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0．はじめに 

2021 年 11 月 15 日（月）から 19 日（金）の 5 日間、中学高校生、大学生、大学院生、小中高校の先生、

大学の先生、企業や団体の職員等が、立場を超えて様々な課題を共有する Global Week を開催します。

今年度はウイルス感染に配慮し、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。 

 

昨年は変則的に 2 回に分けての実施でしたが、今年は通常の通り 11月の 1週間を充てた行事に戻ります。 

〇必修参加の条件が昨年とは変わりました。 

 高等部 1・2 年：最低 2 日が必修。 中等部 3 年：最低 1 日が必修。 

 もちろん毎日 1 つずつ、最大 5 つまでのトピックを選択できます。 

 

〇昨年同様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。そのほか卒業生、保護者が行うトピックがあります。また、

飛鳥山に住んでいた渋沢栄一にちなんだものがあります。トピック情報に、【  】で表示してあります。 

 

【生徒企画】 順天高校生が話題提供する、または企画交渉して話題提供者をお招きするトピック 

【卒業生企画】順天高校在学中に探究活動に取り組んだ卒業生によるトピック 

【保護者企画】在校生の保護者が提供してくださるトピック 

【渋沢栄一】 渋沢栄一にちなんだトピック 

 

〇実施時間は一昨年と同じ 15 時～16 時 30 分です。 

 

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（SGH）の一部として 2016

年に開始されました。現在は 2018 年度に終了した SGH に続いて 2023 年度まで順天高校が認定されて

いる SGH ネットワーク校事業の一部として開催しています。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。 

このガイドブックの原稿締め切り後の追加・変更は Globa Week2021の Google Classroomで 

お知らせします。高等部、中学 3年生、教職員、保護者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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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 に来て下さって

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 

  （5 日間のうち最低 2 日が必修です。） 

 〇中等部 3 年全員 

（5 日間のうち最低 1 日が必修です。） 

〇意欲のある人は、コマ数の許す限り多数（最大 5 コマ）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：2021 年 11 月 15 日(月)、16 日(火)、17 日(水)、18 日（木）、19 日（金）の 5 日。 

 

Ｄ実施時間帯場所： 

15 時 ～16 時 30 分 

 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： 

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、企業職員、公務員、高校生、大学生、大学院生など、様々な方が多忙の中、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 スケジュール 

10 月 2 日（土）中等部 3 年、高等部 1，2 ガイダンス。ガイドブック配布 

10 月 2 日（土）～10 月 7 日（木）生徒申し込み期間、 

10 月 11 日（月）～10 月 17 日（日）教員申し込み期間 

10 月 23 日（土）生徒参加者確定・事前課題出題〆切 

10 月 25 日（月）～11 月 3 日（水）保護者申し込み期間 

11 月 5 日（金） 国際委員打ち合わせ 

 （11 月 2 日（火）、3 日（水・祝）北斗祭－文化祭） 

 11 月 12 日（金）国際委員ガイダンス 

 11 月 15 日（月）～19 日（金） Global Week 

 11 月 22 日（月）出席・振り返りフォーム〆切 

 2 月 18 日（金）探究報告会【生徒発表】 

 

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を完了してください。 

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。 

教室に Classroom Codeを掲示しますので Codeを入力して 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。 

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ので、各日、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１５日(月)       

１１月１６日(火)       

１１月１７日(水)       

１１月１８日(木)       

１１月１９日(金)       

 

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(木)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 対面予定（感染症の状態により変更します。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。 

11 月１5 日(月)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 泉 賢太郎 千葉大学教育学部理科

教育講座 

准教授 職業としての「研究者」について考えよう －

理系分野（地質学・古生物学）を例として－ 

102 山本 威一郎 日本科学技術 

ジャーナリスト会議 

理事 学生時代にすべきこと 

103 和田 重雄 日本薬科大学 教授 サンゴの白化に関係する化学物質 

―海の豊かさを守るとは― 

104 衞藤 久美 女子栄養大学 准教授 世界の「食」をのぞいてみよう 

105 髙橋 一也 神田外語大学 客員講師（常勤） 「学び」を科学する 

106 齋藤 真規 日本大学松戸歯学部 専任講師 全身疾患に対する歯科医療の役割 

107 鈴木 智典 東京農業大学 生命科

学部 分子微生物学科 

准教授 身近にある微生物の力 

108 斎藤裕紀恵 中央大学国際情報学部 准教授 グローバルコミュニケーションツールとしての

英語の必要性と EdTechを使った英語学習 

109 大西知子 広島市立吉島東小学校 教員 『世紀の原爆写真は語る 

―核軍縮に向ける若き力―』  

110 柴田 裕希 東邦大学 准教授 「日本が世界で行う開発事業。環境破壊を防

ぐ驚きの仕組みとは」 

111 菊島 良介 東京農業大学 

食料環境経済学科 

消費行動研究室 

助教 消費者は何を見て食品を購入しているの？ 

112 佐野 正宗 ヤフー株式会社 ｼｽﾃﾑ統括本部

技術支援本部

ServiceDesk ﾁｰﾑ 

コンピューターの発達が、私たちの生活にど

のような影響を与えるのか 

113 川本 真一 順天中学校高等学校 教諭 中高生のためのコーチング入門 

517 へ移動 
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もくじへ ↺ 

１１月１15:00～16:30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 森川 雅博 お茶大理学部物理学科 教授 実は使える数学【保護者企画】 

202 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 

203 米倉 雪子 

昭和女子大学  

国際学部 国際学科 准教授 国際協力ってどんなことをするの？ 

204 氷川 英正 東邦大学 薬学部 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） 

205 井上 英史 

東京薬科大学  

生命科学部 教授 

【ClassRoom： 2kf35gy】 

生命科学を変えた発明・発見, 

ものの見方・考え方 

206 田中 洋 杏林大学 外国語学部 専任講師 

「ドイツとサステナビリティ― 

ライフスタイル・文化・ことば」（仮） 

207 朝倉 暁生 

東邦大学 理学部  

生命圏環境科学科 教授 

【ClassRoom： 4vmnd6w】 

不確実な状況における人間の選択特性 

208 杉山 文野 

株式会社ニューキャン

バス（瀧本株式会社） 無し 多様性について（LGBTQ） 

209 原田 長 帝京平成大学 講師 

科学的根拠に基づいた 

スポーツ傷害（けが）の予防 

210 坂本 ロビン 杏林大学 外国語学部 

教授 

（学部長） 

【ClassRoom： 4jyrqm6】 

Can Japan reach the 2030 goal of having 30% 

of women in a management role? 

211 松島 芳隆 

東京農業大学 応用生

物科学部 農芸化学科 教授 

「ものづくりは面白い」 

〜身近な分子の模型を組み立てよう〜 

212 栗田 拓朗 日本薬科大学 

薬学部 

 准教授 

その薬、ちゃんと正しく使えていますか？ -医

薬品の適正使用について考えてみよう- 

213 

渡辺 孝藏 

／海老原 賢宏 

順天学園  

／社会科 

 理事長 

／教員 

福田理軒 

214 

AAR Japan（難民を

助ける会）職員 

AAR Japan（難民を 

助ける会） 職員 

難民について学び、高校生ができる 

難民支援を考えるワークショップ       

【生徒企画】 

もくじへ ↺ 
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11 月 1７日(水) 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 山本 威一郎 

日本科学技術ジャ

ーナリスト会議 理事 

人類絶滅へのシナリオ 

 

302 三谷 宏治 KIT虎ノ門大学院 教授 ビジネス・経営学入門講座 

303 西岡 愛 NHK横浜放送局 

キャスター・ 

リポーター 

『キャスター・伝え手の仕事から見えてき

たこと〜テレビ製作の裏側〜』 

【卒業生企画】 

304 佐藤 広顕 

東京農業大学  

生物産業学部  

食香粧化学科 教授 

美味しさと香り 

～香りの不思議な世界～ 

305 白井 良邦 慶應義塾大学 SFC 

環境情報学部  

特別招聘教授 

建築メディア論「CasaBRUTUS から学ぶ

偏差値以上に重要なこと」 

306 加納 遥香 

一橋大学大学院社

会学研究科修了  博士（社会学） 

アジアの未来について考えよう 

：「西洋クラシック音楽」を通した 

文化交流 

307 大塚 彩美 

東京家政大学  

家政学部  

環境教育学科 特任講師 未来を考えるとは 

308 薩摩 秀登 明治大学経営学部 教授 

多様な民族が織りなす社会  

～東ヨーロッパを事例として～ 

309 奈良井 朝子 

日本獣医生命科学

大学 

応用生命科学部 食

品科学科准教授 

食品表示に見る「食品科学」の知識とス

キル 

310 松田 浩敬 

東京農業大学農学

部デザイン農学科 准教授 

「Sustainable Diet: 

持続可能な食」とは？ 

311 入江 彰昭 

東京農業大学  

地域環境科学部  

地域創成科学科 教授 

100年先も続く環境に優しい 

持続的なまちづくりは可能か？ 

312 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 

【ClassRoom： 7ilk6bs】 

ラオスの大学生の暮らしと 

環境問題への挑戦 
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313 

上村カルロス  

菅叶音 舘田陽南 

川井菜々  

高見沢優百 

（ほか、順天高校 

1年生 3名） 

特定非営利 

活動法人 

glolab（グロラボ） 

順天高校 2年４組 

理事 

コーディネーター  

 

高校 2年生 

（高校 1年生 3名） 

「カルロスの 『やさしい日本語 

くらべてみたら』【生徒企画】 

314 齋藤 博 日本薬科大学 准教授 

新型コロナ感染症のためのワクチンの 

現在と未来 

315 阿部 邦宏 順天中学・ 

高等学校 

総合的探究 

プロジェクト代表 

パネルディスカッション 

「仕事とクリエイティビティ」 

もくじへ ↺ 

 

11 月 18 日(木) 15：00～16:30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 若松 英 東京医科大学 講師 免疫細胞によるがん排除計画 

402 水口 資子 

吉田 晶 

ニッケグループ 

アカツキ商事株式会社 

マネージャー 地球を救え！ 

身近な衣服から取り組む SDGｓ 

403 伊藤 賛 順天高校 高校 2年生 新時代の武器「メモ」の使いこなし方

【生徒企画】 

404 大江 彩友 早稲田大学教育学部

（CFFジャパン） 

大学 4年生 途上国の児童養護施設で 

暮らす子どもたち、スラムで 

暮らす子どもたちと出会って 

405 綿貫 円 nuchiyui 代表 【ClassRoom： jrve44g】 

戦争体験にふれて、あなたは何を受

け取る？―沖縄戦の記憶から― 

406 松村 太郎 iU 情報経営イノベーション

専門職大学 

専任教員 『シリコンバレーとイノベーション入門』 

407 田昌禾 日本大学危機管理学部 准教授 KPOP と韓流文化 

408 永岡 菜々果 株式会社 明石スクール

ユニフォームカンパニー 

会社員 東日本大震災から 10年 ～体験談 

から学ぶ私たちにできること～  

409 別生 伸太郎 東京薬科大学 薬学実務

実習教育センター 

講師 実験で学ぶ 体内でのくすりの運命 

～薬剤師が科学者として行っている 

ことを体験してみよう～ 
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410 桑原 功一 （公財）渋沢栄一記念財団 渋沢史料館 副館長 「渋沢栄一と東京北郊地域：デジタル

アーカイブで調べて考える」 

【渋沢栄一】 

411 橘 華那 横浜市立大学 大学院 Ｍ１年生 西洋人が見た幕末日本のお正月 

412 安彦 広斉 文部科学省 初等中等教育局参

事官(高等学校担当) 

