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0．はじめに 

2020 年は 11 月 10、12、13 日、2021 年 2月 19、20日の 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。今年度はウイルス感染に配慮し、“密”を避け、二部にわけるとともに、一部をオンラインで実

施します。様々な方々の協力のおかげで今年もたくさんのトピックを用意することができました。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。 

〇実施時期を二つに分割しました。前半は 2020 年 11 月 10 日（火）、12 日（木）、13 日（金）の 3 日間、

後半は 2021 年 2 月 19 日（金）、20 日（土）の 2 日間です。 

〇実施時期分割に伴って、必修参加の条件が変わりました。 

 高等部 1・2 年：11 月実施分から少なくとも 1 日。全体で 2 日が必修。11 月に 2 日以上参加した生徒

は 2 月の参加は自由です。 

 中等部 3 年：全体の中から 1 日が必修。11 月に参加しなかった生徒は 2 月の 2 日間から少なくとも 1

日が必修になります。 

〇一部をオンラインでの実施とします。詳細については、Google Classroom で後程告知します。 

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後半に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。 

〇実施時間を一部変更しました。 

11 月実施分は昨年通り 15 時～16 時 30 分です。2 月実施分は 10 時 30 分～12 時です。 

 

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 2018 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

機会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

このガイドブックの原稿締め切り後の追加・変更は Globa Week2020の Google Classroom で 

お知らせします。高等部、中学 3年生、教職員で申込みフォームが分かれるので、各自対象のフォーム

をよく読み、間違えないよう申込みを行って下さい。 
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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：〇高等部 1 年 2 年全員、専任教員 

  （11 月実施の 3 日間のうち 1 日、全体を通して最低 2 日が必修です。） 

 〇中等部 3 年全員 

（全体を通して最低 1 日が必修です。11 月に参加しなかった生徒は 2 月実施の 2 日間

から少なくとも 1 日が必修になります。） 

〇意欲のある人は、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：2020 年 11 月 10 日(日)、12 日(木)、13 日(金)、2021 年 2月 19日(金)、20日(土)の 5 日。 

 

Ｄ実施時間帯場所： 

2020年 11月 10日(火)、12日(木)、13日(金)  15時 ～16時 30分、 

2021年 2月 19日(金)、20日(土)        10時 30分～12時 

 順天中学・高等学校各教室、または、Meet, Zoom 等のオンライン 

 

時間割：11 月実施分 

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 
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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 

このガイドブックに、トピックの選択と登録方法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 

10 月 2 日（金）中等部 3 年ガイダンス 

10 月 3 日（土）高等部ガイダンス・ガイドブック配布 

10 月 3 日（土）～10 月 7 日（水）生徒・教職員申し込み期間（11 月開催分） 

10 月 17 日（土）11 月実施分 生徒参加者確定・事前課題出題最終日 

10 月 24 日（土）～11 月 3 日（火・祝）保護者申し込み期間（11 月開催分） 

（11 月 2 日（月）、3 日（火・祝）オンライン北斗祭－学校祭） 

11 月 10 日（火）～13 日（金） Global Week 前半 

11 月 17 日（火）前半 参加・振り返りフォーム〆切 

 

2021 年 1 月 8 日（金）話題提供者登録フォーム（2 月開催分）〆切 

1 月 16 日（土）生徒ガイダンス 

1 月 16 日（土）～1 月 20 日（水）生徒・教職員申し込み期間（2 月開催分） 

1 月 30 日（土）生徒参加者確定・事前課題出題最終日 

2 月  6 日（土）～2 月 12 日（金） 保護者申し込み期間（2 月開催分） 

2 月 19 日（金）探究報告会【生徒発表】 

2 月 19 日（金）20 日（土）Global Week 後半 

  2 月 24 日（水）後半 参加・振り返りフォーム〆切 

I 参加方法と出席確認 

Global Week 開始直前に、プログラムを配布します。(それ以降、プログラムは Google Classroom で

も見られます。) 各トピックの実施教室またはオンライン実施方法が掲載されています。トピック開始

時間(15 時)には実施教室またはオンライン上で参加準備が完了す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。出席確認・振り返りの Google Form に入力を

終えて、参加が完了になります。                         もくじへ ↺ 
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２．トピック選択と登録方法 
 

１．オンラインガイドブック(完全版)を見る。 

 中等部３年生用、高等部生徒用、教職員用 の３つの Global Week専用 Classroomがあります。G-mail

に参加する Classroomの招待が届いていますから、承認して Classroomに参加してください。 

 Classroomには、このガイドブックの完全版がアップされています。ガイドブック完全版はリンク付き

の pdf ファイルで、リンクをクリックすることで、書類の内部を移動できます。トピック一覧の他トピ

ックの内容や事前課題の詳細が掲載してあります。 

 

２．トピックの選択 

 「３．トピック一覧」を見て、興味のある題材を探します。ガイドブック完全版ではトピックの題名

をクリックするとトピック内容と事前課題を記述した詳細ページに飛びます。各所に「戻る」ボタンが

あるので活用して下さい。題を見ても傾向がわからない場合は、「５．トピックを選ぶために」の章で、

分野傾向ごとにトピックを分類しています。参考にしてください。 

 それぞれの実施日には、１つのトピックだけしか参加できません。それぞれの日で、一番参加したい

トピックを選んでください。 

 

 下書き用(その日に一番参加したいトピックをメモする) 

実施日 トピックコード 話 題 提 供 者 名 第１希望に○ 

1１月１０日(火)       

１１月１２日(木)       

１１月１３日(金)       

２月１９日(金)       

２月２０日(土)       

 

３．Google Formに入力する。 

 Google Classroom の課題にトピック登録のための Google Form へのリンクがあります。１０月７日

(水)までに、入力をして登録を終えてください。Google Formの最初に、入力方法の解説があります。よ

く読んで間違いのないように入力してください。入力した Formのコピーがメールで送られてきますから、

必ず保存していつでも見られるようにしてください。(どのトピックに申し込んだか忘れてしまう生徒が

毎年複数人います。)                             もくじへ ↺ 
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3．トピック一覧 

※開催形式はトピックコードの色分けを確認して下さい。 

コード 話題提供者名 所属組織 役職 トピックの題名 

100 オンライン決定 

200 対面決定（オンラインでは行えない） 

300 両方の可能性あり（決定次第色を変えます。定期的にチェックしてください） 

題名から、詳細情報にリンクしています。 

2 月実施分はこれからも追加があります。1 月 16 日（土）に改めてガイダンスを行います。 

１１月１０日(火)1５:00～16:30 実施 (トピック情報 10～16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 重松 尚 
東京大学大学院総合文化

研究科 
助教 

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」 

103 泉 賢太郎 
千葉大学教育学部 

理科教育講座 
助教 地質時代「チバニアン」について 

104 米田敬子 一般社団法人大学自慢 理事 

笑顔、プラス発想、ほめるのコミュニケ

ーションスキルを磨こう  －「自己表

現・評価トレーニング」を体感しよう－ 

105 丸山 健夫 武庫川女子大学 

教授・情報

教育研究 

センター長 

福田理軒のスゴイところー研究に役立つ

五つの秘策 

106 斎藤 裕紀恵 
中央大学 

（国際情報学部） 
准教授 

ニューノーマル時代のグローバル人材に

必要とされる力と英語力 

107 岡田 幸浩 株式会社 JTB 社員 
SDGs と JTB が提供するプログラムのご

紹介 

108 長屋 真季子 

昭和女子大学 

グローバルビジネス学部    

ビジネスデザイン学科 

専任講師 SDGs と経済社会の関わりについて 

109 若原 徹 法政大学 教授 
深層ニューラルネットワーク入門  

－AI をささえるもの－ 

110 
Liubov 

Tupikina 

Centre of Research and 

Interdisciplinarity, Paris, 

Lecturers without borders 

www.scied.network 

researcher 
How to use mathematics for biology and 

physical experiments? 
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111 眞嶋 麻子 日本大学国際関係学部 助教 
「豊かな社会」にとって大切なこととは？ 

―ワークショップで考えよう 

113 須藤 大介 
麗澤大学 国際協力団体

Plas＋ 
大学 3 年生 学生にもできる国際協力 

114 尾近 裕明 順天教員 英語科 中高生と大人の対話の会 

115 西村 もも子 
東京女子大学 国際社会

学科 国際関係専攻 
講師 国家と国際協力ー感染症対策の観点から 

116 湯本 潤司 東京大学理学系研究科 教授 量子ってなんだ 

117 山岸 典子 
立命館大学 

グローバル教養学部 
教授 

リベラル・アーツで自ら考え、 

生きる力をつける 

118 大河内 博 
早稲田大学 創造理 

工学部 環境資源工学科 
教授 

環境化学への誘い：地球表層を循環する

プラスチック問題を考えよう 

１１月１２日(木) 15:00～16:30 実施 (トピック情報 17～24 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 三谷 宏治 
KIT 虎ノ門 

大学院 
教授 ビジネス・経営学入門講座 

202 相場 博明 
慶應義塾 

幼稚舎 
教諭 新種のゾウ化石の発見物語 

203 咲川 孝 
中央大学  

国際経営学部 
教授 

国際化（グローバリゼーション）と 

多国籍企業 

204 田昌禾 
日本大学 

危機管理学部 
准教授 教育の未来 

205 清 和成 北里大学 教授 
世界の水を巡る問題を考えよう〜SDGs 

（持続可能な開発目標）の視点から〜 

206 氷川 英正 

東邦大学 

薬学部 薬品 

製造学教室 

准教授 
新しいクスリはどのように創られるのか 

（創薬化学について） 

207 米田敬子 
一般社団法人大

学自慢 
理事 

笑顔、プラス発想、ほめるのコミュニケーシ

ョンスキルを磨こう  －「自己表現・評価

トレーニング」を体感しよう－ 

208 

Mark 

McConaghy  

莫加南 

國立中山大學中

文系,  

高雄，台灣 

助理教授 Taiwanese Pluralism in the Modern World 

209 吉山 友二 
北里大学  

薬学部 
教授 

薬学部で学べること： 

医療現場で活躍する薬剤師 【生徒企画】 
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210 山本 威一郎 

