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0．はじめに 

10 月 28 日(月)~11 月１日(金)の 5 日、中学高校生、大学生、大学院生、小中高校の先生、大学の先生、

企業や団体の職員が、立場を超えて様々な課題に取り組む Global Week を開催します。たくさんの方々

の協力のおかげで 70 を超える数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。このガイドブックをよく読んで積極的に参

加してください。 

 

今年から変わった点についてお知らせします。 

〇中等部 3 年生も、1 トピック以上全員参加になりました。 

〇今年も順天高校生の話題提供者がいます。そのほかに、順天高校生が企画交渉してお招きするトピッ

クが 5 つあります。トピック情報に、【生徒企画】と表示してあるものです。皆さんも、自分の関心のあ

る話題を提供できる専門家を来年お招きすることができますので、積極的に考えてください。問い合わ

せは、国際委員会にお願いします。 

〇1 学期末に国際委員会が実施した生徒アンケートに基づき、保護者に話題提供を呼び掛けたところ、お

申し出を頂いたので、保護者、あるいはそのご紹介の方に話題を提供していただきます。トピック情報

に【保護者企画】と表示してあるものです。 

〇実施時間を 30 分遅らせました。15 時～16 時 30 分の実施です。 

〇予定が合わなかったので、今年は郁文館夢学園との共催はありません。 

〇対象生徒数が減ったのにもかかわらず、昨年より多くのトピックを用意することができました。必修

参加数にかかわらず、多数のトピックに積極的に参加してくれることを期待しています。 

 

１．Global Week 実施要領 

 

Ａ目的：１．この行事は文部科学省のスーパーグローバルハイスクール事業の一部として 2016 年に開始

されました。SGH は昨年度で終了しましたが、グローバル課題等の様々な課題研究に、「総合的探究の

このガイドブックの原稿締め切り後の追加・変更は順天のホームページでお知らせします。トッ

プページに「Global Week2019」というバナーが回りますので、そちらからアクセスしてくださ

い。また、このページと、裏表紙に印刷してある QRコードからもアクセスできます。 
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時間」「理数探究」「英語探究」をはじめとする各教科で全生徒が取り組むことになっています。この 1

週間を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： 

(1)必修：高等部 1 年 2 年全員、専任教員 

  （最大 5 コマのうち 2 コマ以上のトピックを選択してください。） 

  中等部 3 年全員 

  （最大 5 コマのうち 1 コマ以上のトピック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。 

 何コマでも時間が許す限り選択可能です。 

 

Ｃ実施期間：2019 年 10 月 28 日(月)、29 日(火)、30 日(水)、31 日(木)、11 月 1 日(金)の 5 日。 

 

Ｄ実施時間帯場所： 

15 時～16 時 30 分 
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時間割： 

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:15：00－16：30 

 

Ｅ話題提供者：順天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。 

 

H 今後のスケジュール（順天高校の場合） 

 9 月 14 日(土) 生徒説明会(高等部 1，2 年、中等部 3 年) 

ガイドブック配布(高等部 1～3 年、中等部 3 年) 

   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 14 日(土)～18 日（水） 生徒申込期間 

 10 月 1 日(火)～11 日(金)  教職員申し込み期間 

 10 月 9 日(水) 調整後メンバー発表、事前課題配布 

 10 月 19 日(土) グローバルウィーク説明会(1 年) 

10 月 28 日(月)～11 月 1 日(金) Global Week 

 11 月 4 日(火) グローバルウィーク振り返り〆切 

 

I 参加方法と出席確認 

Global Week 開始直前(10 月 26 日土曜日)に、プログラムを配布します。(それ以降、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(15 時)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。自覚を持って参加してください。 
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２．トピック一覧 

 

10 月 28 日(月)1５:00～16:30 実施 (トピック情報 12～20 ページ) 

コー

ド 
話題提供者名 所属組織 役職 トピックの題名 

101 三谷宏治 
KIT虎ノ門

大学院 
教授 社会で役立つ発想力の鍛え方 

102 Paul Snowden 杏林大学 
国際交流 

センター長 

The man who wrote the first 

English/English study dictionary / 

最初の英･英学習辞典を作った人 

103 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 

104 野島 高彦 北里大学 一般教育部，准教授 
伝わるプレゼンテーション: 

スライドショーの組み立て方 

105 伊関峰生 東邦大学 薬学部・教授 役に立つ研究、役に立たない研究 

106 

木村 琢磨

（キムラ  

タクマ） 

法政大学 

キャリアデザイン学

部 キャリアデザイ

ン学科、教授 

心理・行動のデータ分析 

―統計学と人工知能 

107 

高桑光徳（明

治学院大学）、

金銀珠（一般） 

明治学院大

学／ 

一般 

教養教育センター教

授／一般 

持続可能な多文化共生社会を 

考えよう！ 

108 
石田友美 

（ともっち） 

こども 

ヨガプロジ

ェクト

WAPPY 

代表 
マインドフルネスとヨガで脳トレ 

未来を切り開く力を育てよう！ 

109 山本 威一郎 

日本科学技

術ジャーナ

リスト会議 

理事 
宇宙人は存在するのか～人類と宇宙

について考察 

110 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 

トイレはまちづくりの特効薬 

～スマイルトイレゲームから学ぶ

SDGsゴール 6～ 

111 木村剛 中央大学 
国際経営学部、 

准教授 

会社の矛盾を考える：「アルバイト募

集 高校生時給 1000円、大学生時給

1150円」ってどう思う？ 
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112 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― 

113 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 

オンコロジー 

第二研究所 第一 

グループ研究員 

あなたの知らない創薬の世界 

114 眞嶋 麻子 日本大学 
国際関係学部国際総

合政策学科、助教 

持続可能な開発目標（SDGs）と日本に

生きる私たち 

115 

安彦 広斉

（あびこ こ

うせい） 

文部 

科学省 

初等中等教育局 視

学官 

（併）初等中等教育

局参事官（高等学校

担当）付 高校改革

推進室長 

新学習指導要領における 

グローバル人材像 

～ 22世紀まで生きる子供たちに 

必要な力とは ～ 

116 金山 勉 立命館大学 
グローバル教養学部 

教授 

フェイクニュースの時代を 

生きる 

 

10 月 29 日(火) 15:00～16:30 実施 (トピック情報 20～29 ページ) 

コー

ド 
話題提供者名 所属組織 役職 トピックの題名 

201 

堀口友里 

（ほりぐちゆり） 

鏑木瑞月 

（かぶらき み

ずき） 

埼玉大学 
教養学部学生 

（4年） 

開発途上国における 

都市開発と環境 

―ケニアの首都ナイロビの 

事例から考えるー 

202 安齊 洋次郎 
東邦大学 

薬学部 
微生物学教室、教授 

感染症の予防と治療、 

そして AMR 

203 竹内 彩乃 東邦大学 
理学部生命圏 

環境科学科 講師 

再生可能エネルギーを担う 

人づくり 

204 霜田翔平 

アイセック

立教大学 

委員会 

教育事業担当 
大学生と話そう！ 

〜自分らしい大学生生活とは？〜 

205 根本晋吾 
GALLERY  

TOKYO 

株式会社 yang  

代表取締役(美容師) 
美容師の可能性 
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206 正田亜八香 

自然科学 

研究機構 

国立天文台 

重力波プロジェクト

推進室 特任助教 
宇宙の音を聞いてみよう 

207 泉 賢太郎 千葉大学 
教育学部 理科教育

講座特任助教 

糞化石から見えてくる 

古生物の生活 

208 山本 威一郎 

日本科学技

術ジャーナ

リスト会議 

理事 理科系を出た異色の成功者 

209 
大黒岳彦 

高馬京子 
明治大学 

情報コミュニケーシ

ョン学部 

情報社会におけるファッションと

エンタテインメントの変容 

210 小林剛士 
東京外国語

大学 

言語文化学部 

トルコ語専攻 3年 

謎解きみたいな言語学オリン 

ピックの問題を解いてみよう！ 

211 
杉浦 孝昌（スギ

ウラ タカヨシ） 
国士館大学 講師 焼畑の思想を求めて 

212 
坂井孝一（さかい

こういち） 
創価大学 文学部、教授 

承久の乱―日本の歴史の転換点―        

【生徒企画】 

213 岡 崇嗣 
株式会社

WABISUKE 
経営者 

世界の畜産の現場で 

起こっていること 

214 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（JSPO-AT、認定

理学療法士（スポー

ツ理学療法）） 

スポーツによる怪我は 

起きてしまうものなのか？ 

215 山口 和範 立教大学 
経営学部経営学科 

教授 

いま必要とされる統計的 

もののみかた、考え方 

216 
北島咲江、佐々木

徳三郎 

中央大学附

属高等学校 
教諭（国語科） コンビニで考える SDGs 

10 月 30 日(水) 15:00～16:30 実施 (トピック情報 29～37 ページ) 

コー

ド 
話題提供者名 所属組織 役職 トピックの題名 

301 三谷宏治 
KIT虎ノ門 

大学院 
教授 経営コンサルタント入門講座 

302 

シム  

チュン・ 

キャット 

昭和女子 

大学 

人間社会学部 

現代教養学科 

准教授 

あなたはグローバル人材になりたいか  

－ シンガポール人からみた日本のグ

ローバル人材育成教育 － 
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303 藤本憲次郎 
東京理科 

大学 

理工学部 先端

化学科 准教授 

光触媒の機能はなぜ 

発現するのか 

304 
ジェイソン  

サマービル 
杏林大学 

ライティングセ

ンター、特任講師 

スマートフォンを使った 

英語を使った生徒のやりとり 

305 和田 英治 
東京医科 

大学 

病態生理学分野、

助教 

アメリカの大学でスポーツ科学を学ぶ

～その後のキャリア～ 

306 井手口拓郎 東京大学 

大学院理学系研

究科附属フォト

ンサイエンス 

研究機構、准教授 

光技術による異分野融合研究 

307 山﨑 真帆 
一橋大学 

大学院 

社会学研究科  

博士後期課程 

「災害」とは何か？「被災」とはどの

ようなことか？： 

「災害大国」日本で暮らすうえで、知

っておきたいこと 

308 内尾太一 麗澤大学 外国語学部、助教 「尊厳」について語ろう 

309 

黒瀧秀久 

塩本明弘 

菅原優 

東京農業大

学生物産業

学部 

自然資源経営学

科・教授（黒瀧、

塩本） 

自然資源経営学

科・ 

准教授（菅原） 

グローバルな視点から環境と 

産業のサステナビリティーを 

考える 

310 赤澤智津子 
千葉工業 

大学 

創造工学部  

デザイン科学科

教授 

企業のデザイン戦略と UX 

311 若松 英 
東京医科大

学 
免疫学分野、講師 

基礎研究の医学への貢献 

〜免疫学編【保護者企画】 

312 山口由人 

聖学院中学

校学生団体

Sustainable 

Game 

中学 3年 

代表 

SDGsと学びの本質 

-僕が「とりあえずやってみる 

天才」になった瞬間とは- 

【生徒企画】 

313 齋藤慎一 
IVSテレビ

制作(株) 

第一制作部 担当

部 

「ザ！鉄腕

DASH！！」ディレ

クター 

みんなで考える無人島の開拓計画（つ

いでにテレビ番組の作り方も）【保護者

企画】 

314 斎藤裕紀恵 中央大学 
国際情報学部 

准教授 

グローバル社会で必要な力、英語力と

は？ 
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315 

石田瑞季、 

齊藤匠、 

福原ガブリエル

美智子 

森川瑠水、 

小川 紗慧 

順天 

高等学校 

高等部 1年（森川、

小川）高等部 2年

（石田、齊藤、福

原）トビタテ留学

派遣 4期生(石

田)、5期生(それ

以外) 

トビタテで 

“好きなことリューガク” 

 

316 石川 桃 
高松赤十字

病院 

脳神経外科  

医師 

命を救うということ、脳を守るという

こと 

 

10 月 31 日(木) 15：00～16:30 実施 (トピック情報 37～46 ページ) 

コード 話題提供者名 所属組織 役職 トピックの題名 

401 本間勇人 

21 世紀型教

育機構＆本間 

教育研究所 

21世紀型教育機構

理事 本間教育研究

所代表 

未来を創る学校～世界を創る 

方法（＝ways of worldmaking）

ワークショップ 

402 三谷宏治 
KIT 虎ノ門 

大学院 
教授 

未来に役立つ子育て・ 

自分育て講座 

403 

釜道 紀浩  

（カマミチ ノリ

ヒロ） 

東京電機大学 

未来科学部  

ロボット・ 

メカトロニクス学

科 准教授 

『メカトロニクス技術と 

生物模倣ロボット  ～ミミズ

型移動ロボットの運動制御～』 

404 

桒原 彰太 

（くわはら しょ

うた） 

東邦大学 理学部、講師 
パワーポイントを用いた 

口頭発表の技術 

405 荘林幹太郎 
学習院 

女子大学 

国際文化交流 

学部教授 

（副学長） 

食料生産と SDGs：持続的な食料

生産を実現するための政府と 

国際機関の役割 

406 

伊藤 克亘 

（イトウ  

カツノブ） 

法政大学 

情報科学部  

ディジタルメディ

ア学科、教授 

コンピュータ科学(情報科学)で

一番大切なこと 

――音の処理を題材に 

408 澁谷覚 学習院大学 国際社会科学部 
どうしたらよい将来を 

選択できるか 

409 山口哲一 

株式会社 

バグコーポ 

レーション 

代表取締役 
2020年代・日本人 Z 世代の 

サバイバル術 
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410 松木洋一 
日本獣医生命

科学大学 

応用生命科学部 

動物科学科 食料

自然共生経済学教

室名誉教授 

“都市に農業がある！ 

― 東京と世界の 

Urban Agriculture” 

411 相場博明 
慶應義塾 

幼稚舎 
教諭 

地震から命を守るために 

何をすべきか 

412 
大西知子(おおに

しともこ) 