GIGAスクール構想は 

何を目指すのか 

413 渡邉 葵 /  

谷 葉子 / 

松本 開惟 / 

藤井 洋 

中央大学ビジネスデータ

サイエンス学科/ 

関西大学数学科/   京

都工芸繊維大学情報 

工学課程/ 岐阜大学 

工学部名誉教授 

大学 1年生(順天卒

業生)3人/ 

元教授 

未知を探る楽しみ 

 ～声から感情を読み取ることは 

できるか～ 

【卒業生企画】 

もくじへ ↺ 

 

11 月 19 日(金) 15：00～16:30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 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 

502 下野 綾子 

東邦大学 理学部  

生物学科 准教授 

稔りなき秋 

―食料生産を支えるハナバチの危機― 

503 咲川 孝 中央大学 

国際経営学部 

教授 国際経営論について 

504 相坂 阿実 seedlings 大学 1年 

おもちゃから考える 

ジェンダーニュートラル【卒業生企画】 

505 栗原 大河 

学校法人都築学園  

日本薬科大学 助教 

脳とこころって何だろう。 

～認知症、精神疾患、発達障害など～ 

507 

横田 貴之 

田村 理 

明治大学情報 

コミュニケーション学部 

准教授 

教授 

複数形の権利／自由：日本、フランス、 

イスラームにおける観念の交錯を考える 

508 鈴木 賢志 明治大学国際日本学部 教授・学部長 「幸せな国々」北欧の社会システム 

509 小田 正規 日本大学国際関係学部 准教授 

わたしたちの日常生活と国際経済の 

つながり 〜身近な商品から世界の経済との

関係を考える〜 

510 福井 令恵 法政大学 准教授 

国際社会学―あなたの知らない 

「イギリス」？ 
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512 森 和 杏林大学 外国語学部 准教授 

「今日はどんな日？ ―占いから覗き見る中

国古代の社会― 」 

513 石井 健介 フジパン株式会社 

マーケティング

部統括課長 

地域をつなぐ 渋沢栄一のパンづくり 

【生徒企画】【渋沢栄一】 

514 深野 祐也 東京大学農学部 助教 

その果物は誰が食べる？果物の性質を 

動物との相互作用から理解しよう。 

515 小畑 遥香 

青山学院大学文学部 

比較芸術学科 支援事務助手 

古典の面白さ・イギリス大学院進学 

について 

516 柴田 典子 横浜市立大学国際商学

部 

准教授 【ClassRoom： mic5qts】 

身の回りのマーケティング 

517 柴田 裕希 東邦大学 准教授 「日本が世界で行う開発事業。環境破壊を防

ぐ驚きの仕組みとは」 

                                      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１5 日(月) トピックコード 101～113 

トピックコード 101  職業としての「研究者」について考えよう  

－理系分野（地質学・古生物学）を例として－ 

所属機関名 千葉大学教育学部理科教育講座 

所属部署、役職 准教授 

話題提供者 泉 賢太郎 

実施日 11 月 15 日(月) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

研究者や博士などと聞くと、漠然としたイメージは持つことができるかもしれません。実際に、

男子児童の将来なりたい職業ランキングでは、研究者が上位にランクインすることもあります。 

しかし、研究者とは具体的にどのようなことをしているのか？  

どのようにしたら研究者になれるのでしょうか？ 研究者の実態や研究者への道については、

驚くほど情報がないのが実情です。 

今回のトピックでは、現在理系分野の研究職に就いていることを踏まえ、自身の経験などを 

交えつつ、職業としての研究者の実態やなり方などについて話題共有したいと考えています。

特に、「将来研究職に就きたいな…」というような興味を持っている方は、ぜひお越しください。

少人数でも歓迎です。当日、色々とディスカッションできることを楽しみにしています。 

事前課題 ①研究者のイメージはどのようなものがありますか？ 

②職業としての研究者、すなわち「研究職」とは、どのようなものがあると思いますか？ 

file://///Junten/閲覧/委員会/SGH委員会/028_Global%20Week/2021年度/ガイドブック/101
file://///Junten/閲覧/委員会/SGH委員会/028_Global%20Week/2021年度/ガイドブック/101
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③研究職に就くための道のりについて、どのようなイメージがありますか？ 

上記３つの点について、箇条書き等でも OK ですので、ご自分のイメージをまとめてきて 

ください。 

                                    リストへ戻る ↺ 

トピックコード 102  学生時代にすべきこと 

所属機関名 山本 威一郎 

所属部署、役職 日本科学技術ジャーナリスト会議 

話題提供者 山本 威一郎 

実施日 11 月 15 日(月) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

学生時代（大学等）では授業以外に、サークル、アルバイト、趣味、資格取得、旅行、大学

院進学または就職活動といった、多くのすべきことが待っている。 

これらの具体的な例を提示し、充実した学生生活を送れるようアドバイスを送りたいと思いま

す。 

事前課題 高校時代に、あなたは授業以外の学内活動、または学外活動で何をしていますか？  

また、したかったけど出来ていないこと等を整理しておいてください。 

また大学生に進学して何をしたいのかも希望で良いのでまとめておいてください。 

                              リストへ戻る ↺ 

トピックコード 103   サンゴの白化に関係する化学物質   

―海の豊かさを守るとは― 

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 15 日(月) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

海の豊かさが崩されている一例としてサンゴの白化が知られています。白化は海水温の上昇が

関係していることが以前から知られていました。それに加えて、気象の変化により増えてきた

地上の土砂などの流入や、近年、人間が利用している化学物質が白化を起こしていることが指

摘されてきています。人間が利用している化学物質が、海の生物、特にサンゴ礁にどのような

影響を与えているのかを提示して、海の豊かさを守る具体的な方策を考えていきましょう。 

事前課題 以下リンクを事前に読んでおいてください 

https://drive.google.com/file/d/1G5hwladnXOzt0htuIhPSvM2ygSu8PQzr/view?usp=sharing 

 リストへ戻る ↺ 

トピックコード 104  世界の「食」をのぞいてみよう 

所属機関名 女子栄養大学 

https://drive.google.com/file/d/1G5hwladnXOzt0htuIhPSvM2ygSu8PQzr/view?usp=sharing
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所属部署、役職 准教授 

話題提供者  衞藤 久美 

実施日 11 月 15 日(月) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

世界には様々な食べ物や食べ方があります。このトピックでは、世界の人々の食事や 

「フードガイド」（何を食べたらよいかをイラストで示したもの）について、写真やイラスト 

を交えてご紹介します。さらに、自分の食生活の振り返りを通して、世界の食と自分の食の 

つながりについて考えていきます。 

栄養や食文化に興味がある方、食べるのや料理が好きな方はぜひご参加ください。 

事前課題 最近食べたり飲んだりしたものを記録してください。指定の記録用紙があるので、そちらに記入

して当日持参してください。 なお記入については、できる範囲、わかる範囲で構いません 

https://drive.google.com/file/d/1IqYf7WaSH4c-1doTMiGE1UjhnGuT0WRh/view?usp=sharing 

（3 日分が難しい場合は 1 日分のみ、記載内容がわからない場合は空欄等）。 

（※参加者に印刷して配布します。） 

                              リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 105 「学び」を科学する 

所属機関名 神田外語大学 

所属部署、役職 客員講師（常勤） 

話題提供者  髙橋 一也 

実施日 11 月 15 日(月) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

「主体的・対話的・深い学び」が重要だと良く言われているのですが、一体それらは何を意味

しているのでしょうか？そもそも「主体的」な学びとはどのようなことを意味するのでしょう

か。今回は、認知心理学・社会学・文化人類学など幅広い分野にまたがる「学習科学」という

視点から、皆さんの「学び」を科学的に考えてみます。 

事前課題 事前にダウンロード、印刷のうえ、取り組んで下さい。 

※事前に質問も受け付けています。【末尾に QR コードあり】 

https://drive.google.com/file/d/1VxYI6ck41-_3KdCiY2KC_uSFM97Ya7It/view?usp=shar

ing 

              リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 106 全身疾患に対する歯科医療の役割 

所属機関名 日本大学松戸歯学部 

所属部署、役職 専任講師 

話題提供者  齋藤 真規 

実施日 11 月 15 日(月) 

https://drive.google.com/file/d/1IqYf7WaSH4c-1doTMiGE1UjhnGuT0WRh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VxYI6ck41-_3KdCiY2KC_uSFM97Ya7It/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VxYI6ck41-_3KdCiY2KC_uSFM97Ya7It/view?usp=sharing
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Lecture/ 

Workshop 

の内容 

ヒトの口腔の中にはたくさんの微生物が存在しているのはご存じだろうか？口腔の主な微生物

は細菌であり，口腔常在菌と呼ばれている。口腔二大疾患である虫歯（齲蝕）と歯周病（歯肉

炎と歯周炎）は，口腔内環境が悪化すること口腔常在菌が増加することを発端として発症する。

近年，この口腔常在菌が糖尿病などの全身疾患の悪化や発症に深く関与するという報告が散見

される。ここでは口腔常在菌と全身疾患とのかかわりについて歯科医療の重要性について解説

する。また，トピックスとして新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について手指消毒の

重要性とメカニズムについて解説を行う。 

事前課題 キーワード：細菌，真菌，ウイルスを用いてネット検索し、分かったことをまとめておく。 

              リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 107  身近にある微生物の力 

所属機関名 東京農業大学  

所属部署、役職 生命科学部 分子微生物学科 准教授 

話題提供者  鈴木 智典 

実施日 11 月 15 日(月) 

Lecture/ 

Workshop の内容   

微生物とは肉眼で観察することができないような小さな生物のことであり、カビ、

酵母、原生生物、粘菌、藻類、細菌、ウイルスなどが含まれます。食中毒や感染症

の原因となり恐れられる微生物ですが、実は私たち人間の生活に役立ってくれるこ

ともあります。どのような場面で役立っているのか、一緒に探し考えてみましょう。 

事前課題 生活に関わるものに微生物の力が応用されている例を調べてみましょう。 

                             リストへ戻る ↺ 

トピックコード 108    グローバルコミュニケーションツールとしての 

英語の必要性と EdTech を使った英語学習 

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 15 日(月) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容   

Covid-19 禍の影響で海外渡航の機会が減り、グローバルコミュニケーションツールと

しての英語の必要性が低下したとの懸念もあるが、実はテクノロジーが発展した現在、

英語を使うことができると世界各国の人々と英語を使って簡単にオンラインで交流が

できるようになっている。またテクノロジーの進化により現在、様々な Educational 

Technology（EdTech）が利用できるなり、英語に触れる機会が少ないと言われる英語

を外国語して学ぶ環境でも、日常的に英語に触れることが可能となっている。皆さん

も Netflix などのサービスを使って英語に触れる機会もあるだろう。本発表では第 2
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言語習得論という英語を学ぶための理論を参考に、皆さんが英語学習で使える様々な

EdTech 英語学習ツールを、体験もしてもらいながら紹介する。また VR(Virtual 

Reality)等、新しいテクノロジーを使った英語教育と学習の未来についても紹介する。 

事前課題 質問１．Covid-19 禍の影響で海外渡航の機会が減りましたが、今後その影響を受け

てこれまでのグローバルコミュニケーションツールとしての英語の役割が少なくなる

と思いますか。少なくなると思う場合も、思わない場合も理由を加えて自分の意見を

書いてください。(300 文字位) 