日本科学技術 

ジャーナリスト 

会議 

理事 
学生時代に何を学び、何をしておくべきか～

単位を取るだけではない～ 

211 戸塚 護 

日本獣医 

生 命 科 学 大 学 

応用生命科学部 

教授 
食品による免疫・炎症反応の制御 〜食品で

「免疫力」は高められるのか？〜 

212 中内 政貴 上智大学 
総合グローバル学

部准教授 
米大統領選後の国際安全保障と米欧関係 

213 

小川紗慧 /大

橋歩乃果/ 

永田唯菜 /竹

内歓 /白瀬遼

人/平川創詩 

順天高校・ 

カンボジア教育

支援 

高校 2 年生 

【生徒企画】 

踏み出す一歩を体験しよう！ 

～カンボジアの子供たちへ～  

214 Michele Joel 
Kyorin 

University 

Lecturer and 

English Program 

Coordinator for 

the Department of 

Social Sciences 

Getting the most out of Study Abroad 

215 出光 直樹 横浜市立大学 
アドミッション課

専門職・学務准教授 

混迷する日本の大学入試改革を乗り越える 

世界比較と当事者（高校生）の視点から 

216 大久保 文哉 日本薬科大学 准教授 人工知能の限界と計算理論 

217 小寺 裕 
元東大寺学園中

学校・高等学校 
教員 和算を楽しもう 

 

１１月１３日(金) 15:00～16:30 実施 (トピック情報 24～31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 太田 祥歌 
認定 NPO 法人日本

ハビタット協会 

プロジェクト

マネージャー 

「ラオスの大学生による 

環境に配慮したまちづくり」 

302 野島 高彦 北里大学 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 

303 安東 正樹 東京大学 准教授 重力波でさぐる宇宙 

304 伊藤 元重 
学習院大学  

国際社会科学部 
教授 「コロナと世界経済」 

306 吉田 紗都 
信州大学教育学部 

現代教育コース 

大学 4 年生

（教員志望） 
国際協力のために今からできること 
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307 渡辺 孝蔵 学校法人 順天学園 理事長 「暦の研究」－福田理軒の足跡－ 

308 
Eugenia 

Covernton 

Lecturers Without 

Borders 

Scientific 

Coordinator 
Engaging oral presentations 

309 岡松 暁子 法政大学 教授 「核兵器のない平和」と「核兵器による平和」 

310 大平 雅大 株式会社ウィンパル 代表取締役 
鳥人間を意識した 

空間移動における力学的応用 

311 森川 雅博 お茶の水女子大学 教員 
【保護者企画】 地球について  

―今学習している数学を使ってみよう 

312 若松 英 東京医科大学 講師 免疫細胞の活躍する「場」 

313 飯島 淳一 

東京理科大学経営学

部国際デザイン経営

学科 

教授 ビジネスダイナミクス入門 

314 栗原 大河 
日本薬科大学 生命

科学薬学分野 
助教 

CRISPR/Cas9 システムを用いた 

遺伝子ノックイン技術 

315 和田 重雄 日本薬科大学 教授 
畜産・養殖での抗生物質利用がもたらす 

人体・環境への影響 その 1 

316 大西 知子 小学校教諭、 平和学習講師 
世紀の原爆写真は語る 

ーなみだのファインダー 

317 越智 萌 
立命館大学 

（国際関係学部） 
准教授 

国際刑事司法入門 

～大統領も処罰できる国際的な仕組み～ 

 318 内田 綾香 埼玉大学大学院 2 年生 
途上国って何だろう？ 

―エジプトの学校から考える― 

２月１９日(金) 1０：３0～1２:０0実施 (トピック情報 31～32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 安彦 広斉 文部科学省 

初等中等教育局 

視学官（兼）高等 

学校改革推進室長 

グローバル化と教育 

402 松尾 和廣 
東邦大学・薬学部・臨床

薬学研究室 
准教授 

薬物療法の個別化（患者さん 1 人 

1 人に最適な薬物治療を目指して） 

403 山本 威一郎 
日本科学技 

ジャーナリスト会議 
理事 科学技術は人類にとって善か悪か 

404 三浦 秀之 杏林大学総合政策学部 准教授 米中貿易戦争の背景と日本の対応 

405 土屋 隆裕 
横浜市立大学データサ

イエンス学部 
教授 アンケート調査の方法 



10 

 

２月２０日(土) 1０：３0～1２:０0実施 (トピック情報 33～34 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 山﨑 真帆 医療創生大学 非常勤講師 

災害と市民社会：NGO・NPO・ 

災害ボランティアは災害時に 

どのような活動をするのか？ 

502 岡田 直子 日本薬科大学 薬学部 助教 アレルギーが起こるしくみとその防ぎかた 

503 和田 重雄 日本薬科大学 教授 
畜産・養殖での抗生物質利用がもたらす 

人体・環境への影響 その 2 

504 正田 亜八香 株式会社 XTIA 会社員 重力波天文学の夜明けと未来 

                                       もくじへ ↺ 

４．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 1１月１０日(火) 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 11 月 10 日(火) 

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 人工物で六角形のものを 5個見つけてその理由を考えておく。 

ネット検索に頼らないこと 

        １トピックを選ぶために ↺ 3.トピックを選ぶために ↺ リストへ戻る ↺ 

トピックコード 102  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 東京大学大学院総合文化研究科 

所属部署、役職 助教 

話題提供者 重松 尚 

実施日 11 月 10 日(火) 
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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、ジェノサイドの要因はほかにもあるのでしょうか。 

 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 ジェノサイドにあたると思われる事例を 3 つほど調べておく。 

                  トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 

トピックコード 103 地質時代「チバニアン」について 

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 助教 

話題提供者  泉 賢太郎 

実施日 11 月 10 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

2020 年 1 月に、地質時代「チバニアン」が国際機関によって正式に承認されました。

チバニアンとは、「千葉の時代」という意味で、日本の地名に由来する地質時代が誕生

したのは史上初の出来事です。そこで講演では、地質時代チバニアンの誕生の経緯や、

その地質学的な意義などについて、お話ししたいと考えています。 

事前課題 ・地質時代について、これまでの既習事項を復習・整理してきてください。 

・示準化石や示相化石について、これまでの既習事項を復習・整理してきてください。 

・今年新たに誕生した地質時代「チバニアン」について、知っていることがあれば 

整理してきてください。 

トピックを選ぶために ↺    リストへ戻る ↺ 

トピックコード 104  笑顔、プラス発想、ほめるコミュニケーションスキル

を磨こう －「自己表現・評価トレーニング」を体感しよう－ 

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  米田敬子 

実施日 11 月 10 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

グループメンバーは４人、全員が順番に発表、評価、振り返りを時間を管理しながら

おこないます。２分間の発表時間は、自信たっぷり堂々とワクワク感を伝えます。 

２分間の評価時間はプラス発想で発表者のいいところを書きます。３分間の振り返り
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は全員で、発表者を心からほめます。全員の笑顔が輝き、初対面でも友だちになり、

こころとからだがあったかくなる体感ができます。（トピックコード 207 と同じ内容

です。） 

事前課題 2 分間発表の原稿を 2 週間前に作成し、周囲の人に聞いてもらい、推敲していただき

ます。 

                4.トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 

トピックコード 105 福田理軒のスゴイところー研究に役立つ五つの秘策 

所属機関名 武庫川女子大学 

所属部署、役職 教授・情報教育研究センター長 

話題提供者  丸山 健夫 

実施日 11 月 10 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

福田理軒はいうまでもなく、順天学園の創始者です。彼は、黒船をやっつける方法を

測量学で示し、日本初の西洋数学紹介本を書き、明治の暦づくりに携わり、順天学園

という先進的な学園をつくりあげました。彼の人生において、私たちが研究を進める

上で参考にしたい大切なことがいくつかあります。福田理軒の一生を振り返りながら、

私たちの研究や人生に役立つエッセンスを明らかにしたいと思います。 

事前課題 順天学園発行「ビジュアル福田理軒」の冊子か PDF を読んでおくことが事前課題とな

ります。つぎの URL は、こちらで作成したものですが、これを使うか冊子の PDF を

なんらかの方法で参加の生徒にいきわたるといいです。これが「教科書」となります。

もちろん、参加者にそちらにある冊子を配ってもらうのがいいようにも思います。 

https://drive.google.com/file/d/16ZG9tm_tHjwGcMTUcxmTiE2fL4gm509n/view?usp

=sharing 

トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

トピックコード 106  ニューノーマル時代のグローバル人材に 

必要とされる力と英語力 

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 11 月 10 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容   

コロナ禍では海外渡航が難しくなりましたが、逆にオンラインでは海外と容易に繋が

る可能性が広がっています。2020年度前期に中央大学国際情報学部の学生とカナダのマ

ギル大学で日本語を学ぶ学生の間でオンライン交流を始めました。このプロジェクトは

ZOOMでの招待、当日の交流会の企画や進行、終了後のアンケート回収、アンケ―ト結果

の次の交流会への反映等、PDCAサイクルを取り入れ、学生が主体となり進めています。
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学部から２人の学生もパネラーとして参加して、活動の様子や、オンラインで国際交流

を始める際の Tipsについて共有してもらいます。最後にこれからの時代の新しい時代に

必要とされる力と英語力について一緒に考えていきたいと思います。 

事前課題 10 月 17 日までに出題 

8. .トピックを選ぶために ↺  9.トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

トピックコード 107  SDGs と JTB が提供するプログラムのご紹介 

所属機関名 株式会社 JTB 

所属部署、役職 社員 

話題提供者  岡田 幸浩 

実施日 11 月 10 日(火) 

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   

SDGs の概論とワーク、弊社 7~8 月に開催する Global Link Singapore と 

Global Link Queensland の概要説明、その他 JTB が取り組む SDGs 事業 

事前課題 ① 分の身の回りの SDGs に関わると思う事象 

② 自分が取り組んでいる SDGs 

③ 将来の進路について(大学・職業等) 

