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生徒の活動報告
名古屋大学の学生と本校生徒11グループで資料をまと

１．ジェンダー啓発プログラム

め、プレゼンをした。審査員長松尾清一名古屋大学総長

（１）目的

らが審査し、大学生と高校生１グループずつ選出。

プログラムの目的：日本の将来を担う社会人手前の大

５）He For Sheイベント『すべての人が輝く社会を目
指して～ Generation Zからの提言～』

学生に、ジェンダー問題を自分事として認識してもら
い、自らが創りたい将来に向けて、どのように行動する

日時：2017.10.14（土）

かを自分自身で考えて発信する機会を創ることで、人々

会場：国連大学。

が多様に活躍できる社会を目指すこと。

言語：日本語、英語（プレゼンは英語）。

本校の目的：課題探究でジェンダーを取りあげ興味を

主催：UN Women日本事務所、（株）資生堂。
参加校：愛知県立旭丘高等学校、郁文館夢学園グローバ

持った生徒に探究の機会を与えること。

ル高等学校、群馬中央高等学校、立教女学院中
（２）実践方法

学校・高等学校、お茶の水女子大学、中央大
学、名古屋大学。

参加者募集⇒各自または協同で学習⇒名古屋大学ワー

本校で選ばれたグループは高校２年生の５人チーム。

クショップに参加⇒優秀グループがHe For Sheイベン
ト『すべての人が輝く社会を目指して～ Generation Z

テーマは⑥男性による男女共同参画。特に育児休業に目

からの提言～』に参加

を向け、高２全員にアンケートをとり、海外の例を交え
て自分たちにできることを発表した。

（３）内容
１）参加者募集
対象生徒高校１年生・２年生。PBLでジェンダーを探
究している、又はジェンダーに興味を持っていることが
条件。20名の参加者があった。
２）事前学習
愛知県立旭丘高等学校で開催された資生堂主催の講習
会に応募者全員参加（17名）
３）探究テーマ決め
資生堂から提示された６つのテーマから、探究したい
テーマ毎に数人のグループを作って探究を開始。つの
テーマとは、①政治への女性参加、②LGBT、③地方の
女性活躍推進、④女性のリーダーシップ、⑤若者のイニ
シアチブ、⑥男性による男女共同参画

（４）検証評価
英語でのプレゼンで簡潔に「自分たちにできること」
を根拠とともに発表するのはとても難しく感じた。しか
し、他校の発表を聴けてよかった。 （文責

原

順子）

２．アジアユースリーダーズ2017（in東京）
（１）目的
開催国の環境・経済・社会等の問題についてディス
カッション・発表（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
４）名古屋大学ワークショップ

じ、解決に向けたロジックを磨き、次代を担う若者の社
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会・環境問題に対する意識の向上、並びに、グローバル