広島市  

小学校教諭 
学級担任 

原爆写真の真実  

－きのこ雲の下でー 

413 
国際協力団体

Plas+ 
麗澤大学 大学生 How to 国際協力 Part3 

414 山口 かなめ 
株式会社 NEC 

ライベックス 

元 NEC  

レッドロケッツ 

"トップアスリートから学 

ぶコミュニケーションと思考 

【生徒企画】 

415 遠見才希子 

筑波大学 

大学院社会 

精神保健学 

産婦人科医 

自分と相手を大切にするって？

～若者の性の現状と産婦人科医

としての課題～ 

416 高田 悦子 

アダージョ

音楽療法教

室 

日本音楽療法学会

認定音楽療法士 

 東京商工会議所

健康経営アドバイ

ザー 

トレーニングビー

トトレーナー講習

受講修了 

音楽でおしゃべりしよう 

～音楽療法のすすめ～ 

417 
清 和成 

（せいかずなり） 
北里大学 

医療衛生学部・教

授 

安全・安心な水を考える ～

SDGs 目標 6 の達成に向けて知

っておきたいこと～ 

 

11 月 1 日(金) 15：00～16:30 実施 (トピック情報 46～5４ページ) 

コー

ド 

話題提供者

名 
所属組織 役職 トピックの題名 

501 鈴木彩花 
NPO法人CFFジャパ

ン 

順天卒業生、CFF 

マレーシア現地プロ

グラムインターン 

高校生からの国際協力 
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502 鈴木賢志 明治大学 
国際日本学部、 

学部長 

豊かな福祉と豊かな 

くらし－スウェーデンの社会シ

ステムと、それを 

支える主権者教育 

503 今井 伸 聖隷浜松病院 泌尿器科医 
真剣に真面目にセックスについ

て考える 

504 

中村誠  

その他学生

ボランティ

ア、留学生 

公益財団法人 AFS

日本協会 
特命事項担当 

異文化を学んで 

自分の世界を広げよう 

～異文化に触れよう、 

考えよう、語ろう～ 

505 茂木敏夫 東京女子大学 
国際社会学科 

国際関係専攻 教授 

歴史認識をめぐる 

国際政治 

506 張イクマン 立命館大学 国際関係学部准教授 

グローバル社会はみんな同じ夢

を見ているのか：「世界社会」と

は何か 

507 伊藤健志 
立命館アジア太平

洋大学（APU） 
APU東京オフィス所長 

世界地図を拡げて、 

未来を選ぼう 

508 重松尚 東京大学 

大学院総合文化研究

科「人間の安全保障」

プログラム・助教 

民意が反映される 

（されない）選挙制度 

509 

高橋真義（桜

美林大学名

誉教授） 

米田敬子（文

教大学生活

科学研究所） 

一般社団法人 大

学自慢 
理事 

笑顔×丹田×プラス発想＝コミ

ュニケーション 

力アップ 

－「自己表現・評価トレーニング」

を体感する－ 

510 宮島 徹雄 

情報経営イノベー

ション専門職大学

（ｉＵ） 

情報経営イノベー 

ション専門職大学 

設立準備室 室長 

企業で働くことと、 

起業すること。 

511 牧村朝子 文筆家 文筆家 
書く仕事がしたい！海外取材経

験談【生徒企画】 

512 永井貴博 

株式会社ユニイク

（任意団体名：壁

を越えていくため

の対話の会） 

代表取締役社長 

（任意団体での 

役割：主宰者） 

中高生と、色々あったけど今が一

番楽しい大人との対話の会【生徒

企画】 
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513 木口 悠也 

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) 

1. 先進理工学研究科 

博士後期課程 3年 

2. リサーチアシスタ

ント 

ヒトの新たな臓器 

「マイクロバイオーム」はどんな

方法で研究されているのか 

514 由井 哲治 外務省北米局 嘱託  作家 江戸の水道事情について 

515 

戸塚 護 

（とつか 

まもる） 

日本獣医生命科学

大学 

応用生命科学部  

食品科学科・教授 

食べ物と健康 〜免疫・ 

アレルギーのお話〜 

 

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。 

第 1 日 10 月 28 日(月) トピックコード 101～116 

トピックコード 101 社会で役立つ発想力の鍛え方 

所属機関名 KIT 虎ノ門大学院 

所属部署、役職 教授 

話題提供者 三谷宏治 

実施日 10 月 28 日（月） 

Lecture/Workshop 

の内容 

 最近よくポストイットを使った発想法を見かけます。発散（ブレインストー

ミング）と収束（グルーピング）によるものですが、これではアイデアが丸ま

るばかりでダメなのです。「発見」と「探究」による社会で役立つ発想法を数々

の実例や演習を通じて学びましょう！ 

事前課題 自分の平均の読書量（と時間）を推定し、それを 2倍にするアイデア（とその

理由）を 10個考えて、それをポストイット 10枚に書いてくる 

備考：実施形態、準備

するもの 

プロジェクタと RGB ケーブルは原則すべての会場で使用可能です。 

ハサミ（参加者が持参） 

トピックコード 102  The man who wrote the first English/English study dictionary 

/ 最初の英･英学習辞典を作った人 

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 Paul Snowden / ポール･スノードン 
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実施日 10 月 28 日（月） 

Lecture/Workshop 

の内容 

This man studied at London University about 100 years ago. Then he went 

to teach English in another country, where he realized that a new kind of 

dictionary for non-native speakers of English was necessary. Where? 

Why? What was the result? Come to the presentation and find out. 

事前課題 Find out the most popular English-English study dictionary. Prepare to 

explain how you yourself use a dictionary for studying. 

備考：実施形態、準備

するもの 

Only a black- or white-board!  

トピックコード 103 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  土屋隆裕 

実施日 10 月 28 日（月） 

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。 

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。 

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

備考：実施形態、準備

するもの 

プロジェクタと RGB ケーブルを使用予定です。 

講義を受けてグループでディスカッションをし、発表していただきます。 

 

トピックコード 104 伝わるプレゼンテーション:スライドショーの組み立て方 

所属機関名 北里大学 

所属部署、役職 一般教育部，准教授 

話題提供者  野島 高彦 

実施日 10 月 28 日（月） 

Lecture/Workshop 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
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の内容 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 105 「役に立つ研究、役に立たない研究」 

所属機関名 東邦大学 

所属部署、役職 薬学部・教授 

話題提供者  伊関峰生 

実施日 10 月 28 日（月） 

Lecture/Workshop 

の内容 

「研究」と呼ばれる活動はさまざまな価値観に基づいて行われています。大学

で行われる研究には国家予算が注ぎ込まれていますから、社会にとって意味の

あるものでなければならないと考えるのは当然のことでしょう。たとえば、「新

しい薬の開発」や「地震予知」などの研究は私たちの生活に役立つであろうこ

とがすぐに分かります。では、「ホタルが光る仕組み」や「宇宙の起源」を研

究する事には意味があるのでしょうか。本トピックでは、一見役に立たない研

究の例を紹介しながらその意味を考えてみたいと思います。 

事前課題 微生物や昆虫は「走光性（光走性）」を示すことが知られています。一方、植

物や菌類は「屈光性（光屈性）」を示すことが知られています。それぞれどの

ような現象か調べ、両者の類似点と相違点について考えなさい。 

 

トピックコード 106 心理・行動のデータ分析―統計学と人工知能  

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、教授 

話題提供者  木村 琢磨（キムラ タクマ） 

実施日 10 月 28 日（月） 

Lecture/Workshop 

の内容   

新聞・ニュース等で発表されるデータはときとして誤解を生みやすく、誤った政

策・施策の導入につながることがあります。よって、得られたデータを正しく解釈

し、有効に活用するためには、統計学の知識が不可欠です。本講義では、データ分

析を人間の行動・心理の予測にどのように活かせるかを考えます。また、統計学に

よるデータ分析、および人工知能を用いたデータ分析の実用例を示し、今度それら

がどのような領域で活用されうるかを考えます。 
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事前課題 統計 WEB 統計学の時間（https://bellcurve.jp/statistics/course/） 

Step 0 初級編の「１．データの集計」から「７．データの相関」まで 

備考：実施形態、準

備するもの 

実施形態：講義（レジュメを配布予定です。） 

【模擬講義の追加学習するための文献について】 

谷岡一郎（2007）『データはウソをつく―科学的な社会調査の方法』ちくまプリマ

―新書 

大関真之（2016）『機械学習入門 ボルツマン機械学習から深層学習まで』オーム社 

トピックコード 107 持続可能な多文化共生社会を考えよう！  

所属機関名 明治学院大学／一般 

所属部署、役職 教養教育センター教授／一般 

話題提供者  高桑光徳（明治学院大学）、金銀珠（一般） 

実施日 10 月 28 日（月） 

トピック題名 持続可能な多文化共生社会を考えよう！ 

Lecture/Workshop 

の内容   

「多文化共生」という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。みなさん

から見て、日本社会では「多文化共生」が進んでいると思いますか？日本には

さまざまな「外国につながる人」たちが生活者として暮らしています。少子高

齢化が加速している日本社会において、そうした「外国につながる人」たちと

の共生は、ますます重要になっていきます。当事者との対話を通し、持続可能

な多文化共生社会についてみんなで考えましょう。 

事前課題 以下の 2 つの問いについて、自分なりに考えをまとめてきてださい。 

(1) アイデンティティーを自分の中で確立することは大事だと思いますか。そし

て、それはなぜだと思いますか。 

(2) もし、外国にルーツをもつ同級生がクラスに転入してきて、なかなかみんな

と馴染めていなかったら、どうすればいいと思いますか。 

トピックコード 108   マインドフルネスとヨガで脳トレ  

未来を切り開く力を育てよう！ 

所属機関名 こどもヨガプロジェクト WAPPY 

所属部署、役職 代表 

話題提供者  石田友美（ともっち） 

実施日 10 月 28 日（月） 

https://bellcurve.jp/statistics/course/
https://bellcurve.jp/statistics/course/
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Lecture/Workshop 

の内容   

日々の生活の中で、思い・考えることに疲れてしまった、なんだかスッキリし

ない。ことは、ありませんか？また、集中力を高め自分の持てる能力を引き出

していけたら良いな？と思った事はありませんか？それらは、脳や自律神経に

アプローチすれば、解決します。誰でもすぐに実践できるマインドフルネスと

椅子ヨガで脳をトレーニンする方法をお伝えします。（制服でも行えます。） 

事前課題 ・じっせんこころのヨーガ/ 赤根彰子  

・こころのヨーガ/ 赤根彰子 

・最先端科学×マインドフルネスで実践する最強のメンタル/ 辻良史 

いずれか１冊をお読みください。 

 

トピックコード 109 宇宙人は存在するのか～人類と宇宙について考察 

所属機関名 日本科学技術ジャーナリスト会議 

所属部署、役職 理事 

話題提供者  山本 威一郎 

実施日 10 月 28 日（月） 

Lecture/Workshop 

の内容 

地球上に出現した人類が宇宙の中で唯一の生命体なのか、それとも多くの宇宙人

の中の１つの集団なのかについて、人類と宇宙に関してその歴史を概観し議論し

たいと思います。 

事前課題 天文宇宙に関する基本的な知識を、市販本や教科書、またはインターネットで検

索して調べておいてください。 

 

トピックコード 110  トイレはまちづくりの特効薬  

～スマイルトイレゲームから学ぶ SDGs ゴール 6～ 

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  太田祥歌 

実施日 10 月 28 日（月） 
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Lecture/Workshop 

の内容 

 スマイルトイレゲームというすごろくを通し、日本ハビタット協会がケニアで

行っているトイレ建設事業について学びます。「誰一人取り残さない」を掲げる

SDGs の達成を目指し、現在の国際協力は、現地の人々にとって持続可能である

ことが求められています。途上国には様々な問題がありますが、衛生的なトイレ

を利用できないこともその一つで、これにより健康や安全が脅かされ、社会進出

の機会も奪われてしまうことがあります。 

 日本人にとっては当たり前なトイレがある生活ですが、世界ではどのような問

題が起こっているか、ゲームを通して体感することで、楽しみながらプロジェク

トや SDGs ゴール 6 への理解を深めます。 

事前課題 SDGs ゴール 6 について調べてみよう 

世界のトイレ事情について調べてみよう 

備考：実施形態、準備

するもの 

教室の床を使ったすごろく形式のゲームとなります。 

・参加者は 30 名まで 

 

トピックコード 111  会社の矛盾を考える：「アルバイト募集 高校生時給

1000 円、大学生時給 1150 円」ってどう思う？ 

所属機関名 中央大学 

所属部署、役職 国際経営学部、准教授 

話題提供者  木村剛 

実施日 10 月 28 日（月） 

Lecture/Worksho

p 

の内容 

良い会社とはどのような会社でしょうか。利益をたくさん出す会社？給料をたくさ

んくれる会社？社会貢献活動に熱心な会社？ 

組織の中の「公平」とはどういうことでしょうか。同じ年齢なら同じ給料をもらえ

る会社？頑張って結果を出した人がたくさん給料をもらえる会社？ 

全く同じ仕事をしているのに、高校生と大学生で時給が違うのは許されるのでしょ

うか？ 

このような会社の中のさまざまな問題について正解はありません。あるのは「自分

はどう考えるのか」の意見です。会社に関わる問題をいっしょに議論しましょう！ 

事前課題 将来、会社で働くとしたらどんな会社で働きたいかを考えてレポートにまとめてく

ださい。 

トピックコード 112  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  石村 康生 

実施日 10 月 28 日（月） 
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Lecture/Worksh

op  

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． 昨年度と同じ話題だが、やや

進んだ話題まで触れるので、リピーターも楽しめる． 

事前課題 まず，Google Classroom「Global Week2019」(コード cqok4p)に登録し、「トピック

コード 112 事前課題」という記事についているファイルを印刷する。折り紙を切り取

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．(ミウラ折りの型紙は、Global Week2019

のウェブページからもダウンロードできます。) 

備考：  定規とハサミを各自準備 

トピックコード 113 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 オンコロジー第二研究所 第一グループ 研究員 

話題提供者  宗岡 聡 

実施日 10 月 28 日（月） 

Lecture/Worksho

p 

の内容 

創薬の世界を若手創薬研究者の視点からご紹介します。医薬品とは？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、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 

＜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 114  持続可能な開発目標（SDGs）と日本に生きる私たち 

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  眞嶋 麻子 

実施日 10 月 28 日（月） 
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Lecture/Workshop 

