
Max Study Group 

２０１６年６月３日 （Fri） 



まずはじめに 

 

「グローバル」を 

「自分のこと」として考えよう 

今日、君たちに伝えたいこと 

 

「グローバルって面白いかも」って思うきっかけにしたい 

 

終わった後も、君たちの中でディスカッションが続くようなセミナーにしたい 

 

楽しかった東京研修を振り返った時、思い出してもらえるようにしたい 

こんなセミナーにしたい 

みんなが積極的に参加して、積極的に考えよう！ 



グローバルキャリアって 

世界とつなげるグローバル教育 未来とつなげるキャリア教育 

グローバルキャリア 
 

グローバルな未来の自分をデザインしよう 
 

まずはグローバルに興味持つところから始めよう 



第１部 

 

コミュニケーションゲームを 

やってみよう 





BARNGA 

コミュニケーションゲームを楽しもう 

ルールに従って、順番にカードを出していきます。 

一番早く、手元のカードがなくなった人が勝ち！！ 



ただーし！！！ 

言葉は絶対に使ってはいけません！！ 

何があっても話しちゃダメよ！！ 

ウギャー ブヒブヒ 
・ ボディーランゲージや表情で頑張ってゲームを進めてください 

    （暴れない程度に大げさに伝えましょう） 
 

・ ワー！！ギャー！！アー！！モー！！  

    ・・・ 人間の言葉じゃなければどんどん声出してOKです。 



BARNGA 

ラウンド
１ 

ラウンド
２ 

ラウンド
３ 

ラウンド
４ 

・ １ラウンド１０分 × 合計４ラウンド 

テーブル
１ 

テーブル
２ 

テーブル
１３ 

テーブル
１４ 

テーブル
３ ・・・ 

ビリの人は下の数字のテーブルへ移動します 

１位の人は上の数字のテーブルへ移動します 

１番へ 

１４番へ 

・ ラウンド終了後： １位 ＝ 上の数字のテーブルに移動する 

             ビリ ＝ 下の数字のテーブルに移動する 

さて君は何番のテーブルまで行くことができるかな？ 



さあ、やるからには本気でゲームしようぜ！ 

いまから 





BARNGA 振り返り 



第２部 

 

講演＆ワークショップ 



「グローバル？ そんなの関係ねえ」 

さて、グローバルについて考えよう 



まず一言 

グローバル時代は絶対に避けられない！ 

ますますグローバルになるのは間違いない！ 



でも、グローバルって言われても 

よくわからないし・・・ 



こんな感じで、グローバルを考えてみよう 



街頭インタビュー 

どこでもドアが国連で承認されました。 

街の皆さんの声を聞かせてください。 

賛成・期待の声 

反対・不安の声 

スタジオのエビナさん、こんな声がよせられましたよ。 



どこでもドアができたらどうなる？ 

こんな人たちにインタビューしたらどう言うかな？ 

文部科学大臣 

農林水産大臣 

留学がしやすくなるし、国際交流も盛んになって、 

世界基準の教育ができるようになりますね！ 

でも、英語の先生いらなくなっちゃうかもしれませんね。 

日本の農業や水産業が守れない。けしからん！！ 

経済産業大臣 

日本企業の世界進出が進んで、商品や技術が売れますね。 

どこでもドア効果で新しいビジネスも始まります。 

多くの産業がダメージ受けるのはどうにかしないといけない。 



・経済が活性化する 

・日本の企業が世界に進出し、もっと製品、技術が売れる 

・新しいビジネスが生まれる、雇用も増える 

・外国人の労働者が雇用しやすい 

・日本に来てくれる旅行者が増え、経済効果が上がる 

 

・多くの産業がダメージを受ける、雇用が激減 

・輸送コストが低くなったり、外国の安い製品が入ってきて 

 売り上げがさがってしまうのでは 

・会社内のルールや言葉を変えないといけない 

どこでもドアができたらどうなる？ 

こう変わる？ 

良い点 

課題 



・国際交流、文化交流が盛んになる 

・日本の文化、良さが発信できる 

・外国の教育を受けることができる 

 

 

 

・移民が増えて、戸惑う 

・治安の悪化が予想される 

・異文化の人が多くなって、日本の文化が尊重されなくなる 

・教育が多様化して大変になる 

どこでもドアができたらどうなる？ 

こう変わる？ 

良い点 

課題 



でも、本当にグローバル化は起きているのか？ 



まずは人口から考えよう 

人口クイズ 
 

Q1： このままいくと、日本の人口は何人になるでしょうか？ 

 ① ２０５０年   ② ２１００年   ③ ３０００年 

 

 

Q２： ２０５０年、日本の人口で一番多いのは何歳の人？ 

 

 

Q３： ２０３０年、日本の労働者（１８～６５歳）は今よりどのぐらい少なくなるだろうか？ 

 

 

