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１．Global Week 実施要領 

10 月 31 日~11 月 7 日の間の 5 日、高校生、大学生、大学院生、高校の先生、大学の先生、企業や団体

の職員が、一緒にグローバル課題に取り組む Global Week を開催します。たくさんの方々の協力のおか

げで約７０のトピックを用意することができました。講義形式、グループワーク中心、実習や工作など

の形式で様々なトピックを提供します。ガイドブックをよく読んで積極的に参加してください。 

Ａ目的：１．この行事は文部科学省のＳＧＨ委託金を一部利用して実施しています。SGH をはじめとす

る課題研究にぜひ役立ててください。 

課題研究のテーマがまだ決まっていない人は、Global Week のトピックをテーマとすることができます。

トピックをそのままテーマにしないとしても、話題提供者にテーマの選び方について助言を求めてみま

しょう。 

テーマが決まっていても、研究の進め方が分からない人は、各分野の専門家が開発した研究手法をこの

機会に身に付けましょう。 

ある程度研究を進めたものの、適切な研究かどうか自信のない人は、ぜひこの機会に研究の経験が豊富

な話題提供者に助言を求めてみましょう。 

２．普段の授業では皆さんは教わる人、先生は教える人、という役割分担が固定されていました。この

行事では、参加する人は話題提供者と対等な立場であるというのが原則です。もちろん話題提供者から

教わることは多いでしょうが、一つでもいいので自分が事前学習で準備したことなどをもとに発言して

話題提供者に聞いてもらう機会を作りましょう。話題提供者には、高校生や大学生もいます。話題提供

者があなたたちからも学べるように、頑張って発信してください。 

３．Global Week は人と人のつながりを作る場です。同じ話題に興味を持った人たちが集まります。お

互いに連絡先を交換して、この行事の後も一緒に同じ話題を考えるきっかけにしてください。その話題

が、あなたの進学先を決める理由になるかもしれません。課題を持ち、探究を続けることは、人生を豊

かにします。話題提供者はこのトピックを皆さんと共有したくて Global Week に来てくださっています。

ここでの出会いが、一生続く関係の始まりになるかもしれませんよ。 

Ｂ対象：●順天中学高等学校 

(1)必修：高等部 1 年 2 年全員、専任教員

全 5 トピックのうち 2 トピック以上を選択してください。 

意欲のある人は、コマ数の許す限り多数選択できます。 

(2)希望者：高等部 3 年、非常勤教員、職員、中等部 3 年。

何コマでも時間が許す限り選択可能です。 

●郁文館中学・高等学校、郁文館グローバル高等学校

(1)必修：郁文館グローバル高校 1 年、郁文館高校 e 特進クラス 2 年、郁文館中学グローバルリ

ーダー特進クラス 3 年全員 
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全 5 トピックのうち 2 トピック以上を選択してください。 

意欲のある人は、コマ数の許す限り多数選択できます。 

(2)希望者：郁文館グローバル高校 3 年、郁文館中学必修以外の 3 年

何コマでも時間が許す限り選択可能です。 

Ｃ実施期間：2018 年 10 月 31 日(水)、11 月 1 日(木)、2 日(金)、6 日(火)、7 日(水)の 5 日。 

Ｄ実施時間帯場所： 

14 時 30 分～16 時、順天高校（上記 5 日間） 

東京都北区王子本町 1-17-13（JR 京浜東北線・メトロ南北線王子駅より徒歩 4 分） 

Tel：03-3908-2966 

14 時 45 分～16 時 15 分、郁文館夢学園（11 月 6 日（火）のみ） 

東京都文京区向丘 2-19-1（メトロ南北線東大前駅より徒歩 5 分） 

Tel：03-3828-2206 

時間割：（順天高等学校の場合） 

1 限：8：40-9：20 2 限：9：30-10：10 3 限：10：20－11：00 

4 限：11：10－11：50 昼食：11：50－12：30 5 限：12：30－13：10 

6 限：13：20－14：00 ＨＲ：14：00－14：20 

Global Week Topics:14：30－16：00 

●会場までの交通費は自己負担です。（順天高校から郁文館までの交通費は IC カードで 165 円）

●順天中学高等学校生徒で 11 月 6 日（火）郁文館会場のトピックを選択するものはホームルームに出席

せず直ちに出発します。14 時 10 分靴を履きかえて校庭に集合してください。 

Ｅ話題提供者：順天学園、郁文館夢学園の意欲ある生徒と、ぜひ話題を共有したいと考える、大学教員

をはじめとする研究者、実業家、大学生、大学院生などが多忙の中時間を割いてくださいます。 

Ｆ事前、事後課題：1 トピックにつき約 2 時間分の事前または事後課題があります。事前課題は参加者

が話題提供者とできるだけ対等に近い立場に立つための道具になります。もちろん話題提供者が自分の

研究に費やしただけの時間を事前課題に投入することはできませんが、ただ教わるだけではない経験を

するためにしっかり取り組みましょう 

G トピック参加申込 

このガイドブックの末尾に、トピックの選び方と参加申込の解説を載せています。ぜひよく読んで、ベ

ストの選択をしてください。
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H 今後のスケジュール（順天高校の場合） 

9 月 15 日(土) 生徒説明会(高等部 1，2 年)ガイドブック配布 

以降更新情報は順天学園の HP のバナーをクリックして参照すること。 

9 月 15 日(土)～19 日（水） 申込期間 

10 月 10 日(水) 調整後メンバー発表、事前課題配布 

10 月 13 日(土) グローバルウィーク説明会(1 年) 事前ルーブリック記入 

10 月 27 日～11 月 8 日 Global Week 

11 月 10 日(土) SGH グローバルウィーク振り返り 

I 参加方法と出席確認 

Global Week 開始前日(10 月 30 日)に、プログラムを配布します。(プログラムはホームページのバナ

ーからでも見られます。) 各トピックの実施教室が掲載されています。トピック開始時間(14 時 30 分ま

たは 14 時 45 分)には実施教室で着席しているようにしてください。 

Global Week は、通常の授業を短縮して行う学校行事です。申し込んだトピックは、出席を要する授

業と同じ扱いです。申し込んだトピックに参加せずに帰宅すれば「早退」になりますし、無断で帰れば

懲戒の対象になります。自覚を持って受講してください。各トピックでは、出席票を兼ねたワークシー

トを配布します。ワークシートを完成させて、必ずその日のうちに提出してください。ワークシートの

提出を持って、出席したものとみなします。 

２．トピック一覧 

トピックコード 451－463 は、郁文館グローバル高校で実施(14:45－16:15)。 

それ以外は順天高校で実施(14:30－16:00)。 

10 月 31 日(水)14:30～16:00 実施＠順天高校 

コー

ド 

話題提供者名 所属組織 役職 トピックの題名 掲載 

ページ 

101 
Jason 

Somerville 
杏林大学 

Writing Center, 

Special Lecturer 

スマートフォンを使った英語を

使った生徒のやりとり 
11 

102 石村 康生 
早 稲 田 大

学 

創造理工学部 総合

機械工学科 教授 

理解とは何か？ ―折り紙を通

じて― 
12 

103 
Malcolm H 

Field 
杏林大学 総合政策学部、教授 

In a global world, is technology 

killing our culture? 

13 

104 米倉 雪子 
昭 和 女 子

大学 

国際学部国際学科 

准教授 

世界の成り立ちとグローバルイ

シュー 「発展途上国の人々の役

に立つ国際協力とは？―カンボ

ジアを事例に―」 

13 
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105 高桑  光徳 
明 治 学 院

大学 

教養教育センター教

授 

ムーンショットアプローチで持

続可能な社会を考えよう！ 
14 

106 松本 真奈美 

特 定 非 営

利 活 動 法

人 SC 

HURRAY 

代表理事 
地球からのメッセージをあなた

に〜自分の使命はなんだろう〜 
14 

107 寺崎 里水 法政大学 

キャリアデザイン学

部 キャリアデザイ

ン学科 准教授

「女らしさ」「男らしさ」で勝負

する？－恋愛と結婚とキャリア

について考えよう 

15 

108 道村 唯太 東京大学 

理学系研究科 物理

学専攻  物理学科 

助教 

重力波を用いた新しい宇宙観測 16 

109 竹内 彩乃 東邦大学 理学部、講師 
再生可能エネルギーを担う人づ

くり 
16 

110 

松木 洋一； 

マツキ ヨウ

イチ

日 本 獣 医

生 命 科 学

大学 

応用生命科学部動物

科学科  名誉教授

（農業経済学） 

“人も動物も満たされて生きる”

アニマルウェルフェア畜産の世

界 

17 

111 志村 哲祥 
東 京 医 科

大学 

精神医学分野睡眠健

康研究ユニットリーダ

ー 

日本の学校の始業時刻は医学的

には早すぎる？ 

-睡眠医学・時間生物学入門-

18 

112 山口晢一 

( 株 )BUG 

CORPPR

ATION 

代表取締役 
ミレニアム世代へ – 2025 年以

降をどう生きるか 
18 

113 井手口 拓郎 東京大学 

理学系研究科 物理

学専攻  物理学科 

講師 

光技術が創る科学と研究者とし

て生きることの魅力 
19 

11 月 1 日(木) 14:30～16:00 実施＠順天高校 

コー

ド 

話題提供者名 所属組織 役職 トピックの題名 掲載 

ページ 

201 
Paul 

Snowden 
杏林大学 国際交流センター長 Gulliver in Japan 19 

202 眞嶋 麻子 日本大学 
国際関係学部 国際

総合政策学科 助教 

ファストファッションからみる

国際関係 
20 

203 井田 正道 明治大学 
政治経済学部 専任

教授 
「ニュースから学ぶ世界の選挙」 20 
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204 佐野 正宗 
ヤ フ ー 株

式会社 

システム統括本部プ

ラットフォーム開発

本部コンテンツマネ

ジメントチーム 

コンピューターの発達が、私たち

の仕事に対してどのような影響

を与えるのか 

21 

205 泉 賢太郎 千葉大学 

教育学部 理科教育

講座 地学分野 特

任助教 

うんち化石に魅せられて ～地

層に刻まれた太古の生物の生活

史（生痕化石）～ 

21 

206 太田 祥歌 

認定 NPO

法 人 日 本

ハ ビ タ ッ

ト協会

プロジェクト担当 

給食から考える SDGs 

~1日 3食プロジェクト inラオス

～ 

22 

207 Plas+ 麗澤大学 国際協力学生団体 
How to 国際協力 Part3 

～学生の私たちにできること～ 
23 

208 

清 和成 

（せい 

かずなり） 

北里大学 医療衛生学部・教授 

開発途上国での安全・安心な水供

給と衛生的な環境の実現のため

に～SDGs 目標 6：安全な水とト

イレを世界中に～

23 

209 有澤 和歌子 
キ リ ロ ム

工科大学 
東京事務所 所長 

自分の強みを大学時代に作ろう

~キリロム工科大学の真実~ 
24 

210 
秋葉 秀尚 

石田 瑞季 

順 天 高 等

学校 

２年 

１年 

トビタテで“好きなことリューガ

ク”
24 

211 浅野 知美 

ア イ ・ シ

ー・ネット

株式会社 

ビジネスインキュベ

ーショングループ 

途上国におけるソーシャルビジ

ネスについて学ぶ
25 

212 今井 伸 
聖 隷 浜 松

病院 
泌尿器科医師 

"あなたは大人になったら子供を

作れますか？ 

～男女の生殖器をきちんと理解

しよう～" 

25 

213 宗岡 聡 
第 一 三 共

株式会社 

研究開発本部  オン

コロジー統括部研究

員 

あなたの知らない創薬の世界 26 

214 齋藤 紅葉 埼玉大学 
Global Youth、教養

学部４年 

途上国における観光開発可能性

について 

～インド・シッキム州～ 

26 
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11 月 2 日(金) 14:30～16:00 実施＠順天高校 

コー

ド 

話題提供者

名 

所属組織 役職 トピックの題名 掲載 

ページ 

301 
黒田 龍之

助 
神田外語大学 

言 語 教 育 研 究

所、特任教授 
英語以外の外国語 27 

302 山田 亨 明治大学 文学部准教授 

「世界遺産になる」とはどうい

うこと？：国際法を分析してみ

よう 

27 

303 武井 彩佳 学習院女子大学 

国際文化交流学

部 国際コミュ

ニケーション学

科 教授 

解決されない民族対立――ユ

ダヤ人、イスラエル、パレスチ

ナ問題

28 

304 元田 結花 学習院大学 
法学部政治学科 

教授 

国際的な HIV/AIDS 対策：サハ

ラ以南アフリカを対象に
29 

305 井上 忠男 

(1)国際人道研究

センター

(2)秋田赤十字看

護大学" 

(1)所長

(2)教授"

世界の戦争とその犠牲者たち 

～赤十字の使命と共生社会へ

の道～ 

29 

306 児嶋 一男 獨協大学 
外国語学部英語

学科 教授 

おもしろまじめな芝居のミカ

タ 

―今日の世界は演劇によって

再現できるか― 

30 

307 三谷 宏治 
KIT 虎ノ門大学

院 

イノベーション

マネジメント研

究科 教授 

プレイステーション  対 任天

堂 64  

～ ビジネスイノベーション事

例から学ぶ 

30 

308 野島 高彦 北里大学 

一般教育部自然

科学教育センタ

ー，准教授 

伝わるプレゼンテーション:ス

ライドショー準備のポイント
31 

309 由井 哲治 外務省 嘱託分析官 キューバ革命に至る道筋 31 

310 木村 太二 
モンヴェール農

山 

食品衛生管理者

（薬剤師） 

からだの仕組みから見る「くす

り」の作用する仕組み 
32 

311 上原 優子 
立命館アジア太

平洋大学 
准教授 

NPO/NGO・社会的企業のミッ

ションマネジメントと寄付
32 
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11 月 6 日(火) 14:30～16:00 実施＠順天高校 

コー

ド 

話題提供者

名 

所属組織 役職 トピックの題名 掲載 

ページ 

401 青木 深 東京女子大学 

現代教養学部国

際関係専攻・講

師 

越境する歌と環太平洋の近現

代 
33 

402 植木 安弘 上智大学 

総合グローバル

学部総合グロー

バル学科教授 

国際社会の変動と国連の対応 33 

403 柴田 裕希 東邦大学 理学部、准教授 
生物多様性保全の最前線（自然を

守る社会の新しい形） 
34 

404 植野 彰規 東京電機大学 
工学部電気電子

工学科 教授 

電機電子工学は命を救える

か？ 

―AED の仕組みとカラダの電

気― 

34 

405 内尾 太一 麗澤大学 助教 
モアイと考えるグローバル倫

理 
35 

406 原田 長 帝京平成大学 

現代ライフ学部

経営マネージメン

ト学科トレーナ

ー・スポーツ経営

コース講師

スポーツをする上で怪我はつきも

のか？ 
35 

11 月 6 日(火) 14:45～16:15 実施＠郁文館グローバル高校 

451 飯田 鉄二 
国際協力機構

（JICA） 

東南アジア・大

洋州部 計画・

ASEAN 連携課 

企画役 

国際協力を学べる大学・国際協

力の仕事について 
36 

452 SHOGEN フリー フリー

6 色のペンキで描くタンザニア

のハッピーアート『ティンガテ

ィンガ』の技法を用いて家に飾

る表札を作ろう。 

36 

453 前川 圭一郎 

◎東京学芸大

学  

〇足立区 こ

ども支援セン

ター げんき

教育学部 非常

勤講師 

発達支援係 心

理判定員 

人間 の「こころ」を科学する 37 
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454 
①木伏 聖陽 

②豊住 吉弘 

①NPO 法人さ

さ え あ い

Link-Age 

②公益財団法

人つなぐいの

ち基金 

＜木伏＞①協同

代表理事 ②事

務局学生サポー

ター 

＜豊住＞①協同

代表理事 ②常

務理事兼事務局

長 

日本の社会効率アップをとも

に考える 

～ 高 校 生 が "mottainai" と

"mottainai"をつないで作る支

え合うコミュニティ～ 

38 

455 山本 大 
株式会社レベル

エンター 
代表取締役 

VR・AR プログラミング体験ワ

ークショップ 
38 

456 森 良 

NPO 法 人 エ

コ・コミュニケ

ーションセンタ

ー（ECOM） 

代表 わたしのやりたいことと SDGｓ 39 

457 永松 真依 かつお舎 代表 鰹節を削ってお出汁を引こう 40 

458 森脇 愛子 

東京大学 先

端科学技術研

究センター 

人間支援工学分

野 特任研究員 

高校生のための『学び方改革』 

～障害のある人と共に学び、わた

しの学び方を変える！～ 

40 

459 佐藤 千歳 αSTUDIO 

代表、デザイナ

ー、イラストレ

ーター 

大人たちがアドバイスしてく

れなかったこと 
41 

460 蒲原  慎志 

株式会社ニュー

ズ ピ ッ ク ス 

(NewsPicks) 

