
英国研修代替事業 「課題研究を英語で発表しよう（ＮＴＵ研修）」           

【経緯】 

 本校の海外研修は，シドニーとロンドン研修が１年おきに，これまで３回ずつ実施されてきました。

いずれの研修も，参加生徒には課題研究を課し，その成果を訪問先の学校で発表することで，生徒同士

の交流を深めてきました。 

今年度３月の英国研修（４回目）は，９月中旬に中止が決まり，急遽代替事業を考案しました。オン

ラインでの研修とするため，時差の少ない海外地域で交流相手校，または大学の研究者を探したところ，

本校ＯＢの伊藤慎庫先生が南洋理工大学（シンガポール）で研究室をもっていらっしゃることが分かり

ました。そこで、生徒が取り組んだ課題研究を英語でオンライン発表し，伊藤先生とその研究室の研究

員，大学院生，あわせて４名の方に講評いただく方針で研修を企画しました。 

 

【目的】 

「課題研究を英語で発信することにより，探究心と英語によるコミュニケ－ション能力の向上をはか

る」を目標に，文系・理系分野を問わず探究活動に取り組み，課題研究の進め方，英語発信のスキルを

習得する。 

 

 

【研修内容】 

各自の問題意識により課題研究のテーマを決め，実験・観察，調査などの探究活動を進める。この成

果をまとめ，英語で口頭発表する。研修内容，日程を示した上で，１，２年生普通科全員に参加希望を

募ったところ，１４名生徒が参加希望し，グループ分け，テーマ設定を行い，６本のテーマで進めた。

なお，発表には，Zoom ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを使用した。 

 

（対象）海外研修を強く希望する生徒のうち，課題研究をまとめ英語で発表することに興味を持つ 

生徒（研究発表者 14 名，発表件数 6件），発表当日の聴講を希望する生徒（10 名） 

 

（スケジュール・発表テーマ） 

〈Day〉Fri, Feb 5 , 2021 〈Place〉Chemistry lecture room 

 〈Application time〉15:15 – 18:00 (JST), 14:15 – 17:00( SGT) 

 
15:15～15:35  Preparation, Opening 

Oral session［10min Presentation,5min Q&A］ 

15:35～15:50  OP1“Reuse Silica gel”  

15:50～16:05  OP2“Preventing Disaster caused by Heavy Rain” 

16:05～16:20  OP5“Eco-friendly Plastic by Glucide -strength of string made from sodium alginate- ” 

16:20～16:30  Break  

16:30～16:45  OP3“The most suitable pH of the enzyme included in the rennet” 

16:45～17:00  OP4“How to Reduce Single-Use Plastic  -our attempt- ”  

17:00～17:15  OP6“The reason for the differences of dissolution speed depending on solvents” 

17:20～17:50  Review 

17:50～18;00  Acknowledgements, Closing 

 

 

 

 

 

 

 



（講評・質疑）NTU Workshop advisers 

Nanyang Technological University School of Physical and Mathematics  

Division of Chemistry and Biological Chemistry 

Dr. Shingo ITO (Assistant Professor, Principal Investigator)  

伊藤慎庫 先生 （本校卒） 

Dr. Qiang－Qiang Li (Postdoctoral Researcher)   

李 強強 さん 

Yosuke HAMAMOTO (Graduate student)  

濵本洋輔 さん 

Xinjiang Zhang (Graduate student)  

张 鑫江 さん        https://sgitolab.com/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【事後アンケート】 

アンケート結果より，次のことが明確に読み取れる。 

・将来の留学や海外赴任に対する意識は非常に高く，英語学習への意欲がさらに高まったこと 

・研修を通して生徒の変容が明らかな記述回答が多く，今回の事業がグローバル化社会で活躍 

する人材育成に向けて，大変効果的であったこと 

 

設問Ⅰ(選択式) (1)～(5)の項目について、選択回答。 

［選択肢］  □ 強くそう思う □ そう思う □ あまりそう思わない □ 全くそう思わない 

(1) 来年度，海外研修の機会（本校主催のものと他主催のものを含めて）があれば，是非参加しようと思う

ようになった 

(2) 将来，留学するときや，海外勤務になったときに，この研修は役に立つ経験になると思った 

(3) テーマ設定からまとめ，発表までの流れ全体をほぼつかめた 

(4) 英語で口頭発表したことにより，英語学習の意欲がさらに高まった 

(5) 他グループの発表内容や，質疑の内容は，ほぼ理解できた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 発表生徒の回答（回収 14 名） 図２ 聴講生徒の回答（回収 10 名） 

