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愛媛県立松山東高等学校

SGH 事業における本校生徒の Global Works
本年度で SGH 事業はいよいよ最終の５年目を迎えます。これまでに本校生徒が関係した海外訪
問先を世界地図に表すと、下図のようになりました。これを見ると、南極以外の５大陸すべてに
足跡を残しており、世界中と関わってきたことがよくわかります。本年度も、新たな一歩を多く
の生徒たちに踏み出してもらいたいと思います。
（※図のうち、青字は受け入れ留学生）
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グローバル化が進む世界の中にあって、今すべきこととは？
「グローバル化」という言葉を聞かない日がないほど、現代はグローバル化が進んでいます。日本を訪れる外国人の数は上昇を
続け、今では全国各地で外国人を見かけるようになりました。また、日本国内の人口減少・市場縮小を受け、国内の多くの企業が
海外進出を果たしています。このような傾向は今後しばらくは続きそうです。そのような情勢の中、これからの社会を背負って立
つ皆さんに必要なのは、自国に対する正しい認識とグローバル・マインドを持ち合わせて行動する、ということです。そのために
も、本校ＳＧＨ事業を通してこれからの時代にふさわしい人間に育ってほしいと思います。
本校ＳＧＨ事業には様々なプログラムがあります。その中でも、上記世界地図にも示されているように、実際に海外に足を運ぶ
ことができるプログラムがいくつか用意されています。学校主催のものとしては、１年生では台湾、２年生ではフィリピン・ウガ
ンダを訪れる海外 FW、２年生でのロサンゼルス修学旅行、１～３年生すべての生徒が対象のオーストラリア語学研修があります。
また、公募型のトビタテ!留学 JAPAN 日本代表プログラムや日本の次世代リーダー養成塾、１・２年生対象のえひめ高校生ハワイ
派遣事業、それに個人申込の海外への長・短期留学まで含めるといくつあるのか数えきれません。外へ出るのが難しいという人は、
生徒全員に声をかける愛媛県高校生国際交流促進事業や愛媛大学で開催する Study Abroad Fair 参加、SGH 部が中心になって参
加している JICA 高校生国際協力実体験プログラム、玉川模擬国連、アジア・キッズ・ケア。さらに、日経 STOCK リーグ、SGH
甲子園、英語ディベートコンテスト、英語スピーチコンテスト等、各種大会への挑戦ができます。
高校生のうちに多くの経験をしましょう。未来の自分に何が役に立つのか、現在の自分にはわかりません。まず「やってみる」
「行ってみる」ことに意味があるのです。勇気を持って１歩目を踏み出すことがこれからのグローバル社会を生きていくための大
きな一歩となるはずです。みなさんの勇気あるチャレンジをお待ちします。

２０１７年度 取組のご報告

201７年度 SGH 事業研究成果発表会 の報告
日時：平成 30 年３月 5 日（月）１３：４０～１６：３０
会場：本校

体育館・アリーナ・第１教練２階

内容：13:40～13:50

開会行事（開幕演奏・教頭挨拶）

13:50～14:05

１年生代表生徒ポスター発表①

14:05～14:20

１年生代表生徒ポスター発表②

14:30～15:50

１年生ポスターセッション
２年生シンポジウム

16:00～16;20

ドイツ FW 発表

16:20～16:30

閉会行事（指導講評・校長挨拶）

ご参加いただいた方より以下のようなご意見を賜りました。

生徒たちが生き生きと活動しており、
充実していることが伝わってきまし
た。英語を学ぶ、から英語で学ぶへ、
東高生だからこその取り組みがみら
れて有意義でした。生徒たちが主体的
に取り組めるよう、学校を挙げてサポ
ートされた成果だろうと想像されま
す。先生方もお疲れ様でした。

プレゼンテーション、質疑応答の
アティチュードや言葉の選び方な
ど年々進歩し成熟していると感じ
ます。このような機会のある東高
生は幸せだと思います。

様々なテーマについて、各自大変
分かり易くまとめられていた。発
表の仕方もていねいでよく調べ
ていると思いました。

入り口で生徒さんが受付等の対応
をしてくださったのは、気持ちが
よかった。また、司会も生徒さん
が行うことで（よくあるのは放送
部の生徒だが、どうもそうでなさ
そうなところに、親近感をもっ
た）、生徒主体の発表会のスタンス
を感じることができた。

（シンポジウムは）生徒任せの運営
は冒険ではありますが、東高ならで
はの試みだと思います。シンポジウ
ム体験を高校の授業で出来ることは
とても価値あることだと思います。

