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第1章

概

要
原

順

子

究を続けている。モンゴル国では初年度水質検査や大

（１）目的

気調査を行った場所の特定が課題かと思われたが、現
地同行スタッフや昨年度の記録から、同じ場所で調査

グローバル拠点は「仮説Ⅲ－国内外にグローバル拠点

を行うことができた。

を形成し、効果的に活用することにより、自らの考えを
適切な方法で論理的に他者に表現し、勇気と判断力を身

②北米（ノースカロライナ州チャペルヒル地区）NUTechを拠点とするコミッティー

につけることができる。
」という仮説に基づいて計画、

初年度から継続してNC高校生と課題研究を行って

実践している。目的は、研究開発単位Ⅰ、Ⅱをより深め、

いる。

実践することである。

昨年度の生徒が今年度の生徒に向け報告会や学校祭
のポスターセッションに参加してコミッティーの活動

（２）実践方法

や成果を普及させた。

目的に照らして、グローバル拠点は研究開発単位の中
で唯一全校生徒を対象としていない。推進委員が提案す
る活動に希望する任意の生徒がコミッティーを作り、授
業後や長期休暇に活動する方式をとっている。

（３）内容
１）国内拠点－名古屋大学を拠点とするコミッティー
２年次はグローバルコミッティージュニアという名称
で中学生にも活動の幅を広め、国際交流に興味のある中
学生を募った。中１から中３までで52名の生徒が月に１

調印式を終えて

回程度、モンゴル国立教育大学とTV会議を実施してい
る。

（４）検証評価

２）海外拠点

初年度より生徒募集の時期を早めることができたため

①アジア（モンゴル）名古屋大学事務所を拠点とするコ
ミッティー

（４月に募集）、より計画的に活動することができた。２
年次の成果は２つある。１つ目は米国ノースカロライナ

初年度同様、２年次も新モンゴル高校と協同課題研

州チャペルヒル地区のイーストチャペルヒル高校と姉妹
校協定を結んだこと。２つ目はモンゴル拠点を活かして、
モンゴル国立教育大学附属中学校と交流を開始したこと
である。先方が中学校ということで、本校でも中学生対
象のグローバルコミッティージュニアを募り、中学生が
教育大学附属中学とTV会議を開始した。新たにモンゴ
ル国立教育大学は教育学部は特別支援教育について共同
研究している大学である。

モンゴル国立教育大附属とのTV会議
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グローバルディスカッション
原

２日目

（１）目的

順

子

８月23日（火）

９：00

小講義／
ディスカッションⅢ

・グローバル化に関して、経済学を中心とした社会学的
な視点で、自分たちが将来のグローバル社会の中で活

11：30 （昼

躍するためにどのような能力が必要なのかを名古屋大

13：00

各グループによる発表

学の留学生と一緒に考える。

15：30

振り返り／大学教員によるコメント

16：00

解散

・本イベントを英語で行うことにより、英語を通して論

食）

理的に他社に表現し、コミュニケーション能力の向上
を目指し、課題発見・課題解決力、合意形成力、妥協
力を育成する。
・ディスカッションを通してSGH校の生徒同士が切磋琢

