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アジア拠点：モンゴル研修

杉　本　雅　子

（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
生徒と環境問題に関する話し合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、教育機関に報告
し指導・助言をもらう。

（２）実施方法

１）参加生徒
Global Committeeに参加生徒：
　高校２年生８名（男子３名　女子５名）が参加。
引率教員：
　中嶋　哲彦（学校代表）、杉本　雅子
　現地で名古屋大学国際部現地職員合流

２）事前学習
　2017年度　全校生徒からモンゴルの高校生とのTV会

議を希望する生徒を募集
　その後、９月～月１回のTV会議を行う。
　５月18日　TV会議　交流ホール
　６月21日　モンゴル講義　足立　守先生（名古屋大学）
　６月22日　モンゴル講義　スウリ先生（新モンゴル高

等学校）
　７月４日、５日、７日～８日　モンゴル語入門講座①
　７月11日～ 13日　モンゴル語入門講座②
　・本校中庭で大気汚染調査実施
　・鏡ヶ池（名古屋大学構内の池）で水質調査実施
３）費用
学校負担分：

国内移動に関わる費用、往復の航空運賃（空港使用
料、サーチャージ含）、現地バス借り上げ、旅行保険
に加入に関わる費用など

生徒負担分：
パスポート取得にかかる費用、現地宿泊ホテル代、食
費など本人に関わる費用名古屋駅までの交通費など

（３）研修日程・時程

１）行程表

平成30年７月22日（日）～８月１日（金）　10泊11日
日付 予定 宿泊先

７月22日（日）
（１日目）

６：20　名鉄　中部国際空港駅　改札前集合
７：40　セントレア発　〇NH338
８：50　成田国際空港　着
14：40　成田国際空港発　MIAT OM502便（機内食１回）
20：10　ウランバートル国際空港着　入国審査

ホテル泊
（コンチネンタルホテル）

７月23日（月）
（２日目）

７：30　ホテルロビー集合
８：00　ボルガン県サンサル村へ移動（車約５時間）
　　　ハラホリン博物館へ　エルデニゾー見学
16：00　サンサル村到着
　夕食（ホームスティ先）

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24日（火）
（３日目）

朝食・昼食・夕食（ホームスティ先）
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）
　　　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25日（水）
（４日目）

朝食（ホームスティ先）
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）
午後　アルタンボラク村到着

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）
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７月26日（木）
（５日目）

朝食・昼食（ゲルスティ先）
　　　遊牧体験
　　　乗馬体験
課題研究（水質調査　大気調査）
夕食（遊牧民ゲルにて）ホルホグ

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27日（金）
（６日目）

朝食・昼食（ゲルステイ先）
　　　遊牧体験
〇昼食後、ウランバートルへ移動（車約３時間）
夕方　ホテルのチェックイン　休憩
夕食　市内レストラン自由食（研修前半の振り返り）

ホテル泊（コンチネンタルホテル）

７月28日（土）
（７日目）

朝食（ホテル）
　○借り上げバスにて市内観光
　ガンダン寺、恐竜博物館、日本人墓地（献花）など
昼食（ベジタリアンの店）
16：00　新モンゴル高等学校
　　　ホストファミリーの家へ移動

※ホームステイ泊
　無料／人

（引率者はコンチネンタルホテル）

７月29日（日）
（８日目）

朝食（生徒はホームステイ先、引率者はホテル）
ホストファミリーと過ごす

※ホームステイ泊
　無料／人

（引率者はコンチネンタルホテル）
７月30日（月）

（９日目）
引率者は徒歩で新モンゴル高校へ
８：30　新モンゴル高校集合　借り上げバス乗車
午前　日本大使館　JICA
昼食（ブラックバーガー）
午後　淡水資源センター　課題研究（水質調査　大気調査）
新モンゴル高校にバスで帰る
16：30　ホストファミリーと合流

※ホームステイ泊
　無料／人

（引率者はコンチネンタルホテル）

７月31日（火）
（10日目）

８：30　新モンゴル高校集合
午前中　「歓迎会」と日本側プレゼンテーション
昼食（新モンゴル高校　カフェテリア）
14：00　「考える日本語」「サマースクール」に参加
16：00　ホストファミリーとお別れ
　　　民族舞踊見学（18：00 ～ 19：00）
夕食会　レストラン　★個人負担　Bullで研修の反省会

ホテル泊（コンチネンタルホテル）

８月１日（水）
（11日目）

５：30　ホテル出発
６：00　ウランバートル空港集合
７：45　ウランバートル国際空港発　〇MIAT OM501便
13：40　成田国際空港着
17：05　成田国際空港発　〇NH337
18：15　セントレア着　　　荷物　pick Up　解散

２）Ｇ．コミッティー　モンゴル課題研究構想
①目的

　SGH５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、成果
を出す。27年度は初年度であり、データを採取する場
所を決めたり、採取できるかどうか施行することが目
的であった。28年度は、前年度のデータ採取場所を訪
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・
技術を新モンゴル高校のTV会議のメンバーに伝える
ことも目的とした。また、日本法センターの学生とも
環境問題について交流をした。30年度は４年目である。
前年度までの調査を継続して行うとともに、来年度の

