７時から２１時まで、ケント市議会へ訪問し、議

会やタウンミーティングの様子を傍聴しました。 

（1）市議会の構成 

・市長 

・Chief administrative officer 副市長 

・City Attorney 弁護士 

・市議会議員 ７人（うち１名が議長） 

 

宣言（要約） 

一、ケント市とオーバン市は、50年以上にわたる丹波市との親善

交流を祝うことを喜ばしく思います。 

一、この親善交流は、三市における永続的な友好関係、有意義な

文化交流、そして毎年行われる強力な若き親善大使の取組を

発展させました。 

一、谷口進一丹波市長、太田喜一郎丹波市議会議長、そして訪問

団は、この三市間で共有された友好関係の強固な結束を続け

ていく姉妹都市提携の正式署名のため、ケント市とオーバン

市を訪問しました。 

一、三市は、この長年にわたる親善交流、文化の共有、そして毎

年強く成長する関係を分かち合えるということが幸運なの

です。 

私たち、ダーナ・ラルフ ケント市長とナンシー・バッカス オ

ーバン市長は、本日 2018年 8月 10日金曜日に、宣言します。 

 

日本国丹波市の日 

 

オーバン市とケント市では、両市の住民が、この三市すべてに豊

かな文化と永続的な友好をもたらしたこの姉妹都市の関係を祝

福すること推進します。 

 

立会のもと、私たちは、2018年 8月 10日の栄誉ある特別な機会

に、ここに署名します。 

 

署名 
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（2）議会傍聴、ケント市長のタウンミーティング（National Night Out）の様子 

  

 

  

 

  

３ 在シアトル日本国総領事館への表敬訪問 

平成３０年８月８日（水）、在シアトル日本国総領事館を表敬訪問し、山田洋一

郎総領事から日米の歴史や経済交流について、講話いただきました。 

 （1）訪問の様子 

  

 

議会 

タウンミーティング 
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 （2）山田洋一郎総領事の講話（要点） 

  [シアトル市を中心とした経済圏（大シアトル経済圏）の特徴] 

   ① 世界をけん引するハイテク産業の都市 

・人工知能（ＡＩ）など、将来の基礎技術が集積している。これは、日本の経

済基盤を支えていくものでもある。 

・現在のシステム基盤であるクラウドコンピューティングの関連企業がシア

トル市に集中している。 

・サンフランシスコにあるシリコンバレーが草原の中に多くの木々が生える

まちと言うならば、大シアトル経済圏はアマゾン、マイクロソフトの２本の

巨木がけん引するまちと言える。大シアトル経済圏は次の世界企業によって

成立している。 

     1970年代 ボーイング社他 170企業 

     1980年代 マイクロソフト社 

     2000年代 アマゾン 

・優秀企業が優秀な人材を育て、優秀な人材が起業しキラリと光るまちを作る。 

・ライフサイエンス（がん医療など）が進んでいる。 

・大学の役割が大きく、膨大な研究の成果が起業→自立につながっている。 

・ワシントン州立大だけでも 1,500～2,000億円の研究費を拠出している。 

 

② 日系人の関わりが深いまち 

・1890年代から日本からの移民が始まったが、1920年代に制定された移民法

により西海岸約 12万人の日本人は、強制収容が行われた歴史もある。 

・強制収容からの解放後、日本人は誠実かつ勤勉に働き、この地で生きてきた

が、日本ではあまり知られていない。 
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・この功績は、全米で最も歴史の長

い現存するマーケットであるパ

イクプレイスマーケットの壁に

掲げられている。（参考：右写真） 

 

 

 

 

 

・こういった犠牲と苦労が信頼感を勝ち得て、日本文化が定着したのである。 

 

 

４ 兵庫県ワシントン州事務所への表敬訪問 

平成３０年８月８日（水）、兵庫県ワシントン州事務所を表敬訪問し、河知秀晃

所長から兵庫県とワシントン州の交流について、講話いただきました。 

 （1）訪問の様子 
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５ オーバン市訪問 

平成３０年８月９日（木）、オーバン市を訪問し、市内のビジネスエリアを視察

しました。 

 （1）訪問の様子 

  

 

  

  オーバン市のビジネスインキュベーター 
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市内再開発による電柱のない美しい街並み 

障がい者・犯罪者雇用率 20％の 
オライオン社（航空機器製造） 

厳格なセキュリティ・品質管理の 
スターバックス焙煎工場 

アマゾン社のフルフィルメントセンター 広大な工業用地 
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６ かいばら公園の視察 

平成３０年８月１０日（金）、ケント市内にあるかいばら公園を視察しました。 

  