（３）内容
１）今年度のテーマは『移民を受け入れよう

磨し、相互に刺激を与えながら成長する。

－それま

でに私たちがしておくこと－』である。昨年までは
あえて準備をしなかったが、今年度は基礎知識とし
て、以下の項目について事前に調べた。

（２）実践方法

①移民と難民ってどう違うのか

１）日

時：2016年８月22日（月）～23日（火）

②日本は移民や難民を受け入れているのか

２）会

場：名古屋大学教育学部附属中・高等学校

③移民を多く出している国はどこか

交流棟４階

④移民を多く受け入れている国はどこか

交流ホール

⑤移民を受け入れるメリット・デメリットは

３）参加校：東京学芸大学附属国際中等教育学校、海陽

⑥あなたが移民として国を移動する場合、どんな理

中等教育学校、大阪教育大学附属高等学校

由が考えられるか

平野校舎、神戸大学附属中等教育学校、名

⑦日本に移民が増えると、あなたはどのように対応

古屋大学教育学部附属中・高等学校

すると思うか

４）テーマ：
『移民を受け入れよう。－それまでに私た

２）Hou to make a groupdiscussion グループディスカッ

ちがしておくこと－』
５）進

ションとは

行：名古屋大学総長補佐（国際化推進担当）

１日目に土井先生から参加者にグループディス

土井康裕先生
６）担

当：原

カッションの進め方などのレクチャーを受けた。

順子、三小田博昭、佐光美穂、

①目的

曽我雄司

 グループ内で与えられたトピックの中で焦点を

７）タイムテーブル
１日目

８月22日（月）

当てるべきテーマを見つけ、その内容について議
論し、結論を導き出すこと。個人としては異なる

９：30

受付開始

10：00

ウォームアップ

11：00

グループディスカッションの実施方法説明

考えを持っていても、グループとして１つの結論

グループ活動

を導き出すことが大切。
②進め方

ディスカッショントピック提起
12：00 （昼
13：30

ⅲ時間配分をする。ⅳ議論を進める。ⅴ結論を導

ディスカッションⅠ
（休

15：00

 ⅰ役割を決める。ⅱワークの構造を構築する。

食）

く

憩）

３）参加生徒の記録

小講義

①はじめに

ディスカッションⅡ

 自分たちのグループはカンボジアとインドネシ

17：30 SGH生徒交流会
（会費制自由参加

アからの留学生を含んだ６人で話し合いをした。

於：大学南部生協）
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た。結果、イギリス、アメリカにはたくさんの移

②ディスカッションⅠ
 ここではテーマが大きすぎるので、テーマを小

民がいるのに対し、日本は極めて少ないというこ

さくすることにした。事前に与えられていた「難

とがわかった。原因は言語、政府、法律の３つが

民と移民の違いな何か」について意見を出し合っ

出たが、法律に絞り調べることにした。
④ディスカッションⅢ

た。難民＝戦争などが原因で国を追われた人々

 法律について調べることにしたが、方向が変

（refugee）移民＝経済的な理由で自ら移り住んで
きた人々（immigrant）

わってどんな法律を立てたら、移民の受け入れが

 次ぎに移民を受け入れることのメリットデメ

できるのか、について考えた。

リットについて話し合った。メリット＝若い労働

 ⅰ日本は今農業が人手不足である。→ⅱ移民専

力が得られる。人口の回復。デメリット＝犯罪が

用の農業の会社を作って農家を育成。会社にいる

増える。言語が異なる。

間の給料は国が援助する。→ⅲ日本で実際に働い

 ここまで話し合ったが、ここからどうやって小

てもらう。農業に限り日本に10年間滞在できる。

さなテーマをつくるかにとても悩んだ。その時土

10年滞在すると永住権が与えられる。以上が私た
ちが作った法律である。

井先生はイギリスの話をして下さった。イギリス

⑤まとめ

には民を受け入れたせいで自分たちの仕事がなく
なったと考える人が多くいるが、実際にはイギリ

 今回新しい法律を作るということで私たちなり

ス人が就きたがらない仕事を担っているのではな

にテーマに対する答えを出したつもりだったが、

いか、というものだった。

知らないうちに論点がずれていってしまったよう
だ。今後は反省を活かし、よいものにしていきた

③ディスカッションⅡ
 先ほどの話を踏まえて、イギリス、アメリカ、

いと思った。英語でのディスカッションは初めて

日本の移民受け入れの体制の差について比較し

でとてもよい経験になった。

TAによるウォーミングアップ

ディスカッションⅠ

ディスカッションⅢ

各グループの発表

各グループの発表

講評後の集合写真
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２）アンケート自由記述

（４）検証評価

①テーマに対して

１）振り返りアンケートの結果

・難しいテーマでわかりづらいテーマではあるけれ

１

あてはまらない

２

３

どちらとも言えない

４ややあてはまる

５

あてはまる

ど、考えごたえがあってタイムリーな話題であるな

あまりあてはまらない

と思った。高校生の間にこのことを考えられて（し
かも英語で）よかったなと思った。
・普通に日本語でも難しいテーマを英語でするのはと
ても難しかったです。
・移民と聞いて、今まではネガティブな言葉だと思っ
ていたけど、たくさん話して決してネガティブでは
ないと思った。
・一度ゆっくり考えたい内容だったので、とても貴重
な経験ができた。
②ディスカッションに対して
・本当に全くもって何を話しているのかわからない時
間があったけど、グループの同じ人同士が助けてく
れてなんとか乗り越えられた。
・もっと自分の伝えたいことが伝えられるようにもっ
と英語を学びます。知識を詰め込むだけでなく、ア
ウトプットをスムーズにできるようにします。今回
のディスカッションは満足できるものではなかった
けれど、これからに活かして行きたい。
・違った場所から来た学生と同じテーマで話していく
のはとても貴重な経験になった。
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第3章

