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トビタテ!留学JAPAN

高２

（１）目的

口

順

子

奈

緒

１名

タンザニア（アルーシャ）2019年８月６日～

2019年８月19日
ウガンダ（グル）2019年８月27日～ 2019年９月13日

トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラムとは、官民
協同で2014年度から実施している海外留学支援制度であ
る。トビタテ!留学JAPANの選考に通った生徒たちは、

（４）検証評価
以下に示すものは、今年度国際ボランティア分野で採

返済不要の奨学金や事前事後研修を支援していただき、
希望した留学プログラムにもとづいて留学することがで

用された生徒の報告書の一部である。

きるものである。
トビタテ!留学JAPANでは、自分の行きたい国や活動

トビタテ!留学JAPANの支援をいただき、「希望を授

内容などの留学プログラムを自分で決めることができる

ける国際人になる」というテーマでボランティア留学を

ため、将来の進路選択により一層影響するのではないか

しました。タンザニアでは、タンザニア第２の都市、ア

と考え、本校では、第２期生募集から毎年応募してい

ルーシャの学校と、マサイ族の学校での教育ボランティ

る。

アを行いました。ウガンダでは「映画教育」に取り組ん
でいらっしゃる団体と一緒に、子どもたち向けのワーク

（２）実施方法

ショップの提供を行いました。また、出会った方々への

トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラムの第５期生

夢の聞き取り調査も行いました。

の応募のため、昨年度、校内にて説明会を実施した。ま
た、トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラムの第４期

①タンザニア（アルーシャ）にて

生としてスポーツ・芸術分野でニュージーランドにラグ

アルーシャの学校では算数と英語を教えるボランティ

ビー留学をした生徒のエヴァンジェリスト活動の一つと

アを行いました。名大附、母校の友人から頂いた算数

して留学の魅力や留学で得た経験の発表を、第５期生の

セットの寄付はこの学校で私の授業内で使用し、その

応募を考えている生徒たちに行ったり、学校祭にてポス

後、先生方にも使い方を教えて寄付してきました。この

ター発表を行ったりした。

学校での活動内で気づいたことは、子どもたちの英語力
の高さです。タンザニアでは英語は公用語に指定されて

（３）内容

いますが、国民のほとんどがスワヒリ語という言語を日

第５期生に応募した生徒は10名、選考に通り採用され

常的に話し、民族によってはそれ以外の言葉を話してい
る人たちもいます。この学校には２歳から６歳の子ども

た生徒は３名であった。

が通っているのですが、ほとんどの子どもが語彙は少な

応募分野
・アカデミック（テイクオフ）

３名

いまでも上手に英語を話し、私とコミュニケーションを

・アカデミック（ショート）

１名

取ろうとしてくれました。

・スポーツ・芸術

３名

・国際ボランティア

３名

採用生徒
・アカデミック（テイクオフ）
高３

１名

ドイツ（ベルリン）2020年３月９日～ 2020

年３月29日
・スポーツ・芸術		
高１

１名

アメリカ合衆国（アイダホ）2019年11月18日

～ 2020年２月14日
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（１）目的
・日本と中国の高校生が互いの国を訪れ、親交を深め
る。
・自分の体験から物事を考え、価値観の多様性に気づ
く。
・自国を振り返り、考える機会とする。
・大使活動・表敬訪問をすることで、大使館がどのよう
な活動をしているかを理解する。
（２）実施方法
（公財）イオンワンパーセントクラブの日中高校生交
流プロジェクトである。高校１、２年生から参加希望者
を募り、高１の５名（男子４名、女子１名）
、高２の５