株 式 会 社

NewsPicks 

Studios 

(NewsPicks 

Studios) 

株 式 会 社

a.school (エイ

スクール) 

NewsPicks 経営

企画事業部 事業

部長 

NewsPicks 

Studios 取締役 

コーポレート統

括 

a.school 探究ラ

ボ 講師 

パンで学びの旅をしよう！ 

-身近でありながら意外と知らな

いパンの世界- 

41 

461 三浦 ノア 

特定非営利活動

法人アフリカ日

本協議会 

アフリカンキッズク

ラブインターン 

「自分って一体何者なのか」を

考える 
42 

462 伊藤 賢次郎 
SAP ジャパン株

式会社 

公共・公益統括本

部 アカウントエグ

ゼクティブ（営業） 

21 世紀における情報技術（IT）

の役割-Real と Digital の話を

しよう- 

43 
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463 吉田 博詞 

（株）地域ブラ

ンディング研

究所 

代表取締役 
地域ブランディングの現在と

未来 
43 

11 月 7 日(水) 14:30～16:00 実施＠順天高校 

コー

ド 

話題提供者

名 

所属組織 役職 トピックの題名 掲載 

ページ 

501 關谷 武司 関西学院大学 

国 際 学 部 教 授

（国連ユースボ

ランティア派遣

担当） 

グローバル化する世界へ飛び

出す君へ 

～私達は何を学ばなければい

けないのか～ 

44 

502 土屋 隆裕 横浜市立大学 
学術院（国際総

合科学群）教授 

アンケート調査の方法と結果

の見方 
44 

503 

黄 潤 和

（ フ ァ ン

ルンヘ）

法政大学 

情報科学部 コ

ンピ  ュータ科

学科 教授 

How AI will change our lives 

and the world 

45 

504 家田 愛子 札幌学院大学 
法学部、名誉教

授 

私のライフ・アンド・ワーク・

プラン 
45 

505 
山本 威一

郎 

日本科学技術ジ

ャーナリスト会

議 

理事 

宇宙探査機「はやぶさ２」が小

惑星「りゅうぐう」にタッチダ

ウン！

46 

506 
星 あゆむ 

古川 紀光 

東邦大学 

国際医療福祉大

学 

医学部 3 年 

医学部 2 年 

国際協力を実践する前に高校

生に知っておいてほしいこと 
46 

507 瀬木 恵里 東京理科大学 
基礎工学部生物

工学科 准教授 

遺伝子治療を提案されたとき。

治療を受けますか？止めます

か？ 

47 

508 重松 尚 
東京大学 

東洋学園大学 

大学院博士課程 

兼任講師 

虐殺はなぜ起きるのか————ジ

ェノサイド（集団殺害）の要因

を考える 

47 

509 山﨑 真帆 一橋大学 大学院博士課程 

災害復興は誰のものか？：世界

各地で大規模災害が頻発する

今こそ、考えたい 

48 

510 
植木  和司

郎 

JTB 国際交流セ

ンター

グローバルリン

ク 実 行 委 員 会

日本事務局 事

務局長 

地球環境を守るため、今私たち

に何ができるのか？ 
49 
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511 和田 英治 東京医科大学 
病態生理学分野

助教 
『筋肉』で飯を食う 49 

512 
斎藤 裕紀

恵 

東京理科大学・早

稲田大学 
講師 本当の英語力とは？ 50 

513 木口 悠也 
早稲田大学 

産総研 

先進理工学研究

科 博士後期課

程 2 年 

リサーチアシス

タント

ヒトを理解するための新たな研

究分野〜マイクロバイオーム〜 
50 

514 宮下 大夢 早稲田大学 

社会科学総合学

術院社会科学部 

助手 

世界の難民をたすける方法を考

える 
51 

３．トピック情報 
このページから始まるトピック情報は話題提供者の先生からいただいたものをそのまま掲載しています。

今後検討の結果変更になることもあります。 

第 1 日 10 月 31 日(水) トピックコード 101～112 

トピックコード 101 スマートフォンを使った英語を使った生徒のやりとり

所属機関名 杏林大学 

所属部署、役職 ライティングセンター、特任講師

話題提供者のお名前 ジェイソン サマービル 

実施日 10 月 31 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

調査によると、今日のモバイル端末のアプリは教育や言語学習、とりわけ学習

者の共同活動や社会的なやりとりのための貴重な手段であることが示されて

います。このワークショップでは、教室内の環境でスマートフォンを使用する

英語の授業を実施します。生徒は授業に参加する際、スマートフォンアプリを

使いコミュニケーションや共同作業を行います。ワークショップでは、スマー

トフォンを授業にうまく取り入れる方法を提示します。

事前課題 10 月初旬に確定する 

備考：実施形態、準備

するものなどのご要望 

１、 教師用の大画面 TV またはモニタ 

２、 無線インターネットアクセス 

３、 インターネットに接続するスマホ

４、 スマートフォンアプリ（詳細は 10 月上旬に連絡します。）
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トピックコード 102 理解とは何か？ ―折り紙を通じて―

所属機関名 早稲田大学 

所属部署、役職 創造理工学部 総合機械工学科 教授 

話題提供者のお名前 石村 康生 

実施日 10 月 31 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

ものごとを理解するとはどういうことか？ 

理解を深めていく過程をミウラ折り（下図）という折り紙のパターンを例に考

えていく．  

事前課題 まず，次ページの折り紙（表の下部に縮刷版を掲載、後日参加者に原寸大のも

のを配布）を切り取り，実線を山折り，点線を谷折りにし，ミウラ折りを折っ

てみること。 

この折り紙の特徴をまとめること． 

四つのひし形からこの折りたたみパターンはできているが，このひし形を別の

四角形にした時に何が起きるかを考えてみること． 

なお、当日ハサミと定規を持参のこと 

備考：実施形態、準備

するものなどのご要望 

学生には，各自，定規とハサミを用意いただけたらと思います． 
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トピックコード 103 In a global world, is technology killing our culture?

所属機関名 Kyorin University 

所属部署、役職 Faculty of Social Sciences, Professor 

話題提供者のお名前 Malcolm H. Field 

実施日 10 月 31 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

Technology is ubiquitous. We cannot escape it in our normal daily living. 

We hear that artificial intelligence (A.I.) and robots will take many jobs in 

the future. We can easily recognize that young people today communicate 

differently than their parents did in their youth. Young people spend a lot 

of time taking photographs and selfies, surfing YouTube, browsing SMS 

messages, Googling information. Facebook, Twitter, Google all gather 

private data. And now, the future of the financial world as we know it is in 

doubt. In this interactive seminar we will consider if technology is really 

killing our cultures?  

事前課題 Think about the technologies used in our daily life. Think about what 

technologies students use but their parents did not use when they were 

younger. Make a list of the technologies that they are most worried about 

and why. Think about what culture means. 

トピックコード 104 世界の成り立ちとグローバルイシュー

「発展途上国の人々の役に立つ国際協力とは？―カンボジアを事例に―」 

所属機関名 昭和女子大学 

所属部署、役職 国際学部国際学科 准教授 

話題提供者のお名前 米倉 雪子（よねくら ゆきこ） 

実施日 10 月 31 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

発展途上国の人々に本当に役に立つ国際協力とは何か、カンボジアを事例に

考える。発展途上国の人々が直面する問題を解決するには、なぜそのような困

難な状況になったのか、背景となる歴史、そして現状を知る必要がある。それ

をふまえた上で、カンボジアへの国際協力の事例について考察する。第一にカ

ンボジアの非政府組織（NGO）CEDAC が実施した、カンボジアの最貧困農

家の子ども達が確実に初等教育を受けられるようにするプロジェクトを評価

する。第二に、問題の多様な原因を明らかにし、対策をとる必要があることを

理解するため、CEDAC と共に実施するカンボジア農村で農業・食・栄養・健

康・生計改善を同時にめざすプロジェクトをとりあげる。 
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事前課題 上田広美、岡田知子編著『カンボジアを知るための 62 章【第 2 版】』明石書店、

２０１２年の以下の章を、できるだけ読んでおく。 

２６、２７、２８、３０、４０、５１、５２、５３、５４、５５、 

５９、６０、６１章 

トピックコード 105 ムーンショットアプローチで持続可能な社会を考えよ

う！ 

所属機関名 明治学院大学 

所属部署、役職 教養教育センター教授 

話題提供者のお名前 高桑光徳 

実施日 10 月 31 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

現在、高校生のみなさんは、ますます少子高齢化が進む日本社会の中で、様々

な問題に取り組む必要があります。（みなさんは、私たち中高年の希望の星で

す！）しかも、日本という「ローカル」な問題が、世界とつながる「グローバ

ル」な問題とも関連します。日本を、そして世界を見渡しながら、現在起こっ

ている諸問題を手がかりに、これからの社会の持続可能性をみんなで考えまし

ょう。 

事前課題 (1)「持続可能な開発目標（SDGs）」とは何かを調べましょう

(2) SDGsの 17の目標のうち、自分が一番気になる目標と、それに関連する（諸）

問題を具体的に挙げましょう 

トピックコード 106 地球からのメッセージをあなたに

〜自分の使命はなんだろう〜 

所属機関名 特定非営利活動法人 SC HURRAY 

所属部署、役職 代表理事 

話題提供者のお名前 松本真奈美 

実施日 10 月 31 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

【自分の使命はなんだろう】 

この地球上で、自分ができる、自分にしかできない使命はなんだろう。それを自

分の力で探し出し、それを全うし、命の炎を燃やしていくのが、人生を豊かに生

きていく為に必要なことではないでしょうか。誰しもがこの地球にとってかけが

えのない存在であり、一人一人が使命を持って生まれてきているのです。 

世界平和の第一歩として世界一周をした経験 

世界で 5 人といない難病の弟の姉としての経験 

プロのチアリーダーとしての経験 
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これらの経験から、みなさんに、人生をより豊かに生きる為のヒントをお伝えし

ます。 

事前課題 ○年間で学校に行きたくてもいけない子供の数

○世界で 5 歳未満に命を落とす子供の数

○日本の年間食料廃棄の量

○自分が生まれてきた意味は何か

文献  「トットちゃんとトットちゃんたち」(講談社青い鳥文庫) 登壇者 HP 

https://www.hurrayers.co.jp/ 

トピックコード 107 「女らしさ」「男らしさ」で勝負する？

－恋愛と結婚とキャリアについて考えよう 

所属機関名 法政大学 

所属部署、役職 キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科、准教授

話題提供者のお名前 寺崎 里水（テラサキ サトミ） 

実施可能日 10月 31 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

「君たちはどう生きるか」と聞かれたときに、恋愛と結婚のこと抜きに、どう

働くかをイメージすることができますか。日本では長い間、女性が自分より高

学歴で高収入の男性と結婚したいと思うことが「当たり前」だと考えられてき

ました。近年、共働きを望む男性が増え、未婚率も上昇しています。もう「当

たり前」の生き方は当たり前ではなくなってきたのです。「当たり前」はどうし

て「当たり前」だと考えられてきたのか、これからの時代を私たちはどう生き

るか、ジェンダーの社会学の観点から「女らしさ」「男らしさ」とキャリア形成

について考えてみましょう。みなさんの「当たり前」をぜひ教えてください。 

事前課題 小学校低学年くらいのときに好きだった子ども向けアニメや特撮、小学校で流

行っていた少年マンガ、少女マンガがなんだったか、どんな話で、どんな人物

が出てきたのか、記憶を掘りおこして、人に紹介できるようにメモしてきてく

ださい。現物を見せてくれるのも分かりやすくていいですね。 

備考：実施形態、準備

するものなどのご要

望 

実施形態：講義（レジュメを配布する予定です） 

借用を希望する機材：プロジェクタ、スクリーン、接続ケーブル 

当日は担当教員が MacPC と接続アダプタを持参します。 

【模擬講義の追加学習するための文献について】 

西原理恵子（2005）『女の子ものがたり』小学館（マンガです） 

小倉千加子（2012）『オンナらしさ入門（笑）』（よりみちパン！セ）イースト・

プレス 

伏見憲明（2012）『男子のための恋愛検定』（よりみちパン！セ）イースト・プ
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レス

若桑みどり（2003）『お姫様とジェンダー－アニメで学ぶ男と女のジェンダー学

入門』ちくま新書 

※内容について、ジェンダーの社会化のメカニズムを扱うのでグローバルイシ

ューでもあり、社会化のエージェントとしてのメディア（アニメやマンガなど

の表象）から抽出する方法という意味ではテーマ設定や調査の手法の面白さを

紹介するものでもあります。もちろん、高校生が将来のキャリアを考える機会

にするという意味ではキャリア教育でもあります。高校によって振り分けられ

たカテゴリーに応じて、内容の比重を少し変更することが可能です。 

トピックコード 108   重力波を用いた新しい宇宙観測

所属機関名 東京大学 

所属部署、役職 大学院理学系研究科 物理学専攻 助教 

話題提供者のお名前 道村唯太 (みちむら ゆうた) 

実施日 10月 31 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

2015年 9月 14日に人類は重力波の初検出に成功しました。重力波を用いた全く

新しい宇宙観測の時代が始まったといえ、大きな質量を持つ恒星質量ブラック

ホールの発見や連星中性子星合体とガンマ線バーストの同時観測など、次々と

宇宙の新しい姿がとらえられています。来年末には日本の重力波望遠鏡「かぐ

ら」も観測に加わり、さらに詳しい観測や新しい発見がもたらされることが期

待されています。 

本講演では重力波とはなにか、重力波をどのように検出し、それによってどの

ようなことがわかるのかについてお話しします。 

事前課題 重力波の初検出論文に目を通す、というのはいいかもしれません。英語ですが、

特に 1ページ目は高校生でもわかるような英語で書かれており、重力波の歴史

がまとめてあってとてもよい文章です。原論文に目を通すといういい機会にも

なるかと思います。 

https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.116.061102 

トピックコード 109 再生可能エネルギーを担う人づくり

所属機関名 東邦大学 

所属部署、役職 理学部、講師 

話題提供者のお名前 竹内彩乃 

実施日 10月 31 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、地熱等の自然由来のエネルギーのこと

です。持続可能な社会づくりにおいて、再生可能エネルギーの利用は不可欠とな

っています。ただ、従来のエネルギー産業と異なり、地域との連携や新産業の創

https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.116.061102
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出という側面が期待されており、それを実現できる人材の育成が必要となってい

ます。講師は日本とドイツの企業で、再生可能エネルギーの導入に携わってきま

した。このワークショップでは、これらの事例を紹介しながら、いま再生可能エ

ネルギーの分野で、どのような人材が必要とされているのかみんなで考えたいと

思います。 

事前課題 資源エネルギー庁の web サイトで「再生可能エネルギーの固定価格買取制度の

パンフレット」（以下のリンク）をダウンロードして読んできてください。 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/data/kaitori/2

012kaitori.pdf 

トピックコード 110 “人も動物も満たされて生きる”

アニマルウェルフェア畜産の世界

所属機関名 日本獣医生命科学大学 

所属部署、役職 応用生命科学部動物科学科 名誉教授（農業経済学） 

話題提供者のお名前 松木 洋一； マツキ ヨウイチ 

実施日 10月 31 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

（１） 日ごろ食べている卵、肉、牛乳などは「食品物」ですが、

（２） それらを生産供給している鶏、豚・肉牛、乳牛も「モノ」でしょうか？

（３） 人間は、動物だけでなく、作物（植物）などの「いのち」を食べて生き

ています。

（４） 人間はその「いのち」を育てる農業畜産を営み、食品「物」として供給

するという“宿命”を持っています。

（５） 21 世紀になって畜産先進国である欧米諸国は、生産性・効率性を高める

ために家畜の自由を閉じ込めてきた「工場的畜産」からストレスのない

飼育をめざす「アニマルウェルエア畜産」へ転換しています。

（６）それでは、日本の社会はどうでしょうか？

事前課題 生徒一人一人が各人独自のテーマをもつ「一人一研究」を推奨します。 

そのために 

（１） 家畜（鶏、豚、牛など）の中から動物種を選んで、自分の生活とのつな

がりを考えて下さい。

（２） できれば日本のアニマルウェルフェア牧場の情報を調べて置いて下さ

い。

参考：①AWFCアニマルウェルフェアフードコミュニティジャパンのホームペイジ 

http://awfc.jp/ 

②松木洋一編著「日本と世界のアニマルウェルフェア畜産上・下巻」養賢

堂出版 2016,2018 

http://awfc.jp/
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トピックコード 111 日本の学校の始業時刻は医学的には早すぎる？ 

