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原
開発単位による凡例
Ⅰ ：開発単位Ⅰ
◯

Ⅱ ：開発単位Ⅱ
◯

順

子

５月

Ⅲ ：開発単位Ⅲ
◯

他 ：その他の研究開発
◯

５月２日（火） PTA着付けボランティア打ち合わせ
［原順子］
他 ５月９日（火） 愛知県国際戦略第一グループ来校
◯

2017（平成29年）４月

ローバルパートナーシップ戦略プラン
策定についての打ち合わせ［三小田博

４月４日（火） 名古屋大学NUSTEP「地球家族プロ

昭・原順子］

グラム－ホームビジット」受け入れ打

		 小柳津彰啓政策企画局国際課課長補佐

ち合わせ［三小田博昭・原順子］
		 田中京子

グ

５月10日（水） 第３回SGH推進委員会［三小田博昭・

名古屋大学国際教育交流セ

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

ンターアドバイジング部門副部門長

也］

４月11日（火） 台湾国立花蓮高級中学生34名（引率教
員４名）来校

高校執行部、中学３年

Ⅲ ５月10日（水） 第１回Gコミッティモンゴル生徒、新
◯

生と交流［三小田博昭・原順子・佐藤
健太］

モンゴル高校生とTV会議
Ⅰ ５月11日（木） 第２回高校２年生「総合人間科」
◯

４月12日（水） 第１回SGH推進委員会［三小田博昭・

		 【PBL第一期】研究計画・予備調査発

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁
也］

表会と振り返り
Ⅲ ５月15日（月） 第２回グローバル（以下G）コミッテ
◯

Ⅰ ４月13日（木） 第１回高校２年生「総合人間科」
◯

ィ Jr生徒、モンゴル国立教育大学附

		 【PBL第一期】研究計画・カウンセリ

属中学生とTV会議
５月17日（水） 第４回SGH推進委員会［三小田博昭・

ングと予備調査

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

Ⅰ ４月14日（金） 第１回高校１年生「総合人間科」
◯

		 課題探究Ⅱオリエンテーション

也］

自己

５月18日（木） JICEJST名古屋大学招へい「さくらサ

の関心を見える化する

イエンス交流」打ち合わせ［三小田博

		 第１回高校３年生「総合人間科」PBL

昭・原順子・亀井千恵子］名古屋大学

年間計画論文下書き執筆①

事業推進課

Ⅱ ４月14日（金） 第１回協同的探究学習に関する助言・
◯

指導［曽我雄司（社）
・湯浅郁也（英）］

Ⅱ ５月19日（金） 第２回協同的探究学習に関する助言・
◯

藤村宣之東京大学大学院教育学研究科
教授

指導［渡辺絵美（音）］
		 藤村宣之

Ⅲ ４月18日（火） 第１回グローバル（以下G）コミッティ Jr
◯

生徒、モンゴル国立教育大学附属中学

東京大学大学院教育学研究

科教授
他 ５月19日（金） 高校生向けジェンダー啓発ワークショ
◯

生とTV会議

ッププランニング［三小田博昭・原順

４月20日（木） 第２回高校３年生「総合人間科」PBL
論文下書き執筆②

子］
		 HeForShe

４月26日（水） 第２回SGH推進委員会［三小田博昭・
原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

資生堂サステナビリィ戦

略部
Ⅱ ５月19日（金） 第２回協同的探究学習に関する助言・
◯

也］

指導［渡辺絵美（音）］

４月26日（木） PTASGHボランティア（ホームステ

		 藤村宣之

イ受け入れ、通訳、着付け、茶道、華
道、折り紙等日本文化紹介）38名登録

－ 68 －

科教授

東京大学大学院教育学研究

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要
他 ５月19日（金） 高校生向けジェンダー啓発ワークショ
◯
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レーシンポジウム

