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生徒の活動報告
原

１．UK-JAPANプログラム

順

子・亀井千恵子

参加校日英国）
County Upper School, Bury St Edmunds

７月31日（日）～８月６日（土）まで、名古屋大学を
拠点にUK-JAPAN Science Workshops in Nagoya 2016

Hills Road ６th Form College, Cambridge

を開催した。将来の女性科学者、女性リーダーの育成が

Seven Kings High School, Ilford

目的であり、日英の女子高校生32名が参加した。
「名古

St Mary Redcliffe & Temple School, Bristol

屋大学リーディング大学院ウェルビーイング in アジア

Newham Collegiate, East Ham, London

実現のための女性リーダー育成プログラム」と連携して

Colston’s Girls’ School, Bristol

行った。参加生徒は、グループに別れ、大学院医学系研

Rikkyo School in England

究科・医学部医学科、大学院医学系研究科・医学部保健
学科、大学院生命農学研究科・農学部、大学院国際開発

スケジュール）

研究科、大学院教育発達研究科・教育学部の研究室に入

７月31日（日）山の上体育合宿所に集合

り実験や講義を受けた。最終日には、グループごとに研

８月１日（月）名古屋城の石垣観察と篠島での実習
（美浜少年の家泊）

究成果プレゼンテーションし、名古屋大学理事、大和日

２日（火）礫ヶ浦にて化石採掘

英協会から講評を受けた。

トヨタ産業技術記念館、徳川美術館
（名古屋大学山の上合宿所泊）

参加校日本）

３日（水）ワークショップ

名古屋大学教育学部附属中・高等学校

（名古屋大学山の上合宿所泊）

東京学芸大学附属国際中等教育学校

４日（木）ワークショップ

埼玉県立浦和第一女子高等学校

（名古屋大学山の上合宿所泊）

金城学院高等学校

ベジタリアンカレー作り
５日（金）ノーベル物理学賞受賞益川先生との対
談

プレゼンテーション

（名古屋大学山の上合宿所泊）
６日（土）英国生徒成田空港へ移動
プログラム実施前の抱負・日本）
・私は、このプログラムに参加できて、はじめて英語ば
かりの環境で一週間を暮らします。こんな機会はなか
なかないので積極的に英語を使ってコミュニケーショ
ンをとろうと思います。また、英国の文化やバディの
子がパキスタン出身だったので、イスラムの文化につ
いても積極的に学ぼうと思います。
・たくさんの人と交流をするので、考え方も違ったり、
言語もちがうと思うので人の考えを聞いて自分の考え
を深めたり、英語で会話や発言をしたりして自分の視
野を広げたい。
プログラム実施前の抱負・イギリス）
・I have a very basic knowledge of Japanese which I
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would like to improve whilst developing relationship

to gain an insight into the bury life of a doctor.

with my Japanese partner and the other Japanese

Knowing how they interact patients.

girls. I would like to experience a little university life.

become more knowledgeable about the field of

・Working in a hospital alongside real doctors. I hope

medicine through this workshop.