アジア拠点─モンゴル研修
山

田

孝・湯

浅

郁

也・佐

藤

喜世恵

その後、９月～月１回のTV会議を行う。

（１）目的
スーパーグローバルハイスクール（SGH）での課題研
究をモンゴルの高校生と協同で行う。新モンゴル高校の

５月18日

TV会議

交流ホール

６月21日

モンゴル講義

６月22日 モ
 ンゴル講義

生徒と環境問題に関する話あいを通して交流を行う。ま

足立

守先生
（名古屋大学）

スウリ先生（新モンゴル高

等学校）

た、その成果を現地の政府関係機関、教育機関に報告し

７月４日、５日、７日～８日

指導・助言をもらう。

７月11日～13日

モンゴル語入門講座①

モンゴル語入門講座②

・本校中庭で大気汚染調査実施
山﨑川で水質調査実施

（２）実施方法
１）参加生徒

３）費用

Global Committeeに参加生徒 高校２年
女子４名）が参加。

（空港使用料、サーチャージ含）、現地バ

孝（学校代表）
、湯浅郁也、佐藤

ス借り上げ、旅行保険に加入に関わる費

生７名（男子３名
引率教員

山 田

用

喜世恵

など

生徒負担分：パスポート取得にかかる費用、現地宿泊

現地で名古屋大学国際部現地職員合流
２）事前学習
2015年度

学校負担分：国内移動に関わる費用、往復の航空運賃

ホテル代、食費など本人に関わる費用名
全校生徒からモンゴルの高校生とのTV会

古屋駅までの交通費

など

議を希望する生徒を募集

（３）研修日程・時程
１）行程表
平成28年７月27日（水）～８月５日（金） ９泊10日
日付

予

７月27日
（水） ８：42
（１日目） 10：16
10：50
11：57
12：40
14：40
20：10

定

宿泊先

名古屋駅発 新幹線 のぞみ110号
品川駅到着
品川発 成田エクスプレス 19号
車内昼食（各自持参）
成田国際空港（第１ターミナル）
第１ターミナル南ウイング４階 チェックイン 出国
成田国際空港発 MIAT OM502便（機内食１回）
ウランバートル国際空港着 入国審査
借上げバスでホテルへ移動（オユンさんと合流）
現地で円→トゥグルクへ換金

７月28日
（木） ７：30
（２日目） ８：00
16：00

ホテル泊（ミシェールホテル）

ホテルロビー集合
サンサル村
ボルガン県サンサル村へ移動（車約５時間）
ホームスティ（引率者はツー
サンサル村到着
リストキャンプ泊）
サンサル村 村長表敬訪問
公民館で歓迎会 民族楽器演奏と舞踊 本校生徒による日本の
民舞
夕食（ホームスティ先）
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日付

予

定

宿泊先

７月29日
（金） 朝食・昼食・夕食（ホームスティ先）
（３日目） 朝食・昼食・夕食（ホームスティ先）
課題研究（水質調査←昨年と同じ場所、大気調査）
ブルド砂漠体験
ハラホリン博物館へ
エルデニゾー見学
夕方より体育館で現地高校生と交流バレーボール大会

サンサル村
ホームスティ（引率者はツー
リストキャンプ泊）

７月30日
（土） 朝食（ホームスティ先）
（４日目） 朝食（ホームスティ先）
アルタンボラク村へ出発（車約３時間）
昼食・シャワー
国立公園
出発（車約２時間）
午後
アルタンボラク村到着
夕食（遊牧民ゲルにてホルホグ・全員一緒）

アルタンボラク村で遊牧民ゲ
ルスティ（引率者はツーリス
トキャンプ泊）

７月31日
（日） 朝食・昼食（ゲルスティ先）
（５日目） 早朝： 遊牧体験
乗馬体験
ウランバートルへ移動（車約３時間）
昼食（場所 遊牧民の家 ）
夕食 市内レストラン自由食
食事をとりながら研修前半の振り返り（司会：山田）