②ウガンダにて
ウガンダでは子どもたちのクリエイティビティ―を成
長させるためのワークショップづくりを行いました。電

名（男子１名、女子４名）が下記の日本プログラム・中
国プログラムに参加した。

気のない村に初めての映画体験を届けるワークショップ
と、もう少し開発の進んだ村で子どもたちと映画館を作
り上げるワークショップです。タンザニアで学んだ学校

（３）内容
①７月８日（月）～ 15日（月・祝） 日本プログラム

教育とは別の形で子どもたちに希望を授ける方法を学べ

東京プログラム（８日～ 10日）

たのは貴重な経験でした。

環境学習 TEPIA先端技術館、パナソニックセンター、
芝浦水再生センター見学
伝統文化体験
大使活動

浅草散策

在日本中国大使館表敬訪問、外務省質問会

名古屋プログラム（11日～ 15日）
学校訪問・授業体験（S1英語、J2英語）
・部活体験・
ホームステイ
環境学習

トヨタ産業技術記念館、エコパル名古屋見
学

大使活動

愛知県庁

②10月14日（月・祝）～ 10月21日（月） 中国プログラム
北京プログラム（14日～ 16日）
環境学習

中国都市ガス協会レクチャー

北京排水集

団見学
伝統文化体験

初めてのボランティア留学、初めての単身での海外渡

大使活動

航、初めてのアフリカ。すべてが初めての中で、たくさ
んのチャレンジができ、貴重な経験になりました。今後

八達嶺見学

中国人民政府表敬

蘇州プログラム（17日～ 21日）

も「希望を授ける国際人になる」という夢に近づくた

環境学習・伝統文化体験

め、この経験を忘れず、伝えていきます。

大使活動

山塘街訪問、古運河遊覧

蘇州市人民政府表敬

学校訪問、授業体験（体育・生物・書道・ダンス・心
理学）、ホームステイ

上記の留学報告書からもわかるように、トビタテ!留
学JAPAN日本代表プログラムの留学では、異文化体験
や自主活動を伴う留学をし、多様な経験をしてきた生徒

（４）検証内容

にとって、進路選択が明確になり、視野が広がるものと

①検証方法

考れられる。

②検証内容

（文責

西川陽子）

生徒の書いたレポートによる。

概況としては、生徒はほぼ全員中国に来るのが初めて
であったが、メディアを通して知っていたことと、現地
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に来て感じたことのギャップがあった。ほとんどが否定
的なイメージから、肯定的に変わったという内容であっ

３

た。また活動の種別から見ると、環境学習・伝統文化体

He For Sheジェンダー平等に向けたプロ
ジェクト

験・ホームステイが特に好評であった。一方、大使活動
（表敬訪問）については記述量が少なく、意義が今ひと
つ伝わっていなかった可能性がある。
以下に生徒のレポートの一部を引用する。２名のレ
ポートから引用するが、どちらも他の生徒にも共通する
内容の記述の部分を拾ったものである。
●今回のプロジェクトで、私はとても大きく成長できた
と感じた。「百聞は一見にしかず」のようにテレビの
報道や授業などで習ったことなどの知識のみで偏見を
持っていたことを、実際に中国を訪れ、ホームステイ
などで日常生活を疑似体験したことにより学ぶことで
知った。実際に訪れないとわからないことは多いの
で、これからも様々な場所に実際に訪れて、知らない
ことをたくさん知っていき、自分の持っているものの

（１）目的

見方を様々な方向から見られるようになりたいと思っ

『ジェンダー課題』について、世界で起きていること、

た。そして、情報だけに踊らされず、偏見など持たな

日本で起きていることを理解し、
『ジェンダー課題』に

いようにしていきたい。

ついて関心を持ち、課題意識を持つ。

●この活動を通じて得られた知識や文化の多様性、新た
に発見したことは山ほどある。特に同世代との交流に
よって、国や経済に対するまた違った考え方を得るこ

（２）実践方法
１）テーマ

とができた。さらに、肌で感じてみて中国に対するイ

「関心を持っている世界、あるいは日本の問題につい

メージや物事に対する考え方がかなり変わった。実際

て、持続可能な開発目標（SDGs）使って分析し、ジェ

に肌で感じることは、自分にとってかなりためになる

ンダーの視点を踏まえて、総合的な解決・改善策を提案

ことだとこの活動を通じて感じた。

する。
２）スケジュール

③今後の課題
日本プログラムでも、中国プログラムでも、本校生徒
の体調不良者が複数見られた。本人にもどうしようもな
かったものもあったが、高校生としてはもう少し自己管
理が求められるケースもあった。事前指導の段階からよ
く指導し、特に海外へ行く際には常備薬の持参を徹底す
るようにしたい。
また、中国の生徒の学校受け入れ体制を充実させるこ
とも必要である。今年は本校への訪問日程が数ヶ月前に
一週前倒しになった関係で、本来別日であったモンゴル
からの学生とバッティングした。控え室などで双方の訪
問団に窮屈な思いをさせたことと思われる。また蘇州の