８月27日

帰国

リーダーを育成する。
（５）事前学習
（２）内容

本校において「食育」に関する基礎知識の確認と日本

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ主催の高校

と世界の食に関する問題について学習した。生徒たちは

生多国間交流プロジェクトである。実施にあたり、メー

学校教育で培った知識を活用し、さらに疑問に思ったこ

カー及びグループ企業、省庁、教育機関（産・官・学）

と、日本ではなく他国における食に関する問題はどこに

の多方面から協力を得て実施。

焦点があり、どのような対策がとられているのか、など

アジア６カ国（インドネシア・ベトナム・マレーシ
ア・タイ・中国・日本）から高校生が一堂に会し、開催

について調べ、それについての自分の考えを英語で述
べ、ディスカッションをする練習を行った。

地域の社会問題をテーマにしたディスカッションを通じ
て、価値観の多様性を学ぶと共に、テーマに関する改

（６）事前学習会
７月30日（日）に、お茶の水女子大学附属高等学校で

善・解決策を政府に提案する。
今回のテーマは「食育」
。参加者は８・９人のチーム

日本チーム全体の打ち合わせおよび事前学習会が行われ

に分けられ、期間中に関係施設への視察、大学教授らに

た。高齢化社会の先進国である日本では食育への取り組

よる講義、市民への意識調査を通し、各チームで議論の

みが高まっており、生徒たちは自らの食育の実体験や日

内容を深める。「食育」やその必要性についての理解を

本で問題となっている食の問題など事前にリサーチした

広め、各自の日常生活での浸透を深めるための必要な取

事についてディスカッションをし、情報の共有をした。

り組みについてディスカッションし、最終日に成果発表

また、今回日本が開催国でもあったため、ウェルカム

を行う。上位３チームが表彰される。

パーティーで行うパフォーマンスの決定・練習を行っ
た。

（３）本校参加生徒
高校１年生２名、高校２年生４名（男子１／女子４）
（４）行程
８月21日

オリエンテーション
基調講義Ⅰ「今起こっていること、そして持
続的な将来をどう我々が創るのか」
ウェルカムパーティー

８月22日

食育レクチャー・食育体験学習
食育スーパーマーケットツアー
イオン牛久農場視察

８月23日

（７）生徒参加者
国

男

女

合計

チームリーダー

インドネシア

３

４

７

０

ベトナム

３

４

７

２

マレーシア

３

４

７

１

タイ

２

５

７

０

中国

３

５

８

１

日本

４

13

17

２

合計

18

35

53

基調講義Ⅱ「日本および諸外国における栄
（８）現地での活動

養・食生活の変遷と慢性疾患との関連」
ケーススタディーとグループワーク「タイの
子供の栄養状態と食物摂取と食環境」

ごとに他国の生徒たちと顔合わせ。その後、基調講義を

「インドネシアにおける若い女性の栄養課題」

８月24日

８月25日
８月26日

初日の15時よりオリエンテーションを行い、グループ
受け、英語による質疑応答も行った。

特別講義「SDGsの中で食と栄養を考える：

研修２日目から４日目までは、フィールド・ワークを

ベトナムにおける試みを中心にして」ディ

行う日とホテルで一日レクチャーや基調講義を受ける日

ナーセミナー「ユネスコ無形文化遺産和食」

と交互に設定されていた。英語で行われるレクチャーや

体験（おにぎり、味噌汁、卵焼き調理実習体

基調講義は、話されている内容の難易度が高かったもの

験）

の、講義の後は積極的に質問したり、グループ内で議論

ヒアリング活動（イオンスタイル碑文谷に

を交わしたり、お互いの考えを共有していった。その中

て、消費者にインタビュー）

で、グループごとに現代の「食育」に関する問題・課題

ホテル内にて、終日グループディスカッショ

を発見し、また、解決策を模索していった。

ン

フィールド・ワーク先での活動は以下の通りである。

成果発表会（プレゼンテーション）

①カスミつくばセンター（茨城県）、食育スーパーマー

審査結果発表、提言引き継ぎ式フェアウェル
パーティー

ケットツアー
食育に関する講義を受けた。三色食品群に関する
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説明を受けたのち、5A DAYの食育体験学習を行っ

うことに気がつき、衝撃を受けていた。しかし、プロ

た。この学習は、野菜や果物をバランスよく食べる

ジェクトに対して積極的な姿勢を常に持ち続けること

ことの大切さを学ぶ参加型体験学習で、スーパー

で、より多くのコミュニケーションをとることができ、

マーケットに移動して、グループでランチを購入し

徐々に耳も慣れ、自分が成長していくのが実感できたよ

た。チームリーダーを中心として、グループで買い

うであった。

物と支払いを行うことが条件であり、ハラール処理

また、ディスカッションをする上で気をつけなければ

がされたかどうかのチェックは、日本人の生徒が中

ならないと思った点が大きく２つ挙げられた。まず１つ

心となって、含まれている成分を確認しながら買い

目が、相手の話を最後まで聞き、理解できなかったら説

物をした。再びレクチャールームに戻り、購入した

明してもらうことを厭わないという姿勢。ただでさえ難

ランチの食事バランスチェックに関する講義を受け

しいテーマを扱っているのに、母語でない英語で話すの

た。

だから、しっかりと理解するまで聞かないといけないと
思い知らされたようである。２つ目が、様々な角度から

②イオンアグリ創造牛久農場
野菜の生産に関する講義を受けた。また、ハウス

の視点。同じグループのアジア各国の高校生と英語で

の中を見学したり、栽培している野菜を収穫して味

ディスカッションを重ねる中で、たくさんのものの考え

わったりする中で、食の安全に関してより深く学ぶ

方があり、自分の当たり前が他の人にとっては当たり前

ことができた。

でないこともあると学んだ。相手の国の背景や、生活の
背景を考えて話すことが、お互いを深く理解することに

③調理実習体験
浅漬け，出し汁，味噌汁，だし巻き卵，おにぎり

繋がると感じたようである。

の５品をグループごとに作った。日本人以外の子供

このプロジェクトを通して生徒たちはかけがえのない

たちは料理の経験がほぼない子たちが多く、日本人

友人ができたと口を揃えていた。同じグループで１週間

の生徒が道具の使い方や料理の手順など率先して教

生活を送り、深く議論しあい、発表に向けて協力しあっ

えていた。

た仲は、１週間とは思えないほど深く強いものとなり、
そこでできた友人とは今も連絡を取り合っているようで

④ヒアリング活動
事前にグループ内で話し合われていた問題・課題

ある。この点において、「多国間交流を通じて価値観の

点をもとに「食育」に関する実地調査をグループで

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

行った。スーパーマーケットに買い物に来ていた顧

機会を提供する」という目的は達成されたと考えられ

客にインタビューを行う。その際、事前に携帯端末

る。

（文責

尾方英美）

でアンケートを作成していたグループなどもいた。
４日目の夕食後の時間と５日目を終日利用して、グ
ループごとにプレゼンテーションの準備を行った。イン
タビュー結果やこれまでの基調講義で得た知識、事前に