2. トピックを選ぶために ↺  3. トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 

トピックコード 108   SDGs と経済社会の関わりについて 

所属機関名 昭和女子大学  

所属部署、役職 グローバルビジネス学部 ビジネスデザイン学科 専任講師 

話題提供者  長屋 真季子 

実施日 11 月 10 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容   

SDGs は企業にとっても重要な課題になっています。「SDGs って何？」を出発点に、

今企業がなぜ SDGs に取り組む必要があるのか、皆さんが知っている身近な企業を例

に取り挙げながら、経済社会と SDGs の関係を考えてみましょう。 

事前課題 あらかじめ調べておくべきキーワード：SDGs、 

見ておくべきサイト：SDGs を行っている企業の HP（どんな企業が SDGs を行って

いるか、自分で探してみよう。） 

自分の意見：自分事として、SDGs に対して、どのような取り組みが自分にはできる

か考えておこう。 

トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 

トピックコード 109 深層ニューラルネットワーク入門－AI をささえるもの－ 

所属機関名 法政大学 

所属部署、役職 教授 
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話題提供者  若原 徹 

実施日 11 月 10 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

現代の AI をささえる中核技術である深層ニューラルネットワークについて紹介す

る。特に，1960 年代から研究の積み重ねがあり，その中から最終的に極めて単純な構

造モデルに到達し，驚くべき性能を発揮した経緯を述べる。また，インターネットを介

した最新研究の拡がりを紹介する。 

事前課題 [1] あらかじめ調べておくべきキーワード： 

ニューラルネットワーク，パターン認識，TensorFlow，GitHub 

[2] 次の話題について自分の意見をまとめる： 

・人類の将来を見据えて、AI で実現出来たらよいことと出来ない方がよいことは何か 

トピックを選ぶために ↺    リストへ戻る ↺ 

トピックコード 110  How to use mathematics for biology and  

physical experiments? 

所属機関名 Centre of Research and Interdisciplinarity, Paris  

所属部署、役職 Lecturers without borders www.scied.network  researcher 

話題提供者  Liubov Tupikina 

実施日 11月 10日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

 In the lecture I will talk about some research from mathematics and physics. 

Material will touch random walks where we will talk about applications to studying 

ants. Then we will talk about computer science applications 

 https://sites.google.com/view/liubovkmatematike/ 

事前課題 － 

6. トピックを選ぶために ↺   8．トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 

トピックコード 111  「豊かな社会」にとって大切なこととは？ 

―ワークショップで考えよう 

所属機関名 日本大学 

所属部署、役職 国際関係学部 助教 

話題提供者  眞嶋 麻子 

実施日 11月 10日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

みなさんが考える「豊かな社会」とはどんな社会でしょうか。自分の生活がよりよくな

るということはどういうことなのか、また、社会が豊かになるとはどういうことなのか

について、自分の考えを整理するとともに、人によってその考え方に違いがあることを、

ワークショップをとおして体感しましょう。新型感染症で不安も広がるいま、みなさん

やみなさんが生きている社会にとって、何が大切なことなのかを考える機会としたいと

http://www.scied.network/
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思います。 ワークショップでは、ワークシートを使って自分の考えを整理したり、他

の参加者と話し合いをしたりする予定です。 

事前課題 本ユニセフ協会のホームページ（https://www.unicef.or.jp/index.html）などを参考に、

日本や世界の子どもたちを取り巻く問題について調べてみてください。 

例）子どもの貧困状況、教育への参加度、児童労働、子ども兵士、 

男女の性差に関連する問題など 

1. トピックを選ぶために ↺  9. トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 113 学生にもできる国際協力 

所属機関名 麗澤大学 国際協力団体 Plas＋ 

所属部署、役職 大学 3 年生 

話題提供者  須藤 大介 

実施日 11 月 10 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

私たちの活動拠点であるカンボジアを例に挙げ、そこでの現状・課題を参加者に提示

し、私たち学生・参加してくれる生徒さん方にもできる国際協力とは何かを一緒に考

えて行きたいと考えております。その上で私たち Plas＋が実際に行っている活動にも

興味を持って頂けたら幸いです。 

事前課題 カンボジアをメイントピックにする予定なので、カンボジアの基礎情報を事前に調べ

ておいて頂けるとありがたいです。 

２. トピックを選ぶために ↺  ５．トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 114 中高生と大人の対話の会 

所属機関名 順天 

所属部署、役職 英語科 教員 

話題提供者  尾近 裕明 

実施日 11 月 10 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

「モチベーショングラフ」を使用し、人生について話すワークショップです。過去の

「コケた」話など、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。色んな人生や幸せの形が見つかるかもしれません。 

(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」を、 

①印刷し、記入して持参するか、 
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②パワーポイントで作成し、そのデータが入ったパソコンを持参してください。 

※当日グループのメンバーに見せることになります。 

 

◎PDF ファイル形式(手書き用) 

https://juntengakuen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kyoin53a_juntengakuen_onmicr

osoft_com/EcZseZbP0-FCoxEti7_j9c8Bx7ew1HH9qXTy6FSAoV7_1g?e=QRJi0G 

◎パワーポイントファイル形式 

https://juntengakuen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kyoin53a_juntengakuen_onmicr

osoft_com/ET5DFC6mFsVHnzCYQAx-O-wBmanRQtdu2gUNeCu7uC2rWA?e=YYGb8

K 

◎記入例(1 枚目のデータが大人の例、2 枚目のデータが生徒の例です) 

https://juntengakuen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kyoin53a_juntengakuen_onmicr

osoft_com/EZkLe3nYwIhBrg5h_1ndks0Bzjw6pnwNFxlM6poCxIjcUg?e=wrGogh 

トピックを選ぶために ↺    リストへ戻る ↺ 

トピックコード 115 国家と国際協力ー感染症対策の観点から 

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 講師 

話題提供者  西村 もも子 

実施日 11 月 10 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

新型コロナウィルスの予防ワクチンを世界各国に公平に供給するための試みが進めら

れている一方で、自国分を囲い込もうとする「ワクチン国家主義」が広がっています。

この講義では、感染症をめぐる国際協力という観点から、国家主権という問題を考え

ます。 

事前課題 以下のキーワードについて、簡単に調べておいてください。 

・国家主権        ・WHO（世界保健機関） 

・COVAX ファシリティ  ・特許 

1. トピックを選ぶために ↺   9. トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

トピックコード 116 量子ってなんだ 

所属機関名 東京大学  

所属部署、役職 理学系研究科 教授 

話題提供者  湯本 潤司 

実施日 11 月 10 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

量子コンピュータ、量子暗号、量子中継など、量子のついた言葉をよく聞くようにな

りましたが、量子は、直観では非常に分りにくい世界の話です。その不思議な世界を

紹介し、また、その不思議さを利用した新しい技術を、思考実験をしながら考えまし

ょう。 

https://juntengakuen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kyoin53a_juntengakuen_onmicrosoft_com/EcZseZbP0-FCoxEti7_j9c8Bx7ew1HH9qXTy6FSAoV7_1g?e=QRJi0G
https://juntengakuen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kyoin53a_juntengakuen_onmicrosoft_com/EcZseZbP0-FCoxEti7_j9c8Bx7ew1HH9qXTy6FSAoV7_1g?e=QRJi0G
https://juntengakuen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kyoin53a_juntengakuen_onmicrosoft_com/ET5DFC6mFsVHnzCYQAx-O-wBmanRQtdu2gUNeCu7uC2rWA?e=YYGb8K
https://juntengakuen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kyoin53a_juntengakuen_onmicrosoft_com/ET5DFC6mFsVHnzCYQAx-O-wBmanRQtdu2gUNeCu7uC2rWA?e=YYGb8K
https://juntengakuen-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kyoin53a_juntengakuen_onmicrosoft_com/ET5DFC6mFsVHnzCYQAx-O-wBmanRQtdu2gUNeCu7uC2rWA?e=YYGb8K
https://juntengakuen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kyoin53a_juntengakuen_onmicrosoft_com/EZkLe3nYwIhBrg5h_1ndks0Bzjw6pnwNFxlM6poCxIjcUg?e=wrGogh
https://juntengakuen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kyoin53a_juntengakuen_onmicrosoft_com/EZkLe3nYwIhBrg5h_1ndks0Bzjw6pnwNFxlM6poCxIjcUg?e=wrGogh
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事前課題 光、音など、”波”の基本的なイメージ（例えば、波の振幅は、三角関数であらわされ、

時間とともに進んでいく）を、事前に理解もらえれば十分である。 

トピックを選ぶために ↺    リストへ戻る ↺ 

トピックコード 117 リベラル・アーツで自ら考え、生きる力をつける 

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  山岸 典子 

実施日 11 月 10 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

このワークショップでは、グローバル教養学部(リベラル・アーツ)での授業の様子を紹

介します。授業は、ものごとを多面的に考える力、人として正しい生き方を考える力、

自ら考え行動し、これからの社会を創っていく人を育てること目的として展開されま

す。このワークショップではその一部を体験していただきます。 

事前課題 事前課題はありませんが、立命館大学グローバル教養学部の HP をみておいて 

いただければと思います。 

リストへ戻る ↺ 

トピックコード 118  環境化学への誘い：地球表層を循環する 

プラスチック問題を考えよう 

所属機関名 早稲田大学  

所属部署、役職 創造理工学部 環境資源工学科 教授 

話題提供者  大河内 博 

実施日 11 月 10 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

プラスチックゴミ削減策として７月１日にレジ袋が有料化されました。しかし，新型

コロナウイルス感染拡大防止に伴うステイホームにより，テイクアウトが増えてプラ

スチックゴミは急増しました。また，プラスチック製使いすて不織布マスクが不適切

に廃棄されています。これらのプラスチックゴミは河川を通じて海洋に流れていき，

海洋ブラスチックが問題になっています．これまで海洋がプラスチックゴミの終着点

と考えられていましたが，海洋で微細化されたマイクロプラスチックが大気中に巻き

上げられ，陸上に年間 14 万トンも運ばれていることが分かってきました。陸上でも大

気中にマイクロプラスチックが巻き上げられています。マイクロプラスチックが上空

に運ばれると風が強いので，地球規模汚染を引き起こします。私達の研究室では，大

気中に浮遊するマイクロプラスチックを日本国内ではじめて明らかにしました。新宿

の都市大気はもちろんのこと，日本最高峰の富士山頂や，熱帯のカンボジアでもマイ

クロプラスチックは空気中を浮遊しています。空気を通じて，私たちはどれくらいマ

イクロプラスチックを吸ってしまっているでしょうか。マイクロプラスチックを吸っ
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てしまうと，身体にどんな影響があるのでしょうか。さらに，大気中に浮遊するマイ

クロプラスチックは環境にどんな影響を与えるのでしょうか。 

 本講義では，環境化学とはどのような学問分野であるのかを紹介し，海洋プラスチ

ックの現状を踏まえて，新たな PM2.5 問題でもある大気中マイクロプラスチックにつ

いても解説します。プラスチックゴミ削減に向けてをどうしたらよいのか一緒に考え

てみましょう。 

模擬講義に係わる関連記事： 

https://yab.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/20200727.php 

事前課題 「推薦図書のどれでもよいので、自分で考えて２時間位勉強してください」 

模擬講義に係わる推薦図書：  

1. 磯辺 篤彦.  