-睡眠医学・時間生物学入門-

所属機関名 東京医科大学、菅野病院、睡眠総合ケアクリニック代々木、NPO 法人睡眠リズム

障害患者会 他 

所属部署、役職 医師・医学博士・精神保健指定医・認定産業医、東京医科大学精神医学分野睡眠

健康研究ユニットリーダー 

話題提供者のお名前 志村哲祥 

Lecture/Workshop 

の内容（30字から 300

字程度） 

人はどのような仕組みで夜に眠り朝に起きるのか。 

体内時計とは何か、どのように調整されるのか。 

睡眠はなぜ大切で、どのように評価すればよいのか。 

「睡眠のゴールデンタイム」「8 時間睡眠が良い」「眠れなくても布団で横になっ

ていれば休まる」が嘘であり、まずい理由とは。 

睡眠と体内時計を意識して生活することで、将来に渡る心身の健康、QOL、知能の

向上などを手に入れることができます。 

この分野の研究と実践の楽しさを学びます。 

事前課題 1.下記の論文に目を通してください。平易な英語で書かれており、本文は 15分で

読み終わります。検索しても理解が難しい学術用語・分析が存在すると思います

ので、それは飛ばしていただいて構いません。 

https://www.sleep-journal.com/article/S1389-9457(17)30433-1/fulltext 

2.下記のサイトに目を通してください。

https://www.startschoollater.net/ 

トピックコード 112  ミレニアム世代へ – 2025 年以降をどう生きるか

所属機関名 株式会社 BUG CORPPRATION 代表取締役 

一般社団法人日本音楽制作者連盟   理事 

 音楽プロデューサー  

『デジタルコンテンツ白書』(経産省監修)編集委員 

所属部署、役職 株式会社 BUG CORPPRATION 代表取締役 

話題提供者のお名前 山口晢一 

実施日 10 月 31 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

大きな変革の時期にある音楽業界。ソーシャル化、クラウド化が進み、これから

は旧来の音楽業界人だけではなく、さまざまなプレイヤーが入り混じって、アー

ティストや音楽作品とリスナーを結びつけていきます。それが、ニューミドルマ

ンと呼ばれる人々です。では、その新時代の音楽ビジネスの生態系(エコシステム)

はどのようになっており、どのような役割が求められ、お金の流れはどうなるの

でしょうか。日本と世界の現状を整理しつつ、“ミュージックビジネスのこれから

https://www.sleep-journal.com/article/S1389-9457(17)30433-1/fulltext
https://www.startschoollater.net/
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の実務にまで踏み込み提案していきます。超実践的な、新時代の音楽ビジネス論

です。また 2025 年以降のさらに変化していく世界と日本の中で具体的にどのよ

うな新しい生き方があるのかも一緒に考えたいと思っています。 

事前課題 余力があれば、拙著「新時代ミュージックビジネス最終講義 新しい地図 

を手に、音楽とテクノロジーの蜜月時代を生きる! 」（リットーミュージック）を

読んでおいてください。 

トピックコード 113  光技術が創る科学と研究者として生きることの魅力

所属機関名 東京大学 

所属部署、役職 理学系研究科 物理学専攻 物理学科 講師 

話題提供者のお名前 井手口 拓郎 

Lecture/Workshop 

の内容（30字から 300

字程度） 

私たちの身の回りには光を使った技術がとてもたくさんあります。この講義では、

物理学の分野で培われてきた光の技術がどのように最先端の科学に関わり、また、

私たちの生活にも影響を及ぼしているのかを学びます。研究者として生きること

の魅力についてもお話します。 

事前課題 ・身の回りの光を使った技術をリストアップして、それらの技術について調べる。 

・研究者という職業に対するイメージを書き出す

第 2 日 11 月 1 日(木) トピックコード 201～211 

トピックコード 201 Gulliver in Japan

所属機関名 杏林大学 

所属部署、役職 国際交流センター長 

話題提供者のお名前 Paul Snowden 

実施日 11 月 1 日（木） 

Lecture/Workshop 

の内容 

As we can see from the title “Gulliver’s Travels”, Gulliver made more than 

one journey.  In fact, he made four journeys to mysterious, fictional places: 

the first to a country of tiny people, the second to a country of giants, etc. 

Actually, on his third journey he visited several places, which were all 

fictional except one: Japan!  We will talk about the background to all of 

Gulliver’s journeys, but will concentrate on his experience in Japan.  

事前課題 Read the book “Gulliver’s Travels”, especially the story of his third journey. 

Think about the author’s knowledge of Japan.  Also think about the image 

of Japan in England at that time. 
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トピックコード 202 ファストファッションからみる国際関係 

所属機関名 日本大学国際関係学部 

所属部署、役職 国際総合政策学科、助教 

話題提供者のお名前 眞嶋 麻子 

実施日 11 月 1 日（木） 

Lecture/Workshop 

の内容 

 私たちは毎日、洋服を着ます。新しい洋服を選ぶとき・買うとき、ワクワク

しますよね。安くていいモノが手に入れば、さらに良いかもしれません。では、

私たちの生活になくてはならない洋服は、どこで、誰が、どのように作ってい

るのでしょうか。 

このワークショップでは、「洋服」という身近なモノと国際関係とのつなが

りについて考えます。毎日着る洋服は、日本国内だけで作られるのではなく、

遠い他国で作られているかもしれません。私たちの生活を支えている世界の人

びとのこと、彼／彼女たちの生活の状況、そこに問題がある場合には、よりよ

い世界にしていくための行動…など、ファストファッションから出発し、多様

な国際関係の様子をみていきましょう。 

事前課題 ユニクロ、GU、しまむら、ZARA、H&M など、身近にあるファストファッシ

ョンの店舗に出かけ、T シャツやジーンズのタグを見てみてください。”MADE 

IN 〇〇（国の名前）” には、どんな国の名前が書かれていますか？ 

トピックコード 203 ニュースから学ぶ世界の選挙 

所属機関名 明治大学 

所属部署、役職 政治経済学部 専任教授 

話題提供者のお名前 井田 正道 

実施日 11 月 1 日（木） 

Lecture/Workshop 

の内容 

一昨年行われたアメリカ大統領選挙は、投票者全体の票数ではクリントン候補

が上回ったにも関わらず、選挙人獲得数ではトランプ候補が勝利するという

「逆転現象」が発生した。これはアメリカが間接選挙という形態を採用してい

たために発生した現象である。また、11 月初旬に行われるアメリカ中間選挙

では、大統領と議会多数派のねじれが発生する可能性も指摘されている。これ

らのことは、アメリカの政治制度を理解することが最低限必要となる。 

本授業では、まずは比較の視点を交えて選挙制度について解説し、さらに中間

選挙を目前に控えたアメリカの政治状況についても取り上げたいと考えてい

る。 

事前課題 アメリカの政治制度について調べておくこと。 
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トピックコード 204 コンピューターの発達が、私たちの仕事に対してどのよ

うな影響を与えるのか 

所属機関名 ヤフー株式会社 

所属部署、役職 システム統括本部プラットフォーム開発本部コンテンツマネジメントチーム 

話題提供者のお名前 佐野 正宗（さの まさむね） 

実施日 11 月 1 日（木） 

Lecture/Workshop 

の内容 

「21XX 年、人工知能が暴走を始め、人類は絶滅の危機に瀕していた…」と映

画の予告のように書いてみましたが、 

私はコンピューターの発達が人類の脅威になるとは考えておりません。 

しかし英オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン准教授の論文「雇

用の未来」によると、今後 10〜20 年程度で米国の総雇用者の約半数の仕事が

自動化されるリスクが高い、という結論が書かれています。 

コンピューターの発達が私たちの仕事に対してどのような影響を与えるのか、 

現役のシステムエンジニアと一緒に考えてみませんか。 

 

（私はヤフー株式会社に勤めておりますが、本講義にヤフーの話は一切登場し

ません、あしからず） 

事前課題 1. 次のキーワードを調べてください。 

・機械学習 

・深層学習（ディープラーニング） 

・人工知能 

2. 20 年前にはまだ存在していなかった職業を 2 つ以上挙げてください。 

トピックコード 205 うんち化石に魅せられて  

～地層に刻まれた太古の生物の生活史（生痕化石）～ 

所属機関名 千葉大学 

所属部署、役職 教育学部理科教育講座 特任助教 

話題提供者のお名前 泉 賢太郎 

実施日 11月 1 日（木） 

Lecture/Workshop 

の内容 

一般的に化石として保存されやすいのは、骨や歯や貝殻等の生体硬組織です。

それらが地層中に保存されたものは、体化石と呼ばれます。しかし、足跡や巣

穴、糞といったものも地層中に保存されて化石となることが知られています。

このように、古生物の行動の痕跡が地層中に保存されたものは、生痕化石と呼

ばれています。生痕化石は体化石よりも地味ですが、調べると古生物の詳しい
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行動生態が分かります。この講義では、地味だけどスゴイ“生痕化石の世界”

の一端をご紹介します。 

事前課題 化石に関して、または、これまでの授業等で「化石」について学習したことを

簡単にまとめてきて下さい。教科書やノート、図表や本等を参考に、既習事項

を箇条書きで、それぞれ 1～2文程度で簡潔にまとめていただければ良いです。 

 

トピック後に追加学習するための文献： 

生痕化石からわかる古生物のリアルな生きざま、泉賢太郎 著、ベレ出版 

トピックコード 206 給食から考える SDGs  

~1 日 3 食プロジェクト in ラオス～ 

所属機関名 認定 NPO 法人日本ハビタット協会 

所属部署、役職 プロジェクト担当 

話題提供者のお名前 太田祥歌 

実施日 11 月 1 日（木） 

Lecture/Workshop 

の内容 

講義を通して、参加者は、給食という身近なトピックから、日本とラオスの

学校生活にどのような違いがあるかを学び、ラオスで給食を提供するプロジェ

クトがどのように SDGs という世界的な目標の達成に貢献しているかを学ぶ。 

参加者は、事前課題として、SDGs について調べ、自分に関心のある目標を

1 つ選んでくる。その上で、ラオスや日本の学校生活の違い、ラオスの学校が

抱える課題、その解決のために日本ハビタット協会が実施している 1 日 3 食プ

ロジェクトについて学び、学校生活と SDGs の関りについて考える。最後には、

講義で学んだことなどから、自身が達成に貢献したい SDGs の目標を参加者一

人ひとりが選ぶ。講義に参加することで、参加者がラオスの学校生活について

学び、SDGs を自分と身近な問題として捉えることができるようになることを

目指す。 

事前課題 ・SDGs について調べ、自分の関心のある目標を 1 つ選んでくる。 

http://oxygen-media.net/archives/142 

http://www.unic.or.jp/news_press/info/24453/ 

・ラオスと自分の学校生活とどのような違いがあるか考えてみよう。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/kuni/0407laos.html 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/01asia/infoC12100.html 
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トピックコード 207 How to 国際協力 Part3 

～学生の私たちにできること～ 

所属機関名 麗澤大学国際協力団体 Plas+ 

所属部署、役職 麗澤大学、自主企画ゼミ 

話題提供者のお名前 Plas+メンバー（小川、田村、高橋、入江、須藤、猪野） 

実施日 11 月 1 日（木） 

Lecture/Workshop 

の内容 

カンボジア、フィリピン、日本で国際協力活動を行っている私たちの経験を

ワークショップ主体の授業を通じて共有する。 

特に、一昨年から実施している『カンボジアの小学校における安全な学び場

作りプロジェクト』の事例を用いて、国際協力について理解を深めてもらう。

加えて、本年度から始まったフィリピン中部に位置するセブ島でのプロジェク

トの事例を参考に、学生でも国際協力を実施できるきっかけを参加してくれた

順天高校生に提供する。 

この授業を通じて主体的に学び、考える力、計画したことを行動に移す実行

力を学んでもらえたらと思っている。 

事前課題 カンボジアとフィリピンについて自分なりに調べてくること（地理、歴史、主

要都市、国内情勢など） 

トピックコード 208  

開発途上国での安全・安心な水供給と衛生的な環境の実現のために 

～SDGs 目標 6：安全な水とトイレを世界中に～ 

所属機関名 北里大学 

所属部署、役職 医療衛生学部・教授 

話題提供者のお名前 清 和成（せい かずなり） 

実施日 11 月 1 日（木） 

Lecture/Workshop 

の内容 

2015 年 9 月の国連サミットで採択された SDGs（Sustainable Development 

Goals：持続可能な開発目標）は、国連加盟国が 2016～2030 年にかけて達成

する 17 の目標を定めています。そのうち、水と衛生に関連する目標 6（安全

な水とトイレを世界中に）を中心として、特に様々な問題を抱える開発途上国

の現状、目標の達成のために必要なことなどを学び、考えてみましょう。 
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事前課題 国連や日本国政府、その他 NGO などが発信している情報をもとに、①SDGs

（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とはどのようなも

のか、調べてみましょう。また、②世界では、どの程度の人々が安全・安心な

水を利用できているのか、衛生的な生活を送れているのか、調べてみましょう。 

トピックコード 209 自分の強みを大学時代に作ろう 

~キリロム工科大学の真実~ 

所属機関名 キリロム工科大学 

所属部署、役職 東京事務所 所長 

話題提供者のお名前 有澤和歌子 

実施日 11 月 1 日（木） 

Lecture/Workshop 

の内容 

・大学は何のために行きますか？ 

・どんな大人になりたいですか？ 

・あなたの強みは何ですか？ 

・今しかできないこと、なんだと思いますか？ 

英語と IT はできてあたりまえの時代です。世界中の同世代と協働したり、競

争したり、ワクワク世界を作るスキルとネットワークを作るのが大学時代では

ないでしょうか？ 

カンボジア、と言えば、貧困・地雷・アンコールワットと思っている人は多い

と思います。キリロム工科大学では最先端の IT やホスピタリティマネジメン

トを英語で学びます。キリロム工科大学ができた背景と vKiriromNatureCity

の壮大な日本変革の構想を話しながら、これからの若者に必要なものについて

話し合います。 

事前課題 以下について、簡単なメモ書きでよいのでまとめてから参加すること。一部発

表をしていただきます。 

・大学は何のために行きますか？ 

・どんな大人になりたいですか？ 

・あなたの強みは何ですか？ 

・今しかできないこと、なんだと思いますか？ 

トピックコード 210 トビタテで“好きなことリューガク” 

話題提供者代表 順天高校 2 年 1 組 2 番 秋葉 秀尚 

メンバー 順天高校 1 年 2 組 24 番 石田 瑞季 

トピック概要 

（150 字程度） 

 

みなさんは将来留学や海外で生活してみたいと考えたことはありますか。私た

ちは今年の夏、「トビタテ！留学 JAPAN」に応募し、カンボジア／ドイツに２

週間の留学をしました。この留学を通して学んだこと・気づいたこと・楽しか
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ったこと・辛かったこと・書類審査かの書き方から面接審査の受け答え方まで

すべて話します！みなさんもトビタテ５期生になりませんか？ 

事前課題 事前課題は一つだけ！ 

事前に配布されるシートに目を通し、質問に答える！ 

トピックコード 211 途上国におけるソーシャルビジネスについて学ぶ 

所属機関名 アイ・シー・ネット株式会社 

所属部署、役職 ビジネスインキュベーショングループ 

話題提供者のお名前 浅野 知美 

実施日 11 月 1 日（木） 

Lecture/Workshop 

の内容 

皆さんは、「途上国」と聞くと何を思い浮かべますか？貧しい人々や教育の欠

如などネガティブなイメージが浮かぶかもしれません。しかし近年、「途上国」

の多くが経済発展を遂げ、ただ「支援されるだけ」の存在ではなくなっていま

す。また、途上国ではたくさんのソーシャルビジネスが生まれ、人々の生活を

よりよくするために活動しています。急速な変化を遂げる世界の状況を知り、

人々の生活を継続的によりよくしているソーシャルビジネスについて考えて

みましょう。 

事前課題 当日はケニアのソーシャルビジネスについて考えます。ケニアの概要、社会課

題（１つ）、ビジネス状況（市場規模、メイン産業、貿易、起業率等）につい

て面白いと思ったことを調べ、A41 枚程度でまとめてみてください。 

トピックコード 212 あなたは大人になったら子供を作れますか？ 

～男女の生殖器をきちんと理解しよう～ 

所属機関名 聖隷浜松病院 

所属部署、役職 泌尿器科医師 

話題提供者のお名前 今井 伸 

Lecture/Workshop 

の内容（30 字から 300

字程度） 

思春期以降の男女の多くが、性に関するあれこれに大いに関心があります。

ところが、学校では肝心なことは何も教えてくれないと思っていませんか。興

味があろうとなかろうと自分で学習するしかないのが現状です。 

皆さんの多くは将来子供を作ろうとすることでしょう。男女の生殖器や性に

関する正しい知識を持たないまま大人になるとどうなるのでしょうか。実は現

在、性に関する知識不足が原因でセックスができない大人が増えています。も

ちろん、セックスができなければ子供もできません。性に関する正しい知識を

持つことは、全く恥ずかしいことではありません。大人になる前に、自ら進ん

で正しい性の知識を身につけましょう。 
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事前課題 日本人は、いつから、なぜ、性に関する事柄をタブー視する傾向が出てきたの