ホテル泊（ミシェールホテル）

８月１日
（月） 朝食：ホテル
（６日目） ８：30 ホテル出発
９：10 フィールドリサーチセンター
10：00 モンゴル科学技術大学地質博物館
10：55 日本法センター（大学生と交流 １時間）
日本紹介プレゼンを行う、環境についての討論
ミシェールホテルへ戻る。
12：45 新モンゴル高校到着
13：00 新モンゴル高校で昼食
14：00 高校の授業「考える日本語」に参加
15：30 ホストファミリーと合流

※ホームステイ泊（引率者は
ミシェールホテル）

８月２日
（火） ８ ：30 新モンゴル高校集合
※ホームステイ泊
（７日目） ９：00－10：00 JICA訪問
無料／人
10：30～12：00 日本大使館訪問
（引率者はミシェールホテル）
12：30 昼食（※新モンゴル高校カフェテリア 無料）
13：00 調査（テレビ会議のメンバーと日本語できる生徒）
（カシミヤ工場近く）
・新モンゴルの生徒と一緒にバスでトーラ川
移動 水採集
・新モンゴルの生徒と一緒に歩いて、セルべ川へ行って水採集
・新モンゴル高校に戻って分析と考察
※新モンゴル高校校庭にて新モンゴル高校の生徒と一緒に大気調査。新
モンゴル高校の生徒に調査キットの扱い方を教える。新モンゴル高校
の交流担当先生に調査キットを渡し、冬のモンゴルの大気調査、セル
べ川、トール川の調査を依頼（山田）
16：30 ホストファミリーと合流 教員借り上げバスでホテルへ
８月３日
（水） 教員は徒歩で新モンゴル高校へ
（８日目） ９：00～10：40 新モンゴル高校授業参加
10：50～ 発表会の準備、昼食
13：30
交流会・発表会（新12年生全員参加）
16：30
ホストファミリーと合流
教員は徒歩でホテルへ帰る
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定

宿泊先

８月４日
（木） ９：00
（９日目）

新モンゴル高校集合
借上げバスにて市内観光
ガンダン寺、自然史博物館、日本人墓地（献花）など
民族舞踊見学（18：00～19：00 ）
夕食（The Bull 各自自己負担）
食事をとりながら研修全体の振り返り（司会：山田）

８月５日
（土） ６：30
（10日目） ７：00
８：55
13：40
15：44
16：44
17：20
19：01

２）G.コミッティー

ホテル泊（ミシェールホテル）

ミシェールホテル出発（ミシェールホテルからバス）
ウランバートル空港集合
ウランバートル国際空港発 MIAT OM501便（機内食１）
成田国際空港着
成田国際空港発 成田エクスプレス 34号
東京駅到着 小川理央保護者と合流
東京駅発 新幹線 のぞみ245号
名古屋駅着 解散式後に解散