海洋プラスチックごみ問題の真実: マイクロプラスチックの実態と未来予測 

2. 桑嶋 幹・木原 伸浩・工藤 保広  (著)， 

図解入門 よくわかる最新プラスチックの仕組みとはたらき[第3版] 

3. BIOCITY 2020 No.84 特集：富士山から持続可能な未来へ 

リストへ戻る ↺ 

第 2 日 1１月１２日(木) トピックコード 201～217 

トピックコード 201 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 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

この講座は将来、企業で働くことに興味のある人向けです。経営者でなくともビジネ

スを俯瞰する力が必要です。それが経営学。ビジネスを 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」解説し、その基礎を紙コップで学びます。 

事前課題 スターバックスの店を観察して 1 店舗の 1 日の収入と費用を推定する。 

ネット検索に頼らないこと 

トピックを選ぶために ↺     リストへ戻る ↺ 

トピックコード 202 新種のゾウ化石の発見物語 

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 11 月 12 日(木) 
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Lecture/ 

Workshop 

の内容 

私は、東京都八王子市から新種のゾウの化石を発見し、それを新種として証明しハチ

オウジゾウという名前をつけました。新種の化石は、だれにでも発見のチャンスはあ

ります。しかし、発見しただけではだめです。それをどのように研究すれば、新種と

して世間に認められるようになるのかを皆さんに紹介したいと思います。また、化石

のロマンや魅力についても紹介します。 

事前課題 化石とは何か、新種とは何かをネットなどで調べておいてください。 

トピックを選ぶために ↺     リストへ戻る ↺ 

トピックコード 203 国際化（グローバリゼーション）と多国籍企業 

所属機関名 中央大学  

所属部署、役職 国際経営学部 教授 

話題提供者  咲川 孝 

実施日 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

多国籍企業（multinational corporations or MNCs）とは、複数の国や地域において

活動をする企業のことを示唆する。最近は、多国籍企業よりは、グローバル企業（global 

companies）という言葉のほうがより多く用いられる。多国籍企業であれ、グローバル

企業であれ、社会、経済の国際化（globalization）とともに、このような国際組織に注

目が集まるようになった。それは、企業の国際化にともなう活動、その活動を実施す

る多国籍企業そのものが、市場、生産、経営、文化の国際化という現象をもたらして

いるからである。今日、日本の国内市場の停滞と新興市場の台頭、技術の進展、国際

供給網の構築などにより、企業活動の範囲は国境を越えさらに広がり、企業はより一

層、多国籍化、国際化している。本講義では多国籍企業、および多国籍企業の経営に

ついての概要を提示する。 

事前課題 国際化、日本の多国籍企業、世界の多国籍企業 

トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 

トピックコード 204 教育の未来 

所属機関名 日本大学 

所属部署、役職 危機管理学部 准教授 

話題提供者  田昌禾 

実施日 11 月 12 日(木) 

Lecture/Workshopの内容 2020年、私たちは何の準備もなく、新しい世界を迎えました。 

2019年に戻って想像してみると、今、私たちが生きている 2020年は「いつ

か訪れる未来」であって「今年」ではありませんでした。 

いつかは来ると思っていた未来が、まさに「今」という時間になってしま

い、毎日戸惑っています。 アナログ世界から飛ばされてきた「私たち」

が、デジタルネイティブ (digital native) を教えなければなりません。
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デジタルネイティブ世代をアナログで教えるときは、隠すこともできた

様々な悩みを、デジタルで教えなければなりません。 

 私たちの教育の未来、一緒に考えてみませんか？

事前課題 － 

トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

トピックコード 205 世界の水を巡る問題を考えよう 

〜SDGs（持続可能な開発目標）の視点から〜 

所属機関名 北里大学 

所属部署、役職 教授 

話題提供者  清 和成 

実施日 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

今、世界では 17 項目の持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals : SDGs）

の達成に向けた取り組みがなされています。このうち、SDG 6 として「すべての人に

水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する」ことが掲げられています。日本

と世界の水の量や質に関する現状を理解し、目標達成に向けて私たちができることを

考えてみましょう。 

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（特

に「SDG 6」）」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。 

調べたことをもとに、考えたこと（疑問も含む）、自分たちにできることなどをまとめ

てみましょう。 

トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

トピックコード 206 新しいクスリはどのように創られるのか 

（創薬化学について） 

所属機関名 東邦大学薬学部  

所属部署、役職 薬品製造学教室 准教授 

話題提供者  氷川 英正 

実施日 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

主に、新薬創製における創薬化学について講義します。 

酵素と阻害剤（カプトプリル）の相互作用を説明し、新しい阻害剤をどの様にデザイ

ンするか話し合いたいと思います。また、薬理活性だけでなく、創薬に必要なこと（薬

物動態、毒性、物性など）についても話し合いたいと考えています。 

時間があれば、創薬と薬学部の関係の説明や医薬品の創製の実例を挙げたいです。 
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事前課題 キーワード：「創薬」 

化学の教科書：「酵素」「アミノ酸」「タンパク質」「有機化学」を確認。 

（まだ教えていないようでしたら簡単に） 

トピックを選ぶために ↺    リストへ戻る ↺ 

トピックコード 207 顔、プラス発想、ほめる コミュニケーションスキルを 

磨こう －「自己表現・評価トレーニング」を体感しよう－ 

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  米田敬子 

実施日 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

グループメンバーは４人、全員が順番に発表、評価、振り返りを時間を管理しなが

らおこないます。２分間の発表時間は、自信たっぷり堂々とワクワク感を伝えます。

２分間の評価時間はプラス発想で発表者のいいところを書きます。３分間の振り返

りは全員で、発表者を心からほめます。全員の笑顔が輝き、初対面でも友だちにな

り、こころとからだがあったかくなる体感ができます。（トピックコード 104 と同じ

内容です。） 

事前課題 2 分間発表の原稿を 2 週間前に作成し、周囲の人に聞いてもらい、推敲していただき

ます。 

4. トピックを選ぶために ↺   トピックを選ぶために ↺  トピックを選ぶために ↺  

                リストへ戻る ↺ 

トピックコード 208  Taiwanese Pluralism in the Modern World 

所属機関名 國立中山大學中文系, 高雄，台灣 

所属部署、役職 助理教授 

話題提供者  Mark McConaghy 莫加南 

実施日 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

This lecture will discuss the challenge the inherently plural nature of Taiwan's 

post-colonial society presents for cultural and social cohesion on the island, and 

how the island's intellectuals and political leaders have sought to reckon with this 

pluralism through a variety of different discourses, policies, and initiatives. If as a 

multiply colonized site at the edges of multiple empires, Taiwan is an inherently 

multi-ethnic, multi-linguistic space, finding some commonality amidst such 

diversity is a crucial task for educators on the island in the 21st century, if a 

genuinely cohesive social whole is to be built out of the island's many post-colonial 

fragments. 

file://Junten/閲覧/委員会/SGH委員会/028_Global%20Week/2020年度/ガイドBOOK/Global%20Weekガイドブック2020%20-%20実施要項改定済み.docx%23世界の成り立ち
file://Junten/閲覧/委員会/SGH委員会/028_Global%20Week/2020年度/ガイドBOOK/Global%20Weekガイドブック2020%20-%20実施要項改定済み.docx%23英語をはじめとする
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事前課題 I will provide a brief introductory article to the students a month or so before the 

lecture for them to read about Taiwan, it will not be long, only 10 pages or so. 