名古屋城の石垣観察

篠島での実習

礫ヶ浦での化石採掘

医学系ワークショップ

保健学ワークショップ

生命農学ワークショップ

国際開発ワークショップ

ノーベル賞受賞者 益川先生との対談

教育発達科学ワークショップ

プレゼンテーションの様子



（文責
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発

２．アジアユースリーダーズ 2016（in タイ）

13：45～16：00

（１）目的

ディンデン環境管理セ

ンター見学
17：00～18：00

開催国の環境・経済・社会等の問題について討議・発

内にてヒアリング

表（英語）を行い、多国間交流を通じて価値観の多様性
を学ぶとともに同世代の友人ネットワーク構築の機会を

８月25日（木） ホテル内にて終日チームディスカッショ
ン

提供する。また現実的な社会・環境問題についての学習、
視察、チームディスカッションを通じ、解決に向けたロ

ショッピングセンター

８月26日（金） ９：00～15：00

ホテル内にて各チーム

のプレゼンテーション

ジックを磨く。そして次世代を担う若者の社会・環境問
題に対する意識の向上、並びにグローバルリーダーを育

15：00～16：30

審査会

成する。

18：00～21：00

表彰式→フェアウェル

パーティー
（２）内容

８月27日（土） ６：30

ホテル発

高校生グループと大学生グループがそれぞれに与えら

８：00

バンコク国際空港着

れたテーマに沿って各チーム（A～J）毎に討議し、発

９：45

バンコク発［JL32］

表を行う。テーマはそれぞれ以下のとおりである。高校

17：55

羽田着→19：30羽田発

生：市民の視点で、バンコクの河川をきれいにするため

21：30

名古屋着

に、どのようなキャンペーン活動ができるか。大学生：
国、政府の視点で、バンコクの河川をきれいにするため

（５）事前学習会

に、企業、施設、工場等に対し、新しく提案できること

８月６日（土）に、お茶の水女子大学付属高校で日本

は何か。参加者は期間内に関係施設の視察、大学教授に

チーム全体の打ち合わせおよび事前学習会が行われた。

よる講義、また市民への意識調査を通し、議論の内容を

事前学習会の講師を務めたのはNPO法人「あそんで学

深める。それぞれ上位３チームまでが賞を受ける。

ぶ環境と科学俱楽部」の中林裕貴氏である。参加者は東
京の水質問題とその改善策について氏のレクチャーを受

（３）参加生徒

け、その後質疑応答が行われた。この時期には参加国す

高校１年生１名、高校２年生４名（男子３／女子２）
（４）行

べてで事前学習会が行われている。
（６）事前学習

程

現地でのレクチャー、ディスカッション、プレゼンテー

８月20日
（土） 22：00

羽田空港集合

８月21日
（日） ０：45

羽田発［JL33］

ションはいずれも英語で行われるため、校内で英語によ

５：00

バンコク国際空港着

るディスカッションの練習会を行った。また、タイとい

９：00

ロイヤルオーキッドシェラトン

う国のそのものについて、気候、人種、文化、食べ物、

ホテル＆タワーズ着

歴史について各自調べ、情報を共有した。

15：00

オリエンテーション

18：00～20：30
８月22日
（月） ８：00

ウェルカムパーティー

（７）参加者
初日から、６か国の参加者を高校生グループ、大学生

ホテル発（専用バス）

９：00～15：30

タマサート大学にてア

し、翌日からは各グループ毎に活動した。参加者の内訳

イスブレーキング活動
16：30～18：00

グループに分け、またその中で12～13名のチームを編成

マーブンクロー市場に

は以下の通りである。

てアイスブレーキング活動
８月23日（火） ９：00～12：00 ホテル内にてレクシャー
「バンコクの水質問題について」
13：00

ホテル発（専用バス）

15：00～16：30

シアムパーク見学・レ

クチャー
（水） ７：30
８月24日

ホテル発

９：00～11：30

ハンス―環境教育保全

国
インドネシア

10

５

１

１

ベトナム

10

５

１

１

マレーシア

５

10

１

１

タイ

10

10

１

２

中国

10

10

１

１

日本

15

15

３

７

60

55

８

13

センターにてレクチャー
12：15

高校生 大学生 引率者（高校） 事務局

バンス―環境教育保全センター
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（８）現地での活動

また「伝える言葉がなければ、自分の気持ちは理解して
もらえない」「黙っていては自分は活動に参加できない」

近年の世界情勢を念頭に置いたうえで、参加者の安全
管理と体調管理のため、レクチャーやディスカッション

と、当たり前でありながら日本国内ではそれでもやり過

はホテル内で行われた。ホテル外での施設見学やレク

ごしてしまうコミュニケーションの基本に立ち返り、反

チャー等の活動は全て専用バスによる移動のみであっ

省の言葉を挙げていたのが印象的であった。一週間ほど

た。ホテルからの外出は禁止というルールが、全ての国

の滞在に観光の機会は全くなかったが、６か国と、また

の参加者に共通して出された。

日本国内にも遠く離れた地に新しい友人ができたことで
かけがえのない経験ができた、と生徒全員が答える満足

（９）参加した生徒たちの感想、影響

度の高い活動であった。その点において、イオン１％ク
ラブの企画の目標は達成されたと考えられる。帰国後、

生徒の参加動機は大半が
「タイという国を見てみたい」
という気軽なものであった。
しかしながら、
現地で出会っ

自ら学校祭で自分たちの活動の報告をまとめて発表した

た他国参加者のレベルの高さと活動へのモチベーション

いと申し出たことに、アジア・ユースリーダーズという

の高さには、彼らの全員が大いに驚かされ、強く刺激を

活動への参加生徒の思い入れの強さが感じ取れた。

受けたようである。特に英語学習の遅れを強く自覚し、



（文責

亀井千恵子）

３．対日理解促進交流プログラム 
（ KAKEHASHI Project）
対日理解促進交流プログラム（ KAKEHASHI Project）
派遣プログラム日程案 (派遣5陣 名古屋大学教育学部附属高校）
※現在調整中のため、プログラム内容は調整状況に応じて変更となります (2016.11.18)
No.