質問 2. 現在、自宅でどのような英語学習をしていますか。またアプリ等の EdTech

を使った英語学習をしていますか。できるだけ詳しく自宅での英語学習について書い

てください。(200 文字位) 

             リストへ戻る ↺ 

トピックコード 109  『世紀の原爆写真は語る ―核軍縮に向ける若き力―』 

所属機関名 広島市立吉島東小学校 

所属部署、役職 教員 

話題提供者  大西知子 

実施日 11 月 15 日(月) 

Lecture/Works

hop の内容 

核兵器廃絶に向けて、皆さんの声を国連に届ける方向性を共に考えていきたい。 

事前課題 自分の平和活動について取り組みたいことがあれば、メモをしておいてください。 

                リストへ戻る ↺ 

トピックコード 111 消費者は何を見て食品を購入しているの？ 

所属機関名 東京農業大学  

所属部署、役職 食料環境経済学科 消費行動研究室 助教 

話題提供者  菊島 良介 

実施日 11 月 15 日(月) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

 皆さんが普段何気なく手に取る商品、なぜ選んだのでしょうか。 

理由を説明できますか？ 

 講義の前半では食品の選択行動を概念的、理論的に皆さんと一緒に考えていきます。

講義の後半では、こうした概念や理論が実際の研究ではどのように役に立つのか、皆

さんの選択行動をどのように明らかにするのか、実際の研究成果を紹介します。そし

て最後には皆さんにどのような研究ができそうかも考えてもらいます。 

事前課題 希望者は Global Week のクラスルームを定期的にチェックしてください。 

                                リストへ戻る ↺ 

トピックコード 112  
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コンピューターの発達が、私たちの生活にどのような影響を与えるのか 

所属機関名 ヤフー株式会社 

所属部署、役職 システム統括本部技術支援本部 ServiceDesk チーム 

話題提供者  佐野 正宗 

実施日 11 月 15 日(月) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

「21XX 年、人工知能が暴走を始め、人類は絶滅の危機に瀕していた…」 

と映画の予告のように書いてみましたが、私はコンピューターの発達が人類の脅威に

なるとは考えておりません。 

しかし、英オックスフォード大学のマイケル・A ・オズボーン准教授の論文「雇用の

未来」によると、今後 10〜20 年程度で米国の総雇用者の約半数の仕事が自動化される

リスクが高い、との結論が書かれています。 

コンピューターの発達が私たちの生活にどのような影響を与えるのか、現役のシステ

ムエンジニアと一緒に考えてみませんか。 

事前課題 1.次の年代の携帯電話がどのようなものだったか、調べてください。 

・1990 年  ・2000 年  ・2010 年 

2.「機械学習」とは何か、調べてください。 

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

                                 リストへ戻る ↺ 

トピックコード 113 中高生のためのコーチング入門 

所属機関名 順天中学校高等学校 

所属部署、役職 教諭 

話題提供者  川本 真一 

実施日 11 月 15 日(月) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

「コーチング」という言葉をどこかで見聞きしたことがあるのではないでしょうか。

コーチって何をしている人なんだろう？スポーツなど勝ち負けのある世界の人のため

のものでは？などいくつか疑問が聞こえてきそうです。もし、「コーチング」はふだん

の学校生活での友達とのやり取りや家族との時間、そして自分自身とのお話の中で大

いに役立つものですよ！と言われたどう感じますか。ちょっとしたワークを交えなが

ら「コーチング」を身近に感じられる時間を共に創っていきましょう。 

事前課題 以下、3 つの中から少なくとも 1 つについて調べ、自分考えをまとめる。 

① 「コーチングとカウンセリングの違いとは」、 

②「ティーチングとコーチングの違いとは」、③「会話と対話の違いとは」 

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 実は使える数学【保護者企画】 
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所属機関名 お茶の水大学 

所属部署、役職 教理学部物理学科 教授 

話題提供者  森川 雅博 

実施日 11 月 16 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

物理と数学はかなり類似してますね．どれだけ関係してるんでしょう． 

ついでに音楽やデザインと数学，国語・英語と数学，生物と数学，などなど，関係を見

出し数学を役立たせてみませんか． 例えば，運動方程式や保存則なら微分・積分との

関係，単振動なら複素数との関係，音楽では音階や和音などと三角関数や対数関数との

関係．絵画なら数式で絵を描いてみませんか． 建築デザインなら懸垂曲線，化学なら

原子はなぜ潰れないのか，元素の大きさを決める数学，生物なら花びらの数や素数ゼミ

との関係，国語や英語なら単語の出現頻度分布（現代日本語，古文，英語，フランス語

などで比較），地理なら座標系とか GPS・相対論，宇宙ならその膨張と冪関数・指数関数，

ブラックホールなら双曲線関数との関係 

数学がどれだけ役に立つのかみんなで議論しましょう． 

事前課題 数学と関係しそうな他の教科のテーマを探してきて授業で皆に話してください， 

議論しましょう．数ページのファイルに纏めてきてくれるとわかりやすいかな． 

             リストへ戻る ↺ 

トピックコード 202 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 

所属部署、役職 大学院総合文化研究科 助教 

話題提供者  重松 尚 

実施日 11 月 16 日(火) 

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／抹殺）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 映画『プリズン・エクスペリメント』（2015 年）の予告編（2 分 50 秒） 

https://www.youtube.com/watch?v=3XN2X72jrFk 
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英語なので、話している内容をすべてを理解していただく必要はありません 

（内容は授業のなかでお話しする予定です）。 

予告編に出てくる各シーンの様子をじっくり見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 203 国際協力ってどんなことをするの？ 

所属機関名 昭和女子大学  

所属部署、役職 国際学部 国際学科 准教授 

話題提供者  米倉 雪子 

実施日 11 月 16 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

発展途上国への国際協力を事例に、どのような協力が現地の人々にとって本当に役立

つのか、「持続可能な開発目標（SDGs）」達成に貢献できるか、一緒に考えてみましょう。 

事前課題 持続可能な開発目標（SDGs）について、基本的な資料を読んでおく。たとえば外務省

HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html 

に掲載されているパンフレット「持続可能な開発目標（SDGs）と日本の取組（PDF）」

<https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/SDGs_pamphlet.pdf>の 2 頁と 3 頁。 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 204    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  

所属部署、役職 薬学部 准教授 

話題提供者  氷川 英正 

実施日 11 月 16 日(火) 

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。 

事前課題 キーワード：「創薬」でネット検索をして分かったことをまとめる。 

化学の教科書：「酵素」「アミノ酸」「タンパク質」「有機化学」を確認。 

（まだ習っていないようでしたら簡単に） 

             リストへ戻る ↺ 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
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トピックコード 205 生命科学を変えた発明・発見,ものの見方・考え方 

所 属 機 関

名 

東京薬科大学  

所属部署、

役職 

生命科学部 教授 

話 題 提 供

者  

井上 英史 

実施日 11 月 16 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

20 世紀半ばの DNA 二重らせんの発見より、生命科学は大きな発展を続けています。 

この間に、生命科学領域に広く大きな影響を与えた発明・発見や、ものの見方・考え方の変

化が数多くありました。 人々の日々の生活においても生命科学の成果は欠かせないものとな

っています。例えば、PCR という方法は新型コロナ感染症の蔓延とともに広く知られるように

なりました。この講義では、私自身が研究の中で大きな影響を受けたことのいくつかを皆さん

に紹介しつつ、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 

事前課題 あなたが思う「生命科学に大きな影響を与えた発明・発見たものの見方・考え方」を 

一つ上げてみましょう。そして次のことを自分のことばでまとめてみましょう。 

（１）それは、どのようなことですか？ 

（２）それは、生命科学の領域や人々の生活にどのような影響をもたらしましたか？ 

【以下のフォルダに早めの提出をお願いします】 

https://drive.google.com/drive/folders/1la6DN-ItO56rW19x17V0LM4KMtR75xW3?usp=sharing 

             リストへ戻る ↺ 

トピックコード 206 「ドイツとサステナビリティ― 

ライフスタイル・文化・ことば」（仮） 

所属機関名 杏林大学  

所属部署、役職 外国語学部 専任講師 

話題提供者  田中 洋 

実施日 11 月 16 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

サステナビリティという言葉がメジャーになる以前から、ドイツは環境先進国として

世界をリードしていました。これまで一体どのような取り組みをしていたのでしょう

か。そして、このトピックを入り口として、環境への取り組みや意識の根底にあるド

イツ的な考え方 

（≒ライフスタイル）、文化、ことばについても考えてみます。私たちがドイツから学

べること、逆に私たちが手本として誇れることはどのようなことがあるでしょうか。 

みなさんと一緒に考えてみたいと思います。 

https://drive.google.com/drive/folders/1la6DN-ItO56rW19x17V0LM4KMtR75xW3?usp=sharing
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事前課題 ドイツはどんな国でしょうか？ 

ドイツの文化や習慣、言葉、人々の生活についてなど、興味のあるトピックを 

調べてみましょう。 その際、日本とはどのように違うかも考えてみてください。 

『ドイツ文化事典』（丸善出版、2020 年）などをめくってみると良いでしょう。 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 207 不確実な状況における人間の選択特性 

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 教授 

話題提供者  朝倉 暁生 

実施日 11 月 16 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

「地球温暖化」や「新型コロナウイルスの感染拡大」など不確実な状況で、私たち

人間はどのような選択をするでしょうか。実は人間はこういった状況で合理的な選

択をしないことがあります。皆で考えてみませんか？ 

事前課題 ・モンティ・ホール問題とは、どのような問題でしょうか？ 

・モンティ・ホール問題は、なぜ議論をよんだのでしょうか？ 

・あなたはこの結果を理解できない人にどのように伝えますか？（教えますか？） 

                                    リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 208  多様性について（LGBTQ） 

所属機関名 株式会社ニューキャンバス（瀧本株式会社） 

所属部署、役職 無し 

話題提供者  杉山 文野 

実施日 11 月 16 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

トランスジェンダーである自身の経験と知識をもとに、性の多様性と学校における

LGBTQ に対する配慮、トイレや制服の対応、当事者からカミングアウトを受けた際

の対応などについて具体的なお話しをさせていただきます。 

事前課題 （株）ニューキャンバスの杉山先生の記事です。 

https://www.buzzfeed.com/jp/daisukefuruta/congrats-on-new-baby 

こちらの記事を事前にお読みいただくようお願いいたします。 

リストへ戻る ↺ 

トピックコード 209 科学的根拠に基づいたスポーツ傷害（けが）の予防                           

所属機関名 帝京平成大学  

所属部署、役職 講師 

話題提供者  原田 長 

https://www.buzzfeed.com/jp/daisukefuruta/congrats-on-new-baby
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実施日 11 月 16 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

 スポーツによる傷害（けが）を予防するには、どうすれば良いのか。スポーツ傷害

予防のプロセスについて具体的な傷害（けが）を取り上げながらその考え方と、予防

のためのエクササイズを実際に体験してみましょう。また、スポーツ現場で傷害の予

防や、安全管理の役割を担う仕事についても紹介します 

事前課題 未定 希望者は Global Week のクラスルームを定期的にチェックしてください。 

                                リストへ戻る ↺ 

トピックコード 210  Can Japan reach the 2030 goal of  

having 30% of women in a management role? 

所属機関名 杏林大学  

所属部署、役職 外国語学部 教授 

話題提供者  坂本 ロビン 

実施日 11 月 16 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

This workshop will discuss the present situation in Japan for women in management 

positions. We will try to explore ways in which women can become more active in the 

future of Japan.  Both men and women are invited to join! We will use breakout 

rooms so come prepared to discuss! 