濵口道成

ユネス

ッププランニング［三小田博昭・原順

コ国内委員副会長［高校１年生計120

子］

名参加］モデレーター

		 HeForShe

杉山直

名古

資生堂サステナビリィ戦

屋大学大学院理学研究科長［加藤直

Ⅲ ５月19日（金） 第２回Gコミッティモンゴル生徒、新
◯

Ⅰ ６月８日（木） 第４回高校２年生「総合人間科」
◯
【PBL

略部

志・森友里香・岡村明・原順子］

モンゴル高校とTV会議（８名参加）

第二期】探究活動とカウンセリング②

Ⅱ ５月23日（火） 第３回協同的探究学習に関する助言・
◯

		 第３回高校３年生「総合人間科」PBL
論文下書き完成

指導［今村敦司（国）
］
		 藤村宣之

東京大学大学院教育学研究

Ⅱ ６月９日（金） 第５回協同的探究学習に関する助言・
◯

科教授

指導［渡辺絵美（音）］藤村宣之

５月24日（水） 第５回SGH推進委員会［三小田博昭・
原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

東

京大学大学院教育学研究科教授
Ⅲ ６月15日（木） 新モンゴル高校教員［A.Sandag-Ochir
◯

也］

先生（歴史/社会科）／ N.Tsogjargal（数

Ⅰ ５月25日（木） 第２回高校１年生「総合人間科」課題
◯

学）先生研修のため滞在（～８月17日）
６月16日（金） 平成29年度

探究Ⅱ仮説の作り方

田博昭・原順子］

第二期】探究活動とカウンセリング①
Ⅱ ５月26日（金） 第４回協同的探究学習に関する助言・
◯

６月19日（月）～７月20日（木）
		 NCローリー日本語補習校生徒１名体

指導［湯浅郁也（英）
］
		 藤村宣之

第１回スーパーグローバ

ルハイスクール連絡協議会参加［三小

		 第３回高校２年生「総合人間科」
【PBL

験入学受け入れ

東京大学大学院教育学研究

他 ６月19日（月）～７月18日（火）
◯

科教授
Ⅲ ５月27日（土） 名古屋大学博物館モンゴル展『モンゴ
◯

		 新モンゴル高校生徒を短期受け入れ

ルの地質』受講［Gコミッティモンゴ

（NasanbatDulguun姉妹校新モンゴル
高校１年を６月に終了、高校１年B組

ル生徒・三小田博昭・原順子］
５月30日（火） JICE

で体験入学）

JST主催名古屋大学協力「さく

らサイエンス交流」インド、
ブータン、

Ⅰ ６月22日（木） 第３回高校１年生「総合人間科」研究
◯

ネパールから高校生87名、引率者と通

の方法１〈課題分析・資料・文献調査〉

訳14名受け入れ。
［三小田博昭・亀井

		 第５回高校２年生「総合人間科」
【PBL

千恵子・曽我雄司・斉藤瞳・原順子］

第二期】探究活動とカウンセリング③

Ⅰ ５月30日（火） 第１回グローバルキャリアモデル・リ
◯

Ⅱ ６月23日（金） 第６回協同的探究学習に関する助言・
◯

レーシンポジウム益川敏英名古屋大学

指導［曽我雄司（社）］ 藤村宣之

素粒子宇宙起源研究機構長［さくら生

京大学大学院教育学研究科教授

徒と高校１年生計207名参加］モデレ
ーター

杉山直

Ⅲ ６月24日（土） Gコミッティ NCホームステイ受け入
◯

名古屋大学大学院理

れ家庭の保護者説明会

学研究科長［加藤直志・森友里香・岡

６月28日（水） 第７回SGH推進委員会［三小田博昭・

村明・原順子］

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

		 グローバル・ディスカッション打ち合
わせ［三小田博昭・原順子］
Ⅲ ５月30日（火） 名古屋大学経済学研究科准教授
◯

東

也］
Ⅰ ６月29日（木） 第４回高校３年生「総合人間科」PBL
◯

論文清書執筆開始

土居

６月30日（金） アメリカノースカロライナ州（NC）か

康裕

ら生徒７名教員７名受け入れ

６月

		 ホームステイ開始（～７月７日（金）
）

Ⅲ ６月６日（火） 第３回Gコミッティモンゴル生徒、新
◯

他 ６月30日（金） 高校生向けジェンダー啓発ワークショ
◯

モンゴル高校とTV会議

ップインプット［愛知県立旭丘高等学

６月７日（水） 第６回SGH推進委員会［三小田博昭・

校生徒、本校のジェンダーに取り組む

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