    1.トピックを選ぶために ↺ 8. トピックを選ぶために ↺ 9. トピックを選ぶために ↺   

リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 209 学部で学べること：医療現場で活躍する薬剤師【生徒企画】                            

所属機関名 北里大学  

所属部署、役職 薬学部 教授 

話題提供者  吉山 友二 

実施日 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

 薬学は命を守ります。高校生の皆さんは「くすり」という言葉を聞いたとき、どの

ような感じを受けるでしょうか。「くすり」は人類とともに歩み、研究開発にたずさわ

る人々の挑戦や努力、情熱に支えられ発展を続けています。＂薬学＂は、がん、エイ

ズ、痴呆など病に苦しむ人を救うために、こうした薬の開発はもとより、生命の本質

を探る基礎研究から臨床薬剤の業務など、かけがえのない命と健康を守るため、大切

な使命を果たしています。あなたもこのような＂病との戦い＂に加わってみませんか。 

事前課題 大学や学部の特徴を調べてみよう！（大学ホームページなどを参考に）②講義内容に

ついて、興味を持ったところや現時点で知っていること、疑問点などを書いてみよう！ 

5. トピックを選ぶために ↺   7. トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 210 学生時代に何を学び、何をしておくべきか 

～単位を取るだけではない～ 

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 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

学生時代は一番大切な時期であり、その後の人生を大きく左右させる。あの時、あの

人と、あの本がきっかけで人生が決まったという著名人、成功した人などの例を学び、

皆さんと討議したい。 

事前課題 ネットなどから、有名人、成功者などの自伝を調べておいてください。 

人生の分岐点とは何だったのかを学んでおいてください。 

トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 
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トピックコード 211  食品による免疫・炎症反応の制御  

〜食品で「免疫力」は高められるのか？〜 

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 教授 

話題提供者  戸塚 護 

実施日 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

 新型コロナウイルス感染症のパンデミックで免疫に対する関心が高まっています。

「免疫力」を高める食品に関する情報も蔓延しています。では、本当に食品で「免疫

力」は高められるのでしょうか。そもそも「免疫力」って何なのでしょうか。感染症

やがんから身を守る免疫系ですが、これが異常・過剰に働くとアレルギーや炎症性の

疾患の原因となります。これらを抑制する働きをもつ食品成分についても知識を深め

てもらいたいと思います。 

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）。 

・「ウイルス感染に対する免疫応答」のメカニズム 

・「I 型アレルギー（即時型過敏症）」のメカニズム 

・「プロバイオティクス」とは？     ・「慢性炎症」と健康長寿 

トピックを選ぶために ↺    リストへ戻る ↺ 

トピックコード 212 米大統領選後の国際安全保障と米欧関係 

所属機関名 上智大学 

所属部署、役職 総合グローバル学部准教授 

話題提供者  中内 政貴 

実施日 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop の内容 

米大統領選挙後の 4 年間、世界はどのような方向へ向かうのか。米中関係を中心に

国際安全保障の現状と課題について検討し、激変する米欧関係への影響を考える。 

事前課題 CNN.COM の記事"Cracks in the Trump-Europe Relationship are Turning into a 

Chasm"(https://edition.cnn.com/2020/07/04/europe/trump-europe-relationship-in

tl/index.html)を読んでおいてください。 

トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 

トピックコード 213 「踏み出す一歩を体験しよう！ 

~カンボジアの子供たちへ~   【生徒企画】 

所属機関名 順天高校・カンボジア教育支援 

所属部署、役職 高校 2 年生 
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話題提供者  小川 紗慧、大橋 歩乃果、永田 唯菜、竹内 歓、白瀬 遼人、平川 創詩 

実施日 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

まず初めに、カンボジア教育支援のグループがどのような活動を行っているのか、な

ぜその活動を行っているのか、その活動をすることでどのようなメリットが現地の小

学校にあるのかなどのプレゼンテーションを 5分から 10分でする。 

次に私たちのプレゼンに対してなどの質疑応答を行う。 

最後にグループに分かれ、実際に私たちと一緒にカンボジアの小学校におくる英語の

ポスターを作成してもらうワークショップを行う。     https://bit.ly/30qxqy1 

事前課題 － 

. トピックを選ぶために ↺   5. トピックを選ぶために ↺    リストへ戻る ↺ 

トピックコード 214   Getting the most out of Study Abroad 

所属機関名 Kyorin University 

所属部署、役職 Lecturer and English Program Coordinator for the Department of Social Sciences 

話題提供者  Michele Joel 

実施日 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

When studying abroad, students have a very limited amount of time to learn a lot. 

Preparing before you leave is the best way to maximize your time and get the most 

out of your experience. 

事前課題 Students should think about their reasons for studying abroad and what they hope 

to accomplish while studying abroad. Even students who do not study abroad need 

to know about interacting with people of different cultures because Japan is 

rapidly changing and it is very likely that students will interact with foreigners 

in their workplace. Students who have no definite plans to study abroad, but want 

to learn about interacting with people from different backgrounds are welcome 

to attend the session. 

5. トピックを選ぶために ↺   8. トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

トピックコード 215   混迷する日本の大学入試改革を乗り越える  

世界比較と当事者（高校生）の視点から 

所属機関名 横浜市立大学 

所属部署、役職 アドミッション課専門職・学務准教授 

話題提供者  出光 直樹 

実施日 11 月 12 日(木) 

https://bit.ly/30qxqy1
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Lecture/ 

Workshop 

の内容 

大学入学共通テストにおける英語４技能の民間試験の活用と記述式問題が、実施の

１年程前に見送られるなど、日本の大学入試を巡る問題は、コロナ禍にも翻弄されて

混迷し、その渦中に放り込まれている皆さんには、とても切実な問題と思います。高

校から大学への接続の基本的な構造を、世界的な比較の視点から整理するとともに、

当事者である高校生の皆さんの視点と課題意識から、目の前の混迷を乗り越えていく

手がかりを、考えてみたいと思います。 

事前課題 http://n-idemitsu.seesaa.net/article/471361993.html 

私が昨年 10 月に公開したブログ記事「これからの入試をデザインする大局観 ～“改

革”政策に惑わされないために～」に目を通しておいてください。また、自分だった

らどんな入試の形態や方法が良いか、自由にアイデアを考えてみてください。 

トピックを選ぶために ↺    リストへ戻る ↺ 

トピックコード 216  人工知能の限界と計算理論 

所属機関名 日本薬科大学 

所属部署、役職 准教授 

話題提供者  大久保 文哉 

実施日 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

近年、人工知能が人間の仕事の半分を奪うといった研究報告のニュースや、2045 年に

人工知能の能力が人類を上回るとする「2045 年問題」とよばれる仮説が世間を賑わせ

ています。本ワークショップでは、計算理論という数学の一分野の観点から、現代の

コンピュータの限界に関する話題を紹介します。参加者には計算理論を含め、様々な

観点から、人工知能の可能性と限界について考えてもらいたいと思います。 

事前課題 あなたが考える、コンピューターの発展によって①過去に影響を受けた仕事、 

②現在影響を受けている仕事、③近い未来に影響を受けるであろう仕事、 

④ 響は受けないと考えられる仕事、をそれぞれいくつか列挙してください。 

(仕事の種類でも、具体的な企業名でもかまいません。) 

 

⼈⼯知能の話題に関わるキーワードについて、以下から１つ選択して調査し、 

①〜④について記述してください。なお調査の際は、２つ以上の Webサイト 

もしくは書籍等を参考にすること。 

① 選んだキーワード 

② 参考資料リスト 

③ キーワードの意味と技術 

⑤  ⼈⼯知能との関係 and/or 最近のニュース and/or ⾃分との関わり 

 

■ ヒント 

Ø 「”キーワード” ⼈⼯知能」などで Web検索・ニュース検索してみよう。 

Ø 機械翻訳…ルールベース？統計ベース？翻訳サイトを試してみるなど 
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Ø ⾳声認識…AIスピーカー, ⾳声⼊⼒など 

Ø 画像認識… Face ID, OCR, アノテーションなど 

Ø 検索エンジン…〜検索, ページランキングなど 

トピックを選ぶために ↺     リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 217  和算を楽しもう 

所属機関名 元東大寺学園中学校・高等学校 

所属部署、役職 教員 

話題提供者  小寺 裕 

実施日 11 月 12 日(木) 

Lecture/ 

Workshop の内容 

江戸時代の数学・和算はパズルやゲーム的な要素も多くあるので，問題を解きなが

ら遊んでみようと思います． 

事前課題 見ておくべきサイト 和算の館 http://www.wasan.jp 

 リストへ戻る ↺ 

 

第 3 日 1１月１３日(金) トピックコード 301～316 

トピックコード 301  「ラオスの大学生による環境に配慮したまちづくり」 

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 プロジェクトマネージャー 

話題提供者  太田 祥歌 

実施日 11 月 13 日(金) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

日本ハビタット協会は、ラオスのルアンパバン県で農業大学と協力した環境に配慮し

たまちづくり事業を実施しています。そこでは、大学生たちが、地域の環境リーダー

として、中学校向けにラオスの環境問題や保全活動について教えることで、環境に優

しい地域づくりを行っています。皆さんと同じような世代のラオスの若者たちが、地

域でどのように活躍しているか、ラオスの環境問題はどのようなことがあるか理解を

深め、日本がラオスから学べること、皆さんのアイデアで協力できることを一緒に考

えたいと思います。 

事前課題 ラオス ルアンパバン（ルアンパバーン） 

ラオスの自然（どんなに自然豊かな国か調べてみよう） 

ラオスの環境問題（どんな問題があるか調べてみよう） 

皆さんの身近な環境問題と自分ができそうな取り組み 

トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 
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トピックコード 302  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 准教授 

話題提供者  野島 高彦 

実施日 11 月 13 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 あなたが何かのテーマでプレゼンテーションをおこなうことになった場合、あなただ

ったら具体的に何から準備をはじめますか? 