 

 

７ KATの活動 

平成３０年８月９日（木）、KAT主催でウェルカム バンケットが催されまし

た。KATはケント市・オーバン市・丹波市姉妹都市提携委員会の略称です。KAT

は、Kent・Auburn・Tambaの頭文字をとったもので、今回の姉妹都市提携に合わ

せて、KATの旗を作成しました。 
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８ 若き親善大使の活動 

（1）平成３０年８月９日（木）ウェルカム バンケットでの丹波市紹介プレゼンテ

ーションの様子 

  

 

（2）活動の様子 

  

 

  

 

 

 

 

 

オーバン市のパレード 
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９ 今後の姉妹都市（国際）交流の意義 

姉妹都市との国際交流は、50年にわたって民間団体が主体となって行われてき

ました。今回の姉妹都市提携により、民間団体による交流と、自治体間の交流の

両輪によって、さらなる親善を図ります。 

（1）若者の交流 

 丹波市国際交流協会の若き親善大使や、兵庫県立柏原高等学校とケント・メリ

ディアン高等学校等との交換留学生による若者の交流は、次の意義があるものと

考えます。 

・世界を意識した広い視野を持ち、異なる文化を知り、尊重し、異なる文化を持っ

た人々と共に生きていくことの意義を実感できます。 

・異なる文化に深く触れることで、丹波市の文化・風土のありがたみや、日本人と

して、また個人としての自立を支えます。 

・国際社会において、相手の立場を尊重しつつ、自分の考えを表現できる外国語に

よるコミュニケーション能力の必要性が実感できます。 

 

（2）経済交流 

大シアトル経済圏は、マイクロソフト、アマゾンやボーイングといった世界の

巨大企業が数多くあり、それに関係する膨大な取引企業によって成り立っていま

す。また、大学での研究も盛んで、多くの研究費がつぎ込まれています。 

このようななか、ワシントン州の現在の人口は 700 万人を超え、今後も経済の

膨張に比例していくものと見込まれます。この経済圏からすれば、丹波市からの

経済交流は、大海原のなかの一艘の小舟とも言える規模でありますが、アメリカ

西海岸の長い歴史のなかで培われてきた日本文化への理解や、ケント市・オーバ

ン市・丹波市の 50年の交流による人的ネットワークを活用し、丹波市の生産・加

工物を味わっていただく機会を支援したいと考えます。 

 

（3）教育交流 

「主体的・対話的で深い学び」が求められ、小学校において外国語が教科となる

なか、市立小中学校とケント市・オーバン市を始めとした英語圏の小中学校との

交流には、次の意義があるものと考えます。 

外国語を通して、言語や文化について体験的に理解を深めるにあたり、 

・現地文化に根差した現実の生活に即した“本物”の会話に触れることで、普段の

学びにはない伝えづらさや、それを乗り越えてコミュニケーションが成立した

ときの喜びを味わうことができます。 

・同年代の児童生徒が、お互いに気になることや興味のあることを質問しあうこと

で、異なる文化を超えて同世代の思いを共有する機会となります。 
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１０ ケント市・オーバン市の概要（アメリカ合衆国ワシントン州） 

 

〇 ケント市（Kent City） 

2016年人口 127,514人 

市 面 積 73.2㎢ 

市 長 名 Dana Ralph 

 

〇 オーバン市（Auburn City） 

2016年人口 77,472人 

市 面 積 55.3㎢ 

市 長 名 Nancy Backus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 兵庫県におけるワシントン州との姉妹都市提携等（一般財団法人自治体国際化

協会ホームページより） 

自治体名称 提携自治体名 

兵庫県 ワシントン州 

神戸市 シアトル 

西宮市 スポーケン 

西脇市 レントン 

三田市 キティタス郡 

加西市 プルマン 

篠山市 ワラワラ 

宍粟市 スクイム 

加東市 オリンピア 

加東市 シェラン 

たつの市 コビントン 

市川町 ポートタウンゼント 

  

 

シアトル市 
ケント市 
オーバン市 シアトル・タコマ国際空港 
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１２ これまでのケント市・オーバン市への留学生等 

（1）丹波市国際交流協会の取組 

若き親善大使（平成１１年度～） １５８名 

 （2）兵庫県立柏原高等学校と姉妹校ケント・メリディアン高等学校等の取組 

交換留学生（昭和４１年度～）   ３３名 

   