５月上旬 グローバルコミッティの登録と同時に、登
録者から本プロジェクト参加者を募集
５月下旬 説明会・保護者同意書提出
６月21日 資生堂ジェンダー平等啓発ワークショップ
～私たちと『ジェンダー課題』～開催
６月26日 研究計画書提出期限
究開始

各グループで課題研

８月21日 校内プレゼンテーション（ビデオ録画して
代表グループ選出）
８月27日 代表グループブラッシュアップ後、再度ビ
デオ撮影 UN-WOMENにビデオ提出

学校が本校生徒のために、実験や実習を中心とする授業

３）グループワークの方法

を５コマ提供してくれたことを思うと、本校も英語だけ

①３人～５人のグループでテーマを決め、計画書を作

ではなく、様々な授業を体験してもらうようにするとよ

成、問題提起から解決策まで課題研究し、プレゼンテー

いと考えられる。

ションを作る。プレゼンテーションの制限時間は10分。

（文責

佐光美穂）

②プレゼンテーションに必ず必要な項目は、ⅰテーマ、
ⅱメンバー、ⅲ目的、ⅳ方法、ⅴ結果・考察、ⅵ提案・
総合的な解決策（結果・考察を踏まえて『自分たちのこ
と』と捉えて提案することが有効）、ⅶ引用・参考文献
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（３）内容
グループ フェアネス（高１/４名）
テーマ

能力で評価される社会をつくるために

グループ 青鞜社（高１/５名）
テーマ

全ての人に安全な学習環境を提供できるよ
うにする

グループ スポーツグループ（高１/５名）
テーマ

教育の場におけるジェンダー格差が与える
社会への影響と改善策

グループ ユニバーサル
テーマ

ラブ（高２/３名）

自分を愛する人を愛することができる世の
中なのか？

グループ ＃Ku Too（高２生/５名）
テーマ

＃Ku Too－職場で女性ハイヒール強制－や
めよう



審査風景

生徒22名が５グループに分かれ、パワーポイントを作
成してプレゼンテーションを行った。８月27日の審査員
はSGH推進委員の３人と、高大接続研究センターの大谷
先生の４人。UN Womenが発表している観点項目を元
にルーブリックを作成して選考した。
2019/8/22

He For She ジェンダー平等に向けたプロジェクト 審査基準
①
観点

指標

②

③

④

⑤
発表を通したメッセージの
伝達力（スピーチ力、プレ
ゼン資料製作能力）

課題点の抽出・認識

課題の原因の分析

解決策の実現可能性

「自分たちにできること」
の具体性

・選んだテーマから、
何が課題かを抽出・認
識できているか
・当該課題を解決する
ことが、様々なSDGsの
達成に貢献できるか

・課題の原因につい
て,ジェンダーの差異
の要因が指摘されてい
るか
・何かしらの調査を実
施し、データを用いて
分析ができているか

・②で分析した原因に
対して、具体的で実現
可能な解決方法が説明
できているか
・その解決方法は社会
の中に様々な波及効果
を想定できるか

・③の実現のために、
自分たち（高校生）に
できることが具体的に
行動レベルまで示され
ているか
・自分たちの強みを生
かしているか

・論理的であり、かつ
分かりやすい説明に
なっているか
・プレゼン資料がわか
りやすくまとまってい
るか

原因についてジェン
ダーの差異の要因が指
摘されており、何かし
らの調査を実施し、
データを用いて分析が
できている
何かしらの調査をして
いれば3点以上
原因についてジェン
ダーの差異の要因が指
摘されているが、調査
を実施しないで、引用
データを用いて分析が
できている

