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台湾研修報告 
今年度初めての探究は、３月の台湾研修の報告で始

まりました。グループリーダーを務めた３人が、台湾研修

の活動内容や、台湾で学んだこと、感じたことなどをプレ

ゼンテーションしました。SGH指定を受けて、最初の海外

研修であったこの台湾研修の感想を聞いて、他の生徒達

も夏の海外研修に期待を膨らませました。 

 
夏の海外研修案内 
 続いて、７月下旬から８月上旬にかけて予定されてい

る、海外研修の説明プレゼンテーションを行いました。今

後、シンガポール、台湾、ベトナムの３カ所から自分の課

題研究に合った研修場所を選んでいきます。 

 

感想 
２J 樋渡 碧 
海外の話を聞くと、やはりわくわくします。世の中には自

分が知らない世界が広がっていて、そのすべてを見ること

はできなくとも、実際に言ったり、このような現地に行った

人の話を聞いたり、プレゼンを見たりすることで、自分の世

界がほんのちょっとだけ広がったような気がします。私は

台湾研修に参加したのですが、研修報告を見る事によっ

て、その時の気持ちが写真とともによみがえってきたよう

な感じで、なつかしい！楽しかったな！！と思うのと同時

に、行ってきて帰ってきたからこそ感じられる、宮崎の今

後の課題や宮崎にしかないものを感じ、この気持ちやモ

チベーションをキープして、今後探究活動に参加すると、

新たな視点からの意見が生まれるのではないかと思いま

した。  
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Report on Trip to Taiwan 
The fist SGH class this school year started with the report 
on the SGH project trip to Taiwan which was held last 
month.  Three students who were the leaders of the trip 
made a presentation in front of other 2nd graders.  They 
inspired other students to take part in the SGH summer 
trips to foreign countries. 

 
 
Oversea Program Guidance 
 Followed by the report on the Taiwan trip, three teachers 
made presentations on the SGH trips which are planned 
to be held in summer.  The Omiya SGH oversea program 
will be taking place in Singapore, Taiwan and Vietnam.  
The students will choose which place they visit in accor-
dance with their own research project.   
 
Student’s Comment  
-Aoi Hiwatashi  
I’m excited to have listened to the presentation about 
going overseas.  I live in Japan and there are many 
places in the world that I don’t know about.  By listening to 
these presentations, I feel that I have learned a little more 
about the world.  When I saw the presentation on Singa-
pore, I saw many differences between Singapore and 
Miyazaki.  It helped me to think of solutions to problems 
we face in Miyazaki.  I think watching these presentations 
will help me in the future.  I’m very excited to learn more 
about the world.  
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2nd Graders’ SGH Research Project started. 
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留学生の選んだユニットは 
今回の２年探究では、６月15日の宮崎大学の先生方

の前で行う研究概要発表会のプレゼンテーションの準備

を行いました。 

今年度から文科情報科のクラスで共に勉強している留

学生のアリーシャさんも、参加する探究活動のユニットを

決定するために、ユニットごとにメモを取りながらインタ

ビューをして回りました。文情生はできるだけ日本語で、で

も分からない時には英語で研究内容を苦労しながら説明

しました。 

そして、選んだユニットは、男子３名の活動する『自殺率

の低下』に取り組むユニット。外国人の視点を取り入れる

ことができるのは大きなメリットになることでしょう。 

 

留学生アリーシャのコメント 
宮崎大宮高校の２年生には「探究」と呼ばれる授業が

あります。この授業では、生徒がグループを作り、自分た

ちが改善したい宮崎の課題を選びます。選ばれたテーマ

の中には、宮崎に観光客を引き付けるにはどうすればよ

いか、正しいごみ処理の仕方、農業の活性化や六次産

業化についてなどがあります。生徒は、研究テーマを作

り、大学の先生からの協力を受け、調査・研究を行い、社

会の役に立つ、実現可能な解決策を考案するのです。

私はこの授業は本当に素晴らしい授業だと思いますし、

本当に良い時間であると思います。それは率先的な課題

解決を促すこととでしょうし、社会についての興味関心を

喚起することと思います。また、これらの解決策やアイディ

アは、宮崎の課題解決に大いに役に立つことと思います。 

 私はこの活動の一員になれてとても嬉しく思いますし、

学校の授業がこうして実社会で役に立つものであることを

素晴らしいことだと思います。ありがとうございます。 

Student from US joined  
Alicia chooses a unit 

Today we prepared for the presentation which 
will be held on June 15.  Students will have to give a 
presentation about what they are researching for 
their projects in front of professors from the Univer-
sity of Miyazaki. 
  At the beginning of this year, we welcomed a new 
student from the United States; Alicia.  Today she 
interviewed all of the 24 research units to get to 
know what the Omiya students are researching. 
 
 
 
 
 

Alicia’s Comment  
 At Miyazaki Omiya High School, there is a class 
that second year students take called Tankyu. Dur-
ing this class the students got into groups and 
chose problems they saw about Miyazaki that they 
wanted to try to fix. Some of the topics chosen were 
how to draw more tourists to Miyazaki, how to prop-
erly take care of trash, and how to make farming a 
more profitable and cohesive industry.  They will 
create a thesis, do investigative research with and 
from college professors, and devise a beneficial and 
plausible solution. I think that this is a really amaz-
ing class and a really good use of time. It encour-
ages proactive problem solving and makes students 
more aware and enthusiastic about community. It 
also helps Miyazaki city – these solutions and fresh 
ideas could really help to alleviate the issues! 

I am very happy to be a part of this project and 
really appreciate such a real-world application of 
school.   

Thank you! 
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