生徒17名］＠愛知県立旭丘高等学校
［三

也］

小田博昭・原順子］HeForShe資生堂

Ⅰ ６月８日（木） 第２回グローバルキャリアモデル・リ
◯

－ 69 －

サステナビリィ戦略部
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７月

８月

Ⅲ ７月１日（土） Gコミッティモンゴルモンゴル研修参
◯

加生徒保護者説明会

８月21日（月）～ 27日（日）
		 イオン１％クラブ主催 2017年アジア・

Ⅲ ７月３日（月）～７日（金）
◯

ユース・リーダーズ参加［生徒５名 引

		 Gコミッティモンゴル

率 尾方英美］＠日本（東京都）

新モンゴル高

校教員と名古屋大学モンゴル留学生に

Ⅲ ８月21日（月）～ 22日（火）
◯

よるモンゴル語講座［生徒37名参加］

		 国内拠点 グローバルディスカッショ

７月５日（水） 第８回SGH推進委員会［三小田博昭・

ン開催［金城学院高等学校、名古屋国

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

際中学校・高等学校、東京学芸大学附

也］

属国際中等教育学校、神戸大学附属中

Ⅰ ７月６日（木） 第４回高校１年生「総合人間科」研究
◯

等教育学校、名古屋大学教育学部附属
中高等学校］

の方法２〈クリティカル・リーディン
グ〉
		 第６回高校２年生「総合人間科」
【PBL

９月
９月６日（水） 第11回SGH推進委員会［三小田博昭・

第二期】発表会
Ⅲ ７月６日（木） NC高校生
◯

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

PTAによる名古屋伝統文

也］

化和装礼法体験（ゆかたの着付け）
７月７日（金） 台湾国立政治大学学校行政研究所在職
専班

Ⅱ ９月８日（金） 第８回協同的探究学習に関する助言・
◯

2017年度日本教育参訪受け入れ

指導［今村敦司（国）］藤村宣之

［三小田博昭］

京大学大学院教育学研究科教授

Ⅲ ７月10日（月） モンゴル国新モンゴル高校から生徒９
◯

名

９月13日（水） 第12回SGH推進委員会［三小田博昭・
原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

教員１名受け入れ

也］

		 ホームステイ開始（～７月18日）
Ⅲ ７月11日（火） ベトナムコクヨ
◯

生22名

東

名古屋大学招聘高校

本校訪問PTAによる日本文

９月15日（金）～ 16日（土）
		 学校祭にて課題探究Ⅰ、Ⅱ、海外研修
の探究成果発表会

化茶道・着付け体験
７月12日（水） 第９回SGH推進委員会［三小田博昭・

９月20日（水） 第13回SGH推進委員会［三小田博昭・

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

也］

也］

Ⅱ ７月14日（金） 第７回協同的探究学習に関する助言・
◯

Ⅰ ９月21日（木） 第５回高校１年生「総合人間科」夏休
◯

指導［今村敦司（国）
・湯浅郁也（英）］
藤村宣之

東京大学大学院教育学研究

みのレポート発表
		 第７回高校２年生「総合人間科」
【PBL

科教授

第二期】振り返りとミニレポート執筆

Ⅲ ７月14日（金） 新モンゴル高校の生徒
◯

PTAによる

		 第５回高校３年生「総合人間科」PBL

京都日本文化体験

９月27日（水） 第14回SGH推進委員会［三小田博昭・

Ⅲ ７月19日（水） 第４回Gコミッティモンゴル生徒、新
◯

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

論文清書完了

十二単着装講座
７月17日（月） 新モンゴル高校生

モンゴル高校とTV会議

也］

水質調査

		 第10回SGH推進委員会［三小田博昭・

Ⅰ ９月29日（木） 第５回高校１年生「総合人間科」課題
◯

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁
也］
７月22日（土） 名古屋大学NUSTEP「地球家族プロ
グラム－ホームビジット」受け入れ
Ⅲ ７月25日（火）～８月４日（金）
◯