３．模擬国連（Model United Nations）
（１）目的

調べてきた情報を活用しながらグループ内で意見を出し

模擬国連への準備、そして会議への参加を通し、様々

合い、考えをまとめていく。生活してきた国が違う生徒

な能力を総合的に鍛えることのできる場を提供する。ま

たちは異なる文化背景を持っているため、意見が対立し

た、単なる会議の国際問題の理解に留まらず、問題分析

たり、停滞したりすることもあった。議論を重ねて、相

能力・論理的思考力を高め、多角的視点・戦略的思考力

互に納得しあえる結論を見つけ出すことは容易ではあり

を養い、協調性・相互理解の大切さを体感し、Public

ませんが、粘り強く話し合いを続け、お互いに歩み寄る

Speaking・語学力の向上をめざす。

ことができていた。
６日目に、審査員の前でプレゼンテーションを行い、

（２）内容

評価を受けた。

各チーム（２人１組）が各国の大使となり、国際問題
について議論を行う。参加チームは２つの会議場に分け

（９）参加した生徒たちへの影響

られ、議論を通して、国際政治の仕組みを理解し、国際

それぞれが目標をもって参加した今回のプロジェクト

問題の解決策を考える過程を体験する。模擬国連会議の

において、初日に出た生徒たちの感想の中で多かったの

中で行われるスピーチや、全体の場での発言は、２～３

が「日本の子の英語は聞き取れるが、違う国の子の英語

分という限られた時間の中で自国の「いいたいこと」を

が聞き取りにくい」というものだった。単純に英語スキ

明確に伝える技能が求められる。それに加えて、そこで

ルの差の違いもあるが、話し方の癖が国ごとに違い戸

はただ主張をするだけではなくさまざまな工夫を用い

惑っていたのが印象的であった。日本で、普段日本に関

て、相手に聞いてもらう努力をしなければならない。そ

わりのある人たちと英語を話すのとは訳が違うのだとい

のため、Public Speaking能力やスピーチ技能を高める
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1200字で論じる。ポジションペーパー賞の評価対象と