の内容 

 「持続可能な開発目標（SDGs）」は、2030 年までに達成するために国際社会が

協力して掲げた目標です。「貧困を終わらせる」「男女平等を達成する」「みんなが

質の高い教育を受けられるようにする」などの具体的な目標です。 

こうした目標は、世界の貧しい国や地域の人たちにとって、とても切実な課題

です。ですが、それだけでしょうか？日本社会に生きる私たちには全く関係のな

いものでしょうか？ 

SDGs の達成には、日本をはじめとする豊かな国や人々が問題解決のための支

援をすることは不可欠です。しかし、それでは十分ではなく、私たちの身近なと

ころにも SDGs と関わりながら、よりよく変えていくべき問題がたくさんありま

す。講義とワークショップをとおして、SDGs について学び、どんな行動をとるの

がよいか、考えていきましょう。 

事前課題 「持続可能な開発目標（SDGs）」について調べてください。また、17 目標 169 項

目のうち、関心をもったものについて、日本社会や私たちの普段の生活とどんな

かかわりがあるか、考えてみてください。 

 

トピックコード 115  新学習指導要領におけるグローバル人材像 

～ 22 世紀まで生きる子供たちに必要な力とは ～ 

所属機関名 文部科学省  

所属部署、役

職 

初等中等教育局 視学官 

（併）初等中等教育局参事官（高等学校担当）付 高校改革推進室長 

話題提供者  安彦 広斉（あびこ こうせい） 

実施日 10 月 28 日（月） 

Lecture/Wor

kshop 

の内容 

世界の人口は現在の７６億人から２１００年には１１２億人に増えると予測される一

方、日本の人口は急激に減少し、２０５０年頃には１億人を下回り高齢化率も４割程度

に達すると予測されており、グローバルな視点、ローカルな視点、どちらからみてもす

べての生徒がいずれ様々な解決すべき問題に直面します。 

ＡＩ等の飛躍的進展に伴い、産業構造や就業構造が劇的に変わる可能性がある時代だ

からこそ、感性を働かせ、目的を考え出し、目的に応じた創造的な問題発見・解決を行

うことができる「人間の強み」が重要です。これはＡＩにはできません。 

このような予測困難な時代に、一人一人が未来の創り手となることを求める、実はも

う一部スタートした新学習指導要領が改訂された背景をざっくり話題提供します。 

事前課題 新学習指導要領の「総合的な探究の時間」における『探究の見方・考え方を働かせる』

ことの意味を『探究における生徒の学習の姿』のイメージ図(参考資料 12 ページ)を参考

にして、自分なりの解釈をまとめ、生徒間で解釈をぶつけあい、自分の解釈をまとめ直

してみてください。 
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【参考資料】高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説「総合的な探究の時間編」 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile

/2019/03/28/1407196_21_1_1_1.pdf 

トピックコード 116 フェイクニュースの時代を生きる 

所属機関名 立命館大学 

所属部署、役職 グローバル教養学部 教授 

話題提供者  金山  勉 

実施日 10 月 31 日(木) 

Lecture/Workshop 

の内容 

情報ネットワークが高度に発達し、また急速な技術革新が社会を大きく変えて

いる現代社会において、私たちはどのような情報が正しく、またどのような情

報が間違っているのか、またはどのような情報が適切であり、またどのような

情報が私たちに被害・損害を与える可能性があるのかについて、余裕をもって

見極めることが難しい状況にあります。その中で注目されているのが「フェイ

クニュース」です。一般的に「意図的に作り上げられたニュース」と言えるか

と思いますが、それは誰にとってそのように受け止められるかによっても異な

ってきます。フェイクニュースの時代を生きる私たちの課題・問題について一

緒に考えましょう。 

事前課題 最近、(1)あなたがみつけた「フェイクニュース」の例を持ってきてください。

その際、(2)なぜそれを「フェイクニュース」だと判断したのか、そして(3)そ

のフェイクニュースを伝えようとしたニュース制作者にはどのような意図・気

持ちがあったと考えられるかについて、メモとして事前に準備し、発表できる

ようにしておいてください。 

 

第 2 日 10 月 29 日(火) トピックコード 201～216 

トピックコード 201 開発途上国における都市開発と環境 

―ケニアの首都ナイロビの事例から考えるー 

所属機関名 埼玉大学 

所属部署、役職 教養学部学生（4 年） 

話題提供者  堀口友里（ほりぐちゆり） 

鏑木瑞月（かぶらきみずき） 

実施日 10 月 29 日（火） 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/28/1407196_21_1_1_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/28/1407196_21_1_1_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/28/1407196_21_1_1_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/28/1407196_21_1_1_1.pdf
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Lecture/Workshop 

の内容 

ケニアの首都ナイロビでのインターンシップ（2018 年）の経験を元に、スラムを

中心とした都市開発問題や、開発に伴って起きている環境問題について話題を提

供します。 

その中でも、①スラムは負の集合体なのか？②都市開発と環境規制はどう折り合

いをつけるべきか？という問いについて、現地の動向を紹介しながら皆さんと一

緒に考えていきます。 

2030 年を目標年とする国連の持続可能な開発目標（SDGs）の視点からも見てみ

ましょう。 

事前課題 ・開発途上国のスラムの状況について調べ、それに対する印象とスラムがどうあ

るべきか、自分なりの考察をしてみる（ケニアのスラムに特定せず、スラム一

般について） 

・ケニア国の概要について把握する（地理、歴史、民俗、主要産業、公用語、GDP

など） 

・SDGs の 17 目標の内容を確認する 

トピックコード 202 感染症の予防と治療、そして AMR 

所属機関名 東邦大学薬学部 

所属部署、役職 微生物学教室、教授 

話題提供者  安齊 洋次郎 

実施日 10 月 29 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

感染症とは？感染症の予防や治療は？薬剤耐性（AMR）って？この Workshop で

は皆さんが事前に調べてきた情報をもとに感染症についてディスカッションしま

す。そして、現在、世界的な問題となっている薬剤耐性 

（Antimicrobial Resistance:AMR）についても考えてみます。 

事前課題 自分が今までに罹ったことのある 1 つ以上の感染症について、以下のことを調べ

てください。感染症に罹ったことがない場合は、興味のある感染症について調べ

てください。 

1. 感染症名、2. 原因、3. 症状、4. 予防方法、5. 治療方法 

トピックコード 203 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 理学部生命圏環境科学科 講師 

話題提供者  竹内 彩乃 

実施日 10 月 29 日（火） 
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Lecture/Worksh

op 

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/2012k

aitori.pdf 

トピックコード 204 大学生と話そう！〜自分らしい大学生生活とは？〜 

所属機関名 アイセック立教大学委員会(学生団体) 

所属部署、役職 教育事業担当 

話題提供者  代表 霜田翔平 

実施日 10 月 29 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

あなたは大学生活について、どのようなイメージを持っていますか？私たちのワ

ークショップでは様々な大学生の話を直接聞くことができます。また、海外で活

動した人のエピソードや具体的な大学生活について知ることができます。 

このワークショップに来て自分らしい大学生活をイメージしてみませんか？ 

事前課題 以下の 5 つの質問について考えてみてください。 

①高校生活で成し遂げたことは何ですか？ 

②高校生活で成し遂げられなかったことは何ですか？ 

③大学に入ったら何を学びたいですか？ 

④大学に入ったら何をしたいですか？（勉学以外、例、ボランティアなど） 

⑤将来の夢は何ですか？ 

備考：   ４~６人程度のグループをいくつか作ってワークショップを実施する予定なの

で、机椅子の移動ができる教室の使用を希望します。 

トピックコード 205 美容師の可能性 

所属機関名 GALLERY  TOKYO 

所属部署、役職 株式会社 yang 代表取締役(美容師) 

話題提供者  根本晋吾 

実施日 10 月 29 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

海外から見た日本。 

日本人である強みを生かし、海外と勝負するには？ 
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事前課題 あなたはどんな人生を歩みたいですか？卒業してからの未来について、いつも

より少しだけ真面目に考えてみてください。 

トピックコード 206 宇宙の音を聞いてみよう 

所属機関名 自然科学研究機構 国立天文台 

所属部署、役職 重力波プロジェクト推進室 特任助教 

話題提供者  正田亜八香 

実施日 10 月 29 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

2015 年、アメリカの重力波望遠鏡 LIGO が世界で初めて重力波という現象の直

接検出に成功しました。この重力波は、太陽の約 30 倍ほどの重さを持つブラッ

クホールが二つ合体した現象から発せられたものでした。このような現象はそ

れまでとらえられたことがないものです。このように、人類は重力波という新

しい宇宙の観測手段を手に入れたことで、光だけでは見つからなかった様々な

現象を観測し、宇宙の様々な謎を解き明かそうとしています。本公演ではこれ

までの重力波観測の歴史や成果、これからの重力波天文学の展望などについて

お話します。 

事前課題 ウェブページ 

https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/aboutu-gw 

を見ておいてください。 

トピックコード 207 糞化石から見えてくる古生物の生活 

所属機関名 千葉大学 

所属部署、役職 所属部局：教育学部 理科教育講座 役職：特任助教 

話題提供者  泉 賢太郎 

実施日 10 月 29 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

大昔の地球上に生息していた生物の生活について知るためには、化石を調べる

必要があります。化石は多様であるため、総合的な知見を得るためには、様々

な種類の化石を色々なアプローチで研究していくことが望まれます。 

講演では、古生物の行動の痕跡が地層中に保存されたものである「生痕化石」

のお話をします。特に、糞の化石に注目して、その研究法や研究成果などをご

紹介します。 

事前課題 もし可能であれば、生痕化石に関して調べたり学習するなどして、事前に少し

知識を入れておいていただけると幸いです。 

参考書籍として、『生痕化石からわかる古生物のリアルな生きざま』（ベレ出版）

を読んでおいていただけると、当日の講演内容の理解がスムーズになるかと思

います。 

よろしくお願いいたします。 

https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/aboutu-gw
https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/aboutu-gw
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トピックコード 208 理科系を出た異色の成功者 

所属機関名 日本科学技術ジャーナリスト会議 

所属部署、役職 理事 

話題提供者  山本 威一郎 

実施日 10 月 29 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

大学進学などの際に、理科系か文系のどちらを選択するか悩む人も多い。 

ところが社会人になると、必ずしも職業は専門で学んだ分野とは限らない。 

芸能界、フランチャイズ店創業、会社経営者、芸術家、職人で成功をした人も 

多い。そのなかで、直接インタビューした何人かの成功者の歩んできた道を紹

介し、学生時代で学ぶべきこととは何かを討議する。 

事前課題 著書「東京理科大学ユニーク人物列伝」(自著) 東京書籍とその続編より 

列伝 1  勝又剛  音楽事務所経営 

列伝 11 正垣泰彦 サイゼリヤ創業者 

列伝 25 大村智   2015 年ノーベル生理学・医学賞受賞 

列伝 34 真鍋大度 プロジェクトマッピング第一人者 

の 4 章を配布するので、読んでおくこと。 

トピックコード 209 情報社会におけるファッションと 

エンタテインメントの変容 

所属機関名 明治大学 

所属部署、役職 情報コミュニケーション学部 

話題提供者  大黒岳彦 高馬京子 

実施日 10 月 29 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

 二〇〇〇年代に入って、ファッションとエンタテインメントに異変が起きて

います。ファッションの分野では、これまでのモード、つまり流行現象がはっ

きりとした形では起こらなくなっています。また、エンタテインメントでもプ

ロの作家が「作品」（マンガ、アニメ、ノベル、楽曲など）を制作して、それ

をファンたちがお金を出して買って楽しむという形がもはや流行らず、SNS

でユーザーたちが「コンテンツ」をアップロードしてお互いにシェアするとい

う形が一般的になりつつあります。レクチャー/ワークショップでは、こうし

た謎にメディア論やカルチュラル・スタディーズの観点から皆さんと一緒に取

り組んでいきます。 

事前課題 最近、ファッションとエンタテインメントの分野で起きた、重要な出来事に何

があったか調べてみてください。余裕があれば、それがどのような意味を持つ

のか、についても考えてみてください。 
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トピックコード 210 謎解きみたいな言語学オリンピックの問題を 

解いてみよう！ 

所属機関名 東京外国語大学 

所属部署、役職 言語文化学部トルコ語専攻 3 年 

話題提供者  小林剛士 

実施日 10 月 29 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

国際科学オリンピックの一つである言語学オリンピックをご存知ですか？言

語といっても外国語学習や文学とはまた別の面白さを持っているのが言語学。

ワークショップでは事前課題 2のような, 初めて触れる言語のデータから語彙

や法則を見出す分析問題にグループでチャレンジします。謎解きチックな問題

を楽しみながら言語そのものを見つめる視点や約 6000 ある世界の言語の多様

さに触れてみましょう。 

メインターゲットは言語学・言語学オリンピックを全く知らない方です。もち

ろんすでに言語(学)大好きな方も歓迎します。外国語や国語の得意不得意は問

題を解く上で関係ないので英語が苦手な方も安心して来てください。 

事前課題 1. 「ぐぐる」を命令形にしてください。では「れれる」(造語)は？身近な人

にもやってもらって自分と同じか実験してみましょう。なんでその形だと

思ったかその人と一緒に考えてみてください。 

2. 以下のインドネシア語の単語とその訳をもとに , keringat を日本語に訳

し,  ‘息をする’, ‘とげまみれ’ をインドネシア語に訳してください。 

jalan ‘道’ berjalan ‘歩く’ 

 

 

berkeringat ‘汗をかく’ keringatan ‘汗びっしょり’ 

nafas ‘息’   

 

duri ‘とげ’ 

  

国際言語学オリンピック日本委員会のウェブページ(https://iolingjapan.org/)

に目を通しておいてください。 

備考 3, 4 色分のペン・マーカー等。必須ではないですが分析の際に便利です 

トピックコード 211 焼畑の思想を求めて 

所属機関名 国士館大学 

所属部署、役職 講師 

話題提供者  杉浦 孝昌（スギウラ タカヨシ） 

実施日 10 月 29 日（火） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
https://iolingjapan.org/
https://iolingjapan.org/
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Lecture/Workshop 