Q４： このままいくと、世界の人口は何人になるでしょうか？ 

 ① ２０５０年   ② ２１００年 

 

 

Q５： ２０５０年、世界で一番人口の多い国はどこでしょうか？ 

 

 

９７００万人 ５０００万人 ８０人！！ 

７７歳 

１８００万人 

９０億人 １００億人以上？ 

インド １７億人 



日本の人口 

2016年 



世界の人口 

「世界が今まで経験したことのないペースで新しい人々が
中間層の仲間入りを果たすだろう」（ゴールドマンサックス） 



人口問題とグローバル 

• 市場が小さくなる（売れなくなる） 

• 働く人がいなくなる 

日本の「超！」少子高齢化 

• 市場が大きくなる（海外進出がどんどん進む） 

• エネルギーや資源、食料の問題などを解決する 

世界の人口大爆発 

課題１ ものが売れなくなってしまう 

・ 海外に進出する 

・ より安く物を売る努力をする 

・ 新しく売れるものを作り出す 

・ 海外から人を確保する 

・ 働いていない人に活躍してもらう 

・ 人が必要ではない形に変える 

課題２ 働く人が減っていく 



これからの時代は・・・ 

日本 

超少子高齢化 

世界 

人口大爆発 

グローバル時代 

女性の時代 

アイデアの時代 

技術の時代 



企業のグローバル進出 

今後3年間の海外事業の展開見通し 
（国際協力銀行レポートより） 

強化・拡大する 現状維持 縮小、撤退 

海外マーケットへの進出が急務 



企業のグローバル進出 

クイズ 

次の企業を海外売上比率が高い順に並べてみよう 

（全体の売上の中でどのぐらい海外で売り上げているのか） 

９９９位 

１４％ 

３４４位  

５１％ 

キッコーマン ブリヂストン 森永製菓 

TDK 

１１５３位  

４％ 

１０位  

９１％ 

ヤクルト 

６０８位  

３４％ 

６３位 

８１％ 



こんなところにもグローバル化が 



これからの時代 

日本にいてもどこにいても 

外国、異文化とつながるが当たり前 



大学だって、変わっていく 



スーパーグローバル大学 

トップ型 13大学 

グローバル化牽引型 24大学 



大学は今、こう変わる 



大学は今、こう変わる 

早稲田大学 

SGU構想調書 P6 

（数字はH25、H35比較） 

TOEFL等の入試活用 

4％ → 40％ 

外国人留学生 

8％ → 19％ 
留学経験者 

6％→ 27％ 
語学力 

31% → 88% 

シラバスの英語化 

10％ → 25％ 

外国人・外国学位教員 

4％ → 40％ 
外国人・外国学位職員 

8％ → 15% 

外国語での授業 

13％ → 25％ 
外国語のみで卒業 

5％ → 9% 

外国人留学生の寮 

50％ → 84％ 



大学は今、こう変わる 

若者よ 外を見ろ！ 

2032年度までに、 

卒業までに全ての日本人学
生が外国へ留学等をする 

意欲と能力のある高校・
大学等の若者全員に、
学位取得等のための留
学機会を与える 



これは、チャンスか？ ピンチか？ 





でも、それってどんな人？ 

思いつくだけ書いてみよう 

 

「○〇できる人」 
「○〇な人」 

・ 
・ 
・ 



グローバル人材 
 

 
どこにいっても（国内でも海外でも）自分の力を発揮できる人 

こんな力が必要 

語学力 

発信力 

交渉力 

多様な 

価値観 

多面的な 

視野 

柔軟性 

課題 

解決力 

クリエイ 

ティビティ 

ロジカル 

シンキング 

前向きな 

姿勢 

アイデン 

ティティ 

誠実さ 

コミュニケーション能力 デザイン思考 異文化対応力 人間力 

「グローバル人材」 を考える 



どこでもドア プロジェクト 

「世界の人々がみな幸せに使えるどこでもドアを提案せよ！」 

より良い「どこでもドア」になるために、３つ提案してください。 



そして、実際に異文化に触れてほしい 



異文化って・・・？ 



どうします？ こんな異文化 

強烈個性のホストマザー 独特な現地食 近寄りがたいクラスメイト 

親は頼りにできない 
留学担当の先生は手一杯 助けてくれる日本人の先輩 



いまの皆さんの気持ちはこんな感じですか？ 

わくわくする自分がいますか？ 



こんな映画もあります 



ここまでくると、さすがに・・・ 



MAX SF留学体験談 

私はどこに住んでいたでしょうか？ 

ここです 



MAX SF留学体験談 



ちょっと映画に戻ろう 

荻野千尋 １０歳 

なぜ、今、外を見るのが大切なのか？ 



こうなる自分を信じて・・・ 



今日のまとめ 

今日の 

セミナー 

今日学んだこと、感じたこと、思ったことをキーワードで自由に書いてみよう 