ことが可能である。

なる。

第11回全日本高校模擬国連大会の議題は「ジェンダー

②交渉ペーパー

平等」。担当国の立場を離れずに、２日間という限られ
た時間の中で議場にいる国家間で合意がとれるように最

担当国の「ジェンダー平等」に関する立場や基本方

大限に努力する。この活動を通して、リサーチ、政策立

針を他の参加チームに表明するために作成する。A4

案、交渉、レビューといった一連の流れの中で、論理的

用紙１枚にまとめる以外に細かい規定がないため、各

思考能力および問題分析能力や、各々の国で全く違う視

チームどれだけわかりやすく、また目にとまるような

点や切り口を持っていることが理解でき、多角的な視野

ものにするための工夫を凝らしている。この交渉ペー

を養うことができる。また、会議を通して主観的でなく

パーを事前に確認し、自分たちの主張と近い考えを持

客観的に国際問題への理解を深めることができる。国際

つ国や逆に自分たちの主張の妨げとなるような考えを

社会全体での合意を求められるため、いかに両者が向き

持つ国をみつけ、会議当日にどのように動くかを考え

合って真摯に交渉することができるかが会議での成功の

ていく。

カギとなる。自国と他国との違いを理解し、違いを尊重
することが、双方が納得した形での問題の解決には必要

（６）参加者
全86チーム、合計172人

である。
事前準備と会議の進行の様子をふまえ、会議場ごと

86チーム中、公立13チーム、国立７チーム、私立66チーム

に、ポジションペーパー賞１チーム、優秀賞２チーム、
最優秀賞１チームが選ばれる。優秀賞・最優秀賞受賞の

（７）現地での活動

全６チームは米国国連協会の主催によりニューヨークで

会議開場前から持参した名刺の交換を行ったり、昼食

開催される高校模擬国連国際大会（Global Classrooms

時にも声をかけあってコミュニケーションをとったりと

International High School Model UN Conference） に、

外交交渉の基本である根回しを行っていた。午前10時よ

日本代表団として参加する。

り開会式と外務省で活躍していらっしゃる方からの基調
講義を受ける。その後、全86チームがA、B2チームに分

（３）参加生徒

かれ、開会宣言・議決採択から会議ははじまる。全体で
の発言は原則英語で行い、各国大使のスピーチと討議時

高校１年生２名（女子２）

間を交互にとりながら、宣言案をまとめ、時間までに提
（４）行程
11月11日

出するために交渉を進めていく。スピーチの時間をのぞ
開会式（10：00）
、会議細則

き、各国がメモを回し、討議に入る前から交渉を行うこ

基調講義「ジェンダー平等

とができる。それぞれ主張が似た国同士や、地理的・経

～国連に関わることを中心に～」
11月12日

済的つながりのある国同士が接近して、共同で決議案提

1st

Session・・・宣言案の提出

出を目指すグループを形成していく。また平行して、違

2nd

Session

うグループとの合議も目指して交渉し、意見をまとめて

3rd

Session・・・決議案の提出

いく。
一日目は、午後のみの交渉だったが、難しいテーマで

Review

の議論と意見のすり合わせで生徒たちには疲労の色がみ

閉会式（16：00）

られた。明日の決議案に向けて、ホテルについてからも
（５）事前活動・学習

準備を続けていた。

会議当日１ヶ月前に、自分のチームの担当国及び大会

二日目も前日同様、各国大使のスピーチと討議時間を

の 議 題 解 説 書 が 公 開 さ れ る。 運 営 か ら 提 示 さ れ る

交互にとりながら、決議案の提出に向けて、前日にグ

「Background Guide」を参考にジェンダー平等に関する

ループとなっていた国同士が集まり、各々持ち帰った課

基礎知識を学び、担当国のジェンダー平等に対する現状

題の共有などをしながら意見をまとめていった。

や考え方を調査する。その上で、運営に会議当日より前
に、Position and Policy Paperと交渉ペーパーを提出す

（８）参加した生徒たちへの影響
７月の書類選考課題に始まり、様々な課題が用意され

る。

ており、生徒たちのモチベーションは常に高かった。未

①Position and Policy Paper
３部構成のテキスト課題である。担当国の基本情報

だ明確な解決策を見いだせていない問題に関して、１か

や「ジェンダー平等」に関する思想・価値観を調べ、

ら学び、それぞれの担当国の考え方をふまえた上で自ら

論点の整理を行う。それらの情報をもとに２つの設問

の主張をまとめていくという作業に苦戦しながらも、自

について回答しながら、担当国のスタンスを800 ～

らの文化や歴史、宗教には、それをもつ理由があるよう
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に、他者のそれにも理由があることをまずは知ろうとす

感じました。日頃からプレゼンテーションスキルを磨く

る姿勢こそが、本当に大切なものなのだということを強

ことが、人に物事を伝えるためには必要だということが

く感じたようである。また、当日の会議では、決議案の

よくわかりました。

良し悪しではなく、そこに持っていくまでのプロセスを

この交流会に参加するまで私はケンブリッジ大学につ

評価対象としていたため、会議場で、的確に動き、大使

いてあまり詳しくなく、名前は聞いたことのある名門大

としての意見を日本語・英語両方でしっかりと交渉・議

学ということしか知りませんでした。ですが、今回の交

論を行えなければならないと痛感したようである。

流会を通して大学の教授や学生から実際に話を聞きそれ

また、全国の高校生たちと議論を交わす機会を得たこ

らを共有することで、以前よりもいっそう理解を深め、

とで、東海地域とその他の地域との差も感じられた。

凄さを実感することができました。また、他校の生徒の



プレゼンテーションを聞いて自分の知らなかった多様な

（文責

尾方英美）

活動を知り、自分ももっとできることを増やしていきた

４．英国ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・
カレッジと名古屋大学間の学生交流会

（参加生徒のレポート）

いと思うきっかけになりました。また、学校内でするこ
とはあるけれど、それ以外の場面でプレゼンテーション
をする機会があまり多くない私にとってこの交流会は、
人との関わりを増やすという面でとても良い影響を与え

７月12日に名古屋大学ES総合館でケンブリッジ大学

てくれたと思います。これを機に今後はもっと学校の外

セント・ジョンズ・カレッジと名古屋大学間の学生交流

でも活動の幅を広げて、人前に立つ経験をもっと積んで

会が開かれました。世界的に有名な大学の学生や教授と

いき、たくさんの人と話をして交流をしていくことで多

の交流会に高校生の自分でも参加できるということが、

角的な視点で物事を考えられるようになりたいです。

参加したきっかけでした。交流会が始まってまず最初



（S1B

加藤亜実）

は、ケンブリッジ大学マティアス教授によるプレゼン
テーションです。映像を見ながら、大学についての説明
を受けました。ここでは寮や図書館、食堂などの施設や
特色のある少人数制の授業について知ることができまし