原因に対して、具体的
で実現可能な解決方法
が説明でき、説明した
解決方法は社会の中に
様々な波及効果を想定
できる

自分たち（高校生）に
できることが具体的
に、かつ自分たちの強
みを活かして、行動レ
ベルまで示している

論理的で、かつわかり
やすい説明になってい
る。プレゼン資料も工
夫し、よくまとまって
いる

点数

優れている

５点

テーマから何が課題か
を正確に抽出・認識で
きており、ＳＤＧｓの
達成に貢献できると説
明している

４点

普通

3点

テーマから何が課題か
を正確に抽出・認識で
きているが、ＳＤＧｓ
の達成に触れていない

２点

劣っている

1点

上記で「自分たち」の
解釈が広ければ4点
原因に対して、具体的
で実現可能な解決方法
が説明できているが、
その方法は社会の中に
様々な波及効果を想定
できるものではない
少しでも解決策に触れ
ていれば2点以上

自分たち（高校生）に
できることがを示して
いるが、具体的な行動
レベルにまではいって
いない

論理的で、わかりやす
い説明になっている
が、プレゼン資料が分
かりにく、説明と合っ
ていない

原因についてジェン
テーマから何が課題か
解決策には触れていな
ダーの差異の要因が指
説明や資料が分かりに
を(SDGsに触れていて
解決策には触れていな い、または解決策は
摘されていない。調査
くく、伝えたいことが
も）抽出・認識できて
い
「自分たちにできるこ
を実施せず、データの
分かりにくい
いない
と」ではない
分析は不十分
上記に時間±１分以上
でー１点
・ 各項目５点満点、合計２５点満点で採点する
・ 間の点数（２点、４点）をつけてもよい。０点はつけない

（４）検証評価

選出した。残念ながら全国の代表校への選出はされな

校内で選出したグループは『＃Ku Too－職場で女性

かった。しかし、次のようなフィードバックがあり、参
加生徒と共有できたので、今後の課題研究に参考になっ

ハイヒール強制－やめよう』
。#Me Too→#Ku too
（靴、苦痛）一人のツィートが署名キャンペーンに発展
した運動に関心を持ち、高校生の視点で自分たちのドレ
スコードを振り返り、アンケート調査を行い、選択でき

た。
【よかった点】
・既存のデータに頼らない独自の調査による分析ができ
ている点が素晴らしい。

る社会を目指すポスターを作成して広めようと提言をし
た。提言に持っていく過程の論理性と提言の具体性から

・社会に訴えるポスターと当事者に訴えるポスターと目
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４）講師：清水

的別に作っている点はよく考えられている。
・プレゼンに工夫がされており、興味を引く見せ方がで

健（シャーロック・ホームズ研究家）

５）言語：日本語

きている。
・制服などの規定は除き、女性の服装は靴も含めかなり
自由度が高まっているように思う。
・既存の規範・慣行・ルールを合理性や人権の観点から
再検証し、それを変革/アップデートしようというの
はSDGsの基本理念・原則（social transformation）に
叶っている。実証検証は説得力がある。一律にルール
化するのではなく、自分の意思で選択することを可能
にしようという提言は素晴らしい。皆さんのような若
い女性たちによる啓発の積み重ねが社会意識の変革に
つながっていく。
・ユニークな視点からジェンダーを掘り下げており、興
味を持ちやすい内容になっている。
・実験や一般に対するアンケートを行っており、現実に
起こっていることが分かりやすく説得力のある形で説