でしょうか？ 

精子と卵子は、いつから作られ始めていつまで作られるのでしょうか？ 

もし、自分が子供を欲しいと思った場合、いつどのようにすればよいか、将来

設計もふまえて具体的に考えてみよう。 

トピックコード 213 あなたの知らない創薬の世界 

所属機関名 第一三共株式会社 

所属部署、役職 研究開発本部 オンコロジー統括部 バイオ・癌免疫ラボラトリー 第一グルー

プ 研究員 

話題提供者のお名前 宗岡 聡 

Lecture/Workshop 

の内容（30 字から 300

字程度） 

創薬の世界を若手創薬研究者の視点からご紹介します。なぜ薬は効くの？どの

ように薬はできるの？といった「おくすり」の裏側とその魅力から、創薬研究

者の仕事って？創薬研究者になるには？といった「創薬」の現場まで。いのち

に関わる仕事を将来の進路に考えているみなさん、創薬の世界を一緒に覗いて

みませんか？ 

Keyword: 創薬、薬理学、製薬産業、創薬研究、進路選択 

事前課題 それぞれのトピックについて、以下の参考図書・ホームページに目を通してお

くと理解が深まると思います。 

＜創薬研究＞『創薬科学入門―薬はどのようにつくられる？（改訂 2 版）』佐

藤健太郎 著、オーム社 

＜薬の効き方＞『いちばんやさしい薬理学』木澤靖夫 著、成美堂出版 

＜くすり全般＞日本製薬工業協会 http://www.jpma.or.jp/ 

トピックコード 214 途上国における観光開発可能性について 

～インド・シッキム州～ 

所属機関名 埼玉大学 

所属部署、役職 Global Youth、教養学部４年 

話題提供者のお名前 齋藤 紅葉 

Lecture/Workshop 

の内容（30 字から 300

字程度） 

インド・シッキム州にて行った、観光開発インターンシップでの経験について、

開発途上国における観光ビジネスの可能性と、文化多様性の豊かさを伝えた

い。世界には多様な文化があり、それぞれが固有の歴史や価値を持っている。

特に開発途上国の文化は、近年の一極化の波に流されずに、伝統的な文化を持

つ国や地域が少なくない。その文化を保護、継承する手段の一つに、観光があ

る。また、観光はビジネスとしても成り立つため、開発途上国に暮らす人々の

収入源となりうる。このような観光開発が、開発途上国の人々の生活水準の向
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上につながり、さらには価値ある文化の保護につながるということは、地球全

体の利益であるということについて、生徒の皆さんと考えたいと思う。 

事前課題 ・「〇〇ツーリズム」と呼ばれるものの中で、興味を持ったものを一つ調査す

る。 

・開発途上国の国や地域の中で、興味を持った観光地一つについて調査する。 

・話題の舞台となるシッキムという地域について調べておく 

第 3 日 11 月 2 日(金) トピックコード 301～309 

トピックコード 301 英語以外の外国語 

所属機関名 神田外語大学 

所属部署、役職 言語教育研究所、特任教授 

話題提供者のお名前 黒田龍之助 

実施日 11 月 2 日（金） 

Lecture/Workshop 

の内容 

英語の重要性は誰もが強調しますし、高校生の皆さんもすでによくご存知のこ

とでしょう。ところがその他の外国語となると急に情報が減り、さらに英語と

の関係についてはあやふやなイメージばかり。いろんな外国語に手を出すよ

り、英語に集中したほうが伸びるなんて、本当でしょうか。自らいろんな外国

語に触れてきたわたしが、英語だけでは味わえない、多言語の世界にご案内し

ます。 

事前課題 講演録「ことばへの異常な愛情」を読んでおいてください。 

http://www.sanshusha.co.jp/kuroda/index.html 

 

トピックコード 302 「世界遺産になる」とはどういうこと？ 

：国際法を分析してみよう 

所属機関名 明治大学 

所属部署、役職 文学部准教授 

話題提供者のお名前 山田 亨 

実施日 11 月 2 日（金） 

Lecture/Workshop 

の内容 

 今年の 6 月 30 日にユネスコの世界遺産委員会で「長崎と天草地方の潜伏キ

リシタン関連遺産」が日本の 22 番目の世界遺産としての承認を受けました。

メディアでは、キリシタンに関連する史跡や教会がある地域における観光客の

増加や地域活性化が話題となっていますが、そもそも、世界遺産とはいったい

何なのでしょうか？「世界遺産になる」ということは、その地域に住民の生活

http://www.sanshusha.co.jp/kuroda/index.html


28 

 

にどのような影響をもたらすのでしょうか？ 

 今回は世界遺産の法律としての側面に注目して、国際法を中心に法律と私た

ちの生活について一緒に考えていきたいと思います。 

事前課題 ・事前に日本国内にある世界遺産から 1 つを UNESCO の世界遺産リストから

選んでくること。選んだ世界遺産がどのような法律で保護されているか、具

体的な法律名とその法律の内容を調べてくること。 

・「法的な担保を取る」ということは、どのようなことを意味するのか？「世

界遺産条約履行のための作業指針」の第 78 段落の英語もしくはフランス語

の原文と日本語訳を比較しながら、考えてくること。 

英語・フランス語の原文：https://whc.unesco.org/en/guidelines/ 

日本語は：http://bunka.nii.ac.jp/special_content/hlink13 

 

トピックコード 303 解決されない民族対立― 

―ユダヤ人、イスラエル、パレスチナ問題 

所属機関名 学習院女子大学 

所属部署、役職 国際文化交流学部 国際コミュニケーション学科 教授 

話題提供者のお名前 武井 彩佳 

実施日 11 月 2 日（金） 

Lecture/Workshop 

の内容 

 今年はイスラエルの建国 70 周年に当たる。これは同時に、パレスチナ難民

問題の発生からすでに 70 年が経過したということを意味する。通常、難民問

題は難民が母国に帰国したり、受け入れ先の国の国籍を取得したりすることに

より解決するが、パレスチナ難民問題は解決の糸口が見えない。加えて、トラ

ンプ大統領はイスラエル建国 70 周年に合わせて、イスラエルのアメリカ大使

館をテルアビブからエルサレムに移した。これにより再び衝突が起き、ユダヤ

人国家をめぐる議論が先鋭化している。 

イスラエルとパレスチナをめぐる諸問題は、いかなる歴史的背景から生まれ

てきたのか。解決への糸口はあるのか。ユダヤ人国家をめぐる現状について解

説する。 

事前課題 キーワード：シオニズム、ホロコースト、イスラエル建国、パレスチナ難民問

題、エルサレム首都移転 

文献：立山良治編『イスラエルを知るための 62 章』第二版、明石書店、2018

年の「II 歴史」（第 3 章～第 9 章）の中から、2 つの章を任意で選んで読んで

くること。 
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トピックコード 304 国際的な HIV/AIDS 対策： 

サハラ以南アフリカを対象に 

所属機関名 学習院大学 

所属部署、役職 法学部政治学科 教授 

話題提供者のお名前 元田 結花 

実施日 11 月 2 日（金） 

Lecture/Workshop 

の内容 

本講義では、特に AIDS の感染者が集中しているサハラ以南アフリカを対象

に、現在の国際的な HIV/AIDS 対策の概要を把握した上で、その成果及び限

界（課題）について検討する。その際、開発問題として HIV/AIDS を捉え、

医療面に限定することなく、広く社会・経済・政治的文脈に配慮する形で分析

していく。 

受講生には、多面的な分析を通じて得られる知見を踏まえて、HIV/AIDS 対

策に従事している国際機関や先進国の援助機関、民間財団などがアピールする

対策の「効用」を無条件に受け入れるのではなく、建設的な批判の視座を持つ

ことの重要性を理解してもらいたい。 

事前課題 後日指定する（近年の国際的な HIV/AIDS 対策について、高校生に適したレ

ベルおよび情報量で書かれた日本語文献は残念ながら寡聞にして知らないた

め、高校生レベルでインターネットを用いて調査できる内容を精査した上で、

10 月 12 日（金）に間に合うように、お伝えします）。 

トピックコード 305 世界の戦争とその犠牲者たち 

～赤十字の使命と共生社会への道～ 

所属機関名 日本赤十字国際人道研究センター 

所属部署、役職 所長（兼秋田赤十字看護大学教授） 

話題提供者のお名前 井上 忠男 

Lecture/Workshop 

の内容（30 字から 300

字程度） 

人類の歴史は戦争の歴史でもある。恒久平和は人類の理想であるが現実世界は

戦争が尽きることはない。この理想と現実のギャップを埋める役割を担うのが

赤十字でもある。現代世界の戦争を現実を知り、その犠牲者の人権人道を守る

赤十字の活動を知ろう。同時に格差や世界の分断が進む世界で、人々が共生し

て生きるために大切な視点、考え方を学生の皆さんとともに考えていく。赤十

字の旗の意味、正しい使いなど、クイズも交えながら「人道支援活動の世界」

についての理解と望ましい社会について考えを深まます。 
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事前課題 １．シリア紛争をはじめ、世界の戦争や地域紛争の現状とそこで起きている人

道的問題についてニュース等から情報を得る。 

２．民族、宗教、文化間の対立などの「世界の分断」が進む世界にあって、世

界の人々が共存するためには私たちに何が必要なのか、各自が考えてみる。 

トピックコード 306 おもしろまじめな芝居のミカタ 

―今日の世界は演劇によって再現できるか― 

所属機関名 獨協大学 

所属部署、役職 外国語学部英語学科 教授 

話題提供者のお名前 児嶋 一男 

実施日 11 月 2 日（金） 

Lecture/Workshop 

の内容 

 ウエイン(男)は恋人の女性スカウトと無差別殺人を繰り返し、ビバリーヒル

ズにある映画監督ブルースの豪邸にたてこもっています。豪邸の外は警察およ

びマスコミで大変な騒ぎです。人質にはブルースの妻などがいます。ウェイン

はワイドショーのカメラマンとレポーターを邸内に入れ、自分たちのたてこも

りを全米に実況中継させ、瞬間瞬間の視聴率を測定できる機械を見て興奮して

います。 

 ベン・エルトン（1959-）の小説『ポップコーン』を芝居に翻案した作品の

ラストシーンです。この舞台劇の台本(英文)を読んで(特に予習の必要はありま

せん)、プロの俳優さんの映像を 5 分観て、私たちメディアの受け手側の責任

について考えてみませんか？ 

事前課題 次の点を調べておいてみてください。 

①イギリスの coffee house(tea house)って何？ 

②fake news ってどんなの？ 

③O J Simpson って？ 

④Rodney King って？ 

トピックコード 307 プレイステーション 対 任天堂 64  

～ ビジネスイノベーション事例から学ぶ 

所属機関名 KIT 虎ノ門大学院 

所属部署、役職 イノベーションマネジメント研究科 教授 

話題提供者のお名前 三谷宏治 

実施日 11 月 2 日（金） 

Lecture/Workshop 

の内容 

世界を動かしているのはビジネスです。それが官公庁や自治体であろうが、

NGO・非営利法人（病院や NPO）であろうが、目標とすることや利益レベル
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が違うだけで、大きく捉えればビジネスと言えます。現代はイノベーションの

時代です。ビジネスがどういうとき、どんな理由で大きな革新を迎えるのかを、

プレイステーションの事例から学びましょう。圧倒的な勝者であった任天堂

を、ソニーはどうやって大逆転したのでしょう。ケーススタディで学びます。 

事前課題 ミニケース：PS 対 SS/64、を読み、プレイステーションがなぜ SS/64 に勝て

たのかを考えておく。ネットで調べる等はしないこと。 

トピックコード 308 伝わるプレゼンテーション: 

スライドショー準備のポイント 

所属機関名 北里大学 

所属部署、役職 一般教育部自然科学教育センター，准教授 

話題提供者のお名前 野島 高彦 

実施日 11 月 2 日（金） 

Lecture/Workshop 

の内容 

スライドショーを中心としたプレゼンテーションを「おこなう」立場になった

とき，どのように準備をしたらよいのか，どのような落とし穴に注意したらよ

いのか，良い例と悪い例とを比較しながら，基本的な考え方を解説します． 

事前課題 これまでに自由研究，調べ学習，グループ学習などで「発表」をおこなったと

きのことを思い出し，「発表の準備」をどこから始めたか，どのような点に注

意して「発表」をおこなったか，を振り返ってメモしておく．また，自分自身

は発表する側ではなく，発表を「見る・聞く」立場だったときのことを思い出

し，どのような点が「発表のやりかた」として興味深かったのか，印象に残っ

たのか，自分も真似してみたいと思ったのか，をメモしておく． 

トピックコード 309 キューバ革命に至る道筋 

所属機関名 外務省 

所属部署、役職 嘱託職員（分析官） 

話題提供者のお名前 由井 哲治 

実施日 11 月 2 日（金） 

Lecture/Workshop 

の内容 

昨年行った「世界システム論」の講義により、カリブ海諸国がなぜ砂糖生産工

場となったかについては理解していただけたかと思う。今回は国際関係論の立

場から、アメリカがキューバ独立に深くかかわった理由、その後のアメリカに

よる搾取がキューバ革命と深くかかわっていることを考察する。これはキュー

バ革命を擁護するものではなく、一方の唱える正義が、必ずしも他方も納得で

きるものではないということを説明することを目的としている。このような視

点を持つことが、現在、世界で起きている出来事を理解するうえで、大変重要

だと考えるからである。 
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事前課題 昨年行った「世界システム論」の、私の講義原稿を出席者全員に配布し、読ん

でおいてもらうことが、必要不可欠の課題となります。 

トピックコード 310 からだの仕組みから見る「くすり」の作用する仕組み 

所属機関名 モンヴェール農山 

所属部署、役職 食品衛生管理者（薬剤師） 

話題提供者のお名前 木村 太二 

Lecture/Workshop 

の内容（30 字から 300

字程度） 

我々の生活と薬物には、密接な関係があります。体調が悪い時に飲む「くすり」

も薬物ですし、お菓子、ジュースに含まれる保存料なども薬物です。もしかす

ると、その辺りに生えている雑草、粘菌から不治の病を治す「くすり」が出来

るかもしれません。 

今回は、そのような薬物の中でも病気を治す「くすり」がからだに作用をする

仕組みをお伝えします。作用機序などという言葉を使うと難しく感じるかもし

れませんが、中学・高校で学ぶ「生物学」や「化学」＋α の内容で、どうし

て効くのかを考えていきましょう。 

薬剤師を目指している方、薬物に興味がある方、薬物が嫌いな方、化学・生物

の勉強が苦手な方も歓迎します。 

牧場で働く薬剤師が、なぜこのような話をするのかは当日のお楽しみです。 

事前課題 １．手元にある化学や生物の教科書を流し読みしてきてください。 

２．使ったこと／見たことがある薬物、なぜ効くのか疑問な薬物、くすりの不

安、なぜ決まった時間に飲まなければならないのか？などの素朴な疑問、

このトピックを選択した理由など、どのようなことでも構いません。下記

アドレスまでお送りください。（必須ではありません。守秘義務は守りま

す。） 

メール送付先：global.week.kimura@gmail.com 

トピックコード 311  NPO/NGO・社会的企業の 

ミッションマネジメントと寄付 

所属機関名 立命館アジア太平洋大学 

所属部署、役職 准教授 

話者のお名前 上原優子 

Lecture/Workshop 

の内容（30 字から 300

字程度） 

社会的な課題、例えば難民問題やホームレス問題などに取り組んでいるような

NPO/NGO、あるいは社会的企業は、多く場合寄付に支えられて活動していま

す。この授業では、NPO/NGO,そして社会的企業がその組織活動の中で最も大

切にすべきミッションと、そのミッションを中心とした組織運営、そして寄付

の関係について学びます。 
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事前課題 日本の寄付の状況（日本全体での金額や最近の動向）について調べておきまし

ょう。 

 

