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にある自分が想像できないことが原因であると考えてい

（１）目的

る。そのために、企業・公的機関・国際機関の関係者

本校には在学中にNPOプロジェクトを実行するなど、

等、グローバルキャリアモデルのリレーシンポジウムを

行動力のある中高生もいるが、多くは学校での学びが

継続的・効果的に取り入れることで、課題研究が将来の

「知識」に留まり、行動にまで至っていない。これは、

キャリアの形成に繋がり、探究的な活動の質が深まると

生徒が行動に移す目標としてのグローバルキャリアモデ

考え、グローバルキャリアシンポジウムを実施する。

ルが身近にいないため、自分の夢を持つことや学びの先
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の虫鹿里佳さんの時には本校交流ホールでシンポジウム

（２）実施計画

を開催し、軽快なトークと気象予報士の裏側をおもしろ

平成29年度は以下のようにグローバルキャリアモデル
講師
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５月23日
（木） 天野

浩

おかしく語ってくれ、本校生徒はそのお話に引き込まれ
た。最後には、高校生に対して厚いメッセージが送られ
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た。第１回・第２回ともにスケジュールは以下のようで
ある。
第１回

６月13日
（木） 虫鹿里佳 お天気お姉さん 本校卒業生

参加生徒：本校高校１年
留学生102名（インド42名

2019年度のグローバルキャリアモデルシンポジウム
は、さくらサイエンス事業（JST主催

５月23日（火）講師：天野浩先生

ス10名

名古屋大学共

カンボジア10名

120名
フィリピン30名

ラオ

モンゴル10名）

引率教員18名

催）で天野浩（ノーベル物理学賞受賞者）先生と本校卒
業生でお天気お姉さんとして活躍中の虫鹿里佳さんをお
招きして実施した。１回目の天野浩先生の時には、名古

（本校生徒の声）

屋大学豊田講堂を会場に、留学生102名と引率教員18も

●“Even though you still do not find your goal in your

本校生徒と一緒に参加した。シンポジウム司会は本校生

life, you do not need to rush.”今、ぼんやりと将来ど

徒が英語で行いシンポジウムの進行にあたった。また今

んなことをしたいか考えているが、大学受験に向けて

回の、グローバルキャリアモデルシンポジウムは、シン

方向を決めなければならなく、急いでいた中で天野さ

ポジウムのあと、本校生徒120名と留学生102名とその引

んが上のようなことをおっしゃっていたので、もう少

率教員18名とが混合グループを作り昼食交流会を行っ

しじっくりと考えようと思った。焦らず、ゆっくり

た。昼食を一緒に食べながら、双方の学校生活の様子や

と。

天野先生のお話の内容について意見交換をした。２回目

●「あなたの人生でまだゴールを見つけていないのなら
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名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要

焦らなくても良い」いう言葉が最も感銘を受けた。今

第65集（2020）

生徒振り返りアンケートの結果

の時代は「職業を早く決める風潮」にあり、そのよう

１）内容が理解できた

な言葉を言う人はなかなかいないと思っていたので衝

5．あてはまる
12%

撃を受けた。
●「人のために研究する」という自分のモットーがある
からこそ、研究を続けられるのだと思った。有名にな

1．あてはまらない
7%

2．あま りあてはまらない
18%

りたいがため、お金が欲しいがために研究する人がい
るが、天野先生のような無欲の研究者は初めて見た
し、そんな人がいるということに驚いた。私にはぼ
やっとした夢があるだけだが、自分の時間を大切にし

4．ややあてはまる
39%

てゆっくりじっくり考えていきたいと思った。
●「『イノベーション』は世界を変えることが出来る」
とい言葉が胸に残っています。２番手ではいけない、
「考える」で終わらずに「作ってみる」をしなければ
意味はないと感じました。私も作り手となって世界を

3．ど ちらともいえない
24%

２）総合人間科の課題研究に参考になった
5．あてはまる
8%

1．あてはまらない
7%

変えてみたいです。
●質問を受け答えしている時の天野先生を見て、人柄と
英語力が素晴らしいなと思った。留学生との交流はと

4．ややあてはまる
23%

2．あま りあてはまらない
23%

ても楽しかった。フィリピンの人たちと交流したが、
地元の遊びを教えたり、逆に教えてもらったりした。

3．ど ちらともいえない
39%

英語はしゃべるのは苦手なのだが、それでもとても楽
しい時間を過ごすことが出来た。
●先生が大学を卒業した後に今のような仕事をしようと
したという話を聞いて、私もやりたいことがいつか見
つかるのかな、と思った。急がなくて良いと言ってい
たので、私も焦らずに自分の本当にやりたいことを見
つけたい。
（参加した留学生の声）
●日本の高校生と一緒にゲームをし、互いの国について

