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第4章

グローバルキャリアシンポジウム
三小田

（１）目的

博

昭

る自分が想像できないことが原因であると考えている。

本校には在学中にNPOプロジェクトを実行するなど、

そのために、企業・公的機関・国際機関の関係者等、グ

行動力のある中高生もいるが、
多くは学校での学びが「知

ローバルキャリアモデルのリレーシンポジウムを継続

識」に留まり、行動にまで至っていない。これは、生徒

的・効果的に取り入れることで、課題研究が将来のキャ

が行動に移す目標としてのグローバルキャリアモデルが

リアの形成に繋がり、探究的な活動の質が深まると考え、

身近にいないため、自分の夢を持つことや学びの先にあ

グローバルキャリアシンポジウムを実施する。

課題探究Ⅰ（中学）

課題探究Ⅱ（高校）
生命
自立した学習者

生命と環境

自然と環境
グローバル

心
生き方を探る

キャリアモデル
人権と共生

シンポジウム

平和
国際理解と平和

文化

をシンポジストの前で発表しコメントを頂く形式を必ず

（２）実施計画

入れている。

平成27年度は以下のようにグローバルキャリアモデル
シンポジウムを実施した
日にち

講師
（敬称略）

（３）第１回 グローバルキャリアモデルシンポジウム
所属

備考

あいちシンクロトロン光センター所長
竹田美和先生（４月15日（水）
）

竹田美和 あいちシンクロ
４月15日（水）
所長
（前編） トロン光センター

ノーベル物理学賞と青色LED：前編

竹田美和 あいちシンクロ
４月30日
（木）
所長
（後編） トロン光センター

〜授賞式と晩餐会〜
竹田先生は赤崎先生のLED研究を支えた先生の一人

６月11日（木）松尾清一 名古屋大学

第14代総長

で、ストックホルムでのノーベル賞授賞式にも招待され

12月３日
（木）勝野

哲 中部電力

社長

ている。竹田美和先生によるグローバルキャリアモデル

浩 名古屋大学

ノーベル
物理学賞受賞

シンポジウムは、２回に分けて実施した。第１回目にあ

シンポジウムの中では、シンポジストから生徒にディ

第１回目のシンポジウムは、授賞式の模様やその裏話を

２月４日
（木）天野

スカッション課題を毎回出してもらい、その課題につい

たる４月15日（水）は、本校生徒の保護者も参加した。
中心にたくさんの話を伺った。

て生徒がグループでディスカッションを行い、その結果
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また、本校出身で豊田合成株式会社の元常務の太田さ

グローバルキャリアシンポジウム

んからノーベル賞メダルのレプリカの展示に関するご協
力のお申し出を頂き、シンポジウム当日に展示し、生徒
や保護者に見せることができた。ノーベル賞メダルのレ
プリカは赤﨑勇先生・天野浩先生が、豊田合成株式会社
に寄贈したものである。

（展示されたLED製品の一部とそれをみる生徒）

（５）第３回 グローバルキャリアモデルシンポジウム
名古屋大学第14代総長

松尾清一先生（６月11日（木））

平成27年度に名古屋大学第14代総長に就任された松尾

（ノーベル賞メダルのレプリカ）

清一先生が、高校生に期待すること、今しておかなけれ
ばならないことについて熱く語られた。松尾先生は、た
くさんの写真を使いながら、名古屋大学と交流のある、
世界の国々や、そこで活躍する名古屋大学の先生や学生
の方々を紹介し、高校生に多くの刺激を与えて下さった。
生徒にとってグローバル化とは、物も金も情報も、いろ
いろなことが直接入ってくること。そんな状況下で大切
なのは、相手をよく理解し、自分をよく理解すること。
お互いを理解しようという気持ちがある上で、コミュニ
ケーション力、語学力が大切になってくる」と助言され