５．第四回高校生カンボジアスタディツアー
（参加生徒のレポート）

た。次は、交流会参加校の生徒によるプレゼンテーショ

私は８月５日から12日の一週間の日程で、第四回高校

ンです。今回参加したのは愛知県立旭丘高等学校、海陽

生カンボジアスタディーツアーに参加してきた。このカ

学園中・高等学校、本校の４校でした。このプレゼン

ンボジアスタディーツアーは、日本ユネスコ協会とかめ

テーションは、自分たちの伝えたいテーマを決めて事前

のり財団が共同で行っています。全国の高校生の中から

に準備をしてきたものです。私たちのグループは「日本

10人が選抜され、日本代表として現地で大使館やユネス

文化の進化、今の日本高校生」をテーマに、現在海外に

コの現地事務所などを訪問した。

も広がっている日本の新たな文化や高校生の間で流行し

このスタディーツアーでは参加した10人全員がそれぞ

ていることについて発表しました。全て英語で行われた

れ違う分野のテーマを持っていた。しかし今回は私がど

このプレゼンテーションはどれもとても聞き応えがあ

のようなテーマでこのスタディーツアーに参加し、何を

り、学校による様々な違いも多く驚きました。プレゼン

感じたかについて報告させていただきたいと思う。



テーションと質疑応答が終わり、最後は参加者による自

私は今回のカンボジアスタディーツアーに「カンボジ

由交流となりました。ここでは、大学の教授や学生の

アでのスポーツ振興」というテーマを持って参加した。

方々とも話をすることができました。私は教授の子供の

このテーマを選んだ理由は、カンボジアはオリンピック

高校生の子とも話をしたのですが、学校での授業の様子

で今までに一度もメダルを獲ったことが無いと知り、カ

を写真で見せてもらうと、大きいテーブルで生徒達が

ンボジアのスポーツは国際的に見てまだまだレベルが低

ディスカッションをしているところでした。普段自分た

いのではないか、またそれはカンボジア人のスポーツに

ちが受けている授業とは全く違っていて、不思議な感じ

対する関心や意識が低いからではないかと疑問に思った

がしました。高校の授業でも国ごとで様々だということ

からだ。それまで私がインターネットやテレビで見るカ

を実感することができて面白かったです。

ンボジアは、内戦時代の暗い過去や教育やインフラが発

この交流会に実際に参加してみて改めて感じたこと

達していない貧しい国という負の側面ばかりだった。だ

は、プレゼンテーションスキルが高い人がとても多いと

から私は、カンボジアの人は貧しいからスポーツに対し

いうことです。ケンブリッジの方々はもちろん、中学生

て関心を持ったりお金をかけることができず、それがカ

でも堂々と英語で自分たちの発表をしている姿を見て、

ンボジアのスポーツのレベルが低い原因になっているの

世界の様々な人と関わっていくには自分の考えをしっか

ではないかと考えていた。

りと伝えられるような人にならなければいけないと強く
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しかし実際にカンボジアに行ってみてその考えは大き

生徒の活動報告

く変わった。首都プノンペンは多くの高層ビルやショッ
ピングモールなどが立ち並ぶ巨大な街でありカンボジア
は貧しい国ではなく、高度成長期の日本のように爆発的
に豊かになっている最中なんだと感じた。またカンボジ
ア人のスポーツに対する関心が低いという考えも、間違
いであったことに気づくことができた。
今回カンボジアのガイドの方にお話を伺ったところ、
カンボジアではサッカーがとても人気で、国際的なサッ
カーの試合があると若者達は街に繰り出し大いに盛り上
がるという事を聞いた。そして、実際にカンボジアの
マーケットにある衣料品の店では世界中の有名サッカー
チームのユニフォームが売られており、街にいた多くの
若者がそれを身に着けていた。
またバスの中からプノンペン市内の様子を見ている
と、あちこちの公園などで大勢の人が体を動かすために
簡単な体操をしていた。聞くところによると、カンボジ
アでは健康志向の高まりによって朝や夕方に体を動かす
人が増えているのだという。
このことからカンボジア国内ではスポーツに対する意
識や関心は非常に高くなっていることが分かった。しか
しそれを生かすための、環境整備はまだまだ足りていな
いと感じる部分もいくつかあった。 （S1A

鬼頭直也）
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