事前課題 Students should scan the following articles focusing on the charts: 

How to advance women in leadership roles in Japan | McKinsey 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/mobilizing-women-to-step-up-

as-leaders-in-japan 

• Chart: Women in Leadership Roles Remain Scarce in Japan | Statista 

https://www.statista.com/chart/22630/share-of-women-in-managerial-positions-japan/ 

Please do not feel you need to read the articles in full. Rather look at the charts so that 

we can discuss the current situation in Japan and how to improve it! 

アドレスをブラウザに貼り付けてリンク先に飛びダウンロードして読んでください。 

紙ベースの資料が欲しい参加者は申し出てください。 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 211    「ものづくりは面白い」 

〜身近な分子の模型を組み立てよう〜 

所属機関名 東京農業大学   

所属部署、役職 応用生物科学部 農芸化学科 教授 

話題提供者  松島 芳隆 

実施日 11 月 16 日(火) 



22 

 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

 「化学物質」という言葉を聞くと何を思い浮かべますか？「天然・自然のものは安全」は本当

でしょうか。分子模型を組み立てながら身近な物質「有機化合物（もの）」を知り、「有機化学」

「農芸化学」という学問について学びましょう。私自身が行っている研究、生物活性物質などの

有用な化学物質を作る「有機合成化学（ものづくり）」についても簡単に説明します。「有機合成

化学」は、頭と体を使ったトータルな能力が身につく研究分野ですよ。 

事前課題 身近な食品や生活用品などの成分表示に書かれている「有機化合物」の構造式や性質などを調べ

ておく（可能な限り、事前に写真やファイル等で提出して下さい）。 

【提出先】 

https://drive.google.com/drive/folders/1edQaAE5WN6-Sx8r3bh5Hq4oyOAwFNoNo?usp=shar

ing 

＊受講生との相互連絡ができると幸いです。 

 

WORD ファイルとし、学年や学生番号氏名などを記載した上で、下記の項目で提出 

1. 調べたものの名称など（薬、その他の生活用品、食品など／写真を付けても良い） 

2. 化合物の名前と構造式（ネット上に情報があればその図を貼り付ける、あるいは、手書きの

構造式を写真で撮ったものでも可とする） 

3. 調べてみた感想や意見など（もしあれば自由に書いてください。） 

【締切】11 月 14 日（日）17 時まで 

             リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 212 その薬、ちゃんと正しく使えていますか？  

-医薬品の適正使用について考えてみよう- 

所属機関名 日本薬科大学 

所属部署、役職 薬学部 准教授 

話題提供者  栗田 拓朗 

実施日 11 月 16 日(火) 

Lecture/ 

Workshop の内

容 

身の周りに薬が全く無い、という人はほとんどいないでしょう。毎日決まった薬を飲

んでいない人でも、時々ドラッグストアで買った軟膏剤を塗ったり鎮痛解熱薬を服用

したり、あるいは同居家族が薬を使っているのを見ていたり...。でもその薬、正しい使

い方ができていますか？何か、間違った判断や情報を基に薬を使おうとしていません

か？正しい使い方ができなかった際の薬の弊害と、薬を正しく使うための情報の受け

取り方について考えてみましょう。 

事前課題 ① 最近、病院で受診したい、あるいはドラッグストア等で薬を購入したい、と 

思ったことがありますか？ その時、 

1)相談する相手として誰を思いついたか、また実際に相談をしたか  
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2)薬や疾病に関する情報を探したかどうか、探したとしたら具体的に、どのような 

ものを参考としたか   について記憶をまとめておいてください。 

② 医薬品や健康食品の不正使用による健康被害の実例について調査し、簡潔に 

まとめておいてください。" 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 213 福田理軒 

所属機関名 順天学園  

所属部署、役職 理事長 

話題提供者  渡辺 孝藏 ／海老原 賢宏 

実施日 11 月 16 日(火) 

Lecture/ 

Workshop の内容 

福田理軒のたどった足跡をたどり、順天堂塾が開設されるまでの経緯と人物像を、

専門的に研究していた暦の問題と関連付けて考察していく。日本に暦が受容され、

どのように発展してきたのか、その歴史についても併せて理解を深められるように

進行していく。ただし、昨年に引き続き、一方通行の講義形式でなく、生徒達との

双方向の意見交換を行う予定である。事前課題を調べる際に浮かんだ疑問などを大

切にし、当日には積極的に参加してもらいたい。 

事前課題 理軒館３階の理軒像や展示物、そして新田キャンパスのメモリアルホールを見た感

想を、当日は自由に述べてください。順天学園のホームページや学園史などの著作

を見て調べてもかまいません。 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 214 難民について学び、高校生ができる 

難民支援を考えるワークショップ 

所属機関名 AAR Japan（難民を助ける会）                

所属部署、役職 職員 

話題提供者  AAR Japan（難民を助ける会）職員 

実施日 11 月 16 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

前半は講義形式で行う。内容はザンビアを話題の中心としてアフリカにおける難民の

現状を学び、本やネットだけでは知ることのできない、難民支援団体が実際に行って

いる取り組みや、活動の現状、体験談など生の声も聴かせていただく。前半の内容を

踏まえて、後半はワークショップ形式で行い、難民支援という難しい課題に対して高

校生の立場で何ができるのかを考えていく。このワークショップをいかして、順天高

校での難民支援グループを立ち上げて、実際にアクションを起こすことを最終目標と

する。 

事前課題 未定 参加希望者は定期的に確認してください。 
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            リストへ戻る ↺ 

 

第 3 日 1１月１7 日(水) トピックコード 301～315 

トピックコード 301  人類絶滅へのシナリオ 

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 17 日(水) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

一昨年から全世界で蔓延した新型コロナウイルスの猛威により、人類史上歴史的な危

機に直面しましたが、人類の共通した脅威として、小惑星衝突、氷河期の到来、環境

破壊、人口減少、食物・水問題、AI 暴走、地球規模の火山爆発、核戦争、ガンマ線バ

ースト等による人類絶滅も遠からず来る可能性があります。これら諸現象に関して考

えてみたいと思います。 

事前課題 世界中で蔓延している新型コロナウイルスは、人類との戦いとなっていますが、 

より危機的な人類絶滅となるか能性がある現象とは何だと思いますか？  

自分で考えて、3つピックアップしてください。 

また、何年先まで人類は生息できると思いますか？ 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 302  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 17 日(水) 

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、どんなお客さんが多いのかや、1 店舗の 1 日の収入

や費用を推定する。ネット検索に頼らないこと 

            リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 303  『キャスター・伝え手の仕事から見えてきたこと 

〜テレビ製作の裏側〜』【卒業生企画】 

所属機関名 NHK 横浜放送局 

所属部署、役職 キャスター・リポーター 
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話題提供者  西岡 愛 

実施日 11 月 17 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

キャスター・リポーターの仕事は、取材相手の話を聴くことから始まり、リポ

ート作成、ニュース読み、ラジオパーソナリティ、イベントの司会など業務内

容は多岐にわたりますが、その根底にあるのは、「正しくそのものの本質を伝

えていくこと」です。伝え手の仕事に取り組んできた経験から、情報を伝える

上での考え方や工夫をお伝えします。キャスター・リポーターの普段の仕事内

容や体験談、進路選択の際の話などもしていきたいと思っています。 

事前課題 自分がリポーターになったつもりで、「この魅力を伝えたい！」と思うものを

1 つ決めて、1 分半くらい（400 字程度）のコメントを作ってみて下さい。（背

景情報はインターネットなどで調べても大丈夫です） 

              リストへ戻る ↺ 

トピックコード 304  美味しさと香り～香りの不思議な世界～ 

所属機関名 東京農業大学  

所属部署、役職 生物産業学部 食香粧化学科 教授 

話題提供者  佐藤 広顕 

実施日 11 月 17 日(水) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

普段何気なく口にしている様々な食品。しかし、このように多くの食品を安心して食

べられるようになるまでには、祖先から受け継いだ数多くの貴重な経験がベースにな

っています。太古の祖先が様々な体験から獲得した、安全な食品を見極める様々なシ

グナルが無意識の内にも現代人に脈々と受け継がれていることの不思議さや食品の美

味しさに関わるいくつかの要因について身近な食品を題材に実際に様々な香りを嗅ぎ

ながら体験的な講義を行います。 

事前課題 普段あまり意識せずに判断している食した際の食品の美味しさと香り等について、食

に関する日常的感覚とのギャップ等を新鮮に感じてもらうため、特に事前学習は求め

ていません。但し、可能なら聴講される方は、講義前の数日は食事の際、特に食材を

味わって食べて参加してもらえるとありがたいです。 

 リストへ戻る ↺ 

トピックコード 305 建築メディア論「CasaBRUTUS から学ぶ偏差値以上に重要なこと」 

所属機関名 慶應義塾大学 SFC 

所属部署、役職 環境情報学部 特別招聘教授 

話題提供者  白井 良邦 

実施日 11 月 17 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

大学卒業後マガジンハウスという出版社で、雑誌編集者として 20 年以上メディ

アに関わってきました。なかでも建築・デザイン雑誌 CasaBRUTUS には創刊準
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備から関わり、会社を辞め独立した今も「櫻井翔のケンチクを学ぶ旅」などの連

載のページ作りに携わっています。その経験を元に、”建築”という奥深い世界が

あること、その建築の世界から学ぶ大切なことについて、講義を通じ探ってみた

いと思います。 

事前課題 本屋やコンビ等で雑誌 CasaBRUTUS（カーサ・ブルータス）がどのような雑誌

なのか、買わなくても構わないので、触ったりページをめくったりして、見て確

認して欲しいです。また同様に CasaBRUTUS が運営している casabrutus.com

という無料で読めるウェエブマガジンのサイトにアクセスし、自分が興味のある

記事だけでもよいので、２～3 の記事を読んでから講義に臨んで欲しいです。 

                             

リストへ戻る ↺ 

トピックコード 306 アジアの未来について考えよう： 

「西洋クラシック音楽」を通した文化交流 

所属機関名 無所属  

所属部署、役職 一橋大学大学院社会学研究科修了 博士（社会学） 

話題提供者  加納 遥香 

実施日 11 月 17 日(水) 

Lecture/Workshop 

の内容 

 「西洋クラシック音楽」はヨーロッパに起源を持ちますが、今では私たちのい

るアジアを含め、世界の多くの場所で作曲や演奏、批評などが活発に行われてい

ます。そのなかのひとつに、オーケストラ（管弦楽団、交響楽団）の多様な活動

を挙げることができるでしょう。 

 この授業では近現代アジアにおけるオーケストラの歴史と国境を越えた近年の

文化交流について、日本とベトナムを中心に紹介します。そのうえで、政治や経

済、社会にも視野を広げつつ、オーケストラを通した文化交流がアジアの未来を

どのように作り出すことができるのか、その可能性について一緒に考えましょう。

（アジアのなかでも、主に日本と東南アジアを取り上げる予定です。） 

事前課題 ① 地理や歴史の教科書やインターネットを使って、東南アジア地域には 

どのような国があるのかを調べ、地図で位置を確認しましょう。 

② そのうえで、世界史や日本史（持っていなければ歴史）の教科書から、 

東南アジア地域や国々を取り上げた箇所を 1 か所以上探しましょう。 

見つけられたらその部分を読み、東南アジアの国々の歴史や日本との関係に 

ついて理解を深めておきましょう。 

                                

リストへ戻る ↺ 

トピックコード 307 未来を考えるとは 

所属機関名 東京家政大学  
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所属部署、役職 家政学部 環境教育学科 特任講師 

話題提供者  大塚 彩美 

実施日 11 月 17 日(水) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

最近『未来』という言葉をよく目や耳にするようになりました。という私は 2019 年に

『＜未来像＞の未来 ―未来予測と創造の社会学―』（John Urry 著 “What is the Future?” 