最初におこなう作業、その次におこなう作業、というふうに、プレゼンテーションの

準備が終わるまでの流れを箇条書きにしてみてください。 

トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

トピックコード 303  重力波でさぐる宇宙 

所属機関名 東京大学 

所属部署、役職 准教授 

話題提供者  安東 正樹 

実施日 11 月 13 日(金) 

Lecture/Workshop 

の内容 

2017 年のノーベル物理学賞は重力波の観測に対して与えられました。宇宙か

らやってくる重力波を観測することで何が変わるのか、お話します。 

事前課題 キーワード: 重力波, ブラックホール, 中性子星, 元素 

トピックを選ぶために ↺    リストへ戻る ↺ 

トピックコード 304  「コロナと世界経済」 

所属機関名 学習院大学  

所属部署、役職 国際社会科学部 教授 

話題提供者  伊藤 元重 

実施日 11 月 13 日(金) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

新型コロナウイルスによって、私達の生活は大きく変わりつつあります。 

金融市場の動き、経済的困難の政策的対応、激しさを増す米中摩擦等、多面的な視点

で現在のグローバル経済についてお話します。 また、働き方や e-ラーニング等、コ

ロナによって変わる中長期的な流れについてお話します。 

事前課題 － 

トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 
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トピックコード 306 国際協力のために今からできること 

所属機関名 信州大学教育学部  

所属部署、役職 現代教育コース、大学 4 年生（教員志望） 

話題提供者  吉田 紗都 

実施日 11 月 13 日(金) 

Lecture/Workshop 

の内容 

国際協力のために高校生の今からできることは何か、 

フィリピンパンガシナン州の事例から。 

事前課題 1. 国際協力や海外ボランティアと聞いて、浮かぶイメージを書き出 

2. す（キーワードだけでも可） 

2. 海外を支援している団体 3 つの概要を調べる（活動国、活動内容など） 

3. activo（https://activo.jp）で、興味のあるプロジェクトを見てみる 

2. トピックを選ぶために ↺   5. トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

トピックコード 307 「暦の研究」－福田理軒の足跡－ 

所属機関名 学校法人 順天学園 

所属部署、役職 理事長 

話題提供者  渡辺 孝蔵 

実施日 11 月 13 日(金) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

創立者福田理軒先生は、下記④の天保の改暦に当たって、土御門家の「齊政館塾」で

暦の研究を開始し、やがて明治の改暦作業の際、大学星学局の一員として改暦作業に

従事すると同時に、新暦の解説書である「太陽暦俗解」を執筆している。 

福田理軒先生の足跡を辿り、暦の重要性を再認識してもらいたい。 

① 貞享の改暦」貞享２年（1685）  ②「宝暦の改暦」宝暦 5 年（1755） 

② 寛政の改暦」寛政 10 年（1798）  ④「天保の改暦」弘化元年（1844） 

事前課題 各自図書館で「暦」についての書物を検索し、気に入ったものを拾い読みするか、ネ

ットで調べて見て下さい。 

「宣明暦」は貞観 4 年（862）から「貞享暦」の貞享 2 年（1685）まで 823 年間使用

されていた。江戸時代の「貞享暦」から「天保暦」までの僅か 159 年間に４回も改暦

されている。 なぜ平安初期から 823 年間改暦されず、なぜ江戸時代の 159 年に４回

も改暦されたか、各自が各自の考え（答え）を持ってきて下さい。考える事が大切な

ので、決まった答えはないと思います。遠慮無く考え（答え）を持ってきて下さい。 

5. トピックを選ぶために ↺  6. トピックを選ぶために ↺     リストへ戻る ↺ 

トピックコード 308  Engaging oral presentations 

所属機関名 Lecturers Without Borders 

所属部署、役職 Scientific Coordinator 
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話題提供者  Eugenia Covernton 

実施日 11 月 13 日(金) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

 The aim of the course is to help students understand the develop their oral 

communication skills. At the end of the course, the students should be able to 

properly identify the audience and the aim of their presentation and to adapt the 

content to it. They should manage to adapt the core message of their presentations 

to different types of audiences, use visual supports in an efficient way and feel 

confident about their ability to engage their audience. 

Content: 

- Finding your message: identifying the content, the audience and the aims 

- Simplifying a complex message 

- Preparing visual support 

- Managing stage fright and using voice and body language effectively 

- Answering questions, giving and accepting feedback 

事前課題 I would like the students to watch this YouTube video:  

ttps://www.youtube.com/watch?v=djfDZrm9KZs (of GOP candidate Phil Davison 

addressing the Stark County Republican executive commitee in 2010) and 

summarize what they think were the strengths and weaknesses of this oral 

presentation. They should list a minimum of 2 and a maximum of 5 of each (2-5 

strengths, 2-5 weaknesses).    

3. トピックを選ぶために ↺  8. トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 309 「核兵器のない平和」と「核兵器による平和」 

所属機関名 法政大学 

所属部署、役職 教授 

話題提供者  岡松 暁子 

実施日 11 月 13 日(金) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

核兵器の廃絶は誰もが願っていることです。世界が核兵器に怯えなければいけない世

の中は決して平和とはいえません。しかし、国際社会で核兵器を禁止する法律を作っ

ても、それを守ろうとはしない国があります。国際社会の平和を実現するためには、

どのようにしたらよいのでしょうか。この難問に一緒に取り組んでみませんか。 

事前課題 下記にあげる用語について、あらかじめ調べて講義に参加してください。 

・原子爆弾（広島、長崎）  ・核兵器国、非核兵器国 

・核不拡散条約       ・核禁止条約 

トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 
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トピックコード 310  鳥人間を意識した空間移動における力学的応用 

所属機関名 株式会社ウィンパル 

所属部署、役職 代表取締役 

話題提供者  大平 雅大 

実施日 11 月 13 日(金) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

静的安定・動的安定及び位置のエネルギーの関係と、外乱に対する制御方法を、身近

な乗り物を例として紹介し、その応用から独自の乗り物開発や研究へとつなげる課題

を探求する動機を啓発します。 

それを通して、物理科学の面白さと、自然エネルギー利用やそれらの制御を利用した

遊びへまでの展開を期待します。飛行原理や航空法も含めた、問題提起や質疑応答を

主としたセミナー形式で行います。文明を文化に！ 

事前課題 ①下記のＵＲＬを参照し、スプーンが水の中に吸い込まれる感覚を体験してください。 

https://www.jsme-fed.org/experiment/2014_6/001.html 

②下記の URL を参照し、紙コプターの実験で、回転することにより、落下速度が減

速し、つり合った状態を体験してください。 

https://mom-ma.com/2020/08/06/tedukuri_helicopter/ 

③飛行原理で良く使われる、「揚力（Lift）」、「抗力（Drag）」について、言葉の意味と

自分なりの作用のイメージをまとめておいてください。 

④車や船は、通常一舵ですが、飛行機は３次元ですので、三舵となります。 

(ア) ピッチ（pitch 迎角） エレベーター 

(イ) ロール（roll 傾き）  エルロン 

(ウ) ヨウ （yaw 舵）  ラダー 

各舵で飛行機の動かす方向のイメージを調べておいてください。 

トピックを選ぶために ↺     リストへ戻る ↺ 

トピックコード 311 地球について―今学習している数学を使ってみよう【保護者企画】 

所属機関名 お茶の水女子大学 

所属部署、役職 教員 

話題提供者  森川雅博 

実施日 11 月 13 日(金) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

Global Week なのでまず地球の不思議を，さらには宇宙をみんなで考えて楽しく議論

していきませんか？今皆さんが学習している数学が議論の力になります．議論には題

材が必要なので，僕も含めて皆で１つずつ持ち寄りましょう．不思議に思うこと，調

べたけど分からないこと，途中まで考えてみたことなど，何でもいいです．できれば

今習っている数学と関係を付けられるといいかな． 

例えば以下のようなものがあります．これをヒントにご自由に： 

◆地球，まず近場で，香川県小豆島にはエンジェルロードというのがあります．
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https://www.my-kagawa.jp/point/306/ 

お昼ごろには本島側から小島に歩けましたが，夕方になると海水で覆われ渡れません

でした．恋人と渡っていると天使が舞い降りてきて，なぜ水面が上下するの？と問い

かけてくるそうです（嘘です）．実際，どのように水面が動くのでしょう：

https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/db/tide/suisan/suisan.php 

これは三角関数でしょうか？でもあまりきれいでない？考えてみてね． 

事前課題 内容部分を参考に、議論のための題材をひとつ用意しておくこと  

トピックを選ぶために ↺    リストへ戻る ↺ 

トピックコード 312 免疫細胞の活躍する「場」 

所属機関名 東京医科大学 

所属部署、役職 講師 

話題提供者  若松 英 

実施日 11 月 13 日(金) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

免疫細胞はウイルスや寄生虫など外来生物が体内に侵入した際に排除するために活躍

しています。また、一昨年に本庶佑先生、James Allision 先生がノーベル医学生理学

賞を受賞されたことでがん細胞の排除にも免疫細胞が必要であることが一般に浸透さ

れてきました。一方で、最新の研究から、免疫細胞が外来生物やがん細胞の排除など

の生体防御反応だけでなく、身体の発育、老化、体調管理（生体恒常性）にも影響を

及ぼしていることが明らかとなっています。今回の授業では、免疫細胞とコロナウイ

ルスを含めた外来生物との戦いの歴史と生体恒常性の維持における免疫細胞の役割に

ついて紹介します。 

事前課題 免疫細胞を１種類選んで、どのような機能を持っているかを調べてください。免疫学

の授業を受けたことがない方は、漫画・アニメにはなりますが「はたらく細胞」を見

てもらうと理解が深まると思います。 

7. トピックを選ぶために ↺   9．トピックを選ぶために ↺    リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 313 ビジネスダイナミクス入門 