の内容 

 熱帯の経済開発に強い意欲を示している国々において、焼畑は厳しい抑圧な

いし禁止圧力にさらされている。また、国際的環境保全意識の高まりで、森林

の一部であってもそれを焼却する焼畑農法には、抑制圧力がかかっている。こ

うした政策や世論の背景には、焼畑への誤解や無理解がある。実は焼畑は自然

環境の持続的利用法としては極めて優れている農法である。焼畑農法の優れた

点を正しく理解することは、単に、焼畑民を含む世界の文化の多様性を守るこ

とだけでなく、広く現代の物質文明を支える価値観を見直し、それを乗り越え

る方向を示してくれるものと考える。 

事前課題 ・中学・高校の地理の教科書や参考書で、焼畑の記述を確認する。 

・焼畑に関する教科書の記述、メディアでの取り上げられ方などから、自分の

焼畑に対するイメージを整理する。 

・参考文献：福井勝義「焼畑の民族誌紀行～ラオスの事例」『季刊民族学』国

立民族学博物館 19(2)、1995 年 

トピックコード 212 承久の乱―日本の歴史の転換点―【生徒企画】 

所属機関名 創価大学 

所属部署、役職 文学部、教授 

話題提供者  坂井孝一（さかいこういち） 

実施日 10 月 29 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

鎌倉時代前期、1221 年（承久 3 年）5 月、朝廷の最高権力者、後鳥羽上皇が挙兵

を命じました。鎌倉幕府 3 代将軍にして右大臣の源実朝が暗殺された後、幕府の

実権を握った執権北条義時を追討せよという命令です。結果は幕府軍の圧勝。乱

後、後鳥羽上皇ら三上皇が配流され、朝廷と幕府の力関係は逆転しました。承久

の乱は日本の歴史の大きな転換点となったのです。では、後鳥羽上皇の狙いは何

だったのか。幕府の打倒か、それとも北条義時個人の追討だったのか。そもそも

「上皇」とはどのような存在なのか。明治以降では初の「上皇」が誕生した令和

元年です。上皇・天皇、朝廷、幕府、日本史の教科書にも必ず出てくるこうした

歴史用語、その存在について考えてみましょう。 

事前課題 ・日本史の教科書が承久の乱についてどのように記述しているか調べる。 

・鎌倉幕府 3 代将軍源実朝とはどのような人物だったのか調べる。 

・歴史辞典・用語集などで「上皇」「天皇」「三種の神器」について調べる。 

・NHK 総合「歴史秘話ヒストリア」の「承久の乱」の回を視聴する。 

・できれば、坂井孝一著『承久の乱』（中公新書、2018 年）に目を通す。 

企画生徒 高等部 3 年 3 組 青木野乃香 

企画生徒メッセー

ジ 

私は日本史、特に鎌倉時代がとても好きです。坂井先生は、日本中世史研究の第

一人者であり、『源実朝｢東国の王権｣を夢見た将軍』や今回のテーマにもなってい

る『承久の乱』等、多くの本を執筆なさっています。新たな視点から歴史を紐解
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く先生の本との出会いにより、私の中世史に対するイメージは大きく変わり、よ

り魅力を感じるようになりました。この機会に、皆さんも、普段の授業だけでは

知り得ない広大な歴史の森に足を踏み入れてみませんか？ 

（9 月 11 日の NHK「歴史秘話ヒストリア」に坂井先生が出演されました。再放

送の予定がわかり次第、Global Week2019 のウェブページでお知らせします。） 

トピックコード 213  「世界の畜産の現場」 

進路で悩んだ学生時代〜メキシコ留学〜そして養鶏家へ 

所属機関名 株式会社 WABISUKE 

所属部署、役職 経営者 

話題提供者  岡 崇嗣 

実施日 10 月 29 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

① 世界の畜産の現場で起こっていること 

世界の畜産の現場で起こっていることを、平飼いという鶏の飼い方を通じ

て、少しでも皆様に知っていただけたら、という想いでお話します。 

② 自分のやりたいことを仕事にするために 

私自身、学生時代は進路のことで悩みが非常に多かったです。大学在学中の

メキシコ留学、養鶏農家になることの決断など、今後皆様が進路を描かれる

際に少しでも参考になるようにお話します。 

事前課題 「世界の畜産について」 

世界の畜産「アニマルウェルフェア」に関する情報の下調べ（農水省の見解）：

http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-41.pdf 

WABISUKEのサイト確認。 

日本養鶏協会の統計：https://www.jpa.or.jp/tokei/index.html 

順天学園の「社会福祉部」の学生が平飼いたまごについて調べていますので、彼

らに基礎的なことを聞く。 

「自分がやりたいことを仕事にするために….」 

自分が将来したいと思う方向性、仕事について考えてくる（時間に限りがあるの

で、数名にクラス中で共有してもらう） 

トピックコード 214  スポーツによる怪我は起きてしまうものなのか？ 

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（JSPO-AT、認定理学療法士（スポーツ理学療法）） 

話題提供者  原田 長 

実施日 10 月 29 日（火） 
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Lecture/Workshop 

の内容 

2020 東京オリンピック・パラリンピックに向けて我が国におけるスポーツは

ますます注目を集め、様々な競技で日本人選手の世界での活躍も日々伝えられ

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、長期間の

リタイアを強いられたり、引退にまで至る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、その予防法を考える過程と、スポーツ現場で行われ

ている方法について、実技を交えて考えていきたいと思います。 

事前課題 参加者は下記フォームの課題を、10 月 25 日（金）までに回答してください。 

https://forms.gle/AyrqrTjK3DHd4WRf7 

当日は、実技ができる服装（体操着・部活着など）で参加してください。 

トピックコード 215 いま必要とされる統計的もののみかた、考え方 

所属機関名 立教大学 

所属部署、役職 経営学部経営学科 教授 

話題提供者  山口 和範 

実施日 10 月 29 日（火） 

Lecture/Workshop 

の内容 

いま社会では、エビデンスに基づいて議論し、チームとして意思決定すること

が求められます。一方で、情報技術の進歩と共に、情報の取得や蓄積が容易に

なり、その活用が求められます。データは、新たな資源であると考えられるよ

うになっています。このような時代に求められるのが、統計的なもののみかた

や考え方のスキルです。この講義では、統計の役割を説明しながら、統計とし

て提示される数字やグラフのみかたを解説します。さらに、統計を活用し議論

するグループワークを行います。グループワークの振り返りを通じて、今後の

学びにつなげられるような講義にします。 

事前課題 統計を含む、新聞や雑誌の報道、またはネット配信されている記事を探し、そ

の報道や記事で統計がどのような役割を果たしている考えてください。世論調

査などの記事が分かりやすいと思います。 

トピックコード 216 コンビニで考える SDGs 

所属機関名 中央大学附属高等学校 

所属部署、役職 教諭（国語科） 

話題提供者 北島咲江、佐々木徳三郎 

実施日 10 月 29 日(火) 

https://forms.gle/AyrqrTjK3DHd4WRf7
https://forms.gle/AyrqrTjK3DHd4WRf7
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Lecture/Workshop 

の内容 

コンビニでおにぎりが棚に一つしかなかったら、あなたはそれを買いますか？

それともためらいますか？コンビニでは商品を「選択」できないことはほとんど

ありませんが、このことは、選択されなかった期限切れの商品が日々廃棄されて

いることを意味します。その量は、全国のコンビニで 1 日約 400 トンから 600

トンと言われています。55,000 軒以上が林立するコンビニ大国日本にとって、コ

ンビニが抱える廃棄食品の問題はより力を入れて取り組むべき課題です。 

本講座では、①中高生が知っておくべき SDGs（2015 年に国連で採択された持

続可能な 17 の開発目標）の視点を学び、②SDGs の視点からコンビニを再検討

し、③今後私たちがどのようにコンビニと付き合い、また未来に向けてコンビニ

がどのように変わっていくべきかを考えます。 

事前課題 ①以下の SDGs の動画を見ておいてください。 

https://youtu.be/z3foLsvz_kg 

②以下の SDGs に関するパンフレットにさっと目を通しておいてください。 

https://www.plan-international.jp/about/libraries/kyouzai/pdf/sdgs_child_friendly.pdf 

③近所のコンビニに行って、「SDGs に関連しているサービス」と「SDGs を阻害

していると思われるサービス」を見つけてきてください。 

 

第 3 日 10 月 30 日(水) トピックコード 301～315 

 

トピックコード 301  ビジネス・経営学入門講座 

所属機関名 KIT 虎ノ門大学院 

所属部署、役職 教授 

話題提供者  三谷宏治 

実施日 10 月 30 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

この講座は将来、企業の経営やそのコンサルテーション、もしくは起業に興味

のある人向けです。ビジネスってなんでしょう？ それは 4 つの要素「ターゲ

ット」「バリュー」「ケイパビリティ」「収益モデル」の組合せ。その基礎をス

マートフォンと紙コップで学びます。 

事前課題 スターバックスに行って、それがベックスやプロントとどう違うか、なるべく

詳細に調べて A4 1枚にまとめてくる。 

備考：   プロジェクタと RGB ケーブルは原則すべての会場で使用可能です。 

紙コップ（同一のもの）を人数分。 

 

https://youtu.be/z3foLsvz_kg
https://youtu.be/z3foLsvz_kg
https://www.plan-international.jp/about/libraries/kyouzai/pdf/sdgs_child_friendly.pdf
https://www.plan-international.jp/about/libraries/kyouzai/pdf/sdgs_child_friendly.pdf
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トピックコード 302  あなたはグローバル人材になりたいか 

－ シンガポール人からみた日本のグローバル人材育成教育 － 

所属機関名 昭和女子大学 

所属部署、役職 人間社会学部 現代教養学科 准教授 

話題提供者  シム チュン・キャット 

実施日 10 月 30 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

グローバル人材とはどのような人を指しているのだろうか、またグローバル人材

になるためにはいつ何をどうすればいいのだろうか、そもそもグローバル人材は

本当に必要かどうかなどについての議論を展開することによって、日本の学校に

おけるグローバル人材育成教育のあり方を参加者とともに考えていきたい。 

事前課題 レクチャーの内容に述べた三つの問いのほかに、以下の事前課題にも取り組む 

ことが望ましい： 

・話題提供者の出身国シンガポールについて調べてくる。 

・Multicultural と Intercultural の違いについて考えてくる。 

・グローバル人材育成との関連でこれまでに受けてきた学校の授業のあり方を 

振り返り改善点を見つけてくる。 

トピックコード 303  光触媒の機能はなぜ発現するのか 

所属機関名 東京理科大学 

所属部署、役職 理工学部 先端化学科 准教授 

話題提供者  藤本 憲次郎 

実施日 10 月 30 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

光触媒の効果はエネルギーの創製や有害物質の分解など、今後のエネルギー・

環境問題に対して魅力のある材料である。しかし、世の中にあるすべての材料

が光触媒の性能を持つわけではない。なぜ光触媒の機能が現れるのか。今回の

講義は、光触媒の現象については一部に留め、現象発現の要因を、大学で学ぶ

であろう結晶学の観点から講義する。この講義を聴講することで、光触媒を含

めた機能性材料の魅力、そして大学や社会での基礎研究に繋がる結晶学の基本

である「化学結合」や「固体の構造」の重要性（基本が大事であること）を感

じ取ってもらえたら幸いである。なお、講義のキーワードは、「結晶学」と「バ

ンド構造」とする予定である。 

事前課題 まず、①「光触媒はどのような機能を持つものなのか」を自分なりに調べると

ともに、高等部の生徒は以下の 

② 教科書「基礎化学」→「物質の構成」→「化学結合」 

③ 教科書「化学」  →「物質の状態」→「固体の構造」 

の範囲をよく読んでくること。「基礎化学」しか持っていない場合は、②の範

囲だけでも構いません。中等部の生徒は、①について予習をしてください。 
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トピックコード 304  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  ジェイソン サマービル 

実施日 10 月 30 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 事前課題に対する回答を準備する: 

1. What kind of music do you like? 

2. What kind of music do you dislike? 

3. Who is your favorite artist or group? 

4. What is your favorite song? 

Whose concert would you like to go to? 

トピックコード 305 アメリカの大学でスポーツ科学を学ぶ～その後のキャリア～ 

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  和田 英治 

実施日 10 月 30 日(水) 

Lecture/Works

hop 

の内容 

もし、幼い頃抱いていた将来の夢がスポーツ選手であったとしても、実際に自分が就

く職業は違うかもしれません。それでも、好きなスポーツに携わる仕事はたくさんあ

ります。サッカー選手になりたかった私も、アメリカの大学に進学してスポーツ科学

を学び、現在は大学の助教として筋肉の研究をしています。 

アメリカがなぜスポーツ大国なのか、それはスポーツに携わる仕事の多さにも関係し

ます。私が通っていたオレゴン州立大学での大学生活と、そこで出会った日本人の友

人のその後のキャリアについてお話し、留学をただの体験とせず、将来へのアドバン

テージにする方法を一緒に考えていきたいと思います。 

事前課題 以下の 2 つの質問に対して、できれば留学経験者と対話をして、自分の考えを A4 用

紙 1 枚程度に書いてきてください（自由形式）。 

１．海外の大学に進学する、卒業する、その後の進路、を考えた時に、どのような苦

労（苦難）があると思いますか？また、どのような行動を取れば（実行すれば）、それ

らのことを乗り越えられると思いますか？ 

２．自分にとって、“日本人（または母国）としてのアイデンティティ”とは何ですか？ 
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トピックコード 306 光技術による異分野融合研究 

所属機関名 東京大学 

所属部署、役職 大学院理学系研究科附属フォトンサイエンス研究機構、准教授 

話題提供者  井手口拓郎 

実施日 10 月 30 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

私達の生活には光を使った技術がたくさん使われています。また、物理学、化学、

生物学、薬学、医学など、幅広い分野の最先端研究においても、様々な形で光の

技術が用いられています。光の技術を上記分野の研究に用いる際には、情報科学

や機械工学、電子工学などの技術を取り入れることもあります。この講義では、

先端の光技術を創り出す物理学の研究者の立場からみた異分野融合研究について

お話します。 

事前課題 ・身の回りでどのような光技術が使われているかを調べる。 

・光を使った最先端研究とはどういうものか想像してみる。 

トピックコード 307  「災害」とは何か？「被災」とはどのようなことか？ 

：「災害大国」日本で暮らすうえで、知っておきたいこと 

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  山﨑 真帆 

実施日 10 月 30 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

近年、地球温暖化による気候変動に伴い、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。災害は世界中の人々が協力し