３）自分が将来就きたい職業が明確になった
5．あてはまる
8%

1．あてはまらない
23%

4．ややあてはまる
19%

3．ど ちらともいえない
31%

2．あま りあてはまらない
19%

共有できた。素晴らしい体験だった。
●日本がどれだけ素晴らしいかを表現する言葉が見つか
らない。本当に言葉がない。人々はとても規律正しく
親切。どこも衛生的で整っている。技術はとても進ん
でいる。畏敬の念をもった。この経験に本当に感謝し
ている。決して忘れられない旅となった。新しい友達

４）自分も将来仕事で国際的に活躍したいと
思った
5．あて はまる
24%

や海外からの仲間に出会い、化学や技術についての興

2．あま りあてはまらない
12%

味を共有した。
●日本の高校生はマナーが良く、話しも上手で互いに尊
重しあっていた。日本の伝統的な遊びを教えてくれ
た。
●私の期待がすべて満たされて満足した。科学の進歩の
驚くべき進化を目撃して素晴らしい気持ちになった。
プログラムを通して学んだことを関連づけることがで
きた。コレラ全ては応用できる。私の将来にとって大
変役に立つプログラムだった。
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1．あて はまらない
7%

4．ややあてはまる
36%

3．ど ちらともいえない
21%

グローバルキャリアモデルシンポジウム

第２回

６月13日（木）講師：虫鹿里佳さん

参加生徒：本校高校１年

４）自分も将来仕事で国際的に活躍したいと
思った

120名

1．あて はまらない
11%

6．未回答
1%

（本校生徒の声）
●最後の質問のときに言っていた、人に見られる仕事を

5．あて はまる
22%

すれば変わるという言葉が心に残った。私も人に見ら
れることを意識していれば変われるかなあと思った。

2．あま りあてはまらない
10%

4．ややあてはまる
27%

気象予報士は私には無縁の職業だけど、話を聞いたり、

3．ど ちらともいえない
29%

キャスターの体験をしたりしてすごく楽しかったし、
それぞれの職業にいいところがあるんだなと思った。

３）自分が将来就きたい職業が明確になった

●「今は全教科ちゃんと勉強すべき。
」文理の事とか考
えてしまうけど、やっぱり全部大事だなと思い直した

5．あてはまる
8%

から。また、天気予報に限らず、その場で臨機応変に
対応することが大切だなと感じた。時計を見ながら時

1．あてはまらない
23%

4．ややあてはまる
16%

間ピッタリで話す天気予報士さんたち尊敬します！
●同じ気象予報士でも、キャスターや温暖化予測など出
来る仕事はとてもたくさんある事を学びました。私は

2．あま りあてはまらない
15%

3．ど ちらともいえない
38%

将来、気象予報士になりたいと思っていますが、向
き・不向きの他にも、どんな仕事がしたいか、しっか

（グローバルキャリアモデルシンポジウム５年間のまとめ）

りと考えて目標を立てようと思いました。
●朝、起きるのが早くて大変なのに好きな仕事だからそ
れも苦にならない、とおっしゃられていたのが印象に
残りました。私も好きなことを仕事にしたいな、と思

○これまでのグローバルキャリアモデルシンポジスト
（敬称略

所属等は当時のもの）

2015年度

いました。自分で原稿を作っている、ということを

竹田美和（あいちシンクトロン光センター所長）

知って驚きました。気象予報士は大変だけれど面白そ

松尾清一（名古屋大学総長）

うな仕事だなと思いました。ありがとうございました。

勝野

哲（中部電力社長

天野

浩（名古屋大学教授 ノーベル物理学賞受賞者）

生徒振り返りアンケートの結果

2016年度
益川敏夫（名古屋大学教授 ノーベル物理学賞受賞者）

１）内容が理解できた
2．あま りあてはまらない
0%

1．あてはまらない
0%

本校卒業生）

益川敏夫（名古屋大学教授 ノーベル物理学賞受賞者）
3．ど ちらともいえない
1%

2017年度
益川敏夫（名古屋大学教授 ノーベル物理学賞受賞者）
濱口道成（日本ユネスコ国内委員 前名古屋大学総長）

4．ややあてはまる
10%

イスティチョアイア＝ブドゥラ（駐日EU大使）
2018年度
天野

5．あてはまる
89%

２）総合人間科の課題研究に参考になった

5．あてはまる
19%

浩（名古屋大学教授 ノーベル物理学賞受賞者）

大野えり（ジャズ歌手

本校卒業生）

2019年度
天野

浩（名古屋大学教授 ノーベル物理学賞受賞者）

虫鹿里佳（お天気お姉さん

1．あてはまらない
10%

本校卒業生）

グローバルキャリアモデルシンポジウムは、SGH研究

2．あま りあてはまらない
8%

指定が終了しても継続的に実施していくことを計画して
4．ややあてはまる
40%

3．ど ちらともいえない
23%

いる。2020年度は、６月４日（木）に名古屋外国語大学
教員を招き、高校１年生を対象に開催する。
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