１３ 今回の訪問団の主要行程 

月日 時間 内容 

8/7（火） 17:00 Kent市議会を訪問 

8/8（水） 9:00 在シアトル日本国総領事を訪問（山田洋一郎総領事） 

8/8（水） 10:15 兵庫県ワシントン州事務所を訪問（河知秀晃事務所長） 

8/8（水） 18:30 総領事公邸晩餐会 

8/9（木） 9:30 企業訪問 

8/9（木） 11:00 オーバン市長を訪問 

8/9（木） 13:00 オーバン市の概要説明、企業訪問 

8/9（木） 18:00 Welcome Banquet（KAT主催） 

8/10（金） 10:30 企業訪問 

8/10（金） 13:00 ケント市長を訪問 

8/10（金） 14:00 姉妹都市提携協定式 

8/10（金） 16:00 ケント市内のかいばら公園を視察 

8/10（金） 17:30 Farewell会（ケント市長主催） 

 



これからの教育の方向性これからの教育の方向性これからの教育の方向性これからの教育の方向性

丹波教育委員会丹波教育委員会丹波教育委員会丹波教育委員会

岸田隆博岸田隆博岸田隆博岸田隆博

目の前にいる子どもた目の前にいる子どもた目の前にいる子どもた目の前にいる子どもた
ちちちちは、は、は、は、2030203020302030年を社会人年を社会人年を社会人年を社会人
として生きていく！として生きていく！として生きていく！として生きていく！



予測不可能な時代予測不可能な時代予測不可能な時代予測不可能な時代

・超ＡＩ時代に向かって加速・超ＡＩ時代に向かって加速・超ＡＩ時代に向かって加速・超ＡＩ時代に向かって加速
・会社にしがみつく必要はない・会社にしがみつく必要はない・会社にしがみつく必要はない・会社にしがみつく必要はない

社会の変化に応じて、何をどのよう社会の変化に応じて、何をどのよう社会の変化に応じて、何をどのよう社会の変化に応じて、何をどのよう
に学んでいくのかを自ら主体的に考に学んでいくのかを自ら主体的に考に学んでいくのかを自ら主体的に考に学んでいくのかを自ら主体的に考
え、未来を自ら創っていくえ、未来を自ら創っていくえ、未来を自ら創っていくえ、未来を自ら創っていく力力力力

⇒⇒⇒⇒学び続ける力学び続ける力学び続ける力学び続ける力

大学入学共通テスト大学入学共通テスト大学入学共通テスト大学入学共通テスト
◆センター試験◆センター試験◆センター試験◆センター試験

2019201920192019年度（年度（年度（年度（2020202020202020年年年年1111月）の月）の月）の月）の実施を実施を実施を実施を
最後最後最後最後にににに廃止廃止廃止廃止

◆◆◆◆大学入学共通大学入学共通大学入学共通大学入学共通テストテストテストテスト
2020202020202020年度から年度から年度から年度からスタートスタートスタートスタート

大きな大きな大きな大きな変更点変更点変更点変更点
●記述式●記述式●記述式●記述式問題の問題の問題の問題の導入導入導入導入
●英語の４技能評価●英語の４技能評価●英語の４技能評価●英語の４技能評価

思考力・判断力・表現力を問う問題思考力・判断力・表現力を問う問題思考力・判断力・表現力を問う問題思考力・判断力・表現力を問う問題にににに



「ある星から地球に視察にやってきた宇宙人「ある星から地球に視察にやってきた宇宙人「ある星から地球に視察にやってきた宇宙人「ある星から地球に視察にやってきた宇宙人
が、次のような質問状を残していきました。が、次のような質問状を残していきました。が、次のような質問状を残していきました。が、次のような質問状を残していきました。
『地球でいちばん驚いたことは、地球人が国と『地球でいちばん驚いたことは、地球人が国と『地球でいちばん驚いたことは、地球人が国と『地球でいちばん驚いたことは、地球人が国と
呼ばれる単位に分かれて暮らしていて、国ごと呼ばれる単位に分かれて暮らしていて、国ごと呼ばれる単位に分かれて暮らしていて、国ごと呼ばれる単位に分かれて暮らしていて、国ごと
に異なる制度の下で競い合っていることです。に異なる制度の下で競い合っていることです。に異なる制度の下で競い合っていることです。に異なる制度の下で競い合っていることです。
私たちの星には、国という制度ばかりか、その私たちの星には、国という制度ばかりか、その私たちの星には、国という制度ばかりか、その私たちの星には、国という制度ばかりか、その
概念すらありません。そこでお聞きしたいので概念すらありません。そこでお聞きしたいので概念すらありません。そこでお聞きしたいので概念すらありません。そこでお聞きしたいので
すが、地球人はなぜ国という単位に分かれて暮すが、地球人はなぜ国という単位に分かれて暮すが、地球人はなぜ国という単位に分かれて暮すが、地球人はなぜ国という単位に分かれて暮
らすことを好むのですか？』らすことを好むのですか？』らすことを好むのですか？』らすことを好むのですか？』
以上の質問状に書かれた問いに答える形で、以上の質問状に書かれた問いに答える形で、以上の質問状に書かれた問いに答える形で、以上の質問状に書かれた問いに答える形で、