て取り組まなければならない、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。一方私たちの暮らす日

本は「災害大国」と言われており、「災害」は非常に身近な問題でもあります。後

半では、近年の国内事例を取り上げ、災害にあう＝「被災する」とどのようなこ

とが起こるのか、こうした「被災」に対し、発災前後においてどのような対応が

可能なのか、様々な観点から検討していきます。 

事前課題 本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にまつわる経験や

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）。 

トピックコード 308 「尊厳」について語ろう 

所属機関名 麗澤大学 

所属部署、役職 外国語学部、助教 

話題提供者  内尾太一 
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実施日 10 月 30 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

 タイトルにあるように、この講義のメインテーマは、尊厳（dignity）です。

字面から、人間が生きる上でとても大切なもののような気がしますが、では具

体的に何を意味しているのか、よくよく考えてもはっきりしません。「あなたの

尊厳って何ですか？」と問われれば、答えに詰まってしまうのが普通でしょう。 

私自身はというと、文化人類学の研究者として、東日本大震災の被災地でこの

「尊厳とは何か」という問題を考えてきました。この授業ではそうした具体的

な事例も交えつつ、尊厳という概念を少しずつ紐解き、グローバルな現代にお

いて自己や他者を理解するために必要な視点を獲得することを目指します。 

事前課題 現実の世界の出来事でもフィクション作品中の場面でも良いので、「これは尊厳

の問題だ」と思ったケースを 1 つ見つけてくる。 

読書案内：内尾太一（2018）『復興と尊厳：震災後を生きる南三陸町の軌跡』 

東京大学出版会 

トピックコード309 グローバルな視点から環境と産業のサステナビリティーを考える 

所属機関名 東京農業大学 生物産業学部 

所属部署、役職 自然資源経営学科・教授（黒瀧、塩本） 

自然資源経営学科・准教授（菅原） 

話題提供者  黒瀧秀久  塩本明弘  菅原優 

実施日 10 月 30 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

昨今、SDGｓに代表されるように、環境と産業の共存によるサステナビリテ

ィーが社会的な課題となっています。 

世界自然遺産を抱える北海道オホーツク地域においては、日本トップクラス

の農林水産業が展開されています。その農林水産業を支えるは、オホーツクの

豊かな自然環境であり、現場では「環境と産業」の共存にむけた先駆的な活動

が展開されています。 

今回はグローバルな視点として、広域経済圏としての環オホーツク海圏域に着

目し、そこで展開される環境と産業の共存にむけた取り組みを SDGｓの視点

から「陸域×農業」「海域×漁業」「環境×広域経済圏：環オホーツク海圏」の

3 テーマから紹介します。 

事前課題 ①全国における北海道の農業・漁業の特徴は何かまとめなさい。 

②持続的な農業・漁業を行うために必要なことは何かまとめなさい。 

③世界経済から見たオホーツク海の魅力は何ですか。 

トピックコード 310  企業のデザイン戦略と UX 

所属機関名 千葉工業大学 

所属部署、役職 創造工学部 デザイン科学科教授 

話題提供者  赤澤智津子 
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実施日 10 月 30 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

デザインの仕事とは、グラフィックやプロダクトなど領域で分けられるもので

はなくなってきています。ユーザーの体験としてどう設計するかという人の心

理、行為、価値観をベースとした領域になっています。 

STARBUCKS は高額にも関わらずなぜ女子高校生に支持されるのか、なぜ

TULLY’S ではないのか、くまモンはなぜ G マーク（グッドデザイン賞）をと

れたのか、キティちゃんが各世代へ受け入れられる戦略とは？ など、事例を

通してデザイン領域について解説します。 

事前課題 以下キーワードを軸にデザイン領域を調べておいてください。 

「デザイン思考」「ユーザー・エクスペリエンス」「デザイン経営」 

トピックコード 311  基礎研究の医学への貢献〜免疫学編【保護者企画】 

所属機関名 東京医科大学 

所属部署、役職 免疫学分野、講師 

話題提供者  若松 英 

実施日 10 月 30 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

昨年、本庶佑博士と James P Allison 博士がノーベル医学生理学賞を受賞し、

基礎研究の必要性が再認識されています。それでは、これまで基礎研究の医学

の貢献はどのようなことがあるか知っていますか？今回は免疫学に注目し、免

疫学の歴史を振り返りながら、これまでの医学への貢献、および将来的に医学

への貢献に繋がる最新研究について紹介します。 

事前課題 1. 今回は「医学への貢献」というトピックで話をしますが、「医学への貢献」

とはどういうことでしょうか？「医学への貢献」がどのようなことなのか

事前に考えてみてください。 

2. 普段生活している中で「免疫」がどのように関わっているかを考えてみて

ください。 

あなたが考える研究者像を当日教えてください。 

 

トピックコード 312  SDGs と学びの本質 

-僕が「とりあえずやってみる天才」になった瞬間とは-【生徒企画】 

所属機関名 聖学院中学校 学生団体 Sustainable Game 

所属部署、役職 中学 3 年  代表 

話題提供者  山口由人 

実施日 10 月 30 日(水) 
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Lecture/Workshop 

の内容 

今年 5 月に学生団体 Sustainable Game を設立し、総勢 130 人以上が参加した

実践型 SDGs ワークショップ「課題発見 DAY」を 3 回、100 人規模のプレゼン

コンテストを主催しました。現在は３つの事業を展開し活動を行なっています。 

ドイツに 11 年間住み、日本に帰ってきた自分は「とりあえずやってみる天才」

になっていました。そんな自分の行動したいと思ったきっかけやマインドを共

有しつつ、自分の「遊び道具」であると考えている SDGs について「社会課題

を解決することの本質とは何か。」「本質的な学びとは何か」深掘りします。 

レールの敷かれていない世界からやってきた中学生が楽しい授業をお届けしま

す！当日は SDGs を楽しめるミニワークショップも開催する予定です。 

事前課題 ① SDGs の１７個のゴールについて広く調べる 

② 自分にとっての「遊び（自発的で楽しい事）」は何か考えてくる 

企画生徒 高等部 2 年 1 組 野村元信 

企画生徒メッセージ 皆さん、まず、SDGｓというものはご存じですか？ 

SDGｓは、これからの社会で皆さんが必ず関わる、とても大事で価値のあるも

のです。これを山口君は、遊びという学習法で簡単に教えてくれます！ 

ぜひ来てください！ 

 

 

トピックコード 313  みんなで考える無人島の開拓計画 

（ついでにテレビ番組の作り方も）【保護者企画】 

所属機関名 IVS テレビ制作（株） 

所属部署、役職 第一制作部 担当部長 「ザ！鉄腕！DASH！！」ディレクター 

話題提供者  齋藤慎一 

実施日 10 月 30 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

毎日見る人…ほとんど見ない人…といろいろでしょうが、テレビを見たことが

ない人はいないと思います。でも 

・テレビ番組がどのようにできあがるか知ってる？ 

・ネット配信も多くはテレビの人が作ってるって知ってる？ 

・YouTubeもテレビと同じ作り方になってきてるの知ってる？ 

 

知ってるようで知らないテレビの世界、何でも話します。 

どうやって作ってるの？何が楽しいの？就職するには？お給料について以外

は NGなしです！実際の映像も見ながら話しましょう。 

 

で、テレビのことを知ってもらったら… 

私が担当する無人島開拓の企画で「反射炉が完成。その次に何を作れば多くの
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視聴者が見てくれるか」を一緒に考えてみませんか？（アイデアをパクっちゃ

ったらごめんなさい） 

事前課題 準備してから見るテレビはありません。基本的に課題はなし。ただし… 

① 「IVS の齋藤が何者なのか」をネットで調べておくと話しが早いです。 

テレビ制作に興味のある方は、「無人島に作ったら面白いモノ案」をディレク

ターになったつもりで考えてみてください。 

トピックコード 314  グローバル社会で必要な力、英語力とは？ 

所属機関名 中央大学 

所属部署、役職 国際情報学部 

准教授 

話題提供者  斎藤裕紀恵 

実施日 10 月 30 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

「グローバル社会で必要な力、英語力とは？」をメインテーマとし、これまで

のグローバルセミナー開催を通して、グローバルリーダーから学んだメッセー

ジまた私自身が海外の様々な場面で得た経験から、グローバル社会で必要な力

について提案する。また益々グローバル化が進展する世界の中で、必要とされ

る英語力について、参加する生徒の皆さんと一緒に考えながら、ワークショッ

プ形式で進めていく。 

事前課題 "Do you think it’s important to learn English? 

という質問に対して自分の意見と理由を書くこと" 

 

トピックコード 315  トビタテで“好きなことリューガク” 

所属機関名 順天高等学校 

所属部署、役職 高等部 1 年（森川、小川）高等部 2 年（石田、齊藤、福原） 

トビタテ留学派遣 4 期生(石田)、5 期生(それ以外) 

話題提供者  石田 瑞季、齊藤 匠、福原ガブリエル美智子、森川 瑠水、小川 紗慧 

実施日 10 月 30 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

皆さんは留学に少しでも興味を持ったことがありますか？ 私たちは「トビタ

テ！留学 JAPAN」を通して、フランス、ドイツ、カンボジア、オーストラリ

アに留学しました。留学先で何をしたのか、日本ではできない活動や自分自身

の変化など貴重な留学体験を本音でお届けします。 

留学で考え方が変わる！ 今まで経験したことのないこともたくさん経験で

きます！ 皆さんもトビタテ 6 期生になりませんか？ 

事前課題 

 

トビタテ！留学 JAPANのホームページの高校生コースに目を通しておいてく

ださい。 
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https://www.tobitate.mext.go.jp/hs/  

 

トピックコード 316 命を救うということ、脳を守るということ 

所属機関名 高松赤十字病院 

所属部署、役職 脳神経外科 医師 

話題提供者 石川 桃 

実施日 10 月 30 日（水） 

Lecture/Workshop 

の内容 

例えば、目の前に倒れた人がいるような緊急事態に――それが身近な人であって

も、見ず知らずの他人であっても――何を考え、どのように行動すべきか。脳神経

外科救急では、詐病の「ナンチャッテ」から最重症の「ホンモノ」まで日々様々な

症例が舞い込んできます。この Workshop では、生きたまま脳という気高い臓器

に直達する唯一の職業、脳外科医の仕事について紹介します。かっこいい話、残念

な話、面白い話、何を話すかはお楽しみに！ 

 

Keyword: 医学、医療、脳神経外科、救命救急、脳卒中、進路選択 

事前課題 １．脳という臓器の特徴は何か？また、脳にはどのような機能があるか？ 

２．脳が障害されるとどのようなことが起こるか？ 

３．脳卒中とは何か？その治療法にはどのようなものがあるか？ 

４．脳死とは何か？ 

以上のことを調べ、脳について知識を深めてきてください。 

 

第 4 日 10 月 31 日(木) トピックコード 401～417(407 欠番) 

トピックコード 401  未来を創る学校～世界を創る方法 

（＝ways of worldmaking）ワークショップ 

所属機関名 21 世紀型教育機構＆本間教育研究所 

所属部署、役職 21 世紀型教育機構 理事  本間教育研究所 代表 

話題提供者  本間勇人 

実施日 10 月 31 日(木) 

https://www.tobitate.mext.go.jp/hs/
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Lecture/Workshop 

の内容 

アラン・ケイの「未来を予測する最善の方法は、それを発明することだ」  

The best way to predict the future is to invent it. という言葉はあまりにも有

名です。アラン・ケイは、パーソナルコンピューターの父と呼ばれていて、。

「ダイナブック構想」を実現しましたが、それは、その当時から現在のタブレ

ットでできることまでを大胆に予測する構想でした。  

予測不能な時代。それは、自分たちで未来を創る機会が到来した時代だととら

え返せばよいのです。そのことをアラン・ケイの言葉は示唆しています。 

したがって、未来や世界を創る方法＝創造的思考を体得してしまえばよいわけ

です。その方法を共に学ぶ未来を創る学校をいっしょに創りましょう。 

事前課題 １） 自分にとって創造することはどんな意味があるのか？ 

２） 今創造していることは何か。あるいは、これから創造しようとしているも

のやことは何か？ 

以上を言葉以外の表現で、A4 一枚の紙に描いてきてください。 

 

トピックコード 402  未来に役立つ子育て・自分育て講座 

所属機関名 KIT 虎ノ門大学院 

所属部署、役職 教授 

話題提供者  三谷宏治 

実施日 10 月 31 日(木) 

Lecture/Workshop 

の内容 

AI 進化の衝撃が、みなさんの世代を直撃します。それは不確実で未知数でと

てもエキサイティングな経験でしょう。でもそれにどう備えますか？ ヒトの

真の価値である「試行錯誤」の力をみなさんは自分自身で付けなくてはならな

いのです。その自分育ての方法を教えます。 

事前課題 自分の精神面、行動面を向上させるために、気をつけていることや習慣にして

いることを、A4 1枚に書いてくる。その理由とともに。 

備考：実施形態、準備

するもの 

ハサミ（参加者が持参） 

トピックコード 403  メカトロニクス技術と生物模倣ロボット   

～ミミズ型移動ロボットの運動制御～ 

所属機関名 東京電機大学 

所属部署、役職 未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 准教授 

話題提供者  釜道 紀浩 （カマミチ ノリヒロ） 

実施日 10 月 31 日(木) 
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Lecture/Workshop 

の内容 

『メカトロニクス』って何のことでしょう？ 

それは、「機械」「電気・電子」「制御」「情報」などの要素を組み合わせ、 

多くの技術的問題の解決や、新たな製品・機能を産み出すための総合技術です。  

本講義では、『メカトロニクス』の説明をした後、この技術を駆使して  

実現される生物模倣ロボットについて紹介します。 

事前課題  ・「メカトロニクス」の意味を調べる。  

 ・ミミズの動きを調べる。（可能であれば実際に観察してみる。） 

 

トピックコード 404  パワーポイントを用いた口頭発表の技術 

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  桒原 彰太（くわはら しょうた） 

実施日 10 月 31 日(木) 