第 4 日 11 月 6 日(火) トピックコード 401～463 

トピックコード 401 越境する歌と環太平洋の近現代 

所属機関名 東京女子大学 

所属部署、役職 現代教養学部国際関係専攻・講師 

話題提供者のお名前 青木深 

実施日 11 月 6 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

1951 年、「ジャパニーズ・ルンバ」という歌が日本で発売され、日本に駐留し

ていた米軍将兵や、朝鮮戦争に従軍した米軍・国連軍将兵の間で人気を呼びま

した。この事実から私たちはどのような歴史を読み取ることができるのでしょ

うか。また、その後の 60 年強の期間にわたり、この歌はどのように経験され、

忘れられ、そして思い出されていったのでしょうか。本講義では、「ジャパニ

ーズ・ルンバ」を素材とし、沖縄、日本「本土」、朝鮮半島、東南アジア、ハ

ワイ、アメリカ「本土」などをまたぐ歴史や記憶を考えます。 

事前課題 ■あらかじめ調べておくべきキーワード：米西戦争、ハワイの歴史、朝鮮戦争 

■YouTube に “Japanese Rumba” (Japanese Rhumba”) の音源・映像が複数

アップされていますので、視聴しておいてください。 

トピックコード 402 国際社会の変動と国連の対応 

所属機関名 上智大学 

所属部署、役職 総合グローバル学部 総合グローバル学科 教授 

国際協力人材育成センター所長 

話題提供者のお名前 植木 安弘（ウエキ ヤスヒロ） 

実施日 11 月 6 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

国際社会は現在大きな変動の時期にあり、それに伴い様々な課題に直面してい

る。核の脅威をはじめ、地球の温暖化に伴う気候変動、グローバリゼーション

への反動とナショナリズムの台頭、自由・民主主義・人権・法の支配の後退と

権威主義の高揚、難民・移民問題、技術革新に伴う負の側面、サイバー戦争な

ど新たな脅威も多く出てきている。このような脅威に対して、世界 193 か国の

加盟国で構成され国際社会のフォーラムとして存在する国連はどのような対

応をしているのか概説する。 

事前課題 「Lecture/Workshop の内容」に記載されている題材を含め（それ以外のもの

でも構いません）、国際社会における現代の脅威とされるテーマの中から 関心
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のあるものをひとつ選び、ニュース報道や新聞記事などを通じて自分の見解を

まとめておく。  

どうしてそのテーマが「脅威」となるのか、また、そのような脅威にどのよう

に対処したらよいかについて A4 レポート用紙一枚程度にまとめる。  

Lecture の中では、各生徒が選んだテーマについて尋ね、それに関連した内容

の情報提供を行うという形式で用いる予定です。 

トピックコード 403 生物多様性保全の最前線（自然を守る社会の新しい形） 

所属機関名 東邦大学 

所属部署、役職 理学部、准教授 

話題提供者のお名前 柴田裕希 

実施日 11 月 6 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

自然環境の中で、生物は豊かで多様な生態系を形成しています。そして、この

生態系はあらゆる面で私たち人類の暮らしを支え、日々の生活、経済に欠かせ

ないものになっています。しかし、開発事業を行うと、緑が失われ、あるいは

川や海の生態系が壊れてしまいます。一方で、便利で豊かで衛生的な現代の私

達の生活は、多くの開発事業のおかげでもあります。 

 ここでは、自然を守る意味や生物多様性の価値について考えるとともに、開

発事業を行っても自然が失われないという、オフセットの仕組みについて紹介

します。社会の新しい仕組みを使った、世界の最新の環境保全アプローチにつ

いて、みんなで一緒に考えてみましょう。 

事前課題 環境省の web サイト「みんなで学ぶ、みんなで守る  生物多様性

（Biodiversity）」から、「見る・知る・行動する、生物多様性」のページ

（http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/sokyu/index.html）のコンテン

ツ（矢印をクリックしていくと閲覧できます）を見てきてください。 

トピックコード 404 電機電子工学は命を救えるか？ 

―AED の仕組みとカラダの電気― 

所属機関名 東京電機大学 

所属部署、役職 工学部電気電子工学科 教授 

話題提供者のお名前 植野 彰規（うえのあきのり） 

実施日 11 月 6 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

学校内や駅構内などに設置されている AED 装置について、電気電子工学の視

点から、中身の仕組みやからくりを説明します。また、電気電子工学と命に係

わる最先端の研究事例を紹介します。電気電子工学が病院で使われる多くの医

療機器にも使われており、電気電子工学を学んだ卒業生は、医療機器開発を通
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じて治療や診断、健康と安心に貢献できることを講義します。 

事前課題 ・自分の学校のどこに、何個の AED が設置されているかを調べておく 

・自分の学校以外で、AED が設置されている場所を探しておく。 

トピックコード 405 モアイと考えるグローバル倫理 

所属機関名 麗澤大学 外国語学部／地域連携センター 

所属部署、役職 助教／副センター長 

話題提供者のお名前 内尾太一 

実施日 11 月 6 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

チリ共和国領イースター島は、太平洋に浮かぶ絶海の孤島です。その島に

800 体以上あるというモアイは、遥か遠く離れた日本でも、どこか馴染みのあ

る存在なのではないでしょうか。 

実は、このモアイ、単に古代の謎を今に伝える石像、というだけではありま

せん。それは、今日のグローバルな世界のあり方を考える上で、重要な手がか

りを、いくつも持っています。 

地球環境や国際協力から、観光、SNS まで、モアイと一緒に現代の倫理に

ついて考えていきましょう。 

事前課題 以下の問いは、これまで多くの考古学者や人類学者が取り組んできたイース

ター島の「謎」です。 

1. 島民の祖先はどこからやってきたのか？ 

2. モアイの製作・ 運搬にはどのような技術が用いられたのか？ 

3. なぜその巨石文明は潰えたのか？ 

事前学習として、あれこれと想像したり、調べたりしてみてください。授業

で、「答え（有力とされる説）」を紹介します。 

トピックコード 406 スポーツをする上で怪我はつきものか？ 

所属機関名 帝京平成大学 

所属部署、役職 現代ライフ学部経営マネージメント学科トレーナー・スポーツ経営コース講

師、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、認定理学療法士（スポ

ーツ理学療法） 

話題提供者のお名前 原田 長 

Lecture/Workshop 

の内容（30 字から 300

字程度） 

2020 東京オリンピック・パラリンピックに向けて我が国でのスポーツはます

ます注目を集めており、様々な競技で日本人選手の世界での活躍が日々伝えら

れています。一方で怪我によって大事な試合に出場できなかったり、長期期間

のリタイアを強いられたり、また引退にまで至ってしまうケースも耳にしま

す。スポーツに怪我（スポーツ傷害）はつきものなのでしょうか。皆さんのよ

うな中・高生に起きるような怪我も含めて、その予防方法を考えていく過程と

実際の方法について実技を交えて考えて行きたいと思います。 
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事前課題 ①部活動や体育の授業、あるいは皆さんがスポーツをやっていてどんな怪我が

多いと思いますか。 

②その怪我は、どんな場面でおきますか。 

③その怪我は防ぐことはできそうですか。 

それぞれ考えて、A4１枚程度で書き出してください。 

トピックコード 451 国際協力を学べる・国際協力の仕事について 

所属機関名 国際協力機構（JICA） 

所属部署、役職 東南アジア・大洋州部 計画・ASEAN 連携課 企画役 

話者のお名前 飯田 鉄二 

実施日 11 月 6 日（火）(実施会場 郁文館) 

Lecture/Workshop 

の内容 

国際協力に関わる仕事に興味のある方におすすめです。 

ビジネスの面から発展途上国に貢献したい方、青年海外協力隊などのボラ

ンティアから国際協力の専門家を目指す方まで少しでも興味のある方、ぜ

ひいらしてください。 

国際協力を学べる大学、仕事内容・就職情報・キャアリアプランの立て方、

等に関して説明するとともに、皆さんからの質問にお答えします。 

事前課題 Web:「国際キャリア情報総合サイト」http://partner.jica.go.jp/ 

をよく読んで来てください。特に次のリンク「学生の方はこちら」の項目

は読んできてください。 

http://partner.jica.go.jp/forstudentsView?param=index 

トピックコード 452 6 色のペンキで描くタンザニアのハッピーアート 

『ティンガティンガ』の技法を用いて家に飾る表札を作ろう  

所属機関名 フリー 

所属部署、役職 フリー 

話者のお名前 SHOGEN（ティンガティンガアーティスト） 

実施日 11月 6 日（火）(実施会場 郁文館) 

Lecture/Workshop 

の内容 

一人「2枚」作品を作ります。1枚目は「表札」、2枚目は「自分の描きたいも

の」です。作品を持ち帰り、飾ることで家に帰ってからも考えを深めることの

できる継続性のあるワークショップです。 

（ワークショップ開催の背景） 

「百均」文化が根付いてしまった日本では、欲しいものを安く簡単に手に入れ

ることができる。日本で生活をしていると、完成されたものを手に入れ・手渡

される機会が非常に多く、必要なものを自分自身の手で創り上げる機会は極め

て少ない。 

http://partner.jica.go.jp/
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「ものづくり」が日常生活から遠ざかることで、ものを生み出す能力が低下し

てきているように感じる。 

必要なものを自分自身の手で創り上げるという行為は、生きる力を育てる行為

であり、モノに対しての愛情を深める行為でもある。モノに対しての愛情が深

まるということは、人に対しての愛情にも通づるところがあると考える。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前課題 表札をどこに飾るか考えてきてください。 

備考：実施形態、準備

するものなどのご要望 

汚れても良い服装 

 

トピックコード 453 人間の「こころ」を科学する  

所属機関名 ◎東京学芸大学 〇足立区 こども支援センター げんき  

所属部署、役職 ◎教育学部  非常勤講師〇発達支援係 心理判定員 

話者のお名前 前川 圭一郎 

実施日 11月 6 日（火）(実施会場 郁文館) 

Lecture/Workshop 

の内容 

 古来より、人類は、「こころ」はどこにあるのか、「こころ」が人間の行動の

理由になるのか、「こころ」の問題をどのように解決するのかなど、「こころ」

に関する議論を繰り返し行ってきました。 

 1879 年にヴィルヘルムブントが「こころ」を科学として捉えようとして、「心
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理学実験室」を大学に設置して以来、「こころ」に関する学問としての心理学

が発展してきました。 

 本ワークショップでは、先人たちが切り開いてきた心理学の知見を基に、「こ

ころ」について皆さんと体験的に学習していきたいと考えています。 

みなさまのご参加をお待ちしております。 

事前課題 「こころ」ってなんだろうと考えて来てください 

トピックコード 454 日本の社会効率アップをともに考える 

～高校生が”mottainai”と”mottainai”をつないで作るささえあうコミュニティ～ 

所属機関名 ① NPO 法人ささえあい Link-Age 

② 公益財団法人つなぐいのち基金 

所属部署、役職 ＜木伏＞①共同代表理事 ②事務局 学生サポーター（前高校 HeadBoy） 

＜豊住＞①共同代表理事 ②常務理事兼事務局長 

話者のお名前 木伏 聖陽  豊住 吉弘 

実施日 11月 6 日（火）(実施会場 郁文館) 

Lecture/Workshop 

の内容 

世界（特に先進国）の中で、現在の日本が社会生産性／社会効率性において低

いレベルにあることをデータを通して再認識する。 

事前課題の”もったいないリソース”を共有し、その中で「社会課題×社会課

題で相互支援となる組み合わせ」の例をグループワークで見つけていく。大人

でも子どもでもない高校生だからこそ作れる強みや価値を発揮できるボラン

ティアなどのコミュニティを形成しチームとして解決していく方法を提案し

てもらう。 

人口減少・少子・超高齢社会にある課題先進国の日本が次代に再び活力を持つ

未来を一緒にイメージする。（但し、GDPなどの経済指標だけが基準ではない） 

事前課題 ① 日常の”mottainai（活用できていないヒトモノカネの様々なリソース）”

を見つけ、それが活用されていないかを考える。 

② データ（社会的効率性、生産性に関する）の収集 

③ 自分が社会に対してどんな価値を提供できるか。（このテーマとの接続点

として、自己価値、アイデンティティの模索） 

こちらのコンテンツが確定次第、課題の詳細をお送りします。生徒の皆さんは

以下の URLから課題を確認してください。 

https://goo.gl/oxH8rt 

トピックコード 455  VR・AR プログラミング体験ワークショップ  

所属機関名 株式会社レベルエンター 

所属部署、役職 代表取締役 

話者のお名前 山本 大 

https://goo.gl/oxH8rt
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実施日 11 月 6 日（火）(実施会場 郁文館) 

Lecture/Workshop 

の内容 

VR によるプログラミング学習ツールを使ってコピュテーショナルシンキング

を体験的に学びます。 

BLOCK VROCK という、ドラッグ&ドロップ操作でヴァーチャルリアリティ

空間や仮想物体を作成することができるプログラミング学習ソフトウェアを

利用します。 

物理シミュレーション機能や AR（拡張現実）機能をもっており問題解決策を

VR の世界で試行錯誤することができます。 

 Gmail アカウントを作成して利用できるようにしておく 

すでに作成したことがある人は、有効なメールアドレス・パスワードを確認し

ておき、ログインできるようにする 

備考：実施形態、準備

するものなどのご要望 

実施形態：講義（日本語で行います） 

各自 Google Chrome が使用できる PC またはタブレットを持参すること 

トピックコード 456 わたしのやりたいことと SDGｓ 

所属機関名 NPO法人エコ・コミュニケーションセンター（ECOM） 

所属部署、役職 代表 

話者のお名前 森 良 

実施日 11月 6 日（火）(実施会場 郁文館) 

Lecture/Workshop 

の内容 

2030年までに実現すべき SDGｓに世界中の国、自治体、起業、NGO,学校などが

取り組んでいる。貧困、保健、教育、ジェンダー、水、エネルギー、経済、不

平等、環境、資源、平和などについての 17の 

目標は、現在世界が直面している課題である。その課題を解決していくのは人

間であり、一人ひとりの個の尊厳が守られ、豊かな自己実現がはかられること

が SDGｓの取り組みの柱となる。自己実現と世界の課題という一見そぐわない

ような２つのことは実は繋がっている。そのことに気づき SDGｓの達成のため

に自分のできることを考える。 

（ワークの内容：やりたいことを書く→似ている、近い人でグループを作る→

17の目標との繋がりを考える→各自の発表｢見つけた繋がりとわたしにできる

こと｣ 

事前課題 ①PC、スマホなどで｢SDGｓ｣｢17の目標について調べる｣ 

②自分のやりたいことを３つあげ、１番やりたいこと１つにしぼる。 

例）「写真がうまく撮れるようになりたい」、「語学を身につけたい」、「外国旅

行に行きたい」があがり、「海外旅行に行きたい」が一番やりたいこと。 

備考：実施形態、準備

するものなどのご要望 

ワークショップ準備物：模造紙 10 枚、A4 の紙 100 枚、マーカー（8 本入り 5

箱）ポストイット（名刺大 3色×5束） 
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トピックコード 457 鰹節を削ってお出汁を引こう

所属機関名 かつお舎 

所属部署、役職 代表 

話者のお名前 永松 真依 

実施日 11月 6 日（火）(実施会場 郁文館) 

Lecture/Workshop 

の内容 

日本の味を支えるかつお節。古きよき昔のスタイルで実際にかつお節を削って

一番出汁を引こう。実習の前にかつお節を学んでから数っていただきます。 

事前課題 鰹節の作り方を調べてくる。 

備考：実施形態、準備

するものなどのご要望 

ガスコンロ、なべ、ボール、おたま、菜ばし、ざる、出汁を飲む入れ物、個数

は参加人数によって決定。かつお節の説明をするためのプロジェクター。 

トピックコード 458 "高校生のための『学び方改革』 

～障害のある人と共に学び、わたしの学び方を変える！～"

所属機関名 東京大学 先端科学技術研究センター 

所属部署、役職 人間支援工学分野 特任研究員 

話者のお名前 森脇 愛子 

実施日 11月 6 日（火）(実施会場 郁文館) 

Lecture/Workshop 

の内容 

大人は今、「働き方改革」に邁進しています。高校生の皆さんは将来の働き方

につながる「学び方改革」をしていますか！？ 

毎日の勉強や生活、コミュニケーションなども、これまでやってきた方法だけ

にこだわってしまったり、それ以外の方法を考えたこともないかもしれませ

ん。さまざまな障害のある人（同世代の学生）の学び方を知ると、きっと皆さ

んの学び方にも改革が起こるはずです。 

障害＝「できないこと、困難なこと」ではなく、「乗り越える」ものでもない。

自分に合った学び方、テクノロジー、適切な配慮があれば、チャレンジや活躍

ができます。私たちの社会の“多様性”と“学び方”について皆さんと一緒に

考えたいと思います。 

キーワード：学び方 障害 多様性 ダイバーシティ、インクルージョン

ユニバーサルデザイン 障害の社会モデル テクノロジー

事前課題 ● キーワードについて、調べる

● 「障害の社会モデル」の概念について調べ、自分なりに理解を深める

● あなた自身の障害のある方との関りの経験について振り返ってみる

● 「自分にあった“学び方”とは何か？」事前に少し考えておく。

備考：実施形態、準備

するものなどのご要望 

● 個人でできるワークを行います。

● いくつかの Assistive Technology持参します。 
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トピックコード 459  大人たちがアドバイスしてくれなかったこと 