「アクションプラン」作成につながる見聞を広めたい。
②研究課題

　『モンゴルの環境汚染に、日本の公害で経験したこ
とを活かす』—高校生にできること—

③仮説
　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
されていないが、現在はかなり改善されている。モン
ゴルは現在高度経済成長期を迎えて、都市部（首都ウ
ランバートル）の水質・大気汚染が問題化されつつあ
る。公害を学習している日本の高校生と、これから環
境問題を考えていくモンゴルの高校生が協同して環境
汚染について調査・研究していけば、両国の持続可能
な開発に有効である、と仮説を立てた。

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
参して、現地の高校生徒一緒に検査する。研究方法や
考察のアドバイスを、名古屋大学フィールドリサーチ
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。
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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
検査に分担し、それぞれが調査を担当する。同じ場所
で５年間継続して採取する。水質に違いがあれば原因
を探り、改善策などを探り、モンゴルの高校生と協同
で出来るアクションプランを立てる

　　１年目：採取場所の決定、採取。規制の簡易検査器
で出来る検査をする。

　　　　　（場所の違いによる結果の違いはわかる）
　　２年目：採取。１年目と比較する。場所による結果

の違いを仮説を立て考察する。
　　　　　　日本国内　附属学校周辺　市内での調査を

実施
　　　　　　モンゴル国　周辺部での調査　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

から原因を探る。
　　４年目：３年目と同じ。【本年度】
　　５年目：アクションプランを考える。
⑥採取場所候補地（５年間継続して同じ場所で採取でき

る場所）
　日本　　　ⅰ名古屋大学鏡が池
　　　　　　ⅱ生徒の自宅近くの山﨑川
　モンゴル　ⅰサンサル村（田舎）の川
　　　　　　ⅱ遊牧地の水たまり（アルタンボラク村）
　　　　　　ⅲウランバートル（都市）セルベ川
３）水質検査方法

①水質検査使用実験キット
　ⅰ　簡易水質検査器（パックテスト）河川用
　　　［内田洋行］
　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）
　・鉄（Fe） 　・銅（Cu） 　・亜鉛（Zn）
　・全硬度（CaCO3）

サンサル村

アルタンボラク

ウランバートル

（４）2019年度SGHモンゴル研修の振り返り

●モンゴルでは環境汚染については大気調査、水質調査
などの具体的な数字で日本と比較することができた。
今回の研修で学んだことを活かして、総合人間科や
SGHの研究に取り組んでいきたいと思う。この11日間
は私の人生で忘れられない思い出だ。

●今回、自分にとっては２回目の海外研修ということ
で、正直心が高ぶっていた。けれど、到着後は、自分
の仕事をすることができた。また、モンゴルは寒く、
体調をくずしそうだったけど、自分が思っていた以上
に体調をくずさなかったことがよかった。

●またモンゴルに行くことはできるが、今回のように現
地の人々とこんなに仲良くなることは難しいと思う。
彼らとの縁を一生つなげていくことと、モンゴルの友
人たちを思って、日本人として国際関係を友好にして
いきたいと思う。以前、ある先生が「異国に友人を持
てば、その国と戦争をしたくなくなる」と言っていた
が、その通りで、私もモンゴルの友人や自然、文化な
ど全てを好きになることができた。この実感はとても
貴重なものと思う。

●この10泊11日でたくさんのことを学び、体験し、遊ぶ
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ことができた。ぜひ来年も行きたいくらいモンゴルが
好きになった！

●僕があまり興味をもっていなかった環境についての内
容が多く、内心心配していたが、この研修をきっかけ
に環境に少しでも興味を持てたのかな、と思う。モン
ゴルは日本の４倍ほどの国土でありながら、人口は静
岡県よりも少ない。東西南北部でそれぞれ全く違う特
徴を持った環境がある。JICAや日本大使館、淡水セ
ンターや水質調査で知ったことを、自分の興味に繋げ
ていきたい。

●今回のモンゴル研修は、直前までグダグダで情報も何
もなく、全然わからない状態だったので、先輩が後輩
に色々教えられるシステムを作った方がよいように感
じた。また、テレビ会議と今回のモンゴル研修の関連
性があまり感じられなかったので、次年度からはこれ
らに関連性を持たせ、一貫性のあるものにした方がい
いと思った。

●私はNPOの活動に興味がある。今回のモンゴル研修
でその思いはより大きなものになった。イメージが
はっきり掴めたからだ。その大きな要因として、
JICAの方の話がある。話を聞いて今までは実感がわ
かなかったが、本当に世界をより良い方向に導くため
の職業があることに感動した。

●今回私は水質検査を中心に調査していたが、モンゴル
の水がひどく汚いわけでもなく、きれいというわけで
もないことがわかった。これは夏だからこの結果が出
ていたのであって、冬には水がすごく汚くなるという
ことを大使館の方に教えていただいた。

　以上は、生徒がモンゴル滞在中毎日書くレポートから
抜粋したものである。良いことも、引率者には耳が痛い
ことも書いてあったが、今後につながる記述を取り上げ
た。次年度がSGH研究課題のいったんの区切りとなる。
歴代の参加者や多くの方々のご支援によって続いてきた
調査・研究から、説得力のあるアクションプランを提案
したい。 （文責　杉本雅子）
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