Lecture/Workshop 

の内容 

研究発表を行う際に現在広く用いられているツールにパワーポイントがあり

ます。今回のワークショップでは、パワーポイントを使って口頭発表に用いる

資料を作る際に、どういったことに気をつかうべきか学習していきたいと思い

ます。また、実際の発表資料を使って、どう改善すればより良い発表資料とな

るか、一緒にアイデアを出していき、完成させるワークショップを行います。 

事前課題 ワークショップで用いる発表資料の第一稿を事前にお渡ししますので、改善す

べき点を考えてきてください 

備考：実施形態、準備

するもの 

当日は、3 ~ 4 名のグループでワークショップを行いたいと思います。 

トピックコード 405 食料生産と SDGs：持続的な食料生産を 

実現するための政府と国際機関の役割 

所属機関名 学習院女子大学 

所属部署、役職 国際文化交流学部教授（副学長） 

話題提供者  荘林幹太郎 

実施日 10 月 31 日(木) 
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Lecture/Workshop 

の内容 

農業生産は水や農薬などの使用を通じて自然環境にマイナスの影響を与えると

同時に、多年にわたり構築されてきた「二次的自然」の重要な構成要素として

環境にプラスの影響ももたらします。増加する世界人口を支えるという本来的

な目的に加えて、環境に対するこれらの正負の影響も総合的に勘案した「持続

的な食料生産」を実現するためには、そのような農業に転換するためのインセ

ンティブを構築する必要があります。そのとき大きな役割を担うのが各国政府

や国際機関です。私自身の政府職員（農林水産省）、国際機関職員（世界銀行、

OECD）としての経験も踏まえながら、インセンティブの種類やそれを支える

政府・国際機関の役割を SDGs も念頭に置きつつできるだけ包括的に議論した

いと思います。 

事前課題 ① 国連ブルントラント委員会の報告書（1987 年：Our Common Future）から

「持続的開発」（Sustainable Development）の定義を探してみてください。 

② SDGs のなかで、農業や食料に係るゴールやターゲットを抜き出してみてく

ださい。 

トピックコード 406 コンピュータ科学(情報科学)で一番大切なこと 

―音の処理を題材に 

所属機関名 法政大学 

所属部署、役職 情報科学部 ディジタルメディア学科、教授 

話題提供者  伊藤 克亘（イトウ カツノブ） 

実施日 10 月 31 日(木) 

Lecture/Workshop 

の内容 

意外に思われるかもしれませんが、コンピュータ科学で最も大切なものはプロ

グラミングではありません。コンピュータひとつで、音声や画像など様々なも

のを扱うために大切なものは「モデル化」です。音の様々な処理を題材に、「モ

デル化」とはどのようなものか、その「モデル化」に高校までで学ぶどのよう

な科目が役立つのかを紹介します。それらを踏まえて、専門的にコンピュータ

科学を学ぶために、高校時代に身につけるべきことを考えてゆきます。 

事前課題 Google Classroom で、Global Week2019 に登録(コード cqok4p)し、トピック

コード 706 事前課題という課題を探し、添付してあるワードファイルに、記

入・提出してください。〆切 10 月 21 日(月)午前 8 時  

トピックコード 408 どうしたらよい将来を選択できるか 

所属機関名 学習院大学 

所属部署、役職 国際社会科学部 

話題提供者  澁谷覚 

実施日 10 月 31 日(木) 
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Lecture/Workshop 

の内容 

私たちの日常生活は、さまざまな意思決定の連続です。高校生の皆さんも、

参考書を買うとき、アルバイトの申込みをするとき、休日に遊びに行く場所を

選ぶときなどのように、日常の中でさまざまな意思決定をしています。 

そんなときに私たちは、いつも心の中で無意識に「それを選んだらどんな経

験をするだろうか？」と予測を行っています。このようなことを、心理学の研

究分野では「将来の経験の予測」と呼びます。そして、私たち人間が行う将来

の経験の予測には、いつも決まったクセがあることが知られています。 

今回の Global Week では、このような人間のクセを知りながら、私たちはど

うすればよりよい将来を選択できるのかについて、議論しましょう。 

事前課題 YouTube で、以下のビデオを見てください。（約 35 分の映像で、日本語字幕

がついています） 

https://www.youtube.com/watch?v=c-4flnuxNV4 

トピックコード 409  2020 年代・日本人 Z 世代のサバイバル術 

所属機関名 株式会社バグコーポレーション 

所属部署、役職 代表取締役 

話題提供者  山口哲一 

実施日 10 月 31 日(木) 

Lecture/Workshop 

の内容 

 コンピューター性能の向上、センサーの低廉化、SNS 普及などで IT 革命は

新たなフェーズに突入しています。変化のスピードを加速していて、社会、産

業が本質からの再定義が迫られる＝xtech の時代がやってきています。 

 社会の変化の早さは世代によって,情報の活用やエンターテインメント

の楽しみ方、生活全般に大きな違いを及ぼしています。紙の新聞を読んで,

テレビのニュースを見て生活している親世代と ,スマートフォンで

YouTube や SNS を使っている子供世代は、同じ家に暮らしていても、見

てくる景色は全く違うでしょう。そんな時代に育った Z 世代が、デジタル

リテラシーの低い大人たちとどんな風にコミュニケーションをとればよい

のかについて考えます。 

事前課題 山口の著書「10 人に小さな発見を与えれば、1000 万人が動き出す。」の一部

を事前に PDF でお渡しします。 

トピックコード 410 “都市に農業がある！ 

― 東京と世界の Urban Agriculture” 

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 食料自然共生経済学教室 名誉教授 

話題提供者  松木洋一 
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実施日 10 月 31 日(木) 

Lecture/Workshop 

の内容 

① 都会に住む人々は、日常生活の身近なところに、キュウリ、トマトなどの野菜、

リンゴ、モモ、ナシなどの果実、水稲、麦などの穀物、etc;が育っている農地

があることに気がついているだろうか？ 

② 19 世紀から 20 世紀の歴史を見ると、都市では工業や関連する産業が成長し、

そこで働く大勢の人々が農村から移住しました。都市の計画的な整備のため、

農業は農村で行うものとして都市から排除されました。すなわち都市空間から

農作物や家畜などのいのちある生物を育てる農業を不要のものとしてきたの

です。 

③ 20 世紀後半になって世界的に“都市農業 City Farming”という概念が再評価

されつつあります。「都市」と「農業」という対立的な用語を“東京農業の実

態”を見ながら考えてみましょう。 

事前課題 ① 自分の生活活動の範囲に農作物や家畜（牛、豚、鶏など）が生きているかどう

か、農地があるかどうかを調べてみる。 

② 家族や親戚のルーツ（出身地など）を知って、農業農村の関係の有無を調べる。 

③ 日本と世界において理想的な都市を見つけてみる。 

 

トピックコード 411 地震から命を守るために何をすべきか 

所属機関名 慶應義塾幼稚舎 

所属部署、役職 教諭 

話題提供者  相場博明 

実施日 10 月 31 日(木) 

Lecture/Workshop 

の内容 

東日本大震災から、もう 8 年が過ぎました。かつての阪神淡路大震災のときもそ

うですが、地震が起きたあとは、誰もが地震について考えその備えをします。し

かし、時が経つにつれてその気運が下がっていきます。地震に対して命を守るた

めには、科学的な正しい知識を身につけ、正しい行動をとることです。では、科

学的な正しい知識とは何か、正しい行動とはなにかを考えていきましょう。 

事前課題 「大川小の悲劇」について、調べておいて下さい。 

「釜石の奇跡」について調べておいて下さい。 

トピックコード 412  原爆写真の真実 －きのこ雲の下でー 

所属機関名 広島市 小学校教諭 

所属部署、役職 学級担任 

話題提供者  大西知子（おおにしともこ） 

実施日 10 月 31 日(木) 
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Lecture/Workshop 

の内容 

「きのこ雲の下で何が起きていたのか」を解明する手がかりとして，注目し

た２枚の写真がある。世界で唯一の写真は，訴え続けている。写真を撮影した

松重美人さんの自宅に私は，生前通い続けた。その時の取材記録をもとに，①

“生と死の境界地点”（御幸橋），②橋の上の凄惨な光景，③写真は“原爆の非

人道性”を物語る，を講義する。 

 

 資料提供（松重氏の肉声テープ・DVD・被爆後の写真・新聞等） 

◎一歩ずつでも原爆被害の実相に近づき，人々が直面した苦難について知るこ

とが，次世代に惨禍の記憶を引き継ぐために重要なのではないだろうか。 

事前課題 私の平和プロジェクト 

◎平和な世界を実現するための「自分発」のプロジェクトを提案しよう。 

 

 平和プロジェクトの手順として，①自分にとっての「平和」とは何かを考え

ます。②自分自身が主体的かつ持続的に取り組める活動を，具体的に考えます。

●主体となるのはだれか。（個人？グループ？）●活動の目的・内容・場所・

期間・方法？ ●活動するために必要なものは何か。 

備考：実施形態、準備

するもの 

パワーポイントと DVD の上映をします。 

 

トピックコード 413  How to 国際協力 Part3 

所属機関名 麗澤大学 

所属部署、役職 大学生 

話題提供者  国際協力団体 Plas+ 

実施日 10 月 31 日(木) 

Lecture/Workshop 

の内容 

Lecture:私たちのような学生にもできる国際協力は沢山あります。私たちだか

らこそできる国際協力を経験、知識をもとにお話しします。 

Woskshop:カンボジア、フィリピンで起きている問題について、調べてきてい

ただいた基礎情報をもとに考えてもらいます。 

事前課題 カンボジア、フィリピンの文化や生活等の基礎情報を調べてきてください。 

トピックコード 414  トップアスリートから学ぶコミュニケーションと思考 

～本番で 100%の力を発揮するために～【生徒企画】 

所属機関名 株式会社 NEC ライベックス 

所属部署、役職 元 NEC レッドロケッツ 

話題提供者  山口 かなめ 

実施日 10 月 31 日(木) 
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Lecture/Workshop 

の内容 

バレーボール国内最上位リーグ（V リーグ）の 1 部リーグに位置する NEC レッ

ドロケッツで副主将を務め、国内並びに世界でも活躍された山口かなめ元選手に

よる講演。 

「チームワークってなんだろう」「コミュニケーションってなんだろう」「失敗・

負けというものをどのように捉えるべきか」など、山口さんご自身の選手生活を

振り返りながら、生徒の皆さんと対話形式で進める 90 分間となります。 

事前課題 ※自身の頭の中をよく整理し、しっかり振り返ること 

（フリーフォーマットのメモ書きでいいので、文字に落とし込んでおくこと） 

（自身の今までの人生で、下記それぞれ一例を必ず背景を思い出し振り返ること） 

・失敗から学んだこと 

・失敗したままで今なお悩んでいること 

・成功したこと（達成したこと）に関する自己分析（なぜ成功したのか） 

・今、正に取り組んでいること、取り組もうと思っていること（そう思った要因） 

・後ろ向きに考えてしまうこと、前向きになれないこと 

 

（上記事前課題を講演・議論を参考に講演後再度自分自身で振り返り、何かを掴

むこと） 

企画生徒 2 年 4 組  流田菜美 

企画生徒メッセー

ジ 

元バレーボール女子 V リーグトップ選手による   トップアスリートから学ぶ 90

分です！東京オリンピック 2020 が更に楽しく観られそうなお話も。。。 

  バレーボールやスポーツをしていなくても楽しめる内容なのでみんなで一緒に

学びましょう。 

トピックコード 415 自分と相手を大切にするって？ 

～若者の性の現状と産婦人科医としての課題～ 

所属機関名 筑波大学大学院社会精神保健学 

所属部署、役職 産婦人科医 

話題提供者  遠見才希子 

実施日 10 月 31 日(木) 

Lecture/Workshop 

の内容 

医大生の頃から中高生向けの性教育活動を始め、これまで全国 700 ヶ所以上で

講演を行う産婦人科医‘えんみちゃん’と一緒に「もっと気軽に楽しくまじめ

に性を考える場」をつくっていきましょう。性に対する関心は人それぞれ、関

係ない人はいません。どなたでも気軽に参加してください。 

事前課題 ①これまで自分が学校や家庭などで性教育を受けたことがあれば、その内容 

②これまで友だちや家族などと性について話し合ったことがあれば、その内容 

をレポート用紙などに書いてきてください。（文字数は問いません） 
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トピックコード 416 音楽でおしゃべりしよう ～音楽療法のすすめ～ 

所属機関名 アダージョ音楽療法教室 

所属部署、役職  日本音楽療法学会認定音楽療法士 

 東京商工会議所健康経営アドバイザー 

トレーニングビートトレーナー講習受講修了 

話題提供者 高田 悦子 

実施可能日 10 月 31 日(木) 

Lecture/Workshop 

の内容 

 音・音楽には人のこころを動かす力があります。普段何気なく聞いている音楽、

聞こえてくる音楽、音楽と体、こころのかかわりについて、ワークショップを通じ

て体験し、それがどんな効果や、あるいは副作用をもたらすのかを感じてみます。 

人間の脳や心とはなにか、人と人とがコミュニケーションをとるとはどういうこ

とか、音楽を使ったノンバーバルコミュニケーションについて考えます。 

事前課題 1.あなたは、どうして音楽は心に響くのだと思いますか？ 

思い出の曲や感動した音楽、お気に入りの楽器の音色など、具体例を示しておしえ

てください。 

2.ご家族（お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさんなど）のどなたかの   思

い出の曲とそれにまつわる具体的なエピソードを聞かせてください。 

（1.2.のどちらかひとつでも結構です。） 

トピックコード 417 安全・安心な水を考える  

～SDGs 目標 6 の達成に向けて知っておきたいこと～ 

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 清 和成（せい かずなり） 

実施可能日 10 月 31 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

るべき 17 の目標を定めています。 

 そのうち、目標 6 は『安全な水とトイレを世界中に』となっており、世界の全

ての人々にきれいな水と衛生施設の可用性と持続可能な管理を確保することにな

っています。 

 世界全体や日本、様々な問題を抱える開発途上国の水を巡る現状や目標の達成

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  インターネット（国際連合（国連）や日本政府などのホームページ）で、SDGs

について調べてみましょう。 

 また、世界の国々が、水に関してどのような問題に直面しているか、インター

ネットで調べてみましょう。 

 

第 5 日 11 月 1 日(金) トピックコード 501～515 

トピックコード 501 高校生からの国際協力 

所属機関名 NPO 法人 CFF ジャパン 

所属部署、役職 順天卒業生、CFF マレーシア現地プログラムインターン 

話題提供者  鈴木彩花 

実施日 11 月 1 日(金) 