所属機関名 αSTUDIO 

所属部署、役職 代表、デザイナー、イラストレーター 

話者のお名前 佐藤 千歳 

実施日 11月 6 日（火）(実施会場 郁文館) 

Lecture/Workshop 

の内容 

わたしは現在 制作スタジオの代表でゲーム制作をしています。 

(ここ 5年でリリースされているゲームはほぼ携わっています。) 

元々ゲームやアニメが好きだったので好きなことを仕事にするにはどうした

らいいのか？わたしはたくさん考えました。実は単純なことで、好きな仕事を

手にすることができることに気がつきました。話が飛んでしまいますが、好き

なことを仕事にするのはとても体節ですが、好きなことだからと言ってずっと

楽しく仕事ができるわけではありません。今、好きだったはずの仕事をやれる

会社を辞めて独立したのには多くの理由があります。 

何となく“社会人になればゴール”そんなことを思っている生徒さん体躯さん

いるのではないかな？わたしもその一人でした。 

でもどうだろうか、最近のニュースでよく見る『残業』『過労死』それらが蔓

延する社会に出たいとは思うかな？出たくないはずだよね。 

実際に、制作会社に限らず昨今の日本の雇用状況は悪く、結構有名な話です。

（ニュースでも欲目にしますよね） 

では、自分の時間を大切にしつつはたらくにはどうしたらいいんだろうか。も

ちろんゲームをする時間、好きなことをする時間、好きな人と過ごす時間がた

くさんあったほうがいいよね。そんな当たり前のことができる社会人に君たち

はなってほしい。そのためにどうしたらよいのか、社会人になる前に知ってお

く心構え、きれい事、隠し事無しにそんなお話をぶっちゃけてアドバイスしよ

うと思っています。 

事前課題 帰宅後、就寝までの間に何をしているのか整理してみて下さい。 

トピックコード 460 パンで学びの旅をしよう！ 

-身近でありながら意外と知らないパンの世界- 

所属機関名 株式会社ニューズピックス (NewsPicks) 

株式会社 NewsPicks Studios (NewsPicks Studios) 

株式会社 a.school (エイスクール) 

所属部署、役職 NewsPicks 経営企画事業部 事業部長 

NewsPicks Studios 取締役 コーポレート統括 

a.school 探究ラボ 講師 

話者のお名前 蒲原  慎志 
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実施日 11 月 6 日（火）(実施会場 郁文館) 

Lecture/Workshop 

の内容 

2011 年に「パン」の家計支出が「コメ」を上回って話題になりました。 

 

生活の中にパンがあることは、もちろん当たり前で、特別、意識をすることも

ないかもしれないです。でも、身近な存在でありながら、パンに関しては、知

らないことがたくさんあったりします。 

 

そこで、身近な「パン」を通じて時間や空間を旅したいと思います。題して、

パンは学びのパスポート！ 

  

教科で学習する歴史や科学の要素も出てきますが暗記は不要！帰って家族に

話したくなる、そんな物語にみんなで触れてみます。翌日から、パンを食べる

時の気持ちが少し変わるかもしれません。 

パンはあくまできっかけです。Workshop を通じて、世の中の見方が変わった

り、何かのはじまり(ルーツ)を知りたくなったりすれば素敵です。 

事前課題 ① 書籍 

いずれか一冊を購読してくること。 

  Ⅰ．月を見てパンを焼く。注文殺到で 5年待ち丹波の山奥でパンを作る理由  

塚本久美 (著) 

Ⅱ．田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 渡邉 格  (著) 

  Ⅲ．パンのペリカンのはなし 

      渡辺 陸 (著), 森 まゆみ (著), 平松 洋子 (著), 鈴木 るみこ 

(著), 甲斐 みのり (著) 

② ワーク（A4サイズ 1枚に以下Ⅰ～Ⅲをまとめる。） 

 Ⅰ．好きなパンを選び、その理由を考える。 

 Ⅱ．パン屋さん（スーパー・コンビニは NG）を訪問し、見たこと・感じ

たことを記録する。 

 Ⅲ．パン屋さんのイメージ、印象を言葉にする。 

①、②のどちらか 1つを行ってください。 

トピックコード 461 「ジブンって一体何者なのか？」を考える- 

所属機関名 特定非営利活動法人アフリカ日本協議会 

所属部署、役職 アフリカンキッズクラブインターン 

話者のお名前 三浦 ノア 

実施日 11月 6 日（火）(実施会場 郁文館) 

Lecture/Workshop 

の内容 

「情報化社会における私たちのアイデンティティ」と言うテーマでお話ししま

す。①自分を好きになる②自分をメタ認知できるようになるというゴールのも

と、自分らしさって何だろう？と言うことをみんなで一緒に考えていきます。
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授業内のワークでは、自分を表す「５つの言葉(キーワード) 

」を発表し合います。できるだけユーモラスに、おもしろく考えてみて下さい。 

事前課題 自分を 5つの言葉で表現し、紙に書いてきてください。長さは問いません。 

（例：①アフリカ②笑顔③行動力④オヤジギャグ⑤ポジティブ） 

トピックコード 462  21 世紀における情報技術（IT）の役割 

- Real と Digital の話をしよう - 

所属機関名 SAPジャパン株式会社 

所属部署、役職 公共・公益統括本部 アカウントエグゼクティブ（営業） 

話者のお名前 伊藤 賢次郎 

実施日 11月 6 日（火）(実施会場 郁文館) 

Lecture/Workshop 

の内容 

Industry 4.0, AI, IoT, VR/ARなど、情報技術に関する buzzワードが溢れる

世の中で、それぞれの概要にも触れながら、それらの技術を俯瞰して捉えるフ

レームワーク「Realと Digital」について学びます。 

実はありとあらゆる人間活動、仕事にかかわりのある情報技術。その本来の役

割と未来の可能性について、一緒に考えてみませんか？ 

事前課題 Virtual Reality(VR) / Augmented Reality(AR) 技術について、自分の興味が

ある分野と掛け合わせ、「こういう使い方が出来たらいいな」という独自のア

イデアを一行にまとめ、当日共有できるようにしてください。（口頭可） 

備考：実施形態、準備

するものなどのご要望 

黒板 or ホワイトボード 

プロジェクター 

トピックコード 463 地域ブランディングの現在と未来 

所属機関名 （株）地域ブランディング研究所 

所属部署、役職 代表取締役 

話者のお名前 吉田 博詞 

実施日 11月 6 日（火）(実施会場 郁文館) 

Lecture/Workshop 

の内容 

『地域ブランディング』という言葉は聞いたことはありますか？地域 

の特徴をブランド化することで魅力を最大限にする活動です。 

地域活性、地域ブランディングの実際の成功・失敗事例を通じて、地 

域の未来について考えます。またインバウンドの現状と未来について 

もお話しします。それをふまえて、みなさんとディスカッションをし 

ていきます。そこからそれぞれが考えるこれからの地域の在り方を考 

えていきます。 

事前課題 観光庁が作成する「観光地域づくり事例集～グッドプラクティス 

2018～」内の「第二章 特定のテーマに重点を置いた観光振興 
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【P46-93】［PDF：4170KB］」に目を通し、観光振興のポイントを 

考えておくこと。 

URL http://www.mlit.go.jp/common/001237079.pdf 

 

第 5 日 11 月 6 日(水) トピックコード 501～512 

トピックコード 501 グローバル化する世界へ飛び出す君へ 

～私達は何を学ばなければいけないのか～ 

所属機関名 関西学院大学 

所属部署、役職 国際学部 教授 

話題提供者のお名前 關谷 武司 

実施日 11 月 7 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

世界はグローバル化の真っ只中と言われる。それってどういうこと？ 

今、高校で何の勉強してるかな？ 将来、役に立つのかな？  

あなたたちは、これから何を勉強しないといけないと思いますか？ 

この Workshop では、過去のグローバル人材の功罪から、それを考えてみたい

と思います。 

事前課題 次の国の近現代史を、どれか一つ調べてきてください。 

1） ジャマイカ〜ジャマイカ人って誰？ 

2） コンゴ〜幸せ以外何でもある国 

3） ホンジュラス〜バナナ共和国 

トピックコード 502 アンケート調査の方法と結果の見方 

所属機関名 横浜市立大学 

所属部署、役職 学術院（国際総合科学群）、教授 

話題提供者のお名前 土屋隆裕 

実施日 11 月 7 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

アンケート調査は、知りたい事柄を質問にして多数の人に回答してもらい、そ

れを集計すればよい手軽な方法と考えられているかもしれません。しかし、ど

のように質問をするか、またどのように回答してもらうかによって結果は大き

く変わってしまうことがあります。 

この講座では、多数の実例を見ながら、アンケート調査の適切な方法と結果の

正しい見方について、講義とグループディスカッション、発表を通じて考えて

いきます。 
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事前課題 統計数理研究所の「日本人の国民性調査」のホームページを見て、その調査内

容・結果をよく読んでおいてください。 

http://www.ism.ac.jp/kokuminsei/index.html 

トピックコード 503  How AI will change our lives and the world 

所属機関名 法政大学 

所属部署、役職 情報科学部 コンピュータ科学科、教授 

話者のお名前 黄 潤和（ファン ルンヘ） 

実施日 11 月 7 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

AI is one of the recent technology trends that is catalyzing the pace of 

innovation and introducing radical shifts in everyday life and every 

industry. AI as a productive force technology will change our lives and 

the world. This lecture is to introduce AI and its history, describe the 

state of AI in 2018, and gives some AI application scenarios to show how 

AI will change our lives and the worlds for better.  On the other side, 

there have been some concerns even warnings on the possibility of AI 

“devil” role, this lecture is to mention this concern issue as well. 

事前課題 Please search through the Internet, you may find some interesting 

articles related AI and its applications to read. 

備考：実施形態、準備

するものなどのご要望 

実施形態：講義（日本語で行います） 

 

トピックコード 504 私のライフ・アンド・ワーク・プラン 

所属機関名 札幌学院大学 

所属部署、役職 法学部、名誉教授 

話題提供者のお名前 家田 愛子 

実施日 11月 7 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

自分の人生と仕事をシュミレーションしてみよう。 

どんな職業に就きたいですか。その仕事を一生続けたいですか。その職業では、

どれくらい収入が期待できますか。生涯賃金はどれくらい予測できますか。 

いつか結婚して家族を持ちたいですか。子供も欲しいですか。結婚後も正社員

で働きたいですか。非正社員で働きますか。家族を支えるには収入はどれくら

い必要でしょう。 

収入に対して、税金や社会保険料はどれくらい払うのでしょう。奨学金返済や、

車や住居などの大きな買い物は予定していますか。 

定年で退職してから、つまり老後の生活はどのように計画しますか。 
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このようなライフ・アンド・ワーク・プランを立ててみましょう。 

進路を考えるうえで、参考になるでしょう。 

事前課題 履修予定者にはライフ・アンド・ワーク・プランを作成する用紙を配布します。 

必要事項を調べながら自分だけのプランを作成してください。 

トピックコード 505  

宇宙探査機「はやぶさ２」が小惑星「りゅうぐう」にタッチダウン！ 

所属機関名 日本スペースガード協会 

所属部署、役職 理事 

話題提供者のお名前 山本 威一郎 

実施日 11 月 7 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

2010年 6月、宇宙探査機「はやぶさ」が多くのトラブルを克服して、 

小惑星「イトカワ」から奇跡の地球帰還を果たしたことを覚えている 

人も多いと思います。お土産として運んできた微粒子は、世界中の 

多くの学者による分析によって、科学的な研究成果が報告されています。「は

やぶさ」の技術的反省個所をフィードバックして、2014年に打ち上げられた

「はやぶさ 2」は、有機物を含む可能性がある「リュウグウ」という名前の付

いた小惑星に向かっていましたが、すでに 6月に上空に到着していることをニ

ュースで知っていると思います。この秋から始まるタッチダウンとサンプルリ

ターンに多くの期待がかかっており、本講座では、「はやぶさ 2」の最新情報

と今後の予定などについてお話をいたします。 

事前課題 中学生で学んだ天文の基本知識を教科書、参考書などから整理しておいてくだ

さい。特に、太陽系の構造（月、惑星など）に関しては講話のなかでも簡単に

触れますが、事前に学習しておくことを望みます。 

トピックコード 506  

国際協力を実践する前に高校生に知っておいてほしいこと 

所属機関名 東邦大学(星) 国際医療福祉大学(古川) 

所属部署、役職 医学部 3 年 医学部 2 年 

話題提供者のお名前 星あゆむ 古川紀光  

実施日 11 月 7 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

順天高校出身の大学 4 年生宮地貴士が立ち上げたザンビア・ブリッジ企画でと

もに活動する、同じく順天高校出身の星と古川から高校生に向けて、国際協力

とはなにか、また実践する前に高校生のうちに知っておいてほしいことをお伝



47 

 

えします。 

しかし私たちもまだまだ道半ばともに考えながらどのように国際協力に関わ

っていくべきか考えていきましょう。 

事前課題 国際協力の一つの事例について以下の事項を調べてみてください。 

①対象者 

②目的 

③事業者と被事業者の関係(おそらく書いてないですが、自分で考えてみてく

ださい) 

トピックコード 507  

遺伝子治療を提案されたとき。治療を受けますか？止めますか？ 

所属機関名 学校法人 東京理科大学 

所属部署、役職 基礎工学部生物工学科 准教授 

話題提供者のお名前 瀬木 恵里 

実施日 11 月 7 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

遺伝子治療とは、異常な遺伝子を持っているため正常に機能しない細胞を修復

することで病気を治療する手法です。代表的なものでは、治療用の遺伝子情報

を組み込んだベクター（遺伝子を運ぶ入れ物）を異常な遺伝子を持つ細胞内に

浸入させる手法がとられています。あなたはどんな状況だったら遺伝子治療を

受けますか？ 判断するためにどんなことを知る必要があるでしょうか？一緒

に考えていきましょう。 

事前課題 どのような病気に有用なのか、どのようなメカニズムで治療できるのかを以下

のサイトなどを参考に調べ、その利点・問題点（副作用・倫理的な問題）とあ

なた自身の遺伝子治療に対する意見・気持ちを A4 用紙半分程度にまとめてく

ださい。 

https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2016/07/0721.html 

http://www.jichi.ac.jp/usr/pedi/aadc/gene_therapy/index.html 

トピックコード 508 虐殺はなぜ起きるのか———— 

ジェノサイド（集団殺害）の要因を考える 

所属機関名 東洋学園大学 

所属部署、役職 兼任講師 

話題提供者のお名前 重松尚 

実施日 11 月 7 日（水） 
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Lecture/Workshop 

の内容 

 様々な時代に、世界のいろんな場所で、多くの人びとが犠牲になるジェノサ

イド（集団殺害）と呼ばれる事件が起きました。例えば第二次世界大戦期には、

ナチ・ドイツの政策などにより約 600 万人のユダヤ人が殺害されました。戦後、

ヒトラーがこの悲劇を起こした張本人とされました。それは紛れもない事実で

すが、では悪人が一人存在するだけでこれだけの悲劇が起こってしまうものな

のでしょうか。それとも、ほかにも要因があるのでしょうか。 

 悲劇を二度と繰り返さないためにも、これらの問題を考えることは非常に重

要です。将来起こってしまうかもしれないジェノサイドを防ぐためにはどうし

たらよいのか、一緒に考えましょう。 

事前課題  ジェノサイドの例として、ナチ・ドイツによるホロコーストのほかにどのよ

うな事件が挙げられるでしょうか。20 世紀から現在までに起きた事件でジェ

ノサイドとされるもの（あるいは、されうるもの）を 2 つ程度挙げられるよう

にしておいてください。 

トピックコード 509 災害復興は誰のものか？ 

：世界各地で大規模災害が頻発する今こそ、考えたい 

所属機関名 一橋大学大学院 

所属部署、役職 社会学研究科 博士後期課程 

話題提供者のお名前 山﨑 真帆 

実施日 11 月 7 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

20 世紀後半から 21 世紀初頭の今日にかけて、世界各地で地震、津波、ハリケ

ーン等の大規模災害が頻発し、大きな被害が出ています。災害は地球に住む一

人一人が直面する、グローバルな問題と言えるでしょう。まずは、災害発生の

メカニズムを踏まえながら、災害とは何か、私たち「人間」は災害とどのよう

に関わってきたのかといった問いについて考えます。後半は、国内外の事例を

挙げながら、災害被害からの復興について検討します。ニュースでよく耳にす

る「復興」ですが、どのようなプロセスで進んでいくのでしょうか。また、誰

がどのような状態になったときに復興が「終わる」のでしょうか。「復興」を

多角的に考える“目”を養うことを目的とします。 

事前課題 上記のトピックについてお話する前に、参加される生徒さんに災害／災害復興

にまつわる経験や体験、知識を共有していただきたいと考えています（もちろ

ん必須ではありません）。 
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トピックコード 510 地球環境を守るため、今私たちに何ができるのか？ 

