
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が微生物の力以上の負担を環境にかけてはいけないと思い、自分の水の使い方

を改めて見直したいと思いました

 
  グローバルキャンプが行われました    

12 月 17 日～18 日、生目の杜遊古館にて、グローバルキャンプが行われました。今年度は、宮崎大学の留学生にも準備段階から参加していただき、

世界各国の人と英語で話すという、よりグローバルな環境でのキャンプとなりました。 

英語のみで過ごす２日間に、はじめは皆緊張しましたが、ディベートや国連弁当のディスカッションや、ＡＬＴと作るカレーライス調理、スキッ

トを通して、段々と英語に話すことに抵抗がなくなっていきました。 

★ALT のダイアン先生より★ 

Thank you all for such a great Global Camp! The other ALT’s and I were very impressed by your dedication to using only English. I hope that 

this event inspired you to keep studying English and also to learn more about the world.  In our world, there is an endless amount of 

possibilities and opportunities and I hope that you have gained a desire to see and experience as much as you can.  When you learn another 

language, you never know what you may discover; maybe a new hobby, new music, or even a new friend.  Please do your best and always 

remember that nothing happens unless you make it happen!     

 

【１日目】①インタビュー活動    ②ディベート            ③古墳散策              ④エコクッキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループのＡＬＴにインタビューし、  難民受け入れの是非を問う。     ＡＬＴと一緒に生目古墳群を散策。    できるだけ生ごみを出さないよう 

ポスターにまとめ、プレゼン。     データ収集に優れたチームが優勝！  ディベートでの疲れが吹き飛んだ。    工夫しながらカレーライスを調理。 
 

★ディベートの感想★ 

・資料が足りなくて、言われたことに反論できなくて悔しかった。・失敗も多く、緊張もしたけれど、ベストを尽くせて達成感を味わうことができました。 

・その場で英語を理解し、反論を考え、話すというのは本当に難しい事でしたが、良い経験になりました。 

 

⑤スキット           【２日目】①模擬国連プレゼン      ②模擬国連ディスカッション      ③ＡＬＴ・留学生とのフリートーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 クリスマスグッズを使って、     各国代表として、自国のプレゼン   世界各国の料理を織り交ぜた     ＡＬＴや宮大留学生からサインをもらう。 

台本を作って劇を演じました。    自国の食べ物をアピール。      国連弁当プランを作りました。     部活や趣味など色々な話をしました。 

★感想★ 

・みんなでアイディアを出して、

短時間で作れたことに達成感があ

りました。 

・一番の思い出。みんなの演技力

がすごくてとても面白かった。 

★感想★ 

・ディベートほどの緊張感はなく、英語を「使っている」と強く感じました。 

・みんなで話し合い、平等でおいしそうな弁当ができました。 

・時間がなくて焦ったりもしましたが、それさえも楽しく感じられました。 

 

 

★感想★ 

・自分から話そう、話そうとしたことは、

とても良い経験になった。 

・様々な人たちと英語でたくさん話すこ

とができ、自分の世界に対する見方が変

わったような気がしました。 

 
 ２日間のグローバルキャンプは私にとって「英語」

に対しての認識を変えるきっかけとなりました。デ

ィベートや劇、ＵＮ弁当の討論、そしてＡＬＴの先

生方、宮崎大学留学生との会話などなど…多くの初

めての体験をしました。そこで私が学んだのは、「英

語」とは単なる言語であって、コミュニケーション

の手段の一つでしかないということです。ジェスチ

ャーや表情を交えて、初めて自分の真意が相手に伝

わるのだということでした。最後にＡＬＴの先生が

「自信を持ちなさい！君たちは２日間も英語を話し

たんだよ！」と言って下さったときは、本当に感動

しました。この気持ちを忘れずに、これからも「英

語で伝える」ということを学んでいきたいです 

    １Ｉ 奥野慎也 

 

 

 

 

今回のグローバルキャンプで“英語を話せる”こ

との楽しさをとても強く感じました。たくさんのＡ

ＬＴと会話して、伝えたいことはあるけど英語でな

んと言えばいいのか分からない、語彙力がないため

に相手の話している内容がなんとなくでしか分から

ない、そんな状況を私はたくさん経験しました。そ

んな時、英語が話せたらもっと楽しいな、仲良くな

れるはず…そんなことをたくさん考えました。しか

し、私はこのグローバルキャンプで、コミュニケー

ションは英語を話すことだけではないということも

とても実感しました。将来もっともっと英語が話せ

たら世界が広がるだろうなと思ったので、日々の努

力を忘れず頑張ろうと思いました。I want to study 

more...          １Ｊ 阿部はるな 

 

 

 

 

Through this Global Camp, I did many activities.  