Lecture/Workshop 

の内容 

高校生にとって国際協力は遠いイメージがある。国際協力と聞くと、語学力、

スキル、お金が必要と思っている人は多い。しかし、高校生からでも国際協力

に関わることはできる。国際協力に関わらず、私たちの身の回りには様々なチ

ャンスが溢れている。私が高校時代に訪れた途上国（フィリピンとカンボジア）

の話と現在の大学生活（マレーシアでのインターン）の話から、高校生から行

動する意義について話す。 

事前課題 マインドマップで今の自分を振り返る（自分を起点とする。書式自由） 

 

トピックコード 502 豊かな福祉と豊かなくらし 

－スウェーデンの社会システムと、それを支える主権者教育 

所属機関名 明治大学 

所属部署、役職 国際日本学部、学部長 

話題提供者  鈴木賢志 

実施日 11 月 1 日(金) 
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Lecture/Workshop 

の内容 

北欧諸国は、人々の幸福度が世界で最も高いことが知られていますが、それは

なぜでしょうか。本講義では、北欧諸国の１つスウェーデンに焦点を当て、そ

の社会システムのあり方を日本と比較しながら考えます。また、そのような社

会システムを作り上げることができた背景にある、人々の高い主権者意識につ

いて、スウェーデンの小学校社会科の教科書の内容を取り上げながら、考えて

いきます。 

事前課題 スウェーデンという国がどのような特徴を持っているかについて、調べておい

てください。 

 

トピックコード 503 真剣に真面目にセックスについて考える 

所属機関名 聖隷浜松病院 

所属部署、役職 泌尿器科医 

話題提供者  今井 伸 

実施日 11 月 1 日(金) 

Lecture/Workshop 

の内容 

 思春期以降の男女の多くが、性に関する情報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、ちゃんと勉強する機会がほとんどないのが現状です。 

 男女の生殖器や性に関する正しい知識を持たないまま、あるいは誤った情報

を持って大人になるとどうなるのでしょうか。近年、性に関する知識不足、誤

った知識や習慣が原因でセックスのトラブルを抱える大人が増えています。正

しい情報を見極めて性に関する正しい知識を持ち、自分の性指向としっかり向

き合い、自分のセックスはどうあるべきかを考える、そのきっかけを作る時間

にしたいと思います。 

事前課題 参加者は以下のアンケートにご回答ください【期日：10 月 26 日（土）】 

https://forms.gle/ygySmqb9x2Tqct2SA 

 

【トピック当日までの課題】 

① 性に関する事柄について口にすることを恥ずかしいと思ってしまうのはな

ぜか、考えてみましょう。 

② 性教育の歴史について調べてみましょう。 

 

 

 

https://forms.gle/ygySmqb9x2Tqct2SA
https://forms.gle/ygySmqb9x2Tqct2SA
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トピックコード 504 異文化を学んで自分の世界を広げよう 

～異文化に触れよう、考えよう、語ろう～ 

所属機関名 公益財団法人 AFS 日本協会 

所属部署、役職 特命事項担当 

話題提供者  職員：中村誠 その他：学生ボランティア、留学生 

実施日 11 月 1 日(金) 

Lecture/Workshop 

の内容 

AFSを通して高校留学を体験した学生ボランティアが留学先で体験した異文化

体験（食生活、学校生活、家庭生活など）について紹介したり、来日している

留学生が自国の文化や海外から見た日本のイメージについて紹介し、その内容

について皆さんと一緒に考え、語り合い、楽しく異文化を学びます。 

また、異文化への気づきを通して、自分自身の中にある偏見と現実とのギャッ

プを学べる内容になっています。 

海外に興味のある人、異文化に関心のある人はぜひご参加ください。新しい発

見があると思います。 

事前課題 ・日本の文化を海外の人に伝えられるように調べておく 

 

トピックコード 505 歴史認識をめぐる国際政治 

所属機関名 東京女子大学 

所属部署、役職 国際社会学科国際関係専攻 教授 

話題提供者  茂木敏夫 

実施日 11 月 1 日(金) 

Lecture/Works

hop 

の内容 

1995 年戦後 50 年を機に出された村山総理大臣談話の後、10 年の節目ごとに出された

小泉総理大臣談話（2005 年）、安倍総理大臣談話（2015 年）を読むとともに、それぞ

れの談話が出された当時の内外の国際情勢を伝える新聞記事を読む。それによって歴史

認識が国際政治の重要なイシューになっていることを理解し、自分なりの考えを獲得す

る機会としたい。 

事前課題 村山談話 外務省 HP 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/07/dmu_0815.html 

小泉談話 首相官邸 HP 

http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11236451/www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/20

05/08/15danwa.html 

安倍談話 首相官邸 HP 

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/discource/20150814danwa.html 

その他、新聞記事を編集した資料を用意します。 

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/discource/20150814danwa.html
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/discource/20150814danwa.html
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トピックコード 506 グローバル社会はみんな同じ夢を見ているのか 

：「世界社会」とは何か 

所属機関名 立命館大学 

所属部署、役職 国際関係学部准教授 

話題提供者  張イクマン 

実施日 11 月 1 日(金) 

Lecture/Workshop 

の内容 

国際社会やグローバル社会の正体は何か。果たして「国」（国民国家）を超え

る存在はあるのか。なぜ近代世界ではみんなが同じく学校を作るのか。人間は

なぜ自分の人生目標を設定しなければならないのか。この講義とワークショッ

プでは、社会学からグローバル社会をどうとらえるのか、簡単に紹介する。 

事前課題 最近香港の一連のデモについて、日本語や英語のニュースを読み比べ、事件の

流れを事前に把握しておいて下さい。 

トピックコード 507 世界地図を拡げて、未来を選ぼう 

所属機関名 立命館アジア太平洋大学（APU） 

所属部署、役職 APU 東京オフィス所長 

話題提供者  伊藤健志 

実施日 11 月 1 日(金) 

Lecture/Workshop 

の内容 

オリンピックを前に、日本を訪れる外国人観光客や外国人労働者の数は毎年過

去最高を更新しています。日本は世界の人気国である反面、スイスのビジネス

スクール IMD の発表する国の国際競争力ランキングにおいて、日本は 1989 年

から 4 年間連続世界１位だったものが、現在は 30 位まで下落しています。何

かおかしいと思いませんか？私たちは、日本と世界の関係を正確に把握してい

るのでしょうか？ APU の世界 90 名ヶ国・地域の学生達は、日本や世界、ま

たは自分のキャリアどう考えているのでしょう。海外進学や将来海外で働きた

い皆さんにおすすめのセミナーです。 

事前課題 世界で活躍する尊敬できるロールモデルを一人となぜ彼/彼女がそうなのかを

考えておいてください。 

トピックコード 508 民意が反映される（されない）選挙制度 

所属機関名 東京大学 

所属部署、役職 大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム・助教 

話題提供者  重松尚 

実施日 11 月 1 日(金) 
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Lecture/Workshop 

の内容 

「選挙で民意が示された」という言葉をよく耳にします。自由な選挙で多くの

人びとによって選ばれた代表が政治を行うことは民主主義の基本とも言える

でしょう。しかし近年、「誰が議員になっても同じ」「私たちの声が政治に反映

されない」といった声も聞かれます。民意が選挙に反映されないと感じられる

のはどうしてでしょうか。そして、この問題を解決するにはどうすればよいの

でしょうか。 

 自由選挙にはもう一つ問題があります。それは、多数決だけですべてが決ま

ってしまうために、マイノリティの声が政治に反映されないという点です。こ

のレクチャーでは、過去に提唱されたり実際に実施されたことがある選挙制度

をいくつか検討することで、上に挙げた 2 つの問題について考えてみたいと思

います 

事前課題 現在日本の選挙（地方選挙を含む）で実施されている選挙制度にはどのような

ものがあるか調べておいてください。 

トピックコード 509 笑顔×丹田×プラス発想＝コミュニケーション力アップ       

－「自己表現・評価トレーニング」を体感する－ 

所属機関名 一般社団法人 大学自慢 

所属部署、役職 理事 

話題提供者  高橋真義（桜美林大学名誉教授） 

米田敬子（文教大学生活科学研究所） 

実施日 11 月 1 日(金) 

Lecture/Workshop 

の内容 

笑顔で、仲間の話を見て、聴いて、うなずいて、ほめるトレーニングです。 

時間を意識してプラス発想すると、コミュニケーション力がアップします。 

グループメンバーは４人です。発表時間は２分間。自信たっぷり、堂々とワ

クワク感を伝えます。評価時間は２分間。プラス発想で発表者のいいところを

見つけます。振り返りは３分間。メンバー全員で、発表者を心からほめます。 

仲間との一体感が生まれ、あなたのこころとからだがあたたかくなります。 

このトレーニングの参加者は、延べ３万人を越えました。中学・高校・高専・

大学・大学院・社会人・企業人、外国人等を対象に実績をあげています。 

事前課題 ２分間の発表原稿を事前に書いてください。 

テーマ：わたしの夢  

字 数：４００字～５００字 

① １週間前までに原稿を作成してください。 

鏡の前で声を出して練習をします。 

身近な人に発表して、感想やアドバイスをもらいます。 

原稿内容を見直し、発表原稿を完成させます。 

② 当日は原稿を読むことなく、お守りとします。 
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備考：実施形態、準備

するもの 

参加者の持ち物：ボールペン 

実施形態：可動式の机と椅子 

      パワーポイントで手順の説明をします。 

      事前・事後にコミュニケーション力のアンケートを実施します。 

トピックコード 510 企業で働くことと、起業すること。 

所属機関名 情報経営イノベーション専門職大学（ｉＵ） 

所属部署、役職 情報経営イノベーション専門職大学設立準備室 室長 

話題提供者  宮島 徹雄 

実施日 11 月 1 日(金) 

Lecture/Workshop 

の内容 

皆さんは将来、既存の企業に就職しますか？それとも自ら起業しますか？ 

少子高齢化や AI の発達など様々な要因により、社会では働き方や職業そのも

のが日々変化しています。 

高校～大学時代に何を学び、どの様な知識・能力を身につけたいですか？ 

ICT×ビジネス×英語を学び、全学生が起業にチャレンジをする情報経営イノ

ベーション専門職大学（ｉＵ）設立準備室の室長と一緒に変化の激しいこれか

らの時代を生き抜くために、何が必要かを考えましょう。 

事前課題 ■調べておいて欲しいキーワード 

society 5.0／AI／社内ベンチャー／ダイバーシティ／イノベーション 

■閲覧しておいて欲しいサイト 

Society5.0／政府広報   https://www.gov-online.go.jp/cam/s5/ 

■時間があれば読んでおいて欲しい書籍 

『超ヒマ社会をつくる（ヨシモトブックス）』／中村伊知哉 

トピックコード 511 書く仕事がしたい！海外取材経験談【生徒企画】 

所属機関名 文筆家 

所属部署、役職 文筆家 

話題提供者  牧村朝子 

実施日 11 月 1 日(金) 

Lecture/Workshop 

の内容 

記者、学者、小説家、脚本家、ライター、ブロガー……「書く」ことを含む仕

事はたくさんあります。また、立場を超えて、学校の中にとらわれずに外へと

学びを広げて行くためにも、「書く」ことは大きな力になります。 

仕事にするかしないか、自信があるかないかに関わらず、「書く」ことに関心

のある人で集まり、改めて考えてみましょう。2013 年より文筆家としてアメ

リカの LGBT コミュニティやフランスの公共施設などを単身取材する牧村朝

子が、どのように書く仕事を始め、どのようにテーマ選び・調査・取材・考察・

執筆・発表をしてきたか、具体的経験をお話します。 

https://www.gov-online.go.jp/cam/s5/
https://www.gov-online.go.jp/cam/s5/
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事前課題 あなたは今まで、教科書や本や新聞など、「書かれたもの」を使って勉強して

きたと思います。それでは、「この世界でまだ書かれていないもの」の例はな

んだと思いますか。また、それは、なぜ書かれていないのだと思いますか。例

と理由を考えてみてください。 

（無理やり当てたりはしませんが、みなさんで意見を出し合って考える時間を

とります） 

企画生徒 高等部 3 年 3 組 岡田愛佳 

企画生徒メッセージ 私達は言葉によってお互いを分類することで、相手のことを判断しがちです。

先輩だから、あの部活に入ってるから、男子だから、女子だから、でも本当は、

こんな分類に属する前に、その人にはその人の考え方や個性があるはずです。

言葉に縛られる前に、書くことについて、牧村さんと考えてみませんか。 

トピックコード 512 中高生と、色々あったけど 

今が一番楽しい大人との対話の会【生徒企画】 

所属機関名 株式会社ユニイク（任意団体名：壁を越えていくための対話の会） 

所属部署、役職 代表取締役社長 

（任意団体での役割：主宰者） 

話題提供者  永井貴博 

実施日 11 月 1 日(金) 

Lecture/Worksh

op 

の内容 

過去の「コケた」話をお題に、モチベーショングラフを使った対話を通して、年齢も

立場も関係なく、生き方のパターンを増やし、ひいては自分自身の「壁」と「枠」を

広げ、自分らしい行き方（生き方）を考えられる会。 

最大で３〜４人のサークル対話形式で、これまであった出来事の上がったり下がった

りを表現する「モチベーショングラフ」を使って、感じたことや思ったことを分かち

合います。 

50 を超える種類の職業の社会人有志が中心メンバーとなり、親と先生以外の大人と

の接点を持てない中高生が多数参加する「リアル過ぎて役に立つ、とにかく賑やかな

キャリア教育」イベントとして、1 年半で全国 650 名の参加実績があります。 

(当日は、「大人」として応募した保護者の皆様と対話します。) 

事前課題 これまでの人生を振り返る「モチベーショングラフ」の記入と印刷して当日持参 

★18 歳以下用（こちらは中高生用 / ご参加の大人は当日お書き頂きます） 

◎PDF ファイル形式 

https://drive.google.com/file/d/18DUeibov--oiebBlzSf6n-Y3c62qOt5J/view?usp=sha

ring 

◎パワーポイントファイル形式 

https://drive.google.com/file/d/1OlzhAuxw2XnaLfYN54ajah-DjABeEABC/view?us

p=sharing 
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企画生徒 高等部 2 年 1 組 清水 大輔 