宇宙人への返事を宇宙人への返事を宇宙人への返事を宇宙人への返事を400400400400字程度で書きなさ字程度で書きなさ字程度で書きなさ字程度で書きなさ
い。い。い。い。」」」」

（慶応大学法学部の（慶応大学法学部の（慶応大学法学部の（慶応大学法学部の2222次試験）次試験）次試験）次試験）暗記・再生型の授業 思考・発信型の授業

人生人生人生人生100100100100年時代年時代年時代年時代
・・・・2007200720072007年に生まれの子どもの年に生まれの子どもの年に生まれの子どもの年に生まれの子どもの50505050％は％は％は％は、、、、
107107107107歳歳歳歳までまでまでまで生きる生きる生きる生きる

・・・・2017201720172017年に生まれた子どもの年に生まれた子どもの年に生まれた子どもの年に生まれた子どもの50505050％は％は％は％は、、、、
110110110110歳歳歳歳まで生きるまで生きるまで生きるまで生きる

20202020歳で歳で歳で歳で102102102102歳、歳、歳、歳、40404040歳で歳で歳で歳で98989898歳歳歳歳
60606060歳歳歳歳でもでもでもでも94949494歳。歳。歳。歳。

50505050％の確率で生存する％の確率で生存する％の確率で生存する％の確率で生存する年齢は年齢は年齢は年齢は



長寿社会長寿社会長寿社会長寿社会になるとになるとになるとになると
3333ステージ型（ステージ型（ステージ型（ステージ型（教育教育教育教育→→→→仕事仕事仕事仕事→→→→引退引退引退引退））））

マルチステージ型マルチステージ型マルチステージ型マルチステージ型
常に常に常に常に新たなスキルを習得新たなスキルを習得新たなスキルを習得新たなスキルを習得しながらしながらしながらしながら
複数複数複数複数のキャリアを渡り歩くのキャリアを渡り歩くのキャリアを渡り歩くのキャリアを渡り歩く

一つの分野のスキルで一生稼げる
時代は終わりつつある

人生人生人生人生100100100100年時代構想会議年時代構想会議年時代構想会議年時代構想会議

幼児教育･高等教育の無償化幼児教育･高等教育の無償化幼児教育･高等教育の無償化幼児教育･高等教育の無償化
社会人のリカレント教育社会人のリカレント教育社会人のリカレント教育社会人のリカレント教育（学び直し）（学び直し）（学び直し）（学び直し）

「働く」と「学ぶ」を一体化「働く」と「学ぶ」を一体化「働く」と「学ぶ」を一体化「働く」と「学ぶ」を一体化

「学び続けられる力」をどれだけ鍛
えられたかを問われる時代に



文科省・経産省の動き文科省・経産省の動き文科省・経産省の動き文科省・経産省の動き

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省
・・・・Society5.0Society5.0Society5.0Society5.0に向けた人材育成に向けた人材育成に向けた人材育成に向けた人材育成
～社会が変わる、学びが変わる～～社会が変わる、学びが変わる～～社会が変わる、学びが変わる～～社会が変わる、学びが変わる～

経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省
・「未来の教室」と・「未来の教室」と・「未来の教室」と・「未来の教室」とEdTechEdTechEdTechEdTech研究会研究会研究会研究会
第一次提言第一次提言第一次提言第一次提言

文科省・文科省・文科省・文科省・Society5.0Society5.0Society5.0Society5.0



Society5.0Society5.0Society5.0Society5.0における学校における学校における学校における学校

①個人①個人①個人①個人の進度や能力、関心にの進度や能力、関心にの進度や能力、関心にの進度や能力、関心に応じた応じた応じた応じた
学び学び学び学びの場となることがの場となることがの場となることがの場となることが可能可能可能可能

②学習②学習②学習②学習履歴や学習到達度、学習履歴や学習到達度、学習履歴や学習到達度、学習履歴や学習到達度、学習課題課題課題課題
にににに応じた異年齢・異学年集団で応じた異年齢・異学年集団で応じた異年齢・異学年集団で応じた異年齢・異学年集団でのののの
協働協働協働協働学習も広げていくこと学習も広げていくこと学習も広げていくこと学習も広げていくことが可能が可能が可能が可能