All of them were very exciting and made me really 

happy.  Through these experiences, I learned that 

“trying” is very important.  In the opening 

ceremony, our ALT, Diane, said, “Don’t be afraid of 

making mistakes.”  My English is not very good, 

but I could enjoy this camp because I did lots of 

“trying”.  Before this camp, I was afraid of 

making mistakes.  I had thought, “Can I 

communicate with many people in English?”  

However, after I kept speaking English for two 

days, my mindset has changed.  Studying and 

using English are not always the same.  When I 

study English, I have to pay attention to many 

things, but I don’t have to care about small things 

when I speak English.  The most important thing 

may be to enjoy talking with others.   1J 樋渡碧

裾野は広く 志は高く 
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文情科グローバルキャンプに携わってくださったＡＬＴの先生方、宮崎大学の留学生の皆さん、あり

がとうございました。生徒の感想には、「楽しかった」の文字が一枚一枚に書かれていました。 



 

１２月５日（土） 文科情報科生徒研究発表会を開催しました 
 

２年生は今年度からのスーパーグローバルハイスクール（SGH）指定を受けて、５月から宮崎大学と連携した課題研究を行ってきました。その

成果発表としてポスターによるプレゼンテーションをしました。新しい取り組みとして各ユニットそれぞれ８枚の画用紙を使用し、１枚１枚の

レイアウトや聴衆の視線を意識して８枚を配列して掲示するなどユニットごとにさまざまな工夫がなされていました。 

私たちは宮崎に外国人留学生が増えるこ

とによるメリットを発表しました。予想して

いた以上にたくさんの方々に聞いていただ

いて、うれしかったです。探究を通して、デ

ータ収集の難しさを学びました。論文作成も

難しいと思いますが、全員の力を合わせて頑

張ります。 

 私達の研究で一番大変だったことはムスリムへの印

象についての街頭インタビューです。他にも宮大の留

学生の方にインタビューをしたり、ハラールフード関

連の機関に問い合わせをしたりと、「生の声」を意識し

て研究を進めました。この研究を通して、皆さんのム

スリムに対する理解が少しでも深まるとうれしいで

す。 

 私達は宮崎の経済を発展させるために、観光業

に注目し研究を進めました。“経済”は幅が広すぎ

て取り組むのが大変だったが、なんとか発表会に

間に合ってよかったです。発表会が終ってもう少

しプレゼンの練習が必要だと感じました。大勢の

前でわかりやすく話すことがいかに難しいかわか

りました。 

発表会の直前までポスターを仕上げて

いたので、無事に発表することができてよ

かったです。発表をくり返していくうちに

スムーズにできるようになり、発表者自身

の理解も深くなっていきました。反省を踏

まえて、論文までまとめていきたいと思い

ます。 

私たちは、女性進出の進んでいるイギリスとスウェーデ

ンを参考にして日本の女性進出に向けて、宮崎県内で実施

できる提案を考えてきました。資料収集やアンケート結果

の集計に時間がかかったり、提案の根拠付けが大変でした

が、課題解決への道筋やポスターセッションの仕方を習得

することができました。 

ハクセンシオマネキ（カニ）がなぜ繁殖期に

体色を白く変化させるのかという疑問をもとに

研究し、青色光を用いた同種の識別と、雌雄の

識別方法を明らかにしました。今後の研究課題

も見つかり、論文作成やポスター作成などいい

経験ができて良かったです。 

私たちは、宮崎の郷土野菜である黒皮

かぼちゃの抗酸化力に焦点をあてて調

べました。様々な機械や薬品に触れ、研

究することの大変さと、結果がでる喜

び、原因や課題を考える楽しさを学ぶこ

とができました。 