（レプリカを見る生徒）

た。そして、最後に三つ提言を頂いた。
１．失敗を恐れない

（４）第２回 グローバルキャリアモデルシンポジウム

若い時に苦労をすると、バネになる。

あいちシンクロトロン光センター所長

「
『失敗』と書いて『せいちょう』と読む」

竹田美和先生（４月30日（木））

（野村克也監督）

ノーベル物理学賞と青色LED：後編
〜赤﨑先生・天野先生

２．勇気を持つ

ノーベル賞への軌跡〜

積極的に現地の人と話して、仲良くなろう。

第１回目の４月15日（水）に続き、第２回目は、LED

３．夢をもって勉強する

の開発に関する話題が中心となった。具体的には、半導

目標をはっきりさせよう。

体の研究の始まりと青色LED開発の過程。身近な疑問
や興味関心が大きな発明に繫がるという話であった。ま

シンポジウムの中で、高校生に以下の課題を出してい

た、今回も豊田合成株式会社のご協力により、LED製

ただき、高校生が与えられた課題に対してグループで議

品をシンポジウム会場となる本校の交流ホールに展示し

論し、意見を発表した。

た。当日は中日新聞社も取材に訪れ、５月１日付の中日
新聞朝刊に掲載された。

（松尾清一名古屋大学総長）
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２．エネルギーを選ぶ、未来を選ぶ

課題）社会がグローバル化するとは、どのようなこと
を示すのか？また、その中で自分たちが付けな

2030年のエネルギーに関する選択肢、私たちの選

ければならない力とは何か？

択についてである。
勝野さんから生徒に出していただいたディスカッショ
ン課題は
課題）『エネルギーをお届けする側の視点で2030年の
姿を話して来ましたが、これから次のことを考
えてディスカッションをしてください。「エネ
ルギーを使う側から見て、2030年はどういう時
代になっているか」を考えてみてください。』

（松尾総長の課題に取り組む生徒）

《生徒の感想》
・積極的に行動する気持ちを持って、未来を見つめるこ
とが大切であると思った。
・名古屋大学が思っていたよりもたくさんの国の大学と
関わっているということが分かった。ウズベ

キスタ

ンとも関わっていることが驚きでした。もともと海外
に興味があるので、今回のお話しはとてもためになり

（勝野 哲 中部電力社長）

ました。先生が仰ったように、前向きに積極的に目標
を持って前に進んでいこうと思います。
・私は今までにもずっと海外に興味を持っていたけど、
今日のお話しでより興味を持つことができた。留学と
かしてみたいと思ったし、名古屋大学と海外とのつな
がりもよくわかった。海外にぜひ行ってみたいと思っ
た。
・名古屋大学はすごい国際的だなと改めて実感した。世
界がグローバル化していく中で、私たちも積極的にグ
ローバル化について考えて行くべきだと思った。自分

（勝野社長の課題に取組む生徒）

の目標や夢にむかってがんばりたいと思った。

（７）第５回 グローバルキャリアモデルシンポジウム
（６）第４回 グローバルキャリアモデルシンポジウム
中部電力社長

勝野

名古屋大学工学研究科

天野

浩教授（２月４日（木））

平成27年度グローバルキャリアモデルシンポジウムの

哲様（12月３日（木））

本校の卒業生であり、
現在中部電力社長の勝野哲様が、

最後は、名古屋大学工学研究科教授で2014年度にノーベ

グローバルキャリアモデルシンポジウムにご登

ル物理学賞受賞を受賞された天野浩先生である。グロー

壇頂いた。勝野哲様は、高校から本校に入学した生徒（外

バルキャリアモデルシンポジウム第１回目で、竹田美和

進生）だそうで、高校時代の思い出やこれから必要とさ

先生「ノーベル物理学賞と青色LED：前編 〜授賞式

れる人間像についてお話しされた。そして最後に、後輩

と晩餐会〜」の中で、天野先生についての基礎知識を得

である附属高校生に対するメッセージを送られた。

ているため、生徒は天野先生のお話しにもすぐに入って

第４回

お話しされた内容は

行くことができた。天野先生の中学高校生時代の生活ぶ

１．エネルギーに見る「世界の中の日本」

り、大学・大学院時代の研究から、LEDの完成、そし

・エネルギーはどこから来るのか

てLEDが今後の世界で果たしていく役割についてお話

・日本は無資源国

下さった。天野先生からシンポジウムの中で行うディス

・エネルギー多消費国

カッション課題は４つあった。

・増え続ける世界のエネルギー消費

課題１）
昨年、パリのユネスコ会議で講演した時、アフリカ
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代表の方から、“先進国から援助を受けて、若い人た