Polity, 2016）という本の翻訳に携わりました。この本では「実現可能な未来」「起こり

そうな未来」「望ましい未来」という３つの未来像を提示し、それぞれを区分すること

の必要性を説いています。それはなぜなのか、今私たちが生きる世界をかつて「未来

像」として掲げ、作ってきたのは誰か、そして私たちはどのような「望ましい未来」

を描き、いち市民としてどのように未来作りに関わって行けるのか、皆さんと一緒に

考えたいと思います。 

事前課題 ① リンク先の資料（第 5 章の【提起】の部分 p.124~p.126 の 5 行目まで）を読んでく

ださい。 

https://drive.google.com/file/d/1pHGNTulNdZwt4SWlyY4Jsg0Kaw2nwTt8/view?usp=sharing 

②わからない言葉や気になる言葉を自分なりに調べてみましょう。 

たくさんある場合は、もっとも気になるもの 1 位～3 位ぐらいまでで大丈夫です。 

③そのあと、あなたが考える「望ましい未来」の姿を描いてみましょう。 

当日共有したいと思います。（描くといっても文章で表してもよいし、ドンピシャな単

語があれば一言で表してもよいです。イメージの絵でもよいです。） 

①の紙媒体が欲しい参加者は申し出てください。 

               リストへ戻る ↺ 

トピックコード 308  多様な民族が織りなす社会 ～東ヨーロッパを事例として～ 

所属機関名 明治大学 

所属部署、役職 経営学部 教授 

話題提供者  薩摩 秀登 

実施日 11 月 17 日(水) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

 かつて存在したユーゴスラヴィアには、全人口に占める割合が 1％を超えるものだ

け数えても 8 つの民族が住んでいました。東ヨーロッパでは、これは珍しいことでは

ありません。また、統計には必ずしも現れないのですが、ロマ、すなわちかつてジプ

シーと呼ばれた人たちもかなりの数に上ります。このように多様な民族集団から成り

立つ社会は、どのように形成されたのでしょうか。民族の違いとは、何を意味するの

でしょうか。東ヨーロッパ諸国の中からいくつかの事例をとりあげて考えていきます。

また、西ヨーロッパに比べて紹介されることの少ない東ヨーロッパについて、理解を

深めるきっかけにしたいと思います。 
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事前課題 ここでは、東ヨーロッパという場合、ドイツやイタリアよりも東、ベラルーシや 

ウクライナよりも西の地域を指すことにします。特に関心のある地域や国を選んで、

その住民や文化について調べ、さらに知りたいことについてまとめてきてください。

以下の文献の中から、興味のある所を読んでみるといいと思います。 

 薩摩秀登編著『チェコとスロヴァキアを知るための 56 章（第 2 版）』明石書店 

 柴宜弘編著『バルカンを知るための 65 章（第 2 版）』明石書店 

同じシリーズで、他の東ヨーロッパ諸国についても文献が出ているので参照してみて

ください。                                        

リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 309 食品表示に見る「食品科学」の知識とスキル 

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 准教授 

話題提供者  奈良井 朝子 

実施日 11 月 17 日(水) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

「大学で食品を学ぶ」と聞くと栄養士を目指す以外にどんな進路が考えられますか？

食べること、つくることが好きならば、「食品科学」の専門的知識やスキルを活かして、

私たちの「食」を支える担い手として活躍する道もあります。「食品科学」について一

緒に考えてみましょう。 

事前課題 スーパーまたはコンビニで購入した食品 2 種類（機能性表示食品を除く。類似品でな

い 2 種類が良い）について、食品表示の項目の種類や内容を調べて下さい。 

調べ方→2 種類に共通する項目は何か、もしそれぞれに独自の項目があればそれは何

か、切り抜きや撮影した写真などを使って比べてみましょう。 

             リストへ戻る ↺ 

トピックコード 310  「Sustainable Diet:持続可能な食」とは？ 

所属機関名 東京農業大学  

所属部署、役職 農学部 デザイン農学科 

話題提供者  松田 浩敬 

実施日 11 月 17 日(水) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

現在、私たちが住む地球には、地球温暖化をはじめ、生物多様性の喪失など様々な解

決すべき問題があります。自分たちの現在世代だけでなく次の世代のことも考えた持

続可能な社会が求められています。食をめぐる問題もその一つです。また食をめぐる

問題は、以前に比べ、より複雑化し解決策を考慮することが難しくなっています。本

講座では、持続可能な社会の確立に貢献することができる「食」とはどのようなもの

なのか、どのようなことを考えるべきなのかについて考えていきます。 

事前課題 「朝日新聞 人と地球に健康な食べ方 日本人ならできるかも？」 
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https://www.asahi.com/articles/SDI201910043122.html 

および余裕があれば同記事の末尾にある関連サイトを見ておく。また「「小さな地球の

大きな世界」のパンフレット」 

https://www.maruzen-publishing.co.jp/info/n19297.html 

を読んでおく。以上を通じて、持続可能性とはなんなのか？持続可能な食とはなんな

のか、考えておく（リンク先より閲覧またはダウンロードする） 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 311  100 年先も続く環境に優しい持続的なまちづくりは可能か？ 

所属機関名 東京農業大学  

所属部署、役職 地域環境科学部 地域創成科学科 教授 

話題提供者  入江 彰昭 

実施日 11 月 17 日(水) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

飛鳥山公園は日本最古の公園です。 約 300 年前、享保 5 年（1720）の秋、8 代将軍

徳川吉宗は、享保の改革の都市政策の１つとして、士農工商問わず江戸庶民が共に楽

しむ公共遊園を整備しました。 現在、飛鳥山公園は、春には約 600 本の桜が私たち

を楽しませてくれます。 このように、数 100 年前につくられた緑の風景を、今でも

私たちは見ることができます。 その飛鳥山公園をはじめとする王子地域の歴史文化

や水と緑の自然から学び、さまざまな人・SDGs に配慮した持続的なまちを、実際に

模型や図面などを使ってみんなで作ってみましょう。 

事前課題 あなたは、まちづくり・地域づくりのプランナーです。 そのまち・地域の良い所や

改善すべき点を発見し、発見されたよい特徴を活かし改善すべき課題を解決するプラ

ンを描くことが仕事です。 順天中学校・高等学校周辺や飛鳥山公園・王子駅周辺地

域を歩き、自らの目線で地域の良い所と改善すべき所を発見してください。 良い所

と改善すべき所をノートに書いておいてください（オンラインの場合には、パワーポ

イント 1-2 枚で作成してください）。 授業時のグループワークの中で発表してもらい

たいと思っています。  

備考 グループワークでスマホを使用します。 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 312 ラオスの大学生の暮らしと環境問題への挑戦 

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 17 日(水) 

https://www.asahi.com/articles/SDI201910043122.html
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Lecture/ 

Workshop 

の内容 

ラオスの大学生と実施している環境教育プロジェクトをテーマに、現地からの動画を

交えながら、ラオスの大学生がどのような暮らしをしているか、彼らが環境のユース

リーダーとして、どのように地域で活躍し、地域の環境問題に取り組んでいるかをお

話しします。 

また、ラオスの学生たちは、日本の学生、子どもたちがどのように生活し、環境問題

に取り組んでいるかにとても関心があります。今回は身の回りのゴミ問題への取り組

みに焦点を当て、みなさん自身がどのような取り組みをしているか、またやってみた

いと考えているかぜひ教えてください。当日、いただいたご意見は、後日ラオスの学

生たちにも共有します。 

事前課題 日本のゴミ問題について、皆さんが身の回りで取り組んでいること、やってみたい、

これならできそうと思おうことを調べてまとめてきてください。住んでいる地域で実

施されている取り組みなどでも良いので、文献は指定しません。身の回りのことを調

べてきてください。 

                              

リストへ戻る ↺ 

トピックコード 313   カルロスの 『やさしい日本語くらべてみたら』 

【生徒企画】 

所属機関名 特定非営利活動法人 glolab（グロラボ）/ 順天高校生 

所属部署、役職 理事コーディネーター 高校 2 年生 

話題提供者  上村カルロス 順天高校 2 年 4 組菅叶音 舘田陽南 川井菜々 高見沢優百 

実施日 11 月 17 日(水) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

前半の 45 分間はカルロスさんが日本での中学校・高校での経験をベースに日本での生

活での苦労、カルチャーショック、精神的に苦しかったこと、受けた支援、助けられ

たこと、当時を振り返って今感じることをパワーポイントを使ってお話していただき

ます。後半は英語探求で行っているやさしい日本語の活動をもとに、やさしい日本語

とはどういうものなのかや、どうして必要なのかをお話しした後に参加者にどのよう

にやさしい日本語を使うのか体験をしていただくという講義内容になっています。 

事前課題 未定 希望者は Global Week のクラスルームを定期的にチェックしてください。 

                                  

リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 314 新型コロナ感染症のためのワクチンの現在と未来 

所属機関名 日本薬科大学  

所属部署、役職 准教授 
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話題提供者  齋藤 博 

実施日 11 月 17 日(水) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

在、わが国では新型コロナ感染症（COVID-19）に対する対抗策はワクチンと抗体カ

クテル療法しかありません。今回の講義では、早期に承認されたファイザー社とモデ

ルナ社の「mRNA ワクチン」、そしてアストラゼネカ社の「DNA ベクターワクチン」

について「免疫」の知識を深めながら学ぶことを 1 つの目的とします。また、現在日

本で開発中の「組み換えタンパクワクチン」について「遺伝子」の知識を深めながら

学ぶことを 2 つ目の目的とします。そして、これらの知識を深め、変異を続ける新型

コロナウイルスとどのように共生していかなければいけないのかを考えていきたいと

思います。 

事前課題 あらかじめ調べておくキーワード：mRNA、中和抗体、獲得免疫、アナフィラキシー  

見ておくべきサイト（可能であれば）： 

WHO ホームページの COVID-19 Situation dashboard  

https://covid19.who.int/ 

読んでおく文献：ファイザーのワクチン「コミナティー筋注」添付文書 

https://medley.life/medicines/prescription/631341DA1025/doc/ 

モデルナのワクチン「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」の添付文書  

https://medley.life/medicines/prescription/631341EA1020/doc/ 

まとめておく意見：自分が他人に新型コロナウイルスを人にうつしてしまうのはどん

な時か 

            リストへ戻る ↺ 

 

 

トピックコード 315 パネルディスカッション「仕事とクリエイティビティ」 

所属機関名 順天中学・高等学校 

所属部署、役職 総合的探究プロジェクト代表 

話題提供者  阿部 邦宏 

実施日 11 月 17 日(水) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

異なる分野で活躍するアーティストをお招きして、「仕事」「クリエイティビティ 

（創造性）」「学校」の三つのキーワードを中心に座談会を行う。 

「大学には行きたい、でもその先が見えない」という生徒に参加してほしい。 

【パネリスト】 

マキノナツホ（darlin.所属 美容師） 

小原 綾斗（Tempalay ボーカル＆ギター） 

佐々木 集（PERIMETRON 所属 クリエイティブディレクター/プロデューサー・

millennium parade クリエイティブディレクター/アジテーター） 

事前課題 未定 希望者は Global Week のクラスルームを定期的にチェックしてください。 
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            リストへ戻る ↺ 