所属機関名 JTB 国際交流センター 

所属部署、役職 グローバルリンク実行委員会 日本事務局 事務局長 

話題提供者のお名前 植木 和司郎 

実施日 11 月 7 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

地球環境に関する中高生の議論、発表の場「グローバル・リンク・クイーンズ

ランド」は、オーストラリアの野生のイルカが住み着く島、モートン島のタン

ガルーマリゾートで開催されています。このタンガルーマリゾートと連携し

て、地球環境を守るため今何ができるかを一緒に考えていきます。 

事前課題 SDGｓ持続可能な開発目標の中で、特に 14 番、15 番をはじめ地球環境に関わ

る項目について資料をよく読み、「地球環境を守るため、今私たちに何ができ

るのか？」という問いに対して自分の意見を話せるように準備しておいてくだ

さい。 

トピックコード 511 『筋肉』で飯を食う 

所属機関名 東京医科大学 

所属部署、役職 病態生理学分野、助教 

話題提供者のお名前 和田 英治 

実施日 11 月 7 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

私は筋肉が好きで、幸運なことに筋肉に関する仕事をしています。大学では、

主に筋肉の病気について研究をしています。また、小・中学生にフィジカルト

レーニングを教えるトレーナーでもあり、自分でも筋トレを欠かしません。今

回は皆さんが、おそらく見たこと・聞いたことのない筋肉の“奥深さ”を紹介

したいと思います。 

さて、「好き」を仕事にするためには、仕事を得る前段階で何が必要だと思い

ますか？そして、その好きな事を仕事（職業として）にできた時、好きな事の

“奥深さ”を追求していくには何が必要でしょう。 

「好き」を仕事に活かすためのチャンスは学生の頃からありふれています。皆

さんで、好きな事の“奥深さ”を共有しましょう。 

事前課題 １．「筋肉」をテーマに写真を撮ってきてください（何枚でもＯＫ）。 

２．自分には「筋肉」は必要ないと仮定して、その理由を書いてきてください。

（筋肉のマイナスなイメージとその理由でもＯＫです） 

３．「自分の好きな事・もの」の写真を撮ってきて、当日、他の人があまり知

らない“奥深さ”を教えてください。（興味がある事、自分しか知らない

事でもＯＫ） 
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トピックコード 512 本当の英語力とは？ 

所属機関名 東京理科大学 

早稲田大学   財団法人使える英語普及委員会  

所属部署、役職 東京理科大学、早稲田大学 非常勤講師 

財団法人使える英語普及委員会 理事 

話題提供者のお名前 斎藤裕紀恵 

実施日 11 月 7 日（水） 

Lecture/Workshop  

の内容 

 皆さんはこの２０２０年代を生きていく世代です。すでにそうですが日本は

２０２５年代以降さらに様々な面で多国籍になっていくでしょう。これからの

世界の情勢も踏まえると、皆さんは英語との関わりを持たざるを得ない世界に

生きていると思います。英語がなぜ必要なのでしょう？英語をどう使っていき

ますか？英語とどう向き合っていきますか？どう関わっていきますか？ 英語

との関わりを真剣に考えることは生き方にも関わってくる時代です。 

 本当の英語力とは？何なのかを共に考えながら、英語を使って仕事をしてい

きたいと考えている生徒の皆さんがもう少し自分の将来を具体的にイメージ

できるようなきっかけにしてほしいと思います。 

事前課題  将来、英語を使って何のために、何をしたいか。を考えて英語で２００語程

度の文章にしてください。 

トピックコード 513 ヒトを理解するための新たな研究分野 

〜マイクロバイオーム〜 

所属機関名 1. 早稲田大学 

2. 産総研・早大 生体システムビッグデータ解析オープンイノベーションラボ

ラトリ(CBBD-OIL) 

所属部署、役職 1. 先進理工学研究科 博士後期課程 2 年 

2. リサーチアシスタント 

話題提供者のお名前 木口 悠也 

Lecture/Workshop 

の内容（30 字から 300

字程度） 

ヒトという生物はヒト細胞だけで構成されていると思っていませんか？実は

ヒトには多種多様な微生物の集団(マイクロバイオーム)が生息しています。近

年、このマイクロバイオームの働きがヒトの生命維持に重要であることが続々

と明らかになっています。 

本講演では①なぜマイクロバイオーム研究が重要なのか、②本分野の研究を行

うために必要不可欠な技術とは、③これまでに発見された興味深い知見、④発

表者が今取り組んでいる研究テーマの 4 つを話す予定です。「ヒト=ヒト細胞+

微生物」という概念がどのような研究によって明らかにされているのか、発表
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者の実体験も踏まえて紹介します。 

事前課題 講義を受ける前に下記のサイトを一度読んでおいてください。 

https://www.waseda.jp/top/news/54628 

サイトには用語解説という欄もありますが、わからない用語は積極的にご自身

で調べてみてください。 

トピックコード 514 世界の難民をたすける方法を考える 

所属機関名 早稲田大学 

所属部署、役職 社会科学総合学術院社会科学部 助手 

話題提供者のお名前 宮下 大夢 

Lecture/Workshop 

の内容（30 字から 300

字程度） 

世界では日本の総人口の約半分に当たる約 6,500 万人が難民や避難民になっ

ています。本講義では、難民とはどのような人々で、なぜ国を捨てて逃げなけ

ればならないのか、また国際的な難民支援がどのように行われているかを学習

します。そして、身近なところからできる難民支援の方法について考えます。 

事前課題 以下の文献の第 1 章 01〜03 節（10−21 ページ）を読んでくること。 

○滝澤三郎編著『世界の難民をたすける 30 の方法』合同出版、2018 年。 

 

 

４．トピックを選ぶために 

 

グローバルウィークは、普段触れることができない外部の専門家や社会人、学生など、様々な人々と触

れ合って、世界を広げるチャンスです。せっかくのチャンスですが、50 以上のトピックの中からどれを

選ぼうか、迷ってしまっている人もいるかもしれません。この冊子のトピックの内容を読むだけでも大

変だという人もいるかもしれません。そこで、トピックを無理やりグループ分けにして、キーワードを

添えてみました。困ったときのヒントにしてください。 

これはあくまでヒント集です。ここに書いたことをすべて無視してあなたの考えでトピックを選んでも

全く構いません。また、無理やり分類していますから、不自然なところもあるかもしれません。 

 

グローバルウィークは、ＳＧＨの課題研究のために考えられたのがきっかけです。 

●自分のＳＧＨ課題研究やそのほかの研究課題を抱えているでしょうから、その役に立ちそうなトピッ

クを選択しましょう。 

●抱えている研究課題とは別に、自分の将来勉強したいことや興味がある題材を選ぶのもよいでしょう。 

●人生の先輩の話を聞いて、大学に行く目的を考えたり、自分の将来像を描くことも有意義です。 

●何よりも、これから一生付き合っていける話題を見つけることを目指しましょう。 

●とにかく、これはおもしろそうだ、という話題は逃さないようにしましょう。 

いくつかの視点に立って、講座をピックアップしてみました。表の左から、実施日、トピックコード、

話題提供者、題名、キーワードです。 
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１．世界の成り立ち－課題研究の全体像をつかむヒントになるトピックです 

31日 103 Malcolm H Field 
In a global world, is technology killing our 

culture? 
技術と文化 

31日 104 米倉 雪子 世界の成り立ちとグローバルイシュー グローバル 

31日 112 山口晢一 ミレニアム世代へ – 2025 年以降をどう生きるか 未来 

1日 202 眞嶋 麻子 ファストファッションからみる国際関係 国際関係 

1日 203 井田 正道 「ニュースから学ぶ世界の選挙」 政治 

1日 204 佐野 正宗 
コンピューターの発達が、私たちの仕事に対してどの

ような影響を与えるのか 
技術と文化 

1日 207 Plas+ How to 国際協力 Part3 国際協力 

1日 211 浅野 知美 途上国におけるソーシャルビジネスについて学ぶ 社会貢献 

2日 302 山田 亨 
「世界遺産になる」とはどういうこと？：国際法を分

析してみよう 
国際法 

2日 311 上原 優子 
NPO/NGO・社会的企業のミッションマネジメントと寄

付 
社会貢献 

6日 402 植木 安弘 国際社会の変動と国連の対応 国際関係 

6日 451 飯田 鉄二 国際協力を学べる大学・国際協力の仕事について 国際協力 

6日 454 
①木伏 聖陽 

②豊住 吉弘 

日本の社会効率アップをともに考える 

～高校生が"mottainai"と"mottainai"をつないで作

る支え合うコミュニティ～ 

コミュニティ 

6日 462 伊藤 賢次郎 
21世紀における情報技術（IT）の役割-Realと Digital

の話をしよう- 
技術と文化 

6日 463 吉田 博詞 地域ブランディングの現在と未来 コミュニティ 

7日 501 關谷 武司 グローバル化する世界へ飛び出す君へ グローバル 

7日 503 
黄 潤和（ファン 

ルンヘ） 
How AI will change our lives and the world 技術と文化 

7日 506 
星 あゆむ 

古川 紀光 

国際協力を実践する前に高校生に知っておいてほし

いこと 
国際協力 

 

２．SDGs－国連を通じて全世界が取り組んでいる Sustainable Development Goals に関する話題です。 

数字は SDGs 目標番号 

31日 105 高桑  光徳 
ムーンショットアプローチで持続可能な社会を考え

よう！ 

SDGｓ全般 

31日 109 竹内 彩乃 再生可能エネルギーを担う人づくり ７エネルギー 
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31日 110 
松木 洋一； マ

ツキ ヨウイチ 

“人も動物も満たされて生きる”アニマルウェルフ

ェア畜産の世界 

１５陸の豊かさ 

1日 206 太田 祥歌 給食から考える SDGs ２飢餓 

1日 208 
清  和成（せい 

かずなり） 

開発途上国での安全・安心な水供給と衛生的な環境

の実現のために 

６水 

1日 214 齋藤 紅葉 途上国における観光開発可能性について 
８経済成長 

2日 303 武井 彩佳 
解決されない民族対立――ユダヤ人、イスラエル、

パレスチナ問題 

１６平和 

2日 304 元田 結花 
国際的な HIV/AIDS対策：サハラ以南アフリカを対象

に 

３保健 

2日 305 井上 忠男 世界の戦争とその犠牲者たち 
１６平和 

6日 403 柴田 裕希 
生物多様性保全の最前線（自然を守る社会の新しい

形） 

１４．１５海と

陸の豊かさ 

6日 456 森 良 わたしのやりたいことと SDGｓ SDGｓ全般 

6日 458 森脇 愛子 

高校生のための『学び方改革』 

～障害のある人と共に学び、わたしの学び方を変え

る！～ 

４教育 

7日 508 重松 尚 
虐殺はなぜ起きるのか————ジェノサイド（集団殺害）

の要因を考える 

１６平和 

7日 509 山﨑 真帆 
災害復興は誰のものか？：世界各地で大規模災害が

頻発する今こそ、考えたい 

１３気候変動 

7日 510 植木  和司郎 地球環境を守るため、今私たちに何ができるのか？ １３気候変動 

7日 514 宮下 大夢 世界の難民をたすける方法を考える １６平和 

 

３．研究手法、分析法、情報収集法－探究を進めるために必要なスキルを学びます。 

31日 101 Jason Somerville 
スマートフォンを使った英語を使った生徒のやりと

り 

IT 

31日 102 石村 康生 理解とは何か？ ―折り紙を通じて― 理解 

1日 203 井田 正道 「ニュースから学ぶ世界の選挙」 ニュース 

2日 308 野島 高彦 
伝わるプレゼンテーション:スライドショー準備の

ポイント 

プレゼンテーシ

ョン 

6日 455 山本 大 VR・ARプログラミング体験ワークショップ IT 

7日 502 土屋 隆裕 アンケート調査の方法と結果の見方 アンケート 
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４．地域情報－海外研修先を含む特定地域の情報です 

31日 104 米倉 雪子 世界の成り立ちとグローバルイシュー カンボジア 

1日 207 Plas+ How to 国際協力 Part3 
カンボジア・フ

ィリピン 

1日 209 有澤 和歌子 
自分の強みを大学時代に作ろう~キリロム工科大学

の真実~ 

カンボジア 

1日 210 
秋葉 秀尚 

石田 瑞季 
トビタテで“好きなことリューガク” 

カンボジア・ド

イツ 

1日 214 齋藤 紅葉 途上国における観光開発可能性について 
インド 

2日 303 武井 彩佳 
解決されない民族対立――ユダヤ人、イスラエル、

パレスチナ問題 

イスラエル・パ

レスティナ 

2日 304 元田 結花 
国際的な HIV/AIDS対策：サハラ以南アフリカを対象

に 

サブサハラ 

2日 309 由井 哲治 キューバ革命に至る道筋 
キューバ 

6日 401 青木 深 越境する歌と環太平洋の近現代 
環太平洋 

6日 405 内尾 太一 モアイと考えるグローバル倫理 チリ 

6日 452 SHOGEN 

6色のペンキで描くタンザニアのハッピーアート『テ

ィンガティンガ』の技法を用いて家に飾る表札を作

ろう。 

タンザニア 

7日 506 
星 あゆむ 

古川 紀光 

国際協力を実践する前に高校生に知っておいてほし

いこと 

ザンビア 

7日 510 植木  和司郎 地球環境を守るため、今私たちに何ができるのか？ オーストラリア 

 

５．芸術・生活－毎日の生活や、芸術活動を新しい目で見直してみます。 

31日 111 志村 哲祥 
日本の学校の始業時刻は医学的には早すぎる？ 

-睡眠医学・時間生物学入門- 

生活時間 

31日 112 山口晢一 ミレニアム世代へ – 2025 年以降をどう生きるか 音楽 

1日 201 Paul Snowden Gulliver in Japan 文学 

1日 202 眞嶋 麻子 ファストファッションからみる国際関係 ファッション 

1日 206 太田 祥歌 
給食から考える SDGs 

~1日 3食プロジェクト in ラオス～ 

食事 

2日 306 児嶋 一男 
おもしろまじめな芝居のミカタ 

―今日の世界は演劇によって再現できるか― 

演劇 
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2日 307 三谷 宏治 
プレイステーション 対 任天堂 64  

～ ビジネスイノベーション事例から学ぶ 

ゲーム 

6日 401 青木 深 越境する歌と環太平洋の近現代 歌 

6日 452 SHOGEN 

6色のペンキで描くタンザニアのハッピーアート『テ

ィンガティンガ』の技法を用いて家に飾る表札を作

ろう。 

美術 

6日 457 永松 真依 鰹節を削ってお出汁を引こう 
食事 

6日 460 蒲原  慎志 
パンで学びの旅をしよう！ 

-身近でありながら意外と知らないパンの世界- 

食事 

 

 

６．人間・健康－人間の体や心の健康に関することを考えてみましょう。 

31日 111 志村 哲祥 
日本の学校の始業時刻は医学的には早すぎる？ 

-睡眠医学・時間生物学入門- 

睡眠 

1日 212 今井 伸 
"あなたは大人になったら子供を作れますか？ 

～男女の生殖器をきちんと理解しよう～" 

生殖 

2日 310 木村 太二 
からだの仕組みから見る「くすり」の作用する仕組

み 

くすり 

6日 404 植野 彰規 
電機電子工学は命を救えるか？ 

―AEDの仕組みとカラダの電気― 

救急医療 

6日 406 原田 長 スポーツをする上で怪我はつきものか？ 
怪我 

6日 453 前川 圭一郎 人間 の「こころ」を科学する こころ 

7日 507 瀬木 恵里 
遺伝子治療を提案されたとき。治療を受けますか？

止めますか？ 

遺伝子治療 

7日 511 和田 英治 『筋肉』で飯を食う 
生理学 

 

７．キャリア・生きがい－自分の将来の職業、人生の道筋を見出しましょう。自分が何のために生き

るのかを考えましょう。 

 

31日 106 松本 真奈美 
地球らのメッセージをあなたに〜自分の使命はなん

だろう〜 

生きる意味 

31日 107 寺崎 里水 
「女らしさ」「男らしさ」で勝負する？－恋愛と結婚

とキャリアについて考えよう 

ジェンダー 

1日 207 Plas+ 
How to 国際協力 Part3 

～学生の私たちにできること～ 

ボランティア 
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1日 209 有澤 和歌子 
自分の強みを大学時代に作ろう~キリロム工科大学