所属機関名 東京理科大学 

所属部署、役職 経営学部国際デザイン経営学科（2021 年 4 月新設） 教授 

話題提供者  飯島 淳一 

実施日 11 月 13 日(金) 
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Lecture/ 

Workshop 

の内容 

「渋滞を解消するための道路建設事業が，交通量を増やし，新たな渋滞や環境汚染を

生んでいる。」といった、当初の意図とは反する結果を生み出すことってありますよね。

これは，「システム」の中に潜むさまざまなフィードバックループによって起こってい

るのです。 

「ビジネスダイナミクス」は、このような相互作用をモデル化することで、現象の背

後にある構造についての理解を深めようという学問です。地球温暖化や感染症対策と

いったグローバルイシューの分析でも、よく使われます。 

ここでは、モデル化の方法について学び、シミュレーションをしている様子をお見せ

することで、「ビジネスダイナミクス」の醍醐味をお伝えします。 

事前課題 「渋滞を解消するための道路建設事業が，交通量を増やし，新たな渋滞や環境汚染を

生んでいる。」といった、思いがけない結果を引き起こしている現象を 3 つ挙げなさい。 

1. トピックを選ぶために ↺  3. トピックを選ぶために ↺   6. トピックを選ぶために ↺    

リストへ戻る ↺ 

トピックコード 314 CRISPR/Cas9 システムを用いた遺伝子ノックイン技術 

所属機関名 日本薬科大学  

所属部署、役職 生命科学薬学分野 助教 

話題提供者  栗原 大河 

実施日 11 月 13 日(金) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

CRISPR/Cas9 システムを用いたゲノム編集技術は、近年急速に発展してきており、

世界中で広く用いられるようになってきました。私はこれまでの研究で、

CRISPR/Cas9 システムと子宮内エレクトロポレーション法を組み合わせることによ

り、マウスの脳内の特定の神経細胞で遺伝子ノックインを起こすことに成功しました。

今後この技術を使いどんなことが出来るのか、倫理学的な背景もふまえて討論してみ

よう。 

事前課題 CRISPR/Cas9 システム、生命倫理。事前にこの二つのキーワードについての 

基本知識は学習しておいてください。 

トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 

トピックコード 315 畜産・養殖での抗生物質利用がもたらす 

人体・環境への影響 その 1 

所属機関名 日本薬科大学 

所属部署、役職 教授 

話題提供者  和田 重雄 

実施日 11 月 13 日(金) 
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Lecture/ 

Workshop 

の内容 

産・養殖において、病気の予防等ではなく、成長促進のための添加物として抗生物質(抗

菌薬)が多用されることがあります。この抗生物質の利用によりもたらされる人類の健

康への影響、自然環境への影響等の現状について、多角的に検討していきます。2 月

の講座では、それらの対策について検討します。 

事前課題 クラスルーム別資料（315 事前課題）参照。可能であれば、異なるトピックの文献を

分担して下調べをして、当日、個々の内容を発表してもらい、お互いに討論できるよ

うになるとありがたいです(いわゆるジグソー法に近いこと)。 

トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 

トピックコード 316  世紀の原爆写真は語るーなみだのファインダー 

所属機関名 広島市立亀山小学校 

所属部署、役職 小学校教諭、平和学習講師 

話題提供者  大西 知子 

実施日 11 月 13 日(金) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

原爆投下（８月６日）、松重美人氏は中国軍管区司令部報道班員として、人間が死と闘

いあえぎ苦しむ中で撮影した写真が、永遠に人類の歴史に残っている。その時の取材

記録をもとに、松重氏の肉声テープや写真、資料等を通して講義をする。 

事前課題 ・平和な世界を実現するために、身近なところで取り組みたい自分発の 

プロジェクトを考えてみましょう。 

・活動の一歩として、オリンピックの期間に企画を立案してみませんか。 

トピックを選ぶために ↺ リストへ戻る ↺ 

トピックコード 317  国際刑事司法入門 

～大統領も処罰できる国際的な仕組み～ 

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  越智 萌 

実施日 11 月 13 日(金) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

この講義は、世界で最も重いとされる犯罪を行った人を処罰するための、国際的な枠

組みについて紹介します。「世界警察」はありませんが、「世界の裁判所」はあります。

その仕組みや、背景を学んだうえで、世界共通の犯罪の概念はあるのか、最高の権力

者たちまでをも本当に裁判できるのか、について考えていきたいと思います。 

事前課題 キーワード： 「国際刑事裁判所」「ジェノサイド」「ナチス」 

「アル・バシール元スーダン大統領」「アフガニスタンにおける米軍」 

 リストへ戻る ↺ 
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トピックコード 318  途上国って何だろう？―エジプトの学校から考える― 

所属機関名 埼玉大学大学院 

所属部署、役職 2 年生 

話題提供者  内田 綾香 

実施日 11月 10日(火) 

Lecture/ 

Workshop  

の内容 

 

エジプトでのインターンシップ（2019 年）の経験を元に、エジプトの学校や教育課題

について話題を提供します。その中でも①エジプトはずっと「途上国」なのか？②エジ

プトの教育課題と比較して日本はどうか？という視点でみなさんと一緒に考えていき

ます。国連の持続可能な開発目標（SDGs）の 4「質の高い教育をみんなに」も触れて

いきます。 

事前課題 ③ エジプトの概要（地理、歴史、人口構造、宗教など）を把握する 

②SDGs の 4「質の高い教育をみんなに」の「質の高い教育」とは具体的にどのような

ことか、自分なりに考える（当日お聞きします） 

２. トピックを選ぶために ↺   ５．トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

 

第 4 日 ２月 19 日(金) トピックコード 401～404) 

トピックコード 401 グローバル化と教育 

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（兼）高等学校改革推進室長 

話題提供者  安彦 広斉 

実施日 2 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

文部科学省では 2014 年度から SGH の事業を始め、2020 年度（今年度）で終了しま

す。なぜ、この事業を始めることにしたのか。どのようなことを狙いとしていたのか。

それはどの程度達成できたのか。終了後はどうしていくのか。そもそも、学校教育で

は、生徒に対して、グローバル化への対応をどのように位置付け、どのような力を身

に付けさせようとしているのか。そしてそれは、生徒一人一人に何をもたらすのか。

この事業の指定校であった順天高校の生徒たちと一緒に検証してみたいと思います。 

事前課題 － 

トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

トピックコード 402  薬物療法の個別化 

（患者さん 1 人 1 人に最適な薬物治療を目指して） 

所属機関名 東邦大学 
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所属部署、役職 薬学部 臨床薬学研究室 准教授 

話題提供者  松尾 和廣 

実施日 2 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

くすりは個々の薬剤がもたらす有益な作用(ベネフィット)と副作用(リスク）とのバラ

ンスで、個々の患者さんに対する疾患の予防・治療に有用であるかを評価します。そ

れには、個々の薬剤の効果と副作用を調査するのと同時に、患者一人一人に最適な薬

物療法を考慮する必要があります。本日は、病院で働く薬剤師の役割を紹介しながら、

薬物療法の個別化について講義します。 

事前課題 － 

トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 403 科学技術は人類にとって善か悪か 

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 2 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

人類がおよそ 20 万年の間に道具・装置・システムを発展させてきた。便利になった反

面、戦争・事故・事件といった悪の道具として使われている。これから人類は他の生

物に比べて長命なのか短命に終わるのか、また超人類が誕生するのかを皆さんと一緒

に考えましょう。 

事前課題 人類の歴史などをインターネット、参考書などで学んでおいてください。 

トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 404  米中貿易戦争の背景と日本の対応 

所属機関名 杏林大学 

所属部署、役職 総合政策学部 准教授 

話題提供者  三浦 秀之 

実施日 2 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

中国の経済的台頭とともに、米国における中国への見方が大きく変化をしている。特

にトランプ政権が誕生して以来、米国の中国への対応は大きく変化を遂げている。米

中貿易戦争の背景にいかなる理由があり、日本がそれに対してどのように対応しよう

としているのかを模索する。 

事前課題 【あらかじめ調べておくべきキーワード】 

米中貿易戦争、米国の格差社会、GAFA、中国製造 2025、債務の罠 

トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 
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トピックコード 405 アンケート調査の方法 

所属機関名 横浜市立大学 

所属部署、役職 データサイエンス学部 教授 

話題提供者  土屋 隆裕 

実施日 11 月 13 日(金) 

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を通じて考えていきます。 

事前課題 １年前と現在とを比べて、衛生に対する意識がどのくらい変わったのかアンケートを

したいとします。具体的な質問項目を考えてみてください。 

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？ 

トピックを選ぶために ↺  リストへ戻る ↺ 

 

第 5 日 ２月２０日(土) トピックコード 501～503 

トピックコード 501 災害と市民社会：NGO・NPO・災害ボランティアは 

災害時にどのような活動をするのか？ 

所属機関名 医療創生大学 

所属部署、役職 非常勤講師 

話題提供者  山﨑 真帆 

実施日 2 月 20 日（土） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

担当講師自身が NPO 法人のスタッフとして活動した経験を踏まえながら、近年の

災害において活発化する NGO・NPO・災害ボランティアによる活動の実態に迫って

いきます。日本の事例のみならず、海外の事例も紹介します。 

（後ほど、詳細な内容に差し替えたく存じます） 

事前課題 － 

トピックを選ぶために ↺    リストへ戻る ↺ 
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トピックコード 502 アレルギーが起こるしくみとその防ぎかた 

所属機関名 日本薬科大学 

所属部署、役職 薬学部、助教 

話題提供者  岡田 直子 

実施日 2 月 20 日（土） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

アレルギーがどのようにして起こるのか講義形式で概説した後で、普段の生活でもお

こる身近なアレルギーの発症例・症状を取り上げ、どうしたらアレルギーを防ぐこと

ができるか、アレルギーとの付き合いかたをグループワークで話し合ってもらう予定

です。 

事前課題 － 

トピックを選ぶために ↺   リストへ戻る ↺ 

トピックコード 503 畜産・養殖での抗生物質利用がもたらす 

人体・環境への影響 その 2 

所属機関名 日本薬科大学 

所属部署、役職 教授 

話題提供者  和田 重雄 

実施日 2 月 20 日（土） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

 畜産・養殖において、病気の予防等ではなく、成長促進のための添加物として抗生

物質(抗菌薬)が多用されることがあります。11 月の講座では、抗生物質の利用により

もたらされる人類の健康や自然環境への影響等について検討しました。今回は、畜産・

養殖での抗生物質利用の必要性を踏まえて、種々の影響への対策等について、グロー

バルな視点も含めて検討します。 

事前課題 キーワード、あるいは、文献等を準備します。可能であれば、異なるトピックの文献

を分担して下調べをして、当日、個々の内容を発表してもらい、お互いに討論できる

ようになるとありがたいです(いわゆるジグソー法に近いこと)。 

トピックを選ぶために ↺    リストへ戻る ↺ 

トピックコード 504 重力波天文学の夜明けと未来 

所属機関名 株式会社 XTIA 

所属部署、役職 会社員 

話題提供者  正田 亜八香 

実施日 2 月 20 日（土） 
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Lecture/ 

Workshop 

の内容 

 重力波天文学について、その検出原理やこれまでに観測されてきた天体、それらか

ら判明したことについてお話します。また、重力波天文学のこれからの展望について

も触れたいと思います。 

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

https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/history に目を通しておいてください。 

リストへ戻る ↺    もくじへ ↺ 

 