ベストポスター賞
成果発表会において、実施されたベストポスター賞（１年生のみ）の投票の結果は、以下の通りでした。
受賞したみなさん、おめでとうございます！
１位

「世界に支えられるふ☆じ☆も☆と♡」

2位

「浮かんで走る！！」

３位

「今治バリィさんバイリンガル化プロジェクトチームイヨノスケ」

生徒氏名： 藤本雄大
生徒氏名： 武田歩

渡邊翔

生徒氏名： 東山花鈴

小路島梨子

芝海周

森田麻希

西岡幸太郎
山本結衣

松本幸樹
富岡理桜子

小畑良仁
真木彩稔

「Differences between English and Japanese in Harry Potter movies」

生徒氏名： 川田真弘

岡田浩輝

森優輔

永原恵人

２０１８年度予定
本年度は以下のようなスケジュールで、SGH 事業に取り組む予定です。
月

１年生（全生徒）
講演（校歌指導・秋山兄弟）

課題研究

市内フィールドワーク

保健講座Ⅰ

5

講演（企業研究）

修学旅行（ロサンゼルス班）

6

県内企業訪問

4

７

課題研究

保健講座Ⅱ

オーストラリア語学研修

オーストラリア語学研修

海外ＦＷ報告会

9

開始

企業訪問報告会
海外ＦＷ（台湾）

8

課題研究

３年生（SG コース）

２年生（SG コース）

開始

海外ＦＷ（フィリピン）

開始

研究論文発表会

10

保健講座Ⅲ

11
中間発表会

12
3

海外ＦＷ（ウガンダ）
研究成果発表会

研究成果発表会

２年生 課題研究 担当講師および研究テーマ
４月から始まる２年生の課題研究は以下の講師・研究テーマで実施します。
No
１

氏 名
楢林 建司

所 属
愛媛大学法文学部

人間の安全保障

２

岡本

威明

愛媛大学教育学部

食品の機能性と安全性および調理特性に関する研究

３

小林

直人

愛媛大学大学院医学系研究科

なぜ世界中で研究不正が起こっているのか？

４

井門

俊

愛媛大学大学院理工学研究科

５

大上

博基

６

中山

晃

７

小林

修

８

長友

９
10

愛媛大学大学院農学研究科
愛媛大学教育・学生支援機構
英語教育センター

課題研究テーマ

国内外における最先端のビジュアルコンピューティング技術と
その応用
グローバル時代における伝統的価値
グローバル・コミュニケーションの心理学

愛媛大学国際連携推進機構

アジア・アフリカ諸国のライフスタイルを探り、人類の未来

ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ交流センター

可能性を考察する

太郎

愛媛県立中央病院新生児内科

周産期医療を通して社会を見る

嶋村

美和

元京都大学東南アジア研究所研究員

多様性を考える

梶原

春菜

元京都大学法学研究科助教

国際政治について考える

新たなる一歩を！
平成 26 年度に第Ⅰ期校として指定を受けた本校ＳＧＨ事業も４年目を終え、残すところあと１年となりました。この４年の間、
暗中模索の中で様々な活動にチャレンジし、主として愛媛大学の先生方に指導をいただき大学レベルの研究に取り組む課題研究、
フィリピン・台湾をはじめとする海外フィールドワーク、専門教科の教員と英語教員・ＡＬＴがチームを組んで三位一体で取り組
む EAST CLIL、ＳＧＨ部が取り組む種々の国際交流など、多くの活動が軌道に乗り、生徒と教職員が一丸となって諸活動に取り
組む中で大きな成果を上げることができました。また、その活動はたびたびマスコミ等で取り上げられ、その都度大きな反響を呼
び、「松山東といえばＳＧＨ」とまで言われるほどその認知度は高まっています。できること
なら、このままＳＧＨ事業が継続され、さらに多くの生徒さんがＳＧＨ事業の恩恵に授かるこ
とができればいいのですが・・・。
ないものねだりをしても仕方ありません。さあ、泣いても笑ってもあと１年。「終わりよけ
ればすべてよし」です。過去４年間で先輩たちが築き上げてきたＳＧＨ事業を最高の形で締め

【発行元】
愛媛県立松山東高等学校
〒790-8521
愛媛県松山市持田町２-２-１２

くくりましょう。たかが１年ですが、されど１年です。その気になれば多くのことにチャレン
ジできます。みなさんに必要なのは、ほんの少しの勇気です。勇気をもって、新たな一歩を踏
み出してください。新たな世界が見えるはずです。みなさんの勇気ある挑戦を心から応援しま
す。ともに頑張りましょう！！

学校 HP
http://matsuyamahigashi-h.
esnet.ed.jp/cms/