③様々③様々③様々③様々な教育資源や社会関係資本な教育資源や社会関係資本な教育資源や社会関係資本な教育資源や社会関係資本をををを
活用活用活用活用して、いつでも、どこでもして、いつでも、どこでもして、いつでも、どこでもして、いつでも、どこでも学学学学
ぶぶぶぶことことことことが可能が可能が可能が可能

20202020世紀は世紀は世紀は世紀は
「正解」ある「正解」ある「正解」ある「正解」ある成長社会成長社会成長社会成長社会！！！！
ジグソーパズル型学力ジグソーパズル型学力ジグソーパズル型学力ジグソーパズル型学力

21212121世紀は世紀は世紀は世紀は
「正解」ない「正解」ない「正解」ない「正解」ない成熟社会成熟社会成熟社会成熟社会！！！！
レゴ型学力レゴ型学力レゴ型学力レゴ型学力 納得解納得解納得解納得解



必要な力･･･必要な力･･･必要な力･･･必要な力･･･

“学び続ける力”“学び続ける力”“学び続ける力”“学び続ける力”

社会の変化に応じて、何をど社会の変化に応じて、何をど社会の変化に応じて、何をど社会の変化に応じて、何をど
のように学んでいくのかを自らのように学んでいくのかを自らのように学んでいくのかを自らのように学んでいくのかを自ら
主体的に考え、未来を自ら創っ主体的に考え、未来を自ら創っ主体的に考え、未来を自ら創っ主体的に考え、未来を自ら創っ
ていく力ていく力ていく力ていく力

KeywordKeywordKeywordKeyword

未来未来未来未来を創るを創るを創るを創る 地域に誇りを持つ地域に誇りを持つ地域に誇りを持つ地域に誇りを持つ

地域に誇りを地域に誇りを地域に誇りを地域に誇りを持ち持ち持ち持ち
自分自分自分自分たちの未来をたちの未来をたちの未来をたちの未来を創る丹波っ子創る丹波っ子創る丹波っ子創る丹波っ子！！！！

わたしにもできるわたしにもできるわたしにもできるわたしにもできる わたしだからできるわたしだからできるわたしだからできるわたしだからできる
～～～～ 夢や希望を抱く子ども夢や希望を抱く子ども夢や希望を抱く子ども夢や希望を抱く子ども ～～～～



問われる学校力問われる学校力問われる学校力問われる学校力
人と人とが対面でぶつかって議論や人と人とが対面でぶつかって議論や人と人とが対面でぶつかって議論や人と人とが対面でぶつかって議論や
討論などができるような児童討論などができるような児童討論などができるような児童討論などができるような児童生徒を生徒を生徒を生徒を
育てること育てること育てること育てること

⇒⇒⇒⇒児童児童児童児童生徒の将来に責任を負う生徒の将来に責任を負う生徒の将来に責任を負う生徒の将来に責任を負う教師教師教師教師
ががががどれどれどれどれだけだけだけだけ自覚的自覚的自覚的自覚的であるのか。であるのか。であるのか。であるのか。

⇒⇒⇒⇒子ども子ども子ども子ども達に迫る厳しい将来を、達に迫る厳しい将来を、達に迫る厳しい将来を、達に迫る厳しい将来を、どれどれどれどれ
だけだけだけだけ我がごとの問題として我がごとの問題として我がごとの問題として我がごとの問題として捉えて捉えて捉えて捉えていいいい
るかるかるかるか。。。。

問われる学校力問われる学校力問われる学校力問われる学校力
これからの社会は、これまでのこれからの社会は、これまでのこれからの社会は、これまでのこれからの社会は、これまでの
社会の延長線上には社会の延長線上には社会の延長線上には社会の延長線上にはないないないない

社会に出て社会に出て社会に出て社会に出ても、学び続けるも、学び続けるも、学び続けるも、学び続ける子子子子
どもを育てなければどもを育てなければどもを育てなければどもを育てなければならない！ならない！ならない！ならない！



学び続ける教師学び続ける教師学び続ける教師学び続ける教師

教師自身教師自身教師自身教師自身がががが

アクティブ・ラーナーに！アクティブ・ラーナーに！アクティブ・ラーナーに！アクティブ・ラーナーに！

子どもたち一人ひとりが持っている子どもたち一人ひとりが持っている子どもたち一人ひとりが持っている子どもたち一人ひとりが持っている
可能性やよさを引き出し、可能性やよさを引き出し、可能性やよさを引き出し、可能性やよさを引き出し、どの子どの子どの子どの子もももも
見捨てない見捨てない見捨てない見捨てない教育教育教育教育を！を！を！を！