モンゴル課題研究構想

検査に分担し、担当する。同じ場所で５年間継続して

①目的
SGH

採取する。水質に違いがあれば原因を探り、最善策な
どを探り、モンゴルの高校生と協同で出来るアクショ

５年間の課題研究でモンゴルは重要な海外拠

点の一つである。そこで継続して課題研究を行い、成

ンプランを立てる

果を出す。27年度は初年度であり、データを採取する

１年目：採取場所の決定、採取。規制の簡易検査器で

場所を決めたり、採取できるかどうか施行することが

出来る検査をする。（場所の違いによる結果
の違いはわかる）

目的であった。28年度は、前年度のデータ採取場所を

２年目：採取。１年目と比較する。場所による結果の

訪問し、
継続的に調査を行うことを目的とした。また、
生徒による調査活動を継続的に行うため、調査方法・

違いを仮説を立て考察する。（本年度）

技術を新モンゴル高校のTV会議のメンバーに伝える

日本国内 附
 属学校周辺

ことも目的とした。また、日本法センターの学生とも

施

市内での調査を実

モンゴル国 周
 辺部での調査

環境問題について交流をする。
②研究課題

ウランバート

ル市内新モンゴル高校近辺
３年目：２年目と同じ。地理的要素、産業的要素等か

『モンゴルの環境汚染に、日本の公害で経験したこ

ら原因を探る。

とを活かす』─高校生にできること─
③仮説

４年目：３年目と同じ。
５年目：アクションプランを考える。

日本はかつて高度経済成長期に水質汚染、大気汚染
が深刻で公害が社会問題になっていた。すべてが解決

⑥採取場所候補地（５年間継続して同じ場所で採取でき

されていないが、現在はかなり改善されている。モン

る場所）

ゴルは現在高度経済成長期を迎えて、都市部（首都ウ

日本

ⅰ名古屋大学鏡が池
生徒の自宅近くの山﨑川

ランバートル）の水質・大気汚染が問題化されつつあ
モンゴル

る。公害を学習している日本の高校生と、これから環

ⅰサンサル村（田舎）の川

境問題を考えていくモンゴルの高校生が協同して環境

ⅱ遊牧地の水たまり（アルタンボラク村）

汚染について調査・研究していけば、両国の持続可能

ⅲウランバートル（都市）セルベ川

な開発に有効である、と仮説を立てた。
３）水質検査方法

④内容
ⅰ水質検査とⅱ大気検査をそれぞれ簡易検査器を持

①水質検査使用実験キット

参して、現地の高校生徒一緒に検査する。研究方法や

ⅰ

簡易水質検査器（パックテスト）河川用［内田洋行］

考察のアドバイスを、名古屋大学フィールドリサーチ

ⅱ 検査項目・ピーエイチ（pH）
・化学的酸素消費量
（COD）
・亜硝酸（NO2）
・リン酸（低濃度）
（PO4）
・

センターの先生方に頂く。
モンゴル国日本大使館の職員の方より、ウランバー
トル市内の環境問題についての講義を受ける。
⑤方法
モンゴルに行くメンバーを主にⅰ水質検査、ⅱ大気
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鉄（Fe）
・銅（Cu）
・亜鉛（Zn）
・全硬度（CaCO3）

アジア拠点─モンゴル研修

●この経験をアウトプットすることの必要性を感じた。

（４）SGHモンゴル研修の振り返り

今回経験した事は、多くの人が知ることによって、よ

●この研修の中で私が一番楽しかったことは学校に行っ

り意味が生まれると研修を通じて感じた。アウトプッ

たことだ。ホストファミリーの子の友達、一緒に授業

トする場をもらっているのだから、その機会を存分に

に参加した子、教科書を見せてくれる子など色々な人

生かしたいと思う。

に会えたことは本当に良かったと思う。日本にいるだ

●コミュニケーションの面ですが、何かをあげたり、一

けでは自分の世界は広がらないと思うし、
今のように、

緒に遊んだりというのは、ジェスチャーや表情でなん

たくさんの他国の友達は作れなかったと思う。

となく伝わりました。しかし、自分の感謝など本当に

●この10日間はかけがえのないものになりました、そし

心の底から思ったことなどは伝えきることができませ

て同時に外から自分の国を見ることの重要さを感じま

んでした。それはやはり言語能力にあると思います。

した。日本の文化をモンゴルの人に紹介しようと思っ

日本人同士ですら言葉を交わしても伝わらないときが

ても、自分は日本のことをよく知らなかったことに気

あります。それなのに違う言語同士じゃ伝わらないの

づかされました。この研修で浴衣を着る機会がよく

は当然です。今回自分の感謝を伝えきれなかった事が

あったけど、私自身、浴衣の着方を知らなかったこと

一番の心残りです。

もあり、私たちは外から見ると独特な文化を持ってい
るのに、その文化を生かしきれていなかったのだと思
いました。世界を見つつ、自分の国についてよく知る
ということを、この先心がけていきたいです。
●私は今回のモンゴル研修を通じて、教育の大切さに気
づきました。アルタンボラクでホームステイをしたお
家には、
同い年の男の子がいたのですが、
学校には通っ
ていないようでした。動物の世話をしていない時はと
ても暇そうで、モンゴル語で書かれた本を見せても反
応がありませんでした。私は彼のような遊牧で生きて
いく人も、人生をもっと楽しむためには、教育を受け
ることが必要だと思います。
●異文化理解とは片方だけが頑張っても仕方がなく、互
いに尊重しあわないと成り立たないということを学び
ました。他国の友人を作る際には重要なことであると
発見しました。
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第4章

北米拠点

ノースカロライナ研修（実施前まで）
佐

（１）目的

５

「課題探究Ⅱ」における６つの課題研究領域のうち、
人権と共生［生存・差別・障がい］／平和［紛争・民族・
国際理解］
／文化
［言語・芸術・表現］
）
で課題研究を行っ
ている生徒を対象として行う。選抜された生徒は、多様