５．トピックを選ぶために 

グローバルウィークは、5 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。 

この特別な期間は、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。全て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

れませんが、せっかくのチャンスです。迷ったときには、以下の項目をヒントに考えて見て下さい。 

 

●自分自身の課題研究や現在取り組んでいる課題は何ですか。今現在、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。 

 

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 

10日 102 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」 

人権 

民族 

10日 111 眞嶋 麻子 
「豊かな社会」にとって大切なこととは？ 

―ワークショップで考えよう  

豊かさ 

社会 

10日 115 西村 もも子 国家と国際協力ー感染症対策の観点から 
国家 

国際協力 

12日 203 咲川 孝 
国際化（グローバリゼーション）と 

多国籍企業 

グローバル 

多国籍企業 

12日 208 
Mark McConaghy  

莫加南 
Taiwanese Pluralism in the Modern World 多様性 

12日 212 中内 政貴 米大統領選後の国際安全保障と米欧関係 
米中関係 

安全保障 

13日 309 岡松 暁子 「核兵器のない平和」と「核兵器による平和」 平和・核兵器 

13日 313 飯島 淳一 ビジネスダイナミクス入門 
システム・フィード

バック 

https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/aboutu-gw
https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/history
file://Junten/閲覧/委員会/SGH委員会/028_Global%20Week/2020年度/ガイドBOOK/Global%20Weekガイドブック2020%20-%20実施要項改定済み.docx%23トピックコード102
file://Junten/閲覧/委員会/SGH委員会/028_Global%20Week/2020年度/ガイドBOOK/Global%20Weekガイドブック2020%20-%20実施要項改定済み.docx%23トピックコード111
file://Junten/閲覧/委員会/SGH委員会/028_Global%20Week/2020年度/ガイドBOOK/Global%20Weekガイドブック2020%20-%20実施要項改定済み.docx%23トピックコード203
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13日 316 大西 知子 
世紀の原爆写真は語る 

ーなみだのファインダー 
平和・核兵器 

2月

19日 
403 山本 威一郎 科学技術は人類にとって善か悪か 

科学技術・ 

種としての人類 

2月

19日 
404 三浦 秀之 米中貿易戦争の背景と日本の対応 

米中関係 

貿易 

 

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 

10日 107 岡田 幸浩 SDGs と JTB が提供するプログラムのご紹介 SDGｓ 

10日 108 長屋 真季子 SDGs と経済社会の関わりについて SDGｓ 

10日 113 須藤 大介 学生にもできる国際協力 国際協力 

12日 204 田 昌禾 教育の未来 教育 

12日 205 清 和成 
世界の水を巡る問題を考えよう〜SDGs 

（持続可能な開発目標）の視点から〜 
６．水と衛生 

12日 213 

小川紗慧/大橋歩乃果/ 

永田唯菜/竹内歓/白瀬

遼人/平川創詩 

踏み出す一歩を体験しよう！ 

～カンボジアの子供たちへ～ 

途上国 

教育 

13日 301 太田 祥歌 
「ラオスの大学生による 

環境に配慮したまちづくり」 
環境問題 

13日 306 吉田 紗都 国際協力のために今からできること 途上国 

10日 318 内田 綾香 
途上国って何だろう？ 

―エジプトの学校から考える― 

４．教育・途上

国 

2月

19日 
401 安彦 広斉 グローバル化と教育 

グローバル化 

教育 

2月

20日 
501 山﨑 真帆 

災害と市民社会：NGO・NPO・ 

災害ボランティアは災害時に 

どのような活動をするのか？ 

災害 

NGO・NPO 

 

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

10日 101 三谷 宏治 社会で役立つ発想力の鍛え方 発想法 

10日 105 丸山 健夫 福田理軒のスゴイところー研究に役立つ五つの秘策 福田理軒・順天・研究 

10日 107 岡田 幸浩 SDGs と JTB が提供するプログラムのご紹介 発表機会 
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13日 302 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 
発表手法 

13日 405 土屋 隆裕 アンケート調査の方法 アンケート調査 

13日 308 
Eugenia 

Covernton 
Engaging oral presentations 口頭発表 

13 日 313 飯島 淳一 ビジネスダイナミクス入門 分析手法・モデル化 

 

４．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。 

10日 104 米田敬子 

笑顔、プラス発想、ほめるのコミュニケーション

スキルを磨こう  －「自己表現・評価トレーニ

ング」を体感しよう－ 

コミュニケーショ

ンスキル 

12 日 207 米田敬子 笑顔、プラス発想、ほめるのコミュニケーション

スキルを磨こう  －「自己表現・評価トレーニ

ング」を体感しよう－ 

コミュニケーシ

ョンスキル 

12日 211 戸塚 護 
食品による免疫・炎症反応の制御 〜食品で「免疫

力」は高められるのか？〜 

食品 

免疫 

13日 315 和田 重雄 
畜産・養殖での抗生物質利用がもたらす 

人体・環境への影響 その 1 

食品 

環境 

2月

20日 
502 岡田 直子 アレルギーが起こるしくみとその防ぎかた アレルギー 

2月

20日 
503 和田 重雄 

畜産・養殖での抗生物質利用がもたらす 

人体・環境への影響 その 2 

食品 

環境 

 

５．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。 

10日 113 須藤 大介 学生にもできる国際協力 学生と国際協力 

10日 114 尾近 裕明 中高生と大人の対話の会 モティベーション 

12日 201 三谷 宏治 ビジネス・経営学入門講座 ビジネス・経営 

12日 209 吉山 友二 
薬学部で学べること： 

医療現場で活躍する薬剤師 

薬学部 

薬剤師 

12日 210 山本 威一郎 
学生時代に何を学び、何をしておくべきか～単位を取

るだけではない～ 
大学生活 

12日 213 

小川紗慧/大橋歩

乃果/永田唯菜/

竹内歓/白瀬遼人

/平川創詩 

踏み出す一歩を体験しよう！ 

～カンボジアの子供たちへ～ 

途上国 

学生と国際協力 
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12日 214 Michele Joel Getting the most out of Study Abroad 海外留学 

12日 215 出光 直樹 
混迷する日本の大学入試改革を乗り越える 

世界比較と当事者（高校生）の視点から 
大学入試 

13日 306 吉田 紗都 国際協力のために今からできること 学生と国際協力 

13日 307 渡辺 孝蔵 「暦の研究」－福田理軒の足跡－ 研究と教育 

10日 318 内田 綾香 
途上国って何だろう？ 

―エジプトの学校から考える― 
学生と国際協力 

 

６．自然科学の話題 I－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。 

10日 103 泉 賢太郎 地質時代「チバニアン」について 地学・地質学 

10日 109 若原 徹 
深層ニューラルネットワーク入門  

－AI をささえるもの－ 

ニューラルネット

ワーク・AI 

10日 110 Liubov Tupikina 
How to use mathematics for biology and 

physical experiments? 
数学の応用 

10日 116 湯本 潤司 量子ってなんだ 量子・波 

12日 202 相場 博明 新種のゾウ化石の発見物語 化石・古生物学 

12日 216 大久保 文哉 人工知能の限界と計算理論 人工知能 

12日 217 小寺 裕 和算を楽しもう 和算・パズル 

13日 303 安東 正樹 重力波でさぐる宇宙 宇宙論・重力波 

13 日 307 渡辺 孝蔵 「暦の研究」－福田理軒の足跡－ 暦・天文学 

13日 310 大平 雅大 
鳥人間を意識した 

空間移動における力学的応用 

力学の応用 

工学 

13日 311 森川 雅博 
地球について   

―今学習している数学を使ってみよう 
数学の応用 

13 日 313 飯島 淳一 ビジネスダイナミクス入門 シミュレーション 

 

７．自然科学の話題 II－科学技術の中で、医学・薬学分野に関係が深い話題。 

12日 206 氷川 英正 
新しいクスリはどのように創られるのか 

（創薬化学について） 
創薬化学 

12日 209 吉山 友二 
薬学部で学べること： 

医療現場で活躍する薬剤師 
薬学 

file://Junten/閲覧/委員会/SGH委員会/028_Global%20Week/2020年度/ガイドBOOK/Global%20Weekガイドブック2020%20-%20実施要項改定済み.docx%23トピックコード109
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13 日 312 若松 英 免疫細胞の活躍する「場」 免疫細胞 

13日 314 栗原 大河 
CRISPR/Cas9 システムを用いた 

遺伝子ノックイン技術 
ゲノム編集 

2月

19日 
402 松尾 和廣 

薬物療法の個別化（患者さん 1 人 

1 人に最適な薬物治療を目指して） 

薬学 

薬剤師 

 

８ 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 

10日 106 斎藤 裕紀恵 
ニューノーマル時代のグローバル人材に必要とされる力と

英語力 
英語力 

10日 110 Liubov Tupikina 
How to use mathematics for biology and physical 

experiments? 

英語のレク

チャー 

12 日 208 Mark McConaghy  

莫加南 

Taiwanese Pluralism in the Modern World 英語のレク

チャー 

12日 214 Michele Joel Getting the most out of Study Abroad 
英語のレク

チャー 

13 日 308 Eugenia 

Covernton 

Engaging oral presentations 英語のレク

チャー 

 

９．コロナウィルスと今後の社会－現在われわれが向き合っている問題について、専門的立場から取り

上げます 

10日 106 斎藤 裕紀恵 
ニューノーマル時代のグローバル人材に必要とされる力

と英語力 

ニューノーマ

ル 

10 日 111 眞嶋 麻子 「豊かな社会」にとって大切なこととは？ 

―ワークショップで考えよう 

コロナ後の社

会 

10 日 115 西村 もも子 国家と国際協力ー感染症対策の観点から ワクチン国家

主義 

12 日 208 Mark McConaghy  

莫加南 

Taiwanese Pluralism in the Modern World コロナ後の社

会 

13 日 304 伊藤 元重 「コロナと世界経済」 コロナ後の社

会 

13 日 312 若松 英 免疫細胞の活躍する「場」 感染症・免疫 

もくじへ ↺ 
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