 

第 4 日 11 月 18 日(木) トピックコード 401～412) 

トピックコード 401 免疫細胞によるがん排除計画 

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 18 日（木） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

これまで、がん治療は外科治療、放射線治療、抗がん薬物療法の３本柱で行われてき

ました。しかし、近年の免疫学的治療法の劇的な進歩により、免疫療法が第４の柱と

して実臨床で期待されています。また、2018 年に免疫チェックポイント阻害薬の開発

に対して、ノーベル医学生理学賞に授与されたことで、がんに対する免疫療法は一般

社会からも高い関心が寄せられており、皆さんも「がん免疫療法」という言葉を耳に

したことがあるのではないでしょうか。それでは、免疫細胞はどうやってがん細胞を

認識して、排除するのでしょうか？本講義では免疫学の歴史から、がん免疫に関して、

そして現在臨床で使用されている最新のがん免疫療法を紹介します。 

事前課題 好きな免疫細胞を一つ挙げて、その理由を教えてください。 

手術以外のがん治療を一つ調べて、教えてください。 

授業の初めに上記の２つを聞きます。 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 402  地球を救え！身近な衣服から取り組む SDGｓ 

所属機関名 ニッケグ吉田 晶ループ アカツキ商事株式会社 

所属部署、役職 マネージャー 

話題提供者  水口 資子 ／  

実施日 11 月 18 日（木） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

衣食住」私たちが生活する上で重要な 3 つのうちの１つである「衣」―そのファッシ

ョン産業は、環境負荷が非常に大きい産業と指摘されており、国際的な課題となって

います。そして、サステナブル(持続可能)への取り組みは、近年急速に拡がっていま

す。 

 本論では、事前課題等を通じ、世界のファッション業界の現状を把握し、自身の衣

生活はどうか？考えていただきます。そして、講義を通じ衣服を正しく選択するうえ

で重要な「素材」について、身近な制服に使用される『●●●』を使った科学実験や

グループワークを通じて体感し、理解を深めていきます。 

今後の地球を皆さん一人ひとりの選択が救う！そんなきっかけになれば幸いです。 

事前課題 SDGｓの内容を深めてきてください。また環境省の HP（サステナブルファッション） 
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https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/index.html 

を閲覧してきてください。 

 

※参加者には GWクラスルームにアンケートリンクが送られます。 

自分自身と家族の衣服の購入量（素材など）また廃棄量について事前に纏めて頂き、

10月末で回収させて頂きたいので、宜しくお願いします。 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 403 新時代の武器「メモ」の使いこなし方【生徒企画】 

所属機関名 順天高校 

所属部署、役職 高校 2 年生 

話題提供者  伊藤 賛 

実施日 11 月 18 日（木） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

メモというと備忘録のイメージが一般的ですが、僕が紹介したいメモは根本から違い

ます。それは「日常に起こる些細な出来事や気づきをアイデアに変えるメモ」です。

例えば、ネットで見つけた広告を思わずクリックしてしまったなんて経験ありません

か？このように理由がよくわからないのに心を動かされる経験が時々ありますよね。

そこでメモの登場です。「ある工程」を踏むことでこれらの些細な出来事はアイデアへ

と変化します。こうして生まれたアイデアは間違いなく、みなさんの人生をより良い

方向へ導きます。他にもメモにはたくさんのすばらしい潜在能力があるのですが、こ

こでは説明しきれません。聞きに来てくださればきっとあなたもメモを取りたくなる

はずです。やる気のある方はぜひお越しください！＊この講座は『メモの魔力』とい

う本を基に行われます。 

事前課題 「簡易自己分析」 

メモと自己分析には実は深い関係があります。難しいと思われる方が多いと思います

が、よく自分に問いかけてやってみてください。ワークショップで使います。 

https://drive.google.com/file/d/1xaEU8ImRYJd3OSSuL_28cQOh38YFhm-1/view?usp=

sharing 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 404    途上国の児童養護施設で暮らす子どもたち、 

スラムで暮らす子どもたちと出会って 

所属機関名 早稲田大学教育学部（CFF ジャパン） 

所属部署、役職 大学 4 年生 

話題提供者  大江 彩友 

実施日 11 月 18 日（木） 

https://drive.google.com/file/d/1xaEU8ImRYJd3OSSuL_28cQOh38YFhm-1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xaEU8ImRYJd3OSSuL_28cQOh38YFhm-1/view?usp=sharing
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Lecture/ 

Workshop 

の内容 

国際協力ってなんだろう。自分にできる国際協力ってどんなものだろう。実際にフィ

リピン・ミャンマーで活動した大学生と一緒にワークショップをしながら深めていき

ます。 

事前課題 ① 調べておくべきキーワード：ボランティア、途上国、スラム 

②フィリピン、ミャンマーがどこにあるのか調べる。 

この二つの国について知っていること、浮かぶイメージを書き出してみる。 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 405  戦争体験にふれて、あなたは何を受け取る？ 

―沖縄戦の記憶から―                 

所属機関名 nuchiyui 

所属部署、役職 代表 

話題提供者  綿貫 円 

実施日 11 月 18 日（木） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

私は、以前に沖縄県石垣島にある、八重山平和祈念館で学芸員として勤務したことを

きっかけに、沖縄県内外の戦争体験を聞いて伝える活動をしています。 

「沖縄戦」、「集団自決」、「歴史認識」などをキーワードとし、あの時のあの人を想像

してみませんか？ 

 例えば、「集団自決」や「従軍慰安婦」を教科書にどう記述するかなど、戦争体験を

どう切り取るかは今もなお議論が続いています。国際社会で活躍するとき、自分自身

は日本の戦争の歴史をどう認識しているのかを自覚すること、他国や他地域とどんな

違いがあるのかを知っていること、はとても大事なことだと感じます。 

今回は沖縄戦の記憶をもとに“自分は戦争体験から何を受け取るのか”を一緒に 

考える時間になればうれしいです。 

事前課題 ◆これまでに「戦争」の話にふれたとき、どんな気持ちになった？ 

◆「沖縄戦」のイメージは？ 

上記２つについてメモ程度に書き出しておいていただきたいです。 「集団自決」に

ついて知らない方は、事前に少し調べておいてもらえるとうれしいです。 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 406  『シリコンバレーとイノベーション入門』 

所属機関名 iU 情報経営イノベーション専門職大学 

所属部署、役職 専任教員 

話題提供者  松村 太郎 

実施日 11月 18 日（木） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

シリコンバレーがどんな場所なのか？ またなぜイノベーションが活発に起きているの

か？ 超巨大企業のバーチャルオフィスツアーを交えながら、シリコンバレーで行われ

ているイノベーションのきっかけを、教室の中で体験して頂く講義です。 
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事前課題 学校で、家庭で、あるいは地域で、自分が普段、不便に思っていることを考えておいて

下さい。当日、そこからビジネスのアイディアを創り出します。 

                              

リストへ戻る ↺ 

  

トピックコード 407  KPOP と韓流文化 

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 18 日（木） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

全世界が K-POP ブームである今、「K-POP とは?」という質問に対して多様な考えと

経験を共有しながら、自分には K-POP が何なのか考えてみる経験を提供する。グロ

ーバル社会で K-POP 文化に対する影響や課題を把握するとともに、その解決策を考

察する。 

事前課題 K-POP とは?／韓流文化／グローバル社会／日韓関係について、 

自分が思うイメージを考えてメモしてください。 

            リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 408  東日本大震災から 10 年 

～体験談から学ぶ私たちにできること～ 

所属機関名 株式会社 明石スクールユニフォームカンパニー 

所属部署、役職 会社員 

話題提供者  永岡 菜々果 

実施日 11 月 18 日（木） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

東日本大震災の体験談 

東日本大震災を被災地で経験した弊社の社員が当時の状況をお話します。 

2011 年 3 月 11 日、普通の日常に突如襲ってきた災害。多くの方の命が一瞬にして奪

われてしまいました。 

当時中学 1 年生だった私たちが何を感じたのか、10 年経ち大人になった今だからこそ

皆さんに伝えられることがあると思います。 

日本は災害の多い国です。いつ自分の身近で起こるか分かりません。日本には自然災

害を経験した先人の方々が多くいらっしゃいます。「もしもの時、自分や家族の命を守

るために何が出来るのか」体験談を通して考えてみませんか？ 

事前課題 ・東日本大震災について必ず調べておいて下さい。 
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（いつ・どこで・どんなことが起きていたのか etc） 

・震災当時の状況をご家族や身近な方に聞いておいて下さい。 

・急な自然災害に備えて、自宅で準備しているものがあれば教えて下さい。 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 409    実験で学ぶ 体内でのくすりの運命 

～薬剤師が科学者として行っていることを体験してみよう～ 

所属機関名 東京薬科大学  

所属部署、役職 薬学実務実習教育センター 講師 

話題提供者  別生 伸太郎 

実施日 11 月 18 日（木） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

普段何気なく使用している医薬品ですが、実は様々な製剤的工夫がされています。

本講義では「体内での薬の運命」と題し、薬物の有効性を高める工夫や副作用を抑え

る工夫について解説します。また単に解説をするだけでなく、実際に身近な医薬品を

用いて実験を行いながら製剤的工夫の一端を体験して頂き、医薬品開発の科学的な 

面白さや、医療現場の薬剤師が、この工夫をどのように患者さんのために活用して 

いるかを理解するプログラムとなっています。 

授業の後半では、薬学部の総論的な話として、大学での授業内容や薬学部卒業後の

進路、取得することの出来る資格などについての話も少しいたします。 

事前課題 ◆病院からもらった薬がある人は「薬の名前」と「どんなときに使ったか」を控

えてきて下さい。 

   現在使っていなくても、過去に使ったことのある薬の名前で結構です。 

   お薬手帳をお持ちの方は、当日ご持参下さい。 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 410  「渋沢栄一と東京北郊地域： 

デジタルアーカイブで調べて考える」【渋沢栄一】 

所属機関名 （公財）渋沢栄一記念財団 

所属部署、役職 渋沢史料館 副館長 

話題提供者  桑原 功一 

実施日 11 月 18 日（木） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

インターネットでアクセスできる情報は玉石混合で、信頼性もばらばらです。 

一次資料（デジタルアーカイブ）を用いた調査発表の方法を知るとともに、 

地域に根ざした渋沢栄一の姿を自ら調べて考えることを目指します。 

1.ガイダンスとして、渋沢栄一入門概説。 

インターネットで収集した情報をもとに、課題に沿った調査方法を例示。 
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デジタルアーカイブ資料を用いた信頼性の担保や内容の高度化の方法を示す。 

2.課題ごとにグループを作り、事前学習で収集した情報と、その場でデジタルアーカ

イブで収集した情報を元に、1 を参考に発表資料（パワポなど）にまとめる。 

3.グループごとに発表（3～5 分程度）、全グループ発表後に、話題提供者と参加者が

講評する。 

 

渋沢栄一は、順天高等学校のある東京都北区をはじめその周辺地域を含む東京北郊地

域と深いゆかりをもっています。渋沢栄一と彼のかかわった東京北郊地域での事業に

ついて話し合います。なぜ渋沢栄一はその事業を行い、かかわったのか、なぜその事

業の舞台を北郊地域に選んだのか。事前課題と当日のディスカッションを通じて自分

なりの考えを発表してください。 

取り上げる話題：渋沢栄一と王子製紙、西ヶ原一里塚、養育院、民間外交 

事前課題 以下４つの話題のうちどれかひとつを選んで、インターネット上で得られる情報を

もとに自分の考えをまとめておいてください。  

1.渋沢栄一と王子製紙 

明治 6 年〈1873〉、渋沢栄一は抄紙会社（明治 9 年〈1876〉に製紙会社、明治 26

年〈1893〉に王子製紙株式会社と改称。現・王子ホールディングス株式会社、日本製

紙株式会社の前身）を設立し、明治 8 年、洋紙製造工場を王子地域に完成させ開業し

ます。なぜ渋沢栄一は洋紙製造業を始めようと考えたのでしょうか。また王子地域に

洋紙製造工場を作ろうと思ったのはなぜでしょうか。 

 