プログラム

ねらい

※渡航の約1ヵ月半前にプログラム説明会実施

3/8
（水）

羽田国際空港集合（13時半頃）
渡航説明・健康状態確認

事業主旨・目的等を理解し、プログラム参加者としての自覚を促し、意欲
を高める。また米国での安全管理・健康管理について確認する。

午後
羽田国際空港発 16:20 → ミネアポリス・セントポール国際空港着 12:22 【DL120】
ミネアポリス・セントポール国際空港発 17:30 → サンアントニオ国際空港着 20:41 【DL5811】

午前

プログラムオリエンテーション
【表敬】日本・米国政府関係機関

米国の政治・経済・外交・歴史・文化等を知り、米国理解の一助とする。
米国における日本の位置づけや評価を把握し、「日本の強み・魅力」を
発信する準備へとつなげる。また、米国政府機関等を表敬訪問し、日本
の若者の代表として、事業のミッションについて説明する。

午後

【ロバート・イー・リー高校or大学等その他との交
流】
・校内見学
・授業参加
・日本の魅力紹介プレゼンテーション・実演
（経済・産学・歴史・自然・文化等）
・米国学生からの米国紹介プレゼンテーション
・米国学生とのディスカッション

米国の同世代の青少年に対し、日本の経済・産学・歴史・自然・文化な
どについてプレゼンテーションを行い、米国学生が日本の良さを知り、日
本に関心を持つきっかけ作りを行う。
また、米国学生からも同国の良さをプレゼンテーションしてもらい、両国
の特色に関するディスカッションを行う。
また、相互交流を通じ、日本と米国間の友情を育む。

3/9
（木）

3/10
（金）

終日

【ロバート・イー・リー高校との交流】
・校内見学
・授業参加
・日本の魅力紹介プレゼンテーション・実演
（経済・産学・歴史・自然・文化等）
・米国学生からの米国紹介プレゼンテーション
・米国学生とのディスカッション

米国の同世代の青少年に対し、日本の経済・産学・歴史・自然・文化な
どについてプレゼンテーションを行い、米国学生が日本の良さを知り、日
本に関心を持つきっかけ作りを行う。
また、米国学生からも同国の良さをプレゼンテーションしてもらい、両国
の特色に関するディスカッションを行う。
また、相互交流を通じ、日本と米国間の友情を育む。

【ホームステイ対面式】

3/11
（土）

終日

【ホームステイ】

午前

ホームステイ歓送会

午後

【視察】市内・郊外視察/地域活動への参加/日本関 都市部と違う郊外の様子の見学や、ボランティアなどの地域活動に参加
連行事への参加/その他
し、米国理解の一助とする。

午前

【ワークショップ】

米国の一般家庭に滞在し、交流を通じて異文化の生活を体験すること
で、草の根レベルの日本と米国の信頼関係を築く。ホストファミリーや地
域の人々に対しても、日本の良さを紹介し、一般の人達が日本に関心を
持つきっかけをつくる。

3/12
（日）

3/13
（月）

今回のプログラムから学んだことや帰国後活動案(学んだ事をどう活か
すか、継続的な日本に関する情報の発信方法等)について、報告する内
容をまとめる。

報告会準備
午後
【報告会／歓送会】

今回のプログラムから学んだことや帰国後活動案について、日本国総
領事館・米国政府・交流学校関係者等に報告する。

帰国準備
3/14
（火）

早朝

3/15
（水）

午後

サンアントニオ国際空港発 6:30 → ミネアポリス・セントポール国際空港着9:20 【DL5714】
ミネアポリス・セントポール国際空港発 11:46
羽田国際空港着 14:20 【DL121】
解散
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事後学習）
（ア）旅 行中毎日Journalを書き担当教員に提出するこ
と。
（イ）次年度のproject の計画のあり方について考えを
まとめる。