ＤＰＰＨラジカル消去活性法を用いて、時

間経過による果物の抗酸化力の変化の仕方

について調べました。高校ではできないよう

な高度な実験を行うことができ、実験の器具

の使い方にも慣れることができて、自分達の

力になったと思います。 

しょうがの食用部分の内側、外側、皮な

どの部位によって抗酸化作用に差が出る

のか、またその抗酸化作用を無駄にしない

ような調理法を探っていくために、大学の

先生と協力して実験を進めていった。 

私たちはこの研修で「マイナーなストレス

解消法」の有用性について指摘しました。今

後この研究を生かして、少しでもストレスを

かかえる人が減り、宮崎から日本からストレ

スによる病を減らせればうれしいです。 

私たちは、恐怖が記憶の定着率に与える

影響について研究しました。課題研究の進

め方や、論文作成の大まかな手順、準備の

大切さなどを学びました。今回の反省点を

次の課題研究に生かしたいと思います。 

私たちは、集中力について校内アンケートを実施し、その結

果から実験等を行うことで集中力の高め方について客観的な

研究をしました。発表会に際して苦労したのは、その内容をい

かにわかりやすく伝えるかでしたが、何度も発表を繰り返して

いく中で、そのコツをつかむことができたので良かったです。 

 実験内容が多すぎて、時間内におさめる為に説明が弱い

点があったり、早口になってしまったことが反省点です。

グラフやアロマを用意したり、実際に使用した音楽を流し

たりしながらのポスターセッションは好評でした。次回か

らは面白い内容を厳選して、丁寧に時間をかけて説明する

ようにしたいです。 

至慶保育園にご協力いただいたおかげで、

電話のかけ方、文書の作り方などを学ぶこと

ができました。また、研究をまとめるにあた

って、実験結果のまとめ方、考察の仕方など、

いろんなことを学べました。いい経験でした。 

不登校生の増加の問題から、学校生活を楽し

いものにするためにはどうしたらよいかとい

うテーマから、身近なところで研究を行いまし

た。統計を取ったり、論文を書いたりすること

は難しかったが今後の研究で生かされるもの

だった。 

実験も発表の準備も直前になってし

まったが、その中でユニットのメンバー

と協力して取り組めた。本番では回を重

ねるにつれ、発表に対する自信を持つこ

とができた。これからの論文作成も協力

して行いたい。 

 今回行った実験では、私たちの身近な課題であ

る「眠気」を解決するのに役立つと思う。まだ解

決しないといけない問題が残っているので、それ

らを解決して今後の勉強に役立てていきたい。 

私たちのゼミでは、現在の太陽電池の問題点の一つである

発電効率の悪さを改善すべく、太陽電池表面につける反射防

止膜の開発について研究を行いました。発表会は悔いなく行

うことができ、この経験を今後に生かしたいです。 

先輩方の先行研究を受けて、硝酸イオンの除去というテーマに取り組みましたが、

最初は私たち自身もとっつきにくくて苦労しました。しかし、生活の上で最も重要

な「水」について考えて、化学物質への危機感や水の大切さに気づくことができた

し、たくさんの実験に取り組むことで化学や生物の勉強にもなったと思います。 

 

 

 

 

 

 指導してくださった宮崎大学の８名の先生方の中から、お二人のコメントを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年生は探究カリキュラム、Ｏｘｆｏｒｄ大学・東大ＰＥＡＫとの交流、

ディベート活動などのＳＧＨ指定校としての活動紹介、「ハイスクール世

界サミット」の参加報告を行いました。 

最後に、企画・運営した生徒実行委員会のみなさん、お疲れさまでした。 

 

経済学ゼミ 小山先生 

先日は探究発表会に参加させて頂き誠にありがとうございました。 

まず生徒さんの発表資料を拝見いたしましが、よくまとめられており、オリジナリティのある内容であったと

思います。各 10 分間のプレゼンにおきましても、報告分担が出来ており、かなりの時間を使い事前準備をされ

ていたことがうかがえます。初めて科学的な思考方向を学んだ生徒さんもおられたかと思いますが、議論を重ね

ていくうちに、グループ内にリーダーが生まれ、議論の方向性が定まり、最終的には、質の高いディスカッショ

ンが出来るようになったと、感心しております。これから執筆される論文が楽しみです。 

薬学ゼミ 柳田先生 

まずは、今回、このような機会をいただきましたことにお礼

申し上げます。母校での教育活動に参加することができ、とて

も貴重な体験となりました。 

 感想としては、どのグループもよく頑張っていた、それにつ

きます。直接指導にあたっていただいた高校の先生のご尽力に

も敬意を表します。ご協力いただきありがとうございました。 