2.渋沢栄一と西ヶ原一里塚 

渋沢栄一は、明治時代から東京の市街電車整備など交通網の発展に尽力していまし

た。大正時代のはじめ、滝野川地域の住民から市電を早く延伸して整備開通してほし

いとの要望が高まります。そのため東京市は電車軌道の延伸敷設と新道開鑿を進める

ため、江戸時代の旧跡「西ヶ原一里塚（二本榎）」を撤去する計画をたてました。渋沢

栄一はその一里塚撤去計画に反対し、地元の人々などと協力し「西ヶ原一里塚」を保

存し、後世に伝えていこうとする運動を推進しました。なぜ渋沢栄一は、この時、交

通網の発展と一見相反するような史蹟保存という運動にかかわったのでしょうか。 

 

3.渋沢栄一と養育院 

養育院は、明治５年（1872）、現在の東京都内の生活困窮者などを保護する目的で

設立された、日本において先駆的な公的福祉施設です。 渋沢栄一は、設立間もない

明治７年（1874）から、養育院の運営にかかわりはじめます。 明治 9 年に事務長と

なり、明治 12 年から昭和６年に亡くなるまで院長として事業の発展に尽力しました。

現在も養育院事業を引き継いだ複数の団体が活動しています。 

養育院の事業にはどんなものがあったのか、また渋沢栄一はその事業を通してどん

な社会をめざしていたのでしょうか。 



38 

 

 

4.渋沢栄一と民間外交 

渋沢栄一は自邸である飛鳥山邸（明治 12 年〈1879〉から別荘、明治 34 年〈1901〉

から昭和 6 年〈1931〉に亡くなるまで本邸）に海外の要人を招き、いわゆる民間外交

を行っていました。 飛鳥山邸を訪れた要人にどんな人物がいて、どういった目的で

日本を訪れ、渋沢栄一と会っていたのでしょうか。渋沢栄一が民間外交を行った理由

とは何でしょうか。 

             リストへ戻る ↺ 

トピックコード 411  西洋人が見た幕末日本のお正月 

所属機関名 横浜市立大学 

所属部署、役職 大学院 修士課程年生 

話題提供者  橘 華那 

実施日 11 月 18 日（木） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

この講座では、1842 年にイギリスで創刊された『The Illustrated London News』と

いう絵入り新聞の中の、日本のお正月について書かれた記事「ILLUSTRATIONS OF 

JAPAN」から、幕末の訪日西洋人が見た日本の姿を見ていきます。文化も考え方も違

う西洋人は、当時の日本のお正月をどのように見ていたのか、どんなことに関心があ

ったのかを一緒に考え、スピーカー自身の進路の話や留学経験の話も交えながら進め

ていきます。 

事前課題 日本のお正月について書かれた「ILLUSTRATIONS OF JAPAN」の絵と記事（日本

語訳と英語の原文の両方を用意しています）を見て、分かったこと・感じたことなど

をワークシートに書いてください。資料とワークシートのファイルは、 以下の Google 

Drive からダウンロードしてください。 

https://bit.ly/2021JtGwYCU 

（9 月 29 日現在まだ資料がアップされていません。参加希望者は定期的に確認してく

ださい。） 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 412  GIGA スクール構想は何を目指すのか 

所属機関名 文部科学省 

所属部署、役職 初等中等教育局参事官(高等学校担当) 

話題提供者  安彦 広斉 

実施日 11 月 18 日（木） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

文部科学省では、小中学校１人１台の PC 整備を目指しているが、子供たちにどのよ

うな力を身に付けてほしいと考えているのか？ 

来年度の高校入学者から新科目｢情報Ⅰ｣が必履修となるが、今の高校生は学ばなくて

よいの(必要ないの)だろうか？ 

https://bit.ly/2021JtGwYCU
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｢情報活用能力｣をキーワードに一緒に考えていきたい。 

事前課題 あなたの考えるこれからの時代に必要な｢情報活用能力｣とはどんなものなのかを 

調べて考え、その中で自分が一番大事だと考える高校生の段階で身に付けるべき力 

とは何か、簡潔に発表できるように準備をお願いします。 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 413  未知を探る楽しみ  

～声から感情を読み取ることはできるか～ 【卒業生企画】 

所属機関名 中央大学ビジネスデータサイエンス学科 /関西大学数学科 /京都工芸繊維大学情報

工学課程 /岐阜大学 

所属部署、役職 大学 1 年生(順天卒業生)3 人/岐阜大学工学部名誉教授 

話題提供者  渡邉 葵 / 谷 葉子 / 松本 開惟 / 藤井 洋 

実施日 11 月 16 日(火) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

電話をしているときに相手の感情が分かることがありますか？ 

 人の声は様々な感情を含みます。喜び、怒り、悲しみ、人間の脳はこれらの感情を

かなり敏感に聴きとっているはず。私たちは声と感情の関係を客観的な数値で表すこ

とを目標にしています。順天高校の Sクラスから研究活動を始め、あまりにも楽しく、

また 3 年間では不十分だったために、異なる大学に進学してもなお研究を続けていま

す。 

 何を行ってきたか、何を得てきたかを、実験のデモンストレーションを交えてお話

したいと思います。さらに 3 人ともこの研究活動を武器に自己推薦で大学に合格して

います。研究活動に興味がある人はもちろん、推薦に興味がある人もぜひおいでくだ

さい。 

事前課題 GW前の 3分で終わる簡単なアンケートです。11/12(金)締め切りですのでこの日までに

回答をよろしくお願いします。 

https://forms.gle/G5YQXA7q8U3KKeQ4A 

.                                 

リストへ戻る ↺ 

第 5 日 11 月 19 日(金) トピックコード 501～515 

トピックコード 501 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 19 日（金） 
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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。必要なのは「発見」と「探究」です。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 3 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 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 502 稔りなき秋―食料生産を支えるハナバチの危機― 

所属機関名 東邦大学  

所属部署、役職 理学部 生物学科 准教授 

話題提供者  下野 綾子 

実施日 11 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

多くの植物は繁殖のための花粉の受け渡し（送粉）を動物に依存しており、農作物も

例外ではありません。世界的に見ると農作物の 3/4 が何らかの形で送粉者に依存して

おり、送粉者の中で重要な分類群の１つがハナバチです。ですが、近年世界的にハナ

バチ類が減少しており、その要因は農薬など人間活動によるものだとされています。

私達の食糧を支えるハナバチを、私達が減少させていることについて考えます。 

事前課題 ・あらかじめ調べておくべきキーワード 

 送粉共生・送粉サービス・ネオニコチノイド系農薬 

・見ておくべきサイト 

わが国農業で昆虫の貢献は年間 4,700 億円 

http://www.tsukuba-sci.com/cms/?p=25699 

日本の農業における送粉者（昆虫）の重要性とは？ 

https://www.kaku-ichi.co.jp/media/tips/pollinator 

ネオニコチノイドとは？ 

https://www.actbeyondtrust.org/whats-neonico/ 

            リストへ戻る ↺ 

トピックコード 503   国際経営論について 

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 19 日（金） 
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Lecture/ 

Workshop 

の内容 

 本講座では、国際経営論の概要を紹介する。特に、多国籍企業とは何かについて、

解説をする。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。以上のように、本講義では

多国籍企業、および多国籍企業の経営を中心に解説をする。               

事前課題 多国籍企業とは、海外の複数の国々で事業を行っている、いかなる種類の国際的、企

業組織のことです。この定義に当てはまる、日本の企業（製造業に限定）を見つけな

さい。つまり、日本の多国籍企業を 3 社見つけなさい。また、これらの 3 社の会社は、

どの国に工場をもっているかを調べなさい。調査に当たっては、会社のホームページ

などを利用すれば、どの国に工場をもっているかがわかります。 

               リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 504 おもちゃから考えるジェンダーニュートラル【卒業生企画】 

所属機関名 seedlings 

所属部署、役職 大学 1 年 

話題提供者  相坂 阿実 

実施日 11 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

 皆さんは「ジェンダーニュートラル」という言葉を聞いたことはありますか？近年、

性の多様性への理解と男女平等に向けての動きとともにこの言葉が注目されてきてい

ます。その中でも子どもたちに大きな影響を与えやすい幼児用おもちゃにスポットラ

イトを当てて、みなさんにも簡単な話し合いを行ってもらいたいです。この時間がジ

ェンダーニュートラルを身近なものとして考えるきっかけになるようにわかりやすく

お話しします。 

事前課題 自分が小さい時によく遊んでいたおもちゃを紙に書いて来てください。また、どんな

ところが好きだったかどんな見た目かも覚えていれば書いていただきたいです。 

おもちゃの簡単な説明と好きだった時の年齢、なぜ好きだったのかを 1 枚の紙に書い

てきていただきたいです。なお、無記名で構いません。（課題は回収します） 

               リストへ戻る ↺ 

トピックコード 505    脳とこころって何だろう。 
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～認知症、精神疾患、発達障害など～ 

所属機関名 学校法人都築学園 日本薬科大学 

所属部署、役職 助教 

話題提供者  栗原 大河 

実施日 11 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

こころの病気で病院に通院や入院をしている人たちは、国内で約 420 万人以上になっ

ていると言われています。これは日本人のおよそ 30 人に１人の割合です。 生涯を通

じて 5 人に１人がこころの病気にかかるともいわれています。こころの病気に関して

の基礎知識や最先端の研究内容などをみんなで話し合ってみましょう。 

事前課題 脳の構造、シナプス、こころの病気の代表的なものについて、調べてまとめてくださ

い。 

             リストへ戻る ↺ 

トピックコード 507       複数形の権利／自由： 

日本、フランス、イスラームにおける観念の交錯を考える 

所属機関名 明治大学 情報コミュニケーション学部 

所属部署、役職 准教授／教授 

話題提供者  横田 貴之／田村 理  

実施日 11 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

皆さんは自分が有している権利や自由は不変／普遍のものだと考えますか？世界を見

渡してみると、権利や自由の多様な形態や行使のされ方を見つけることができます。

この授業では、フランスで起こったイスラーム風刺画事件や服装規定をめぐる論争な

どを事例に、日本・フランス・イスラームの権利や自由の観念の共通点や相違につい

て、フランス・憲法学研究者とイスラーム研究者が受講する皆さんと一緒に議論を通

じて考えます。 

事前課題 次の 6 つの論考（URL 参照）を読み、「フランス、イスラーム、日本に暮らすあな

た、の３つの立場から、「表現の自由」とは何かについて、Ａ4 で 1 枚以内に簡潔にま

とめてください。また、あなたがそう考えた理由もあわせて記述してください。 

① 伊藤和子（ヒューマン・ライツ・ナウ） 

「高校生の政治活動への参加を萎縮させてはならない」 

（imidas) https://imidas.jp/jijikaitai/c-40-102-17-01-g537/2 

② Sylvain PEUCHMAURD「 

フランスが堅守する『表現の自由』、その適用範囲とは」 

（AFP BB News 2015/1/16） https://www.afpbb.com/articles/-/3036605 

③ 吉田徹（同志社大学）「『表現の自由』はなぜ認められるのか」（imidas) 

https://imidas.jp/jijikaitai/c-40-102-17-01-g537/2
https://www.afpbb.com/articles/-/3036605
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https://imidas.jp/jijikaitai/d-40-101-15-02-g452  