題研究を米国ノースカロライナの高校生と協同
で行う。Chapel Hill、East Chapel Hill、Carrbolo

（ウ）学校祭で成果を発表する。

高校の生徒とグローバル化に起因する諸課題につ

（エ）学校から依頼のある成果発表会などに参加して発
表する。

いて話あいを通して交流を行う。また、その成果
を現地の政府関係機関、
教育機関等に報告し指導・

課題研究の内容）

助言をもらう。

・テーマ
「Melting Pot アメリカから多文化共生を探る」

訪米期間案）2016. 03. 12（土）～2016. 03. 21（月）

・フィールドワーク先の選定理由

参加者）生徒11名、引率教員２名、コーディネータ１名

グローバル化が急速に進む日本での課題は、多文化共

宿

生である。世界中からさまざまな人たちが集う米国に

泊）生徒は全行程ホームスティ

滞在中の行程案）

その答えがあると考え、米国をフィールドワーク先と
した。

３月12日（土）06：30 名鉄中部国際空港改札口集合

・日本での課題研究事前学習において、多文化共生に伴

08：20 セントレア発 JL3082
09：30 成田着 出国審査

う日本の課題として以下の５つのテーマを選んだ。

11：10 成田発 JL010

１

国際結婚
子どもの養育方法や教育環境に関する考え方、離

07：55 Chicago 着

婚問題における課題

15：10 Chicago 発 AA168
２

17：59 R aleigh-Durham International

地域コミュニティーの形成
小学校や中学校等の学区内で起こることが予想さ

Airport NC 着

れる課題。ゴミ問題、騒音問題んどコミュニケーショ

ホストファミリーと一緒に帰宅

ンから生じる課題

13日（日）ホストファミリーと過ごす
３

14日（月）〜16日（水）相手校でのプログラム

災害時における共生
災害時の避難方法や避難場所の周知における課

協同研究 午前Chapel Hill High School

題。避難所における共同生活で生じる課題

午後, East Chapel Hill High School
４

17日（木）課題研究成果発表 East Chapel Hill High

差別
言葉の問題、宗教の問題、マナーの違いなど、個々

School にて

人の持つ社会的背景によって生じる課題

18日（金）Research Traiangleの大学（２校）訪問
午前

Duke University

午後

UNC（University of North Carolina,

５

労働環境
知的労働、一般労働、福祉関係、教育関係などの
分野において海外から多くの人材が流入することに

Chapel Hill

よって生じる課題

19日（土）ホストファミリーと過ごす
20日（日）４：00 R aleigh-Durham International

助言者）
Dr. Philip Smith（Associate Professor）

Airport 集合

University of North Carolina at Chapel Hill,

６：30 R aleigh-Durham International

Division of Molecular Pharmaceutics Eshelman

Airport NC 発AA1539

School of Pharmacy

７：53 Chicago 着

Mr. David Robinson（Honorary Consul General）

11：55 Chicago 発 JL009

Consulate-General of Japan in Atlanta

21日（月）15：10 成田着

Ms. Lindsey Johnson（International Programs Assistant）

17：16 成田エクスプレス発
18：18 東京駅着

North Carolina State University Global Training

19：00 東京駅発

Initiative（GTI）

20：40 名古屋駅着 解散
事前学習）

研修を終えての生徒の感想）
・この研修でたくさんのことを知り、学んだ。学校は日
本とかなり異なり、驚きの連続であった。生徒はいつ

１、SGH 課題研究の下調べと準備

もたくさんの質問をして授業に積極的に参加する。そ
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米国の高校生と協同で課題研究に取り組む様子）