		 海外拠点Gコミッティモンゴルモンゴ
ル研修［本校生徒７名

引率

中嶋哲

彦・三小田博昭・原順子］

－ 70 －

探究Ⅱ『夏休みのレポート発表会』
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藤村宣之

10月

東京大学大学院教育学研究

科教授
10月21日（土） 名古屋大学ホームカミングデーにて、

10月３日（火） 第15回SGH推進委員会［三小田博昭・

海外研修成果ポスター発表

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

他 10月21日（土） 第１回Active Learning in English
◯
（ALE）

也］
他 10月６日（金） UN WOMEN
◯

開催［名古屋大学大学院教育発達科学

株式会社資生堂主催

研究科

『HeForSheすべての人が輝く社会を目

高井次郎先生・三小田博昭・

指して～ Generation Zからの提言～

亀井千恵子・本校高校生17名・名大留

ワークショップ』
学内イベント参加［高

学生TA11名］

校生向けジェンダー啓発ワークショッ

10月24日（火） 第18回SGH推進委員会［三小田博昭・

プ参加生徒・名古屋大学学生・三小田

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁
也］

博昭・原順子］ ＠名古屋大学アジア
法交流館

松尾清一

長・束村博子

名古屋大学総

Ⅰ 10月26日（木） 第７回高校１年生「総合人間科」PBL
◯

男女共同参画センター

長・岡田綾男

②研究計画・第１次問題解決
		 第８回高校２年生「総合人間科」
【PBL

		 女共同参画センター・島本珠生

資生

堂サステナビリティ戦略部長

第三期】探究活動とカウンセリング①
他 10月28日（土） 第２回Active Learning in English
◯
（ALE）

10月10日（火） 第16回SGH推進委員会［三小田博昭・

開催［名古屋大学大学院教育発達科学

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

研究科

也］

亀井千恵子・本校高校生17名・名大留

10月12日（木） 第６回高校３年生「総合人間科」PBL

学生TA12名］

グループ内スピーチ①

10月31日（火） 第19回SGH推進委員会［三小田博昭・

10月13日（金） 第９回協同的探究学習に関する助言・
指導［湯浅郁也（英）
］ 藤村宣之

高井次郎先生・三小田博昭・

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

東

京大学大学院教育学研究科教授
他 10月14日（土） UN WOMEN・株式会社資生堂主催
◯

『HeForSheすべての人が輝く社会を目

也］
11月
Ⅱ 11月１日（金） 第11回協同的探究学習
◯

評価に関する

指して～ Generation Zからの提言～

助言・指導［曽我雄司・尾方英美
（社）
］

ワークショップ』イベント参加［学内

藤村宣之

ワークショップで選ばれた１チーム

科教授

（５名）生徒・引率

三小田博昭・原

東京大学大学院教育学研究

Ⅰ 11月２日（木） 第８回高校１年生「総合人間科」PBL
◯

順子］ ＠国連大学

③予備調査と結果共有

		 『これからの進路指導を見据えたSGH

他 11月３日（土） 第３回Active Learning in English
◯
（ALE）

指定校の会』参加［三小田博昭・今村

開催［名古屋大学大学院教育発達科学

敦司］＠ベルサール飯田橋ファースト

研究科

HALL-A

亀井千恵子・本校高校生17名・名大留

10月17日（火） 第17回SGH推進委員会［三小田博昭・

学生TA 14名］

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

11月７日（火） 第20回SGH推進委員会［三小田博昭・

也］

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

Ⅰ 10月19日（木） 第６回高校１年生「総合人間科」PBL
◯

也］
Ⅰ 11月９日（木） 第９回高校１年生「総合人間科」PBL
◯

総論／ PBL①課題分析
10月19日（木） 第７回高校３年生「総合人間科」PBL

④第１次問題解決

グループ内スピーチ②

11月11日（土） SGH関西創価高等学校「学年模擬国連」

10月19日（木） 第１回SGH運営指導委員会［運営指導
委員

高井次郎先生・三小田博昭・

辻村哲夫・砂山幸雄・玉井俊

紀・山田和人・古澤礼太・堀雅寿・他

授業公開

視察［曽我雄司］

11月11日（土）～ 12日（日）
		 全日本高校模擬国連大会［生徒２名・

本校SGH推進委員］

尾方英美］＠国連大学

10月20日（金） 第10回協同的探究学習に関する助言・
指導［亀井千恵子（英）瀬古淳佑（国）］
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11月14日（火） 第21回SGH推進委員会［三小田博昭・