④ 髙岡豊（独立研究者）『シャルリー・エブト』襲撃―イスラーム過激派の事情」 

https://synodos.jp/opinion/international/12392/ 

⑤ BBC News Japan「トルコ、仏紙の風刺画に法的措置 ムスリム国で 

仏 製 品 の ボ イ コ ッ ト 広 が る 」（ BBC News Japan 2020/10/29 ） 

https://www.bbc.com/japanese/54728460 

⑥ 大塚智彦（Pan Asia News）「トルコ、仏紙の風刺画に法的措置 ムスリム国

で仏製品のボイコット広がる」（ニューズウィーク日本版  2020/11/1） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-94867.php  

             リストへ戻る ↺ 

トピックコード 508 「幸せな国々」北欧の社会システム 

所属機関名 明治大学 

所属部署、役職 国際日本学部 教授・学部長 

話題提供者  鈴木 賢志 

実施日 11 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

国連の関連機関が毎年発表している「世界幸福度報告書」で、近年必ず上位を占める

北欧諸国の社会システムの仕組みを明らかにして、なぜ北欧の人々が幸福なのかを理

解した上で、そうした社会システムを日本が取り入れるべきか、取り入れるための条

件や、懸念される問題点は何かといったことについて、一緒に考えていきましょう。 

事前課題 「北欧諸国について、何でもいいのでテーマを決めて調べていただき、 

① そこでわかったこと ②その調べ学習でさらに知りたくなったこと、質問したい

こと、を、Ａ４で１～２枚の分量にまとめて、pdfで事前に提出して下さい。 

            リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 509  わたしたちの日常生活と国際経済のつながり 

〜身近な商品から世界の経済との関係を考える〜 

所属機関名 日本大学 

所属部署、役職 国際関係学部 准教授 

話題提供者  小田 正規 

実施日 11 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

何気なく過ごしている私たちの日常も、実は世界の経済と密接に結びついています。

今朝食べたもの、今日着ている服、いつも使っているスマホ、友達と訪れたファスト

フード店などの事例を通じて、日本と世界の経済のつながりを考えてみましょう。 

事前課題 事前に調べておいてほしいこと 

https://imidas.jp/jijikaitai/d-40-101-15-02-g452
https://synodos.jp/opinion/international/12392/
https://www.bbc.com/japanese/54728460
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/11/post-94867.php
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①貿易自由化とはどのようなことを意味するのか 

②日本の品目別関税率（自動車、ノート PC、コメ、オレンジ、牛肉） 

② TPP（環太平洋パートナーシップ協定）とは何か 

③ 吉野家の牛丼並盛り１杯の値段 

【↓↓ 以下をダウンロードの上持参して下さい ↓↓】 

https://drive.google.com/file/d/154_veAfupEWdsQGaekKeSeHlRWm_rD8J/view?us

p=sharing 

             リストへ戻る ↺ 

トピックコード 510 国際社会学―あなたの知らない「イギリス」？ 

所属機関名 法政大学 

所属部署、役職 准教授 

話題提供者  福井 令恵 

実施日 11 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

みなさんは「イギリス」の正式名称を知っていますか。グレートブリテン及び 

北アイルランド連合王国といいます。この「連合王国」という部分からわかるように、 

イギリスは、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドという 

４つの国が集まったものです。 

少し前にイギリスが EU から離脱した、というニュースを聞いたことがある人も 

いるかもしれません。この離脱交渉で一番難しい問題となったのが、実は「北アイル

ランド」です。この場所では、長い間紛争があり、約 20 年前に和平合意が結ばれまし

た。今は紛争の時代に「敵」だった人が隣り合って暮らしています。 

どのように暮らしているのでしょうか。 

反感を持ちながらも、互いにとても興味深い方法でコミュニケーションを取っていま

す。北アイルランドの人々の考え、暮らしについて、現地の街角メディア（壁画）の

資料を見ながら、考えてみましょう。 

事前課題 ・インターネットで「北アイルランド」という言葉で検索してください。 

 ヒットしたサイトをいくつか（２つ程度）読んできてください。 

 読むサイトは、自分が読んで比較的理解しやすい内容だと感じたものを選んでかま

いません（難しいと感じたところは、読み飛ばしてもよいです）。 

              リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 512  「今日はどんな日？  

―占いから覗き見る中国古代の社会― 」 

所属機関名 杏林大学  
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所属部署、役職 外国語学部 准教授 

話題提供者  森 和 

実施日 11 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

今から 2000 年以上前の中国の古いお墓から見つかる“占い”の本を読み解くことで、

当時の人々の悩みや関心事を覗き見たり、彼らの日常生活や社会の一面を理解し、迷

信とか非科学的とか思いながらも、様々な“占い”の情報に溢れる現代社会について

も少し考えてみたいと思います。 

事前課題 受講日や受講生の誕生日の日干支を旧暦で調べておいて下さい。 

「旧暦変換」で検索すると、下のようなサイトがヒットします。 

  cf. 「新暦・旧暦変換」koyomi.vis.ne.jp/i/i9reki.cgi 

     「旧暦変換表/暦の計算/計算サイト」 

https://www.calc-site.com/calendars/old_calemdar 

              リストへ戻る ↺ 

 

トピックコード 513 地域をつなぐ 渋沢栄一のパンづくり 

【生徒企画】【渋沢栄一】 

所属機関

名 

フジパン株式会社 

所 属 部

署、役職 

マーケティング部 統括課長 

話題提供

者  

石井 健介 

実施日 11 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Worksho

p 

の内容 

渋沢栄一にゆかりのある地域の学校と行政、そして生産者（メーカー）が協力し地域活性化

を促す取り組みとして、渋沢栄一にちなんだパンの商品化を行った。 

コロナ禍でコミュニケーションが図り難いなか、リモートを活用し連絡を密に取り合い、関

わる人全ての協力があり無事発売することができた。 

食を通じ渋沢の歴史を学ぶことで、その地域への造詣が深くなる。そしてその地域をさらに

好きになっていく。ひとつのパンが繋ぐ取り組みをお話できればと思います。 

 

渋沢栄一のパンを発売した経験をグローバルウィークに参加する人たちにも体験してもら

い、当日は 4-6 名のチームに分け、考えてきたパンのアイデアを共有。 

各自のアイデアをひとつの形にまとめ、発売を想定しプレゼンテーションをを行う。 

→当日のチーム役割分担についても資料にまとめます。また、発表後は当方より内容を総括

し、最優秀チームにはパンを含めた景品を贈呈します。 
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事前課題 "渋沢栄一にまつわる歴史的事実について調べてメモしてきてください。 

大河ドラマも参考になります。参加者の方は事前に渋沢栄一の功績や歴史を学び、そのうえ

で『渋沢栄一をテーマとしたパン』を考える。 

 

【事前課題】Global Week 2021 地域をつなぐ渋沢栄一のパンづくり.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1b9UbHuI8SV7_S8b4qSKcFOawFNn7XnvT/view?usp=sh

aring 

 

【訂正版】Global Week 2021   地域をつなぐ渋沢栄一のパンづくり 進行予定表 

https://drive.google.com/file/d/1GOP3sB2m-B5cDoQUlZx5PLZiGcHzCOPc/view?usp=sha

ring 

 

Global Week 2021 

https://drive.google.com/file/d/1S_LoMX24oe81t43ZSNBfaJybWaX0ITHZ/view?usp=shar

ing" 

              リストへ戻る ↺ 

トピックコード 514    その果物は誰が食べる？ 

果物の性質を動物との相互作用から理解しよう。 

所属機関名 東京大学 

所属部署、役職 農学部 助教 

話題提供者  深野 祐也 

実施日 11 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

リンゴ、バナナ、ブドウ。普段私達が食べている果物は、元々は人間に食べられるた

めのものではなく、人間以外の動物に食べてもらい種子を運んでもらうために進化し

ました。ですので、スーパーマーケットで果物を眺めることで、植物と動物の進化の

過程に気づくことができます。この講義では、動物と植物の進化の関係から、果物の

性質を理解してもらいたいと考えています。この講義を受ければ、今後果物を食べる

のが少し楽しくなると思います。 

事前課題 グローバルウィーク期間中になんでもいいので果物を何か食べてください。 

              リストへ戻る ↺ 

トピックコード 515 古典の面白さ・イギリス大学院進学について 

所属機関名 青山学院大学 

所属部署、役職 文学部比較芸術学科 支援事務助手 

話題提供者  小畑 遥香 
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実施日 11 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

古典を身近に感じて楽しんでもらうことが今回の講座のテーマです。文法の暗記 

だけではもったいない、古典の面白さをぜひみなさんと共有できればと思います。 

特にイギリスの古典演劇、シェイクスピアに焦点を当ててお話ししていきますので、

演劇が大好きな方、イギリスが大好きな方も大歓迎です。 

また、私自身、シェイクスピアが大好きになってイギリスの大学院へ進学しました

ので、これから留学をしてみたい！ と考えている方へ、留学準備や英語の勉強方法

など、私なりにお伝えしていきます。 一緒に大好きなこと、夢中になれることを 

分かち合いながら楽しい時間にしていきましょう！ 

事前課題 未定 参加希望者は定期的に確認してください。 

              リストへ戻る ↺ 

トピックコード 516 身の回りのマーケティング 

所属機関名 横浜市立大学 

所属部署、役職 国際商学部 准教授 

話題提供者  柴田 典子 

実施日 11 月 19 日（金） 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

私たち消費者の身の回りには、沢山のモノやサービスがあり、その背後では企業同士

の激しい競争が繰り広げられています。企業が競争の中で存続していくためには、消費

者にとって価値のあるものを作り、しっかり届けるための「売れる仕組み作り」、すなわち

マーケティングが重要です。身近な事例を紹介しながら、マーケティングとは何かを捉え

ていきます。 

事前課題 ◼ 「マーケティング」とは、どのような企業活動だと思いますか？ 

➢ 何も調べずに、今、ご自身が思うことを書き出してください。 

◼ スーパーマーケットやコンビニエンスストアに行き、調味料の商品棚を 

見学してください。 

➢ 思ったこと、気が付いたことを書き留めてください。 

※ ただしその際、店舗内で商品棚の写真は撮らないでください 

※ （店舗の許可が必要です）。 

              リストへ戻る ↺ 

トピックコード 517  「日本が世界で行う開発事業。 

環境破壊を防ぐ驚きの仕組みとは」 

所属機関名 東邦大学 

所属部署、役職 准教授 

話題提供者  柴田 裕希 
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実施日 11月 15 日(月) 

Lecture/ 

Workshop 

の内容 

 日本は国際協力として、世界の様々な国で開発事業を積極的に行っています。開発

と環境の破壊は常に隣り合わせですが、世界は生物多様性の危機にも直面しています。

このトピックでは、環境破壊を防ぐ最新の驚きの仕組みについてもご紹介します。 

事前課題 政府開発援助 ODA に関する説明ビデオ（外務省） 

https://www.youtube.coｍ/watch?v=Z2i0Qb_mgsA をご覧ください。 

また、国際協力について簡単に説明された web サイト（JICA）もご覧ください。 

https://www.jica.go.jp/aboutoda/whats/cooperation.html 

             リストへ戻る ↺ 
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