令和３年 12 月 21 日

Let’s サス学アカデミー!!（２学年）
SDGs Days「サス学アカデミー」に際して、三井物産講師の方々にご協力頂き、オンラインでの特別授業が行わ
れました。SDGs Days ということで、SDGs に関するテーマについて議論形式での授業が行われ、企業からの視
点で、「どんなアイデアが評価されるのか」がわかる貴重な機会となりました。また、三井物産の方々と双方向
にコミュニケーションをとり、質問を投げかけ、逆に講師の方達の質問に生徒が答えるといった場面もありまし
た。良いアイデアを出すという点について、将来的にも生かせる考え方を学べる良い機会になったと思います。
私は今回のサス学アカデミーから多くのことを学びました。まず、同じ
分野について考えた人のアイデアを見て、その解決策がユニークなもの
もあれば深刻な問題の解決のヒントになるようなものもあってとても考
えさせられました。また、そのアイデアの中から共通点を探すという作
業で自分が良いと思ったアイデアには実行しやすいことや、より多くの
人に対して当てはまるというのがありました。
また、2 時間目のサス学羅針盤では、今までの自分達のメラーキでやっ
ていることが、何につながるのかなどどういったことに役立てられるの
かわからせてくれました。そして、サス学羅針盤の多岐にわたる分野の
キーワードだったり具体的な例を聞いて新たな発見だったり 色々と活
用できそうなことを見つけることができました。
1 限目は事前にいくつかあげられた項目の中から自分の最も興味があるものを選んで同じ項目を選んだ人たちと
活動しました。内容は事前課題で個人が出したアイデアとどのアイデアがいいと思うかのアンケートのランキン
グをグループの人と見て、いいと思われるアイデアの特徴や共通点を探すという活動をしました。多くのグルー
プから身近であることやイラストなどが用いられていて理解しやすいものなどが挙げられていました。
2 限目ではサス学羅針盤というのを使って活動しました。まず真ん中にあ
る事柄を書いてそこから周りにある様々な項目とリンクさせてそれぞれ
どんなことと結びついていてどんな関連性があるのかを考えて視野を広
げていきました。その後の時間は講師の方と質疑応答をしました。
プログラムの 1 つに、「サス学羅針盤」という、色々な情報を組み合わせる事
で、興味のある課題やチャレンジを発見する為の道具を使って、皆で新しい
未来を考えよう！という企画があったのですが、一見全く関係の無いような
分野や項目から、1 つの新しいアイデアが浮かんでくるという少し不思議で画
期的な体験をしました。他の班では、私たちの班とは異なったアイデアが出
て、班の数だけ違ったアイデアがあり、凄く興味をそそられました。
生徒が主体となって行う Meraki でも、この様な方法を取り入れたいと強く感じるほど、「サスガク羅針盤」は魅
力的な道具でした。今回のプログラムで、問題解決のために、その問題の周辺だけでなく、多方面の情報や知識
を身に付けることが大事なのだと学びました。普段から色んな所にアンテナを張り、自分の研究に活かせるよう
にしていきたいです。
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９月 21 日に行われた SDGs Days では、外国人講師へ向けて Meraki で取り組む研究について英語でスピー
チを行い、「英語でコミュニケーションをとる上で大切なことは何だろうか」ということを考えました。私た
ち人文②の発表を担当してくださった外国人講師は、オーストラリア出身の方でした。「画面共有のやり方が
わからなくてみんなにスライドが見せられないの！」というハプニングがありましたが、途中からスライドを
共有することに成功、オーストラリアの名所や美味しい物などについて教えて頂きました。質問タイムも私た
ちが飽きないように次々にオーストラリアについて教えて下さったので、沈黙が起きることなく楽しい時間を
過ごせました。ちなみにオーストラリアのサンタさんはサーフボードに乗って現れるそうです（笑）
外国人講師の方の自己紹介と質問タイムが終わると、各班の代表者が Meraki の活動計画について英語でスピ
ーチを行いました。私は班の代表者になったのですが、1 人で英語のスピーチをするという経験をしたことがな
かったため、発表原稿を作る段階で苦労しました。その上、人前での発表も苦手だったので、本番は緊張でお
腹が痛くなるほどでした。何とかスピーチを終わらせたものの質疑応答に上手く対応できず、英語での咄嗟の
対応は難しいと改めて実感しました。他の発表者の方はスラスラと回答している人もいて、分かる単語や文法
を使って途切れ途切れではあるものの冷静に対応していました。多少のミスを恐れず冷静になんとか伝える、
そんな能力こそ英語でコミュニケーションをとる上で必要なのではないかと思います。(２年４組

髙坂)

We had an International SDGs Days in September 22nd. Representatives from each group took part in the class in person at the school, while the rest of the
students join it online. In the 1st period, we looked back our research. In the 2nd period, we listened to the presentations given by the guest speakers from
abroad. In the 3rd period, the representative from each group gave presentations on our meraki project. I took the class online but I think it was a very good
experience. I am sure all the students found it helpful for our presentations next year. (２年２組

上村)

９月 22 日に、２年生が行っている Meraki の研究について、「現在行っていること、進捗状況や今後の目標を班の代表者ひとりが講師の方々に英語で発表する」とい
う事を主な目的として、国際交流が行われました。交流の仕方としては Google Meet を用いてオンラインで行われました。それぞれの班の代表者は学校へ集まり、学校
から参加しましたが、僕はこの日代表者ではなかったので、自宅からオンラインで参加しました。
全３時間のうち、１時間目は生徒全員が一つの同じセッションに参加し、はじめに講師の方々の自己紹介がありました。そして、複数の講師の方々と Meet のチャット
機能を用いてお互いに質問を交換し合いました。講師の方々は、男女若い人、ベテランの人、また、複数の国の出身の人がいたので、ある一つの質問に対してそれぞれ
違った視点から考えがあり、多くのことを知ることができました。しかし、講師の方が質問をしてくださった時に、大人数であることとチャット機能を用いてることか
ら、他の誰かが答えてくれるだろうと質疑応答をためらう人が現れてしまい、なかなか会話が進まないことがありました。生徒のカメラをつけるなどして会話がスムー
ズになるような改善が必要だと実感しました。その後、研究内容の分野別に分かれ、それぞれのグループごとにひとりの講師が参加してセッションが行われました。
２時間目はまず、それぞれのグループの講師の方がスプレットシートでお手本のプレゼンを英語でしてくださいました。読むスピードが早く、聞き取れない部分もあ
りましたが、整理された配置や多くのイラストが用いられていたので理解して話の内容を聞くことができました。
最後に３時間目は、それぞれの班の代表者が講師に対して英語で研究内容について英語で発表し、その後に講師の方からアドバイスをいただきました。やはり、自分
たちの発表では、講師の方がやっていたように、言いたい事を強調することや、必要な文字のみスプレットシートにまとめることができていなかったので、何を言いた
いのかが明確にわからないことがあり、今後の発表に反省にすべきだと思いました。
今回の講義を受けて、うまくいかないことがあったが、その分改善すべき点がわかり、特にプレゼンでは考え直すことが多かったと実感し、気づかされる経験ができ
ました。(２年１組

秋山)

We participated in the school event “SDGs Days.”
First, a foreign teacher told us about himself and his country. And we asked him some

questions.

Because several groups were in the same room, it was a little difficult to talk with him. Next, we had
online presentations. I was really nervous. Our research is about environmental issues, especially food
loss.
When I finished talking, my teacher said to me "It is very important to think about the environment.”
I was worried about whether I could give an English presentation but it was a very good experience for
me.

(２年６組

河南)