３．世界の国々には、それぞれの文化、歴史があり、
それを知ろうとすること
４．最後に示された「挑戦、自立、貢献」という
言葉です。先生はご自分の人生を20代は挑戦、
30代は自立、40代は貢献、と振り返られました。

ちの勉強できる環境が整ってきた。しかし、殆どの優
秀な若い人は高校まで勉強した後、ヨーロッパやアメ
リカの大学に進学してしまい、社会人になっても母国
に戻ってきてくれない。どうすればよいか？”
①どこに問題の所在があると思いますか？
②みなさんなら、どのように解決しますか？

《生徒の感想》

課題２）

・小さい頃はあまり勉強をしていないと天野教授は言わ

一極集中は、世界中で問題になっております。

れたのですが、それでもやはり生の英語を聞いていた

①どこに問題の所在があると思いますか？

り、数学という一つの教科だけでも熱心にやるなど、

②みなさんなら、どのように解決しますか？

小さいころの努力で差が開いていくと改めて思った。

課題３）

一つのことに集中できるのは、大切なことだと思った。

将来人工知能とロボットの普及によって、多くの職

・「いくら勉強しても物足りない、自分で物を作ってな

業が奪われるのでは、と危惧されています。

いからだ」という言葉が心に残りました。考えてみる

①将来、どのような職業が人工知能とロボットに代替

と、今までの人生の中で物足りない、もっとこうした

されると思いますか？

いと思ったことがあまりない気がします。いつも「こ

②ロボットは感情を持たないため放射性物質の廃棄な

んなものでいいか」と中途半端な気持ちのままで終

どには重宝されますが、一方で兵器等への流用が懸

わってしまいます。諦める気持ちも大事だけど、何に

念されております。何が問題で、どうすればその問

も挑戦していないときからそんな思いでは、何も生み

題を解決できると思いますか？

出すことなんて出来ないんだなと思いました。やった

③論理的に考えると、必要な労働力が有限であるとす

ことのないことに挑む勇気を持てるようになりたいと

ると、ロボット作製及びランニングにかかるコスト

思いました。

が人を教育して一人前にするよりも低い場合、生産
者はロボット作製を選択したほうが低コストなた
め、人が必要なくなり、人のすべきことが無くなり
ます。これから、人はどうすれば良いでしょうか。
課題４）
2014年、全世界で６千万人近くの人が、住む場所を
失い、難民としての生活を余儀なくされています。日
本は難民受け入れに消極的ですが、ドイツは積極的に
受け入れを行っています。ただ受け入れた難民が暴動
化するなどの問題も指摘されています。
①難民は何故発生してしまうのでしょう。

（天野先生の課題に答える生徒）

②日本とドイツは、それぞれ何故そのように対応する
のでしょうか？皆さんは、どち

らを支持します

か？自分がその国の元首になったつもりで考えてく
ださい。
③長期的視点に立って、難民問題を根本的に解決する
ために、皆さんはどのような方法を考えますか？実
効性の高い解決方法を検討してください。
そして、最後に天野先生から高校生に向けてのメッ
セージは、以下の４点です。
一つは、グローバルな時代に生きる上での心がけ
です。
１．世界の動向に注目すること
２．自己の主張を持つこと
（これは、自分の人生のテーマを持つというこ
とです。先生は「LED」というテーマがあっ
たために、国際会議に参加して、自分の意見
が言えたということです）

（生徒の発表を聞く天野先生）
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2）
学校の研究課題の参考になった

１. あてはまらない 0%
２. あまりあてはまらない 0%
３. どちらともいえない 5%

５. あてはまる 26%

１. あてはまらない 5%
２. あまりあてはまらない 7%

３. どちらともいえない 21%

４. ややあてはまる 41%
５. あてはまる 50%

４. ややあてはまる 45%

3）
自分が将来就きたい職業が明確になった

4）
自分も将来仕事で国際的に活躍したいと思った

６. 無回答 0%
５. あてはまる 7%
４. ややあてはまる 21%

５. あてはまる 16%

１. あてはまらない 7%

１. あてはまらない 12%
２. あまりあてはまらない 10%
２. あまりあてはまらない 20%

３. どちらともいえない 24%

３. どちらともいえない 40%
４. ややあてはまる 43%
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