12月８日（金） 第13回協同的探究学習

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

評価に関する

助言・指導［薫森英夫（英）瀬古淳佑

也］

（国）］藤村宣之

11月14日（火） 第５回Gコミッティモンゴル生徒、新
モンゴル高校と

東京大学大学院教育

学研究科教授

TV会議

12月９日（土） 評価の尺度作りに関する打ち合わせ②

他 11月３日（土） 第４回Active Learning in English
◯
（ALE）

［原順子］脇田貴文

開催［名古屋大学大学院教育発達科学

関西大学社会学

高井次郎先生・三小田博昭・

部准教授

亀井千恵子・本校高校生14名・名大留

12月９日（月）～ 17日（日）

学生TA 14名］

		 AFSか ら 短 期 留 学 生 受 け 入 れ［Ms.

研究科

Jiang Yujia（中国）］

Ⅰ 11月16日（木） 第10回高校１年生「総合人間科」PBL
◯

12月11日（月）「JENESYS2017」中国高校生訪日団第

⑤結果共有

４陣学校訪問受け入れ［中国貴州省高

		 第９回高校２年生「総合人間科」
【PBL

校生26名・引率

第三期】探究活動とカウンセリング②

貴州省教育庁副所長

始め４名・本校J2A生徒40名・S1C生

		 第７回高校３年生「総合人間科」PBL

徒39名・渡辺武志・亀井千恵子・原順

学年スピーチ

子］

他 11月18日（土） 第５回Active Learning in English
◯
（ALE）

12月14日（木） SGH実地調査［文科省初等中等教育局

開催［名古屋大学大学院教育発達科学
高井次郎先生・三小田博昭・

小幡康弘国際教育課長・酒井佐知子

亀井千恵子・本校高校生16名・名大留

海外子女教育専門官・矢田裕美国際教

学生TA 11名］

育課計画指導係長・米田梓科学技術学

研究科

SGH

術政策局人材政策課課長補佐・松下裕

公開教育研究会参加［曽我雄司・湯浅

秀理事副総長、磯谷圭介事務局長・斉

郁也］

藤肇文系事務部長・髙田義雅文系総務

11月22日（水） 広島大学附属福山中・高等学校

生徒４名

課長・植田健男教育学部長・三小田博

参加［三小田博昭・原順子］＠パシフ

昭・大羽徹・薫森英夫・広脇伸吾・中

11月25日（土） SGH全国高校生フォーラム

村忍・原順子・辻哲也・川本和美］

ィコ横浜

12月14日（木） 第11回高校１年生「総合人間科」PBL

11月28日（火） 第22回SGH推進委員会［三小田博昭・

⑥第二次問題解決

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

		 第10回高校２年生「総合人間科」
【PBL

也］
評価に関する

第三期】探究活動とカウンセリング③

助言・指導［今村敦司（国）
］藤村宣

12月15日（金） 第６回Gコミッティモンゴル生徒、新

Ⅱ 11月24日（金） 第12回協同的探究学習
◯

之

モンゴル高校とTV会議

東京大学大学院教育学研究科教授

Ⅱ 12月15日（金） 第14回協同的探究学習
◯

12月

評価に関する

助言・指導［今村敦司（国）］藤村宣
之

12月１日（金）～２日（土）
		 京都市立西京高等学校・附属中学校
「中高一貫教育研究大会・SGH中間報

記入日
12月19日（火） 第24回SGH推進委員会［三小田博昭・

告会」視察［曽我雄司・佐光美穂］
12月２日（土） 評価の尺度作りに関する打ち合わせ①
［三小田博昭・今村敦司・大羽徹・原
順子］脇田貴文

東京大学大学院教育学研究科教授

12月７日（木） アドミッション・ポートフォリオ配布

関西大学社会学部准

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁
也］
12月28日（木） 米国NC州East Chapel High Schoolと協
同研究打ち合わせ［East Chapel High