（４）検証評価（生徒の感想より）
・元々推理小説は好きなので、シャーロック・ホームズ

明されている。

は何冊は手に取ったことがありました。しかし、ミス

【改善点】

テリーとしての部分にしか注目しておらず、科学的、

・情報化社会でスマホが普及しているので、ポスターに

経済的な要素を考えて読んだことがなかったので、今

動画やSNSにつながるQRコードを挿入するとよい。

回のお話を聞いて、そういう視点もあるのか、と気づ

・アンケート結果の円グラフは男女別にして見せた方が

かされ、驚きました。ホームズは全教科の教科書にな

分かりやすい。


り得るのだと知るとともにホームズにおいて興味をひ
（文責

原

順子）

かれた点に関する学問について調べてみる、といった
ことをすれば、将来の選択肢を増やしてくれる存在に

４

もなるのかもなと考えました。私も今進路を決めてる

講演「シャーロックホームズを通して学ぶ
英語」

時期なので、もう一度シャーロック・ホームズを読み
直してみようと思います。できれば現代版も見たいで

（１）目的

す。

グローバルコミッティ（ジュニアを含む）活動の活発

また、英語の具体的な文を暗唱することで表現を身

化を図るために、講演会を開催した。グローバルコミッ

につける、というのは今までの私にはない概念でし

ティーは。海外研修から国内イベントへの参加と、活動

た。Ｓ+Ｖ+Ｏなど、文法から覚えるものなのだとい

の幅は多岐に渡っている。参加状況は各生徒によって異

う固定観念があったのですが、確かに自分に使える文

なるが、時間の制約等で校内のイベントなら参加ができ

を先に覚えた方が実用的である上に応用も利くなと感

る生徒のために、日本語で海外をテーマに講演を行っ

じました。私は音楽が好きなので、好きな曲の歌詞を

て、コミッティを身近な活動にするのを目的としてい

暗唱してやってみようかなと思っています。とても興

る。

味深いお話で、とても良い刺激になりました。（S1）
・今回のお話では自分の知らなかった様々なことを知る

（２）実践方法

ことができました。僕はもともとシャーロック・ホー

グローバル国内拠点のつながりで、名古屋経済大学中

ムズというのは探偵だ、という初歩の初歩しか知りま

村真咲先生から講師を紹介して頂き、実施した。グロー

せんでした。実際に研究されている方から詳しい内容

バルコミッティの生徒（含ジュニア）に参加を呼びか

をお話して頂くことができてとても楽しかったです。

け、興味を持った生徒が参加した。

先生が仰っていた「言葉を増やしていくことが必要
だ」という考えにはとても共感しました。覚え方や新

（３）内容

しい言葉との出会いを難しく考えすぎていましたが、

１）日時：2019年11月15日（金） 授業後16:00 ～ 17:10

自分の好きな音楽など、身近なことから吸収して行き

２）会場：本校交流ホール

たいです。貴重はお話を聞くことができ、他の後尾も

３）演題：
「シャーロック・ホームズを通して学ぶ英語」

参加したいです。（J3）

“Learn English through Sherlock Holmes”
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カケハシ招へい高校生

交流プログラム

本校のSGHカケハシ・プロジェクトの一環でJICE主
催のアメリカ高校生来日プログラムにおける学校交流を
受け入れた。ニューヨーク州フォレストヒルズ高校とマ
サチューセッツ州ボストンラテンアカデミーの２校から
生徒44名、引率教員６名が来校した。他に通訳２名、
JICE事務局より２名が来校した。本校からは高校生41
名、トルコからの留学生１名、教員２名（仲田・沼口）
が参加した。したがって、交流会参加者の合計は高校生
が86名、教員・通訳・JICE事務局が12名であった。当
日は、午前中に本校交流ホールで交流会をして、昼は名
古屋大学生協食堂で昼食を取り、午後は名古屋大学キャ
ンパスツアーに出かけた。交流会では、初めに３校の生
徒代表がそれぞれ挨拶をし、パワーポイントを使って自
分たちの町や学校の紹介をした。３校ともにすばらしい
プレゼンテーションだった。その後、仲間づくりやチー
ム対抗のゲームをして、最後にグループごとに車座にな
り会話を楽しんだ。生徒たちは皆とても友好的で一緒に
写真を撮影したり、SNSの情報を交換したりしていた。
名古屋大学キャンパスツアーには、アメリカの高校生と
その関係者が参加し、減災館、2008ノーベル賞展示室、
博物館を回った。各施設の担当者より通訳を介した説明
を受け、その後、自由に見学した。とりわけ減災館での
津波についての説明やシミュレーションに熱心に耳を傾
けていた。最後に学校に戻り、大学担当者と留学生から
名古屋大学での留学生活について話があった。本校の生
徒にとっては、身近なことやポップカルチャーを英語で
紹介し、一方で、アメリカのそれらについて知る有意義
な機会となった。

（文責

仲田恵子・沼口奈緒）
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