藤

俊

樹・渡

辺

絵

美

The difference of the ways Japanese people and the
US people communicate

６ The difference of the houses between Japan and US
７ The people's recognition on the LGBT
８

な文化・価値観をもつ米国を将来の日本の姿と重ね合わ

The difference of the lifestyle of high school students
between Japan and US

せ、課題研究に関するフィールド調査を現地の高校生と
協同で行う。学校内で行っている研究活動を世界の中で
捉え俯瞰的に思考を巡らすことができ、新たな視点から
課題研究を深めることを目的として実施する。

（５）行

程

３月11日（土） 中部国際空港８：15［JL3082］→
成田国際空港11：10［JL010］→
シカゴ（オヘア）空港15：25［AA168］

（２）内容

→ローリー／ダーラム空港18：14

「Melting Potアメリカから多文化共生を探る」とい

３月12日（日）～18日
（土）

うテーマのもとで、米国East Chapel Hill High School,

全日程ホームステイしながらチャペルヒ

Chapel Hill High Schoolの生徒と協同で課題研究を行う。

ル市内の２つの高校に分かれ、現地の高
校生と協同研究

研究成果の発表を通して、米国の大学教授、教育委員、
企業の方から指導と助言をいただく。フィールドワーク

（木） 参 加 生 徒 全 員 がEast Chapel Hill High
３月16日
Schoolに集まり、英語で研究成果を発表

先として米国を選定した理由は以下のようである。グ
ローバル化が急速に進む日本での課題は、多文化共生で

３月17日（金） 参加者全員でDuke University、


ある。グローバル化の伸展とともに、さまざまな課題が

University of North Carolina等の大学を

生じる。その課題を解決するためには、課題が表出して

見学

いる米国を見るべきと考え、米国をフィールドワーク先

３月19日（日） ローリー／ダーラム空港７：29［AA1539］

とした。

→シカゴ（オヘア）空港11：55［JL009］→
３月20日（月） 成田空港18：30［JL3087］→
中部空港19：50

（３）参加生徒
高校１年生10名（男子４／女子６）

保護者迎え

（６）現地教師による事前学習
12月28日（ 水 ） に、Chapel Hill High Schoolお よ び

（４）課題研究テーマ

East Chapel Hill High Schoolで日本語を教えている教師

１

The difference of the medical service system
between Japan and US

の方が来校し、研修に行くことになっている10名の生徒

２

The difference and the background of the food
culture between Japan and US

スピーチ」で、３月16日（木）に East Chapel Hill High

３

The backward
Education

ような指示が出された。

reasons

of

Japanese

English

に対して講義を行った。題目は「プレゼンテーションと
Schoolで生徒が行うプレゼンテーションに向けて、次の

The difference of the food culture between Japan
４
and US, and the health situation it will cause
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①５～８分で行う
②（１）Intro（２）Body（３）Conclusionの３部で構
成する

北米拠点

ノースカロライナ研修（実施前まで）

③内容のフレームを「心」
「人権と共生」
「平和」のい

校（米国East Chapel Hill High School, Chapel Hill High
School）で行われる課題研究準備やまとめ、プレゼンテー

ずれかにする
④たくさん書いたりしゃべったりしてはいけない

ションにも参加し本校生徒と現地の高校生との橋渡しを

⑤訪米前に完成させてはいけなく、アイデアをシンプ

する。今年度は本校で３回、この学生を交え事前学習会
を実施した。以下の写真は事前学習会での様子である。

ルな英語で考えてくる

事前学習会はほぼ英語で行われるため、参加生徒の英語

⑥写真やデータを集めておく

力向上にも役立つ。また研修前から、人間関係が構築さ
れるため、現地での活動がスムーズに運ぶことも特徴で

（７）TGU名古屋大学との連携

ある。第１回の学習会では、米国やノースカロライナ州

名古屋大学のG30プログラムに所属するノースカロラ

についての概要説明と質疑応答。第２回目と第３回目は、

イナ州Chapel Hill High School出身の学生をTAに迎え、

生徒が現地で行う課題研究の内容をそれぞれ発表しコメ

SG研修の事前学習を行っている。この学生は、本校が

ントをもらった。質疑応答も実施した。

行うSGHノースカロライナ研修にも同行する。現地の学

－ 114 －