教授
12月５日（火）「生徒の思考力調査と意識調査アンケ

School青柳好美先生他１名・三小田博
昭・湯浅郁也］

ート」全校生徒対象一斉実施
		 第23回SGH推進委員会［三小田博昭・
原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁
也］
12月７日（木） 第８回高校３年生「総合人間科」PBL
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［三小田博昭・湯浅郁也・原順子］

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

		 Gコミッティ

Ⅲ ２月11日（土） 第14回高校１年生「総合人間科」課題
◯

事前指導

探究Ⅱ『PBL９研究成果発表会』

評価に関する

助言・指導［湯浅郁也（英）
］藤村宣
之

NCノースカロライナ

研修事前学習

		 Gコミッティノースカロライナ（NC）
Ⅱ １月12日（金） 第15回協同的探究学習
◯

名古屋大学大

学院経済学研究科国際交流担当准教授

１月11日（木） 第25回SGH推進委員会［三小田博昭・
也］

計25名参加］モ

土井康裕

Ⅰ ２月15日（木） 第14回高校２年生「総合人間科」ポス
◯

東京大学大学院教育学研究科教授

１月16日（火） 韓国訪問団学校訪問受け入れ ［韓国

ターセッション
		 第15回高校１年生「総合人間科」PBL

中学生19名・高校生２名・引率５名・
本校中学生80名］

⑩個人レポートのまとめ
		 第14回高校２年生「総合人間科」ミニ

１月16日（火） 第26回SGH推進委員会［三小田博昭・

レポートの執筆

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

２月20日（火） 第29回SGH推進委員会［三小田博昭・

也］

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

Ⅰ １月18日（木） 第12回高校１年生「総合人間科」PBL
◯

⑦結果共有
		 第11回高校２年生「総合人間科」
【PBL

也］
３月
３月６日（火） 第30回SGH推進委員会［三小田博昭・

第三期】グループ発表会①
Ⅱ １月19日（金） 第16回協同的探究学習
◯

原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

評価に関する

也］

助言・指導［薫森英夫（英）
］藤村宣
之

東京大学大学院教育学研究科教授

Ⅰ ３月８日（木） 第16回高校１年生「総合人間科」来年
◯

１月23日（火） 第26回SGH推進委員会［三小田博昭・
原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁

度のテーマ決めとグループ決め
		 第15回高校２年生「総合人間科」学年

也］

発表会

Ⅰ １月25日（木） 第13回高校１年生「総合人間科」PBL
◯

⑧発表準備

Ⅲ ３月10日（土）～ 19日（月）
◯

		 海外拠点 Gコミッティ NC

Ⅲ １月26日（金） Gコミッティノースカロライナ（NC）
◯

カロライナ研修［生徒10名


２月
Ⅰ ２月１日（木） 第14回高校１年生「総合人間科」PBL
◯

⑧研究成果発表会
		 第13回高校２年生「総合人間科」
【PBL
第三期】グループ発表会②
２月６日（火） 第27回SGH推進委員会［三小田博昭・
原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁
也］
SGH第２

年次報告会参加
２月13日（火） 第28回SGH推進委員会［三小田博昭・
原順子・佐光美穂・曽我雄司・湯浅郁
也］
２月13日（火） 岡山県立芳泉高等学校

引率

三

小田博昭・湯浅郁也・尾方英美］

ノースカロライナ研修事前学習

２月10日（土） 神戸大学附属中等教育学校

ノース

学校訪問受け

入れ［三小田博昭・原順子］
Ⅰ ２月14日（水） 第２回グローバルキャリアモデル・リ
◯

レーシンポジウム『EUの歴史と現状
日・EU関係』EU駐日大使［高校１年
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