企画生徒メッセ

ージ 

――あなたの人生、このままでいいんですか？ 

私たちより何十年も長く生きてきた大人から、人生の失敗を学ぶと、少しだけ勇気を

もらえます。キミの人生をキミらしく生きるためのヒントが、ここにはあります。 

さあ、自分の世界を少しだけ広げに来ませんか？ 

トピックコード 513 ヒトの新たな臓器「マイクロバイオーム」は 

どんな方法で研究されているのか 

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 3 年 

2. リサーチアシスタント 

話題提供者  木口 悠也 

実施日 11 月 1 日(金) 

Lecture/Workshop 

の内容 

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がまるで１つの臓器のように我々の生命維持に重

要であることが明らかになり「ヒト=ヒト細胞+微生物」という考え方が浸透し

てきています。 

本講演ではマイクロバイオームがヒトの生命維持にどのように関わっている

のか最先端の話題を提供します。さらに、マイクロバイオーム研究が飛躍的に

発展する要因となった革新的な技術の紹介や発表者が今取り組んでいる研究

テーマについて実体験を踏まえて紹介します。 

事前課題 可能な人は以下の書籍を読んできてください。Amazon 等で購入できます。 

日経 サイエンス 2012 年 10 月号 特集「マイクロバイオーム」 

トピックコード 514 江戸の水道事情について 

所属機関名 外務省北米局 

所属部署、役職 嘱託  作家 

話題提供者  由井 哲治 

実施日 11 月 1 日(金) 

Lecture/Workshop 

の内容 

江戸時代の江戸の水道事情について、当時の海外との比較やエネルギーの観点

などから、神田上水・玉川上水を中心に話したいと思っています。江戸の上水

システムと、それが当時としては世界最高峰の水道システムであったというこ

とを知って欲しいというのが、今回の狙いです。 
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事前課題 玉川上水について出来るだけ調べてください。 

18 世紀パリの水事情も調べると比較しやすいです。 

トピックコード 515 食べ物と健康 〜免疫・アレルギーのお話〜 

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 食品科学科・教授 

話題提供者  戸塚 護（とつか まもる） 

実施日 11 月 1 日(金) 

Lecture/Workshop 

の内容 

“You are what you eat”という言葉を知っていますか？食べ物と健康はとても

密接な関係にあることを示す言葉です。本講義では、私たちの体を守る免疫系

との関係で、食べ物と健康について考えてみたいと思います。具体的な例とし

て、風邪をひきにくくする食品、アレルギーの発症や症状を抑制する働きをも

つ食品、認知機能の低下を防ぐ食品などについてお話したいと思います。 

事前課題 下記の内容について、事前に調べておいて下さい（「 」の言葉がキーワード）。 

・「I 型アレルギー（即時型過敏症）」のメカニズム 

・アレルギー疾患の増加に関する「衛生仮説」 

・「プロバイオティクス」と「プレバイオティクス」 

・「慢性炎症」と健康長寿 

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、70 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、4 年前に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 

28日 109 山本 威一郎 宇宙人は存在するのか～人類と宇宙について考察 歴史 

29日 212 
坂井孝一 

（さかいこういち） 
承久の乱―日本の歴史の転換点― 令和、上皇 

31日 401 本間勇人 
未来を創る学校～世界を創る方法 

（＝ways of worldmaking）ワークショップ 
未来 

31日 410 松木洋一 
“都市に農業がある！ 

― 東京と世界の Urban Agriculture” 
都市と農業 

1日 504 
中村誠 /学生ボラ

ンティア、留学生 

異文化を学んで自分の世界を広げよう 

～異文化に触れよう、考えよう、語ろう～ 
海外と異文化 

1日 505 茂木敏夫 歴史認識をめぐる国際政治 歴史と政治 

1日 506 張イクマン 
グローバル社会はみんな同じ夢を見ているのか：

「世界社会」とは何か 
社会学 

1日 508 重松尚 民意が反映される（されない）選挙制度 政治 

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 

28日 107 
高桑光徳（明治学院大学）、

金銀珠（一般） 
持続可能な多文化共生社会を考えよう！ 10：多文化共生 

28日 110 太田祥歌 

トイレはまちづくりの特効薬 

～スマイルトイレゲームから学ぶ SDGs

ゴール 6～ 

6:安全な水と

トイレを世界

中に 

28日 114 眞嶋 麻子 
持続可能な開発目標（SDGs）と日本に生

きる私たち 

SDGs 貧困と

教育 

29日 201 
堀口友里（ほりぐちゆり） 

鏑木瑞月（かぶらきみずき） 

開発途上国における都市開発と環境 

―ケニアの首都ナイロビの事例から考えるー 

SDGｓ 開発

&環境 

29日 211 
杉浦 孝昌（スギウラ 

タカヨシ） 
焼畑の思想を求めて 環境と影響 

29 日 216 北島咲江、佐々木徳三郎 コンビニで考える SDGs 
SDGｓ フー

ドロス 

30 日 309 
黒瀧秀久塩本明弘 

菅原優 

グローバルな視点から環境と産業のサス

テナビリティーを考える 
オホーツク 

30 日 312 山口由人 

SDGs と学びの本質 

-僕が「とりあえずやってみる天才」 

になった瞬間とは- 

SDGｓ ワー

クショップ 

31 日 405 荘林幹太郎 
食料生産と SDGs：持続的な食料生産を

実現するための政府と国際機関の役割 

持続的な食料

生産 
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31 日 417 
清 和成 

（せい かずなり） 

安全・安心な水を考える ～SDGs 目標 6

の達成に向けて知っておきたいこと～ 
６：安全な水 

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。 

28日 101 三谷宏治 社会で役立つ発想力の鍛え方 発想法 

28日 103 土屋隆裕 アンケート調査の方法と結果の見方 調査手法 

28日 104 野島 高彦 
伝わるプレゼンテーション: 

スライドショーの組み立て方 
手法 

28日 106 
木村 琢磨 

（キムラ タクマ） 
心理・行動のデータ分析―統計学と人工知能 データ分析 

28日 112 石村 康生 理解とは何か？ ―折り紙を通じて― 理解の深化 

28日 116 金山 勉 フェイクニュースの時代を生きる 情報の影響、判断 

31日 404 
桒原 彰太（くわ

はら しょうた） 
パワーポイントを用いた口頭発表の技術 技術 

31日 408 澁谷覚 どうしたらよい将来を選択できるか 
経験の予測と 

人間のクセ 

1日 514 山口 和範 いま必要とされる統計的もののみかた、考え方 統計の活用 

 

４．地域情報－海外研修先を含む特定地域の情報です 

30日 302 
シム チュン・ 

キャット 

あなたはグローバル人材になりたいか 

－ シンガポール人からみた日本の 

グローバル人材育成教育 － 

グローバル人材 

31日 413 
国際協力団体

Plas+ 
How to 国際協力 Part3 

カンボジア・フィリ

ピン 国際協力 

1日 502 鈴木賢志 
豊かな福祉と豊かなくらし－スウェーデンの

社会システムと、それを支える主権者教育 

スウェーデン；教育

と豊かなくらし 

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。 

29日 209 
大黒岳彦 

高馬京子 

情報社会におけるファッションと 

エンタテインメントの変容 

メディアと 

文化論 

30日 307 山﨑 真帆 
「災害」とは何か？「被災」とはどのようなことか？：

「災害大国」日本で暮らすうえで、知っておきたいこと 
被災と対応 

30日 310 赤澤智津子 企業のデザイン戦略と UX デザイン 

31日 409 山口哲一 2020 年代・日本人 Z 世代のサバイバル術 
コミュニケー

ション 

31日 411 相場博明 地震から命を守るために何をすべきか 知識と行動 

31日 414 山口 かなめ 
トップアスリートから学ぶコミュニケーションと思考 

～本番で 100%の力を発揮するために～ 

コミュニケー

ション 

1日 514 由井 哲治 江戸の水道事情について 技術 
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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。 

28日 108 
石田友美 

（ともっち） 

マインドフルネスとヨガで脳トレ 

未来を切り開く力を育てよう！ 
脳と自律神経 

29日 202 安齊 洋次郎 感染症の予防と治療、そして AMR 感染症 

29日 214 原田 長 スポーツによる怪我は起きてしまうものなのか？ 予防法・実技 

30日 308 内尾太一 尊厳」について語ろう 自己・他社理解 

30日 306 石川 桃 命を救うということ、脳を守るということ 救命・脳神経 

31日 412 
大西知子 

(おおにしともこ） 
原爆写真の真実 －きのこ雲の下でー 戦争・平和 

31日 415 遠見才希子 
自分と相手を大切にするって？～若者の性の現状

と産婦人科医としての課題～ 
性について 

31日 416 高田 悦子 
音楽でおしゃべりしよう 

～音楽療法のすすめ～ 
音楽療法 

1日 503 今井 伸 真剣に真面目にセックスについて考える 
知識とコミュ

ニケーション 

1日 509 

高橋真義（桜美林大

学名誉教授） 

米田敬子（文教大学

生活科学研究所） 

笑顔×丹田×プラス発想＝コミュニケーション力

アップ 

－「自己表現・評価トレーニング」を体感する－ 

コミュニケー

ション向上 

1日 515 
戸塚 護 

（とつか まもる） 
食べ物と健康 〜免疫・アレルギーのお話〜 食と健康 

 

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。 

28日 111 木村剛 
会社の矛盾を考える：「アルバイト募集 高校生時

給 1000 円、大学生時給 1150 円」ってどう思う？ 
仕事 

28日 113 宗岡 聡 あなたの知らない創薬の世界 
創薬研究、 

進路選択 

28日 115 

安彦 広斉 

(あびこ こう

せい) 

新学習指導要領におけるグローバル人材像 

～ 22 世紀まで生きる子供たちに必要な力とは ～ 
教育と背景 

29日 203 竹内 彩乃 再生可能エネルギーを担う人づくり 人材育成 

29日 204 霜田翔平 
大学生と話そう！〜自分らしい大学生生活とは？

〜 

大学生活 海外

経験 

29日 205 根本晋吾 美容師の可能性 日本人の強み 

29日 208 山本 威一郎 理科系を出た異色の成功者 
学生時代に必要

な学び 
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29日 213 岡 崇嗣 世界の畜産の現場で起こっていること 畜産とキャリア 

30日 301 三谷宏治 経営コンサルタント入門講座（カテゴリー4） ビジネス 

30日 305 和田 英治 
アメリカの大学でスポーツ科学を学ぶ 

～その後のキャリア～ 

スポーツ 

キャリア 

30日 313 齋藤慎一 
みんなで考える無人島の開拓計画 

（ついでにテレビ番組の作り方も） 
テレビの世界 

30日 315 

石田 瑞季、 

齊藤 匠、福原

ガブリエル美智

子、森川 瑠水、 

小川 紗慧 

トビタテで“好きなことリューガク” 留学 

31日 402 三谷宏治 未来に役立つ子育て・自分育て講座 育児 教育 

1日 501 鈴木彩花 高校生からの国際協力 ボランティア 

1日 507 伊藤健志 世界地図を拡げて、未来を選ぼう 海外進学 仕事 

1日 510 宮島 徹雄 企業で働くことと、起業すること。 働き方 

1日 511 牧村朝子 書く仕事がしたい！海外取材経験談 仕事・経験 

1日 512 永井貴博 
中高生と、色々あったけど今が一番楽しい 

大人との対話の会 
生き方 

 

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。 

28日 105 伊関峰生 「役に立つ研究、役に立たない研究」 研究 

28日 206 正田亜八香 宇宙の音を聞いてみよう 重力波天文学 

29日 207 泉 賢太郎 糞化石から見えてくる古生物の生活 生痕化石 

30日 303 藤本 憲次郎 光触媒の機能はなぜ発現するのか 
結晶学 

バンド構造 

30日 306 井手口拓郎 光技術による異分野融合研究 異分野融合研究 

30日 311 若松 英 基礎研究の医学への貢献〜免疫学編 歴史と最新研究 

31日 403 
釜道 紀浩 （カマ

ミチ ノリヒロ） 

メカトロニクス技術と生物模倣ロボット  

～ミミズ型移動ロボットの運動制御～ 
技術 

31日 406 
伊藤 克亘（イトウ 

カツノブ） 

コンピュータ科学(情報科学)で一番大切なこと

――音の処理を題材に 

コンピュータ科

学の基礎 

1日 513 木口 悠也 
ヒトの新たな臓器「マイクロバイオーム」はど

んな方法で研究されているのか 
最先端医療 
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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 

28日 102 Paul Snowden 
The man who wrote the first English/English 

study dictionary / 最初の英･英学習辞典を作った人 
英語 

29日 
210 

小林剛士 
謎解きみたいな 

言語学オリンピックの問題を解いてみよう！ 
外国語謎トレ 

30日 

304 

ジェイソン  

サマービル 

スマートフォンを使った 

英語を使った生徒のやりとり 

英語アプリで

コミュニケー

ション 

30日 314 斎藤裕紀恵 グローバル社会で必要な力、英語力とは？ 英語力 

 

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。 

 

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。 
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「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 28 日       

10 月 29 日       

10 月 30 日       

10 月 31 日       

11 月 1 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 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。   

 

 

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。 
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(ア) 順天学園ホームページのトップページに「Global Week 2019」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。 

 

そのページにある 

「Global Week2019 エントリーフォーム生徒用」と書いたバナーをクリックして下さい。 

 

あるいは下の QR コード(裏表紙にもあります。)を使って直接アクセスしてください。 

 

(イ) 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(ガイダンスで提示します)  

 

(ウ) 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。０．で入力したメ

ールアドレスに、確認のメールが送信されます。自分の登録内容を再確認してください。 

 

 

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 希望のトピックに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。 
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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

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 28 日 103 Malcom H Field  

10 月 29 日 210 秋葉 秀尚 ○ 

10 月 30 日 307 三谷 宏治  

10 月 31 日 457 永松 真衣  

11 月 1 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 10 月 29 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

３ 
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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 Week2019」というバナーをクリックして

ください。 
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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。 

学校の外部から多数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。2018年度も、1トピックの平均参加者数を 30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。2018 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。2018 年度も参加者数が 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、話題につ
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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 年度からは本校現役生徒や、卒業生のグループが、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 4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 7 パーセントいます。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。7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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