の真実~ 

留学 

1日 210 
秋葉 秀尚 

石田 瑞季 
トビタテで“好きなことリューガク” 

留学 

2日 307 三谷 宏治 
プレイステーション 対 任天堂 64  

～ ビジネスイノベーション事例から学ぶ 

ビジネス 

6日 451 飯田 鉄二 国際協力を学べる大学・国際協力の仕事について 職業 

6日 456 森 良 わたしのやりたいことと SDGｓ 社会貢献 

6日 459 佐藤 千歳 大人たちがアドバイスしてくれなかったこと 
キャリア 

6日 461 三浦 ノア 「自分って一体何者なのか」を考える 
アイデンティテ

ィ 

7日 501 關谷 武司 
グローバル化する世界へ飛び出す君へ 

～私達は何を学ばなければいけないのか～ 

国際キャリア 

7日 504 家田 愛子 私のライフ・アンド・ワーク・プラン 
人生設計 

7日 506 
星 あゆむ 

古川 紀光 

国際協力を実践する前に高校生に知っておいてほし

いこと 

ボランティア 

 

８．自然科学の話題－科学・技術の最先端で活躍する研究者とつながりましょう。 

31日 102 石村 康生 理解とは何か？ ―折り紙を通じて― 工学 

31日 108 道村 唯太 重力波を用いた新しい宇宙観測 物理学・天文学 

31日 113 井手口 拓郎 光技術が創る科学と研究者として生きることの魅力 光学 

1日 205 泉 賢太郎 
うんち化石に魅せられて ～地層に刻まれた太古の

生物の生活史（生痕化石）～ 

古生物学 

1日 213 宗岡 聡 あなたの知らない創薬の世界 
薬学 

2日 310 木村 太二 
からだの仕組みから見る「くすり」の作用する仕組

み 

薬学 

3日 403 柴田 裕希 
生物多様性保全の最前線（自然を守る社会の新しい

形） 

生物多様性 

3日 455 山本 大 VR・ARプログラミング体験ワークショップ 情報学 

3日 462 伊藤 賢次郎 
21 世紀における情報技術（IT）の役割-Real と

Digitalの話をしよう- 

情報学 

7日 503 
黄 潤和（ファン 

ルンヘ） 
How AI will change our lives and the world 

人工知能 
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7日 505 山本 威一郎 
宇宙探査機「はやぶさ２」が小惑星「りゅうぐう」

にタッチダウン！ 

天文学 

7日 507 瀬木 恵里 
遺伝子治療を提案されたとき。治療を受けますか？

止めますか？ 

医学 

7日 511 和田 英治 『筋肉』で飯を食う 
生理学 

7日 513 木口 悠也 
ヒトを理解するための新たな研究分野〜マイクロバ

イオーム〜 

生物学 

 

９ 言語学、外国語－英語をはじめとする外国語に関する話題、また、全部または一部が外国語で実

施されるトピックです 

31日 101 Jason Somerville 
スマートフォンを使った英語を使った生徒のやりと

り 

英語 

英語で実施 

31日 103 Malcolm H Field 
In a global world, is technology killing our 

culture? 

英語で実施 

1日 201 Paul Snowden Gulliver in Japan 一部英語で実施 

2日 301 黒田 龍之助 英語以外の外国語 
外国語 

7日 512 斎藤 裕紀恵 本当の英語力とは？ 
英語 

 

５．参加申込ガイド 

 

A 参加希望トピックの決め方 

１．それぞれの実施日のトピックの中から、最も参加したいものを一つずつ選びましょう。実施日は 5

日間ありますから、5 つのトピックを選ぶことになります。 

 

２．１．で選んだ 5 つのトピックの中から最も参加したいトピックを一つだけ選びましょう。このトピ

ックが、あなたの「第 1 希望トピック」になります。１．で選んだトピックのうち「第 1 希望トピック」

でない 4 つは、「第 2 希望トピック」になります。 

 

３．グローバルウィークの期間中に参加したい日数を決めてください。高等部 1，2 年生は 2 日以上を必

修としていますから、日数は２，３，４，５のいずれかとなります。中等部 3 年生、高等部 3 年生は１，

２，３，４，５のいずれかの日数を決めてください。 
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４．選ぶトピックが決まったら、「Global Week 参加申込控」に記入してみましょう。 

 

「Global Week 参加申込控」 

 

順天中学校・順天高等学校   年   組    番 氏名                  

       
       
       

  
  

    
希望参加日数   日 

   

  
  

    

       
       

       
実施日 トピックコード 話 題 提 供 者 名 第１希望に○ 

10月 31日       

11月 1日       

11月 2日       

11月 6日       

11月 7日       

       
       

≪記入時の注意事項≫ 
    

       
０．学年クラス番号氏名を記入してください。 

１．参加希望日数を記入してください。 

２．参加申込トピックの決め方１．で選んだ 5 つのトピックのトピックコードと、話題提供

者名を記入してください。話題提供者名はトピックコードの書き間違いや読み間違いでミス

が起こるのを防ぐために書いてもらいます。複数の話題提供者がいるトピックでは、最初に

書いてある人の名前だけで結構です。 

３．次に、第 1 希望のトピックに○をつけてください。 
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B 参加申込の方法 

学園ホームページから、web 申込みとなります。 

 

(ア) 順天学園ホームページのトップページに「Global Week 2018」というバナーが回っています。バ

ナーをクリックすると、Global Week の情報がリンクされたページに飛びます。 

 

(イ) そのページにある 

「Global Week2018 エントリーフォーム順天学園用」と書いたバナーをクリックして下さい。 

 

(ウ) クリックするとパスワードを要求されます。 

パスワード(小文字半角)：非公開  

 

(エ) エントリーフォームに「Global Week 参加申込控」を見ながら入力してください。 

０．メールアドレスを入力してください。 

１．所属校を選んでください。 

２．学籍番号、所属を入力して下さい。 

３．氏名(よみがな)を入力してください。 

４～８．参加希望の受講日とトピックを全て選択して下さい。 

９．第一希望トピックのある日にちを選択して下さい。 

10．参加希望日数を選択して下さい。（順天の高 1・2生は 2日以上が必修となります。） 

1１．その他：注記が必要な方は入力して下さい。（＊ここで返答を求められても、答えられない場合が

あります。質問は必ず、担当の先生に確認して下さい。） 

1２．全ての入力が正しくなされているか確認し、送信ボタンをクリックして下さい。 

 

C 人数調整の方法 

１．まず全員の第 1 希望を集計します。第 1 希望はできる限り全員が参加できるように努力します。 

 

しかしながら、たとえば 1 つのトピックに 500 人の参加希望があった場合など、極端な場合には、調整

をしなくてはなりません。このようなトピックについては、申し込み締め切り後、抽選会を行います。

その際、事前課題をすでに終えている生徒を優先します。抽選会に、事前課題を持参してください。 

 

残念ながら第 1 希望の抽選に漏れた生徒はその場で第 1 希望を変更することができます。変更した第 1

希望はほかの生徒の第 2 希望より優先的に登録します。 

 

２．第 1 希望が全て決まった後で、第 2 希望を集計します。第 2 希望では、参加申込生徒数が少ないト

ピックから順番に決定します。第 2 希望の調整の際は、各トピックの参加者の数が極端にばらつかない

ように、参加定員を設定します。申し込み生徒が定員を超えているトピックは第 2 希望の生徒の中から
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抽選で参加者を決定します。時間の関係で抽選はグローバルウィーク委員会が行います。ご了承下さい。 

３．参加希望日数について。 

Global Week 参加申込控記入例 

中等部・高等部 2 年 8 組 12 番 順天太郎 

参加希望日数 日 

実施日 トピックコード 話題提供者名 第 1 希望 

10 月 31 日 103 Malcom H Field 

11 月 1 日 210 秋葉 秀尚 ○ 

11 月 2 日 307 三谷 宏治 

11 月 6 日 457 永松 真衣 

11 月 7 日 509 山崎 真帆 

参加希望日数が 3 日の高校 2 年生、順天太郎君を例に説明します。 

順天太郎君の第 1 希望は 11 月 1 日の秋葉先生のトピック 210 です。原則として、このトピックには参加

できます。 

次に、残りの 4 つのトピックの参加希望人数を調べます。Malcom 先生のトピック 103 の希望人数が最

も少なかった場合、Malcom 先生のトピックの参加がまず決まります。次に希望者数が少なかったトピッ

クが三谷先生 307 だったとすると、3 番目にこのトピックへの参加が決まります。参加希望日数が 3 の

順天太郎君は永松先生 457 と山崎先生 509 のトピックにまだ空席があっても、登録されません。 

また、210 と 103 が決定した後、307,457,509 の 3 つのトピックがどれも定員を超えていて、不運にも

順天太郎君がすべての抽選に外れてしまった場合、順天太郎君は抽選結果発表後、空席があるトピック

から好きなものを選ぶことができます。また、3 つ目のトピックは高校 2 年生の必修ではありませんから、

3 つ目のトピックを選ばないという選択もできます。 

万一 103,307,457,509 がどれも抽選になり、しかもすべての抽選に外れてしまった場合、順天太郎君は

必修である 2 日間の参加ができていませんから、空席のあるトピックから少なくとも一つは選んで参加

しなくてはなりません。 

※トピックの追加や、内容の詳細が更新された場合、情報は随時ホームページにてお知らせします。順

天学園ホームページのトップページで回っている「Global Week2018」というバナーをクリックして

ください。 

３ 
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付録 グローバルウィークの目指すもの(他の出張授業との違い) 

(この文章は、グローバルウィークに話題を提供してくださる先生方に、この企画の狙いを説明したもの

です。参加する皆さんもぜひ参考にして、有意義な時間をすごしてください。) 

 グローバルウィークには、次の 3つのねらいがあります。 

１．探究活動の情報源 

２．話題提供者と参加者が対等な立場で情報交換をする場 

３．生涯にわたる探究活動のパートナーづくりの場 

以下、順番にご説明します。 

１．では探究のための情報源として Global Weekを位置付けています。 

われわれの高校では、生徒が探究活動に取り組んでいることが前提になっています。各話題の専門家で

ある話題提供者との接触は、生徒自身の探究活動に必要な情報獲得の場と位置付けられています。もち

ろん、生徒が純粋な興味に基づいてトピックに参加することを阻むものではありませんが、探究に取り

組む生徒が、外部の情報源を必要としているという可能性を重く考えています。生徒の意識の度合いに

よっては、外部の情報源の重要さに気付かない場合もあるのですが、利用する意思のある生徒にはでき

る限りの機会を提供することを心がけています。 

学校の外部から 50組以上の話題提供者を招くことによって、自校の教職員だけでは不可能な多様な情

報を提供することができます。生徒が学校側に、必要とする情報源を提示して、招聘を要請することも

可能です。また、一般の模擬講義や講演会のように、単独または少数の話題提供者が大人数の聴衆を相

手にする場合、とかく情報が一方通行になりがちです。聴衆は受け身で刺激が少なく、聴衆側に覚悟が

ないと、集中できず、聞き逃したり居眠りをしたりしがちです。多数のトピックを用意する理由は、少

人数での交流機会を増やすためです。2017年度も、1トピックの最大参加者数を 41名以内に抑えること

ができました。 

上記の理由から、参加するトピックの選択は、生徒の申告によります。2017 年度は、生徒が最も参加

したいと希望したトピックには全員が参加できました。第 2 希望以降は、人数調整をしますが、参加を

希望しなかった生徒を特定のトピックに割り当てることはしていません。そのため、各トピックの最少

人数を設定することができません。2017 年度も参加生徒が 2 名のトピックもありました。まだ、希望者

ゼロのトピックが生じたことはありませんが、万一生じた場合はご相談します。(教員研修として開催す

るという選択肢も考えます。) 

２．では探究者として、主体的で対等な情報交換を呼びかけています。 

生徒は学校教育において、情報の受け取り手という立場に固定され続けているため、双方向の情報のや

り取りに抵抗が強いものです。それは、話題提供者（＝先生）は「教える人」で、参加生徒は「教わる

人」という固定観念が強いためです。その役割を流動化するために「立場を超えて」というスローガン

を用意しました。この流動化が、創造的学力を伸ばす主体的学びを広げるためにぜひ必要です。 

流動化を促進するために取り入れたことが二つあります。一つ目は「事前課題」です。模擬授業や講

演会の場合、受け身が当然と思う聴衆は、当日まで、あるいは、話題提供者が話し始めるまで、話題に
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ついて無関心であることも珍しくありません。トピック会場に到着する前に話題に聴衆が関心を持つた

めの道具として課題を用意していただきます。過去に実施した単発の出張講義等では、講義開始前に担

当教員がコンピュータ教室などで、事前にネット検索をさせたりして事前に関心を高める取り組みもし

ましたが、大量の話題が提供される Global Week ではそのような対応は難しいので、あらかじめ課題を

出題しておく形式にしました。話題提供者には「高校生が 2 時間程度でこなせる量の事前課題」をお願

いしています。Global Week期間中の 5日間は通常の 50分授業を 40分 6限に短縮しています。その分生

徒の学習負担は減っています。短縮された時間は 10分×6時限×5日＝300分と、授業カットされた 7時

限目 2 コマ×50 分で合計約 400 分です(順天高校の場合)。トピック参加のために生徒が最低要求される

負担はトピック一コマあたり、参加時間 90分と事前課題に要する 120分を加えて 210分です。必修生徒

は二コマ以上の選択を求められるので、最低 420 分の負担になります。授業が削減されている分の時間

とおおむね釣り合うように設計しています。事前課題で調査した知見をもとに、参加者が少しでも双方

向の取り組みができるようになることを期待したものです。 

二つ目は話題提供者の多様化です。話題提供者が大学教授や権威ある研究者ばかりだと、「教える」話

題提供者と「教わる」参加者の立場が固定されやすくなります。そこで、話題提供者の中に、大学生グ

ループや、本校の卒業生、そして、意欲ある本校の在学生を混ぜることを試みました。Global Week初年

度の 2016年は大学生の話題提供はあったものの、卒業生や在学生の話題提供者は確保できませんでした。

2017 年度は本校現役生徒 3 名（トピックコード 110,309,406）と、卒業生のグループ一つ（トピックコ

ード 509）が、それぞれトピックを主催しました。仲間内から話題提供者が出現することで、話題提供者

とその他の参加者の間には境目がないのだということを実感してもらうことがねらいです。 

参加者のアンケート集計結果によれば、ねらいはまだ十分には達成されていません。まず、事前課題

の有用性に同意する参加者は半数以下でした。事前課題＝宿題という観念が、事前課題の魅力を奪って

いるのが現状でしょう。また、トピック中に話題提供者や他の参加者と良好なコミュニケーションが取

れたものは 6 割を超えたものの、双方向の情報交換ができたものは 3 割台でした。今年度以降もさらに

「立場を超えた」話題提供者を増やして、主体的で対等な情報交換の機会の実現を目指そうと考えてい

ます。話題提供者におかれましては、Global Weekのこのような趣旨をぜひ理解していただき、対等な情

報交換を目指してご協力いただきたいと思います。一方で、この狙いが決して生やさしいものではなく、

高校生には困難な課題であるということもご理解いただき、行き届かない点はご容赦をいただけますよ

うお願いいたします。(言うまでもないことですが、話題提供者に対して失礼な行動をとることは、厳重

に取り締まります。) 

３．では自立した研究者としてのコネクション作りを呼びかけています。 

探究への支援は定まった時間（たとえば Global Week のトピック開催時）に得られれば良いものでは

なく、探究に行き詰るなど支援が必要な時に随時求められるものでなくてはなりません。そのためには、

同じ話題を探求する相談相手が確保されていることが望ましいと考えます。「はじめに」で記したように、

本来自立した研究者ならば自分で学会に所属したり、雑誌やネット等を検索して相談相手(共同研究者)

を探し、連絡を入れて相談に乗ってもらうのが当然です。しかし、高校生にはそのような経験はなく、

きっかけなしに行動を起こすことは困難です。そのハードルを少しでも下げる機会として Global Week

をとらえています。この機会がありがたいと感じるためには、生徒が自分で研究活動を始め、少なくと
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も 1 回は壁に当たって苦しんでいることが必要です。アンケート調査によると、話題提供者に自分の連

絡先を渡した生徒が全体の 3パーセント(約 30人)います。これらの生徒はすでに研究の楽しみと苦しみ

を体験していると考えられます。3パーセントという割合はいかにも少なく見えますが、中等教育の現状

を考えると決して過小評価すべきものではありません。回を重ね、多様な話題提供者を迎えるなど、刺

激を繰り返す中で徐々に上昇させたいと考えています。 

話題提供者におかれましては、この点でも本企画の趣旨をくみ取っていただき、未経験の生徒が将来に

わたって連絡を取るきっかけづくりに留意していただければ幸いです。
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