課題研究の成果発表を行う様子）

助言者のコメントをもらう様子）

Research Traiangle の大学（２校）訪問）
午前
Duke University

午後
UNC（University of North Carolina, Chapel Hill）

なりの考えを深めることができた。

れぞれが自分の意見をしっかり持っていて、それを人
に伝えようとする。帰国後、このような点を見習いた

・この研修を終えて、自分がこれからやらなければなら
ないことを思い知らされたことは自分にとって大きな

いと思う。
・アメリカの文化体験を通して、日本文化の良い点と悪

収穫でした。自分のさまざまな課題を見つけることが

い点の両方を学ぶことができた。今回のホームスティ

できた一方で、日本とは違うアメリカ文化をいろいろ

の経験からは、英語を学びたいという気持ちが以前に

な場面で発見することができた。アメリカでは、異な

も増して強くなった。大学に入学したら留学しようと

る人種の人が、自分たちの輪の中に入ってくることに

いう目標もできた。

対して抵抗がないため、私たちを何も驚くことなく受

・まず印象に残っていることは、それそれの生徒の出身

け入れててくれた。授業でわからないところや意見が

国などバックグラウンドが違う人たちが同じ社会や学

あるとその場ですぐに挙手をしたり、堂々と自分の正

校で協力しながら生活している様子である。また、私

しいと思う方向へ進んでいって、これが世界のリー

たちの研究課題
「地域コミュニティー内でのトラブル」

ダーアメリカの姿がと圧倒された。今からたくさん勉

という点においても、
その様子はとても参考になった。

強をして、大学生になったらまた、海外へ留学したい

どうしたら違うバックグラウンドを持つ人たちが、同

と思います。

じ社会で協力しながら生活できるのかについて、自分
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○台北市立中崙校より学校紹介

５．台北市立中崙高級中学生徒との交流
平成28年５月24日（火）
台北市立中崙高級中学生徒26名来校
交流内容）
○歓迎式典
・両校代表者挨拶、記念品交換
・附属学校の学校紹介
・質疑応答
日本の学校にとても興味があり多くの質問が出まし
た。

○名古屋大学アドミッションオフィスから名古屋大学の
紹介をしていただきました。また、大学見学では、赤
崎記念研究館やノーベル賞展示室の見学をしました。
○高校１年生のコミュニケーション英語の時間で、生徒
による校内案内を実施
図書館、調理室、化学室、弓道場、和室などについ
て英語で説明し質問を受けました。

○昼食交流会
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６．The UK-Japan Young Scientist 
Workshop Program in Nagoya



audience which included distinguished guests. All
students received certificates of workshop completion

The 2016 UK-Japan Young Scientist Workshop

from Prof Yoshihito Watanabe, Executive Director,

Program was held in Nagoya University between

Institute of International Education & Exchange,

Monday １st and Friday ５th August 2016 under the

Nagoya University

auspices of HeForShe. It was organised by Nagoya
University and its Leading University’s project for

Through the program, British and Japanese students

women leaders and their well-being, in association with

have discovered, by living and working together, a new

Clifton Scientific Trust in the UK.

vision of the world they are entering, of the challenges
and opportunities opening up in science, and of their

Altogether 32 students from high schools in Britain

own futures as global citizens.

and Japan worked in small UK-Japan teams with

The program would like to acknowledge generous

researchers of Nagoya University’s Well-being

financial support, and support in kind from the Rikkyo

Project in the fields of Medical Science, Health

School in England, Rolls-Royce plc, Barclays Bank,

Science, Bioagriculture, International Development,

the Great Britain Sasakawa Foundation, Tokai Tokyo

and Education and Human Development. On the

Financial Holdings, Inc., the Daiwa Anglo-Japanese

final afternoon, each team gave a presentation of its

Foundation and Daiko Foundation.

achievements and answered questions in front of an

Medical Science project

International Development project

Group Photo
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放課後SGHモンゴル語講座（7月4日～13日）
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研修生、また本校に２ヶ月間短期留学に来ている新モン
ゴル高校の生徒など多彩な顔ぶれで実施され、楽しくモ
ンゴル語に触れることができました。
「名大附特設授業

昨年に続き、モンゴルから新モンゴル高校の先生が２

放課後SGHモンゴル語講座」を通して挨拶や自己紹介を

名、本校で３ヶ月研修をしています。今年度も昨年度に

することができるようになりました。また、語学だけで

引き続き、モンゴル語講座を開催しました。SGHモンゴ

なくモンゴルの文化や歴史についても学ぶことができま

ル研修に行く生徒だけでなく、多くの中学生や高校生が

した。
最終日には、簡単なモンゴル語会話の終了テストがあ

参加しました。講師の先生は、新モンゴル高校からの教
員だけでなく、名古屋大学に来ているモンゴル人学生や

り、参加生徒全員が合格することができました。


（手作りの教材）

（授業の様子）
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