※当日の動画をご覧になりたい方は教頭までご連絡ください。ただし，本校保護者の方，SSH校の担当
者，管理機関の方に限らせていただきます。 



設問Ⅱ(記述式) 研修前後で，課題研究や海外研修に対する考えや気持ちの変化を具体的に記述。 

（発表生徒の記述 回収 14 名） 

私は、今回の NTU研修で、実験し探究することの奥深さや、研究をまとめることの難しさを学びました。また、化学の

実験は様々な細かい条件が絡み合って結果が出るということを実感し、条件を合わせて何度も実験を重ねなければ

いけないと思いました。英語での発表にあたり、英語をきれいに話すことだけでなく、相手にどう伝えるか、何を伝えた

いか、を考えることが重要であると改めて感じました。また、シンガポールの先生方からの質問の受け答え時に自分の

英語力の無さを実感しました。これからのグローバル社会において、英語で会話ができるということは必要であり、私自

身世界中の人々と意見を交わせるようにするため、より一層英語の勉強に力を入れていきたいと思います。(１年） 

この研修を通して、課題(問題意識)は自分で見つけていくものだと思いました。1つの実験を行っただけでも、そこから

考えられる更なる実験や考察、不足していることなどが多くあります。それらを見つけて新たな課題として取りあげ、追

究していくことが『深い』研究につながると思いました。また、周りのとても高レベルな英語に触れ、英語学習への意欲

が高まると共に、自分の英語力を更に向上させた上で、海外の方にどれほど通用するのか試してみたいと、海外研修

への思いも強くなりました。(１年） 

五ヶ月ほど前に研究を始めた時点では正直なところ、自分が英語の台本を完全に理解・暗記して海外の人に対して

発表することはもちろん、研究をまとまった形にすることすら想像できていませんでしたが、最終的には素晴らしい形で

まとまって良かったと本当に思っています。研修をしてみた感想として確実に言えることは、活動を通して思考する能

力や研究をまとめる能力だけでなく英語を話す能力やスピーチをする能力が上昇したということです。これらの能力の

向上は、今後このような研究発表を行うときにとどまらず、外国人とのコミュニケーションなどの様々な場面においてと

ても役立つと考えられ、大変有意義な活動をすることができたと思います。また、基本的にこのような活動に対して消

極的であったので、これからは以前よりも積極的に参加していきたいと考えています。(１年） 

最初は興味半分でなんとなく応募して参加しました。説明を聞いたり実際に研究を進めていくうちにものすごい大変な

事業だという事を理解していって大変なものに手を出してしまったなと後悔することが度々ありました。最初は部活や

テストなどの合間をぬって少しずつ進めてましたが提出期限に遅れたり、時間もオーバーしたりして全然上手く行きま

せんでした。その時に、だんだんと上手くいかない自分が嫌になって悔しかったが、時間を有効に使うことで本格的に

進めるようになりました。すると少しずつですが結果が出てきて、研究を面白いと言ってくれる先生方もいらっしゃって

とても嬉しかったです。ですが日本語版が完成してきた頃に英語翻訳が始まりました。僕は英語が好きなので日本語

版に比べれば全然苦ではありませんでした。しかし同じ班のもう１人が体調不良になってしまった時、自分が負担をか

けてしまっていたかなとすごく思いました。そこで恩返しというと言いすぎですが、今までやってくれていた借りを返した

いと思って好きな英語翻訳を頑張りました。いろんなことがあった中でも結果いい形になり、いろんな先生方にいいプ

レゼンだねとか英語の翻訳がいいとか発音がキレイだねと言われて本当に嬉しかったです。いまは最初の頃の後悔

はあまり感じません。とても楽しい時間を過ごさせていただきました。今年海外研修が出来ればぜひ参加したいなと思

います。本当にお世話になりました。(１年） 

この研修を受けたことで、私は研究の流れ、実験、まとめ方などを、実際に体感し、なんとなく掴むことができたのでは

ないかと感じた。特に、ペース配分、時間の使い方に関しては、しっかりと考えて研究を行わなければいけないことを

痛感した。また、今回この NTU研修で、研究を海外の大学の方に英語で発表するなど貴重な経験をした。これによ

り、私は実際に研究を海外で発表する、ということをしてみたいという気持ちが生まれた。(１年） 

この研修では多くのものを得ることができたと感じている。英語の技能や研究のまとめ方、プレゼンテーションでの話し

方など。半年近くに及ぶ長いプロジェクトではあったが最後まで完走する事ができてとても嬉しい。来年度も同系のプ

ロジェクトに参加するつもりです。(１年） 



元々、「海外に行きたい」という思いが強くてこの研修に参加したが、海外へ行くことが出来なくなってしまったので、そ

んなモチベーションで研究ができるのだろうか、と不安だった。研究なんて自分でやったことは無いし、他の人の研究

発表を見てすごいと思った経験しか無かったので、最初は研究をして発表するなんてことが出来るとは思わなかった。

担当の先生や生徒と話し合い、テーマを決めて実験をし、研究は楽しいものなのだと気づいた。仮定通りの結果が得

られても得られなくても、その原因や、次に繋げるにはどうすればいいのかなどを考えるのは難しいけど面白いことだと

思った。研究発表を英語で行い、先生方から質問やアドバイスをもらって、まだまだ研究することは沢山あるのだと気

付かされると同時に、研究とは面白い行為なのだということを知った。これからもこのような研究を出来たらいいなと思

う。(１年） 

今までは、自分の英語でリスニングとスピーキングは海外研修でも通用すると思っていたけれど、今回の質疑応答の

時に、自分に問われていることに緊張してしまい質問の意味が聞き取れなかったうえ、言いたいことを言えなくて悔し

かったです。次回海外研修に参加するときに向けて、研究内容をしっかりと伝えることはもちろん、予想外の質問にも

対応できるよう英語力を高めていきたいです。(１年） 

実際に自分の研究を発表し終えて、もっと英語を知り、表現できるようになりたいと思いました。英語の質問を理解する

ことが困難で、自分の言いたいことが上手く言葉に出来ず、もどかしかったからです。また、研究をより深く行うアドバイ

スをいただき、先のことについてより明るくなり、研究への意欲がより湧きました。(２年） 

今回、この研修に参加させていただいたのは研究活動をしたかったという思いが強く、英語にはそれほどの思いも自

信もありませんでした。ですが、参加したことで英語に苦手意識を持って関わっていかないということはとても勿体ない

ことであると感じ、もっと使えるようになりたいとも思いました。学校の授業で学べる英語は限られていて、こういった実

践的な活用はとても貴重で大切であると思いました。英語を使って人にものを伝えるという体験ができてこれからのよ

い糧になったと思います。(２年） 

海外研修がなくなってしまったのはとても残念だったが、今回の発表は自分に自信をつけられたいい経験になったと

思う。最初は全然ダメダメだったが、最終的に英語でスラスラ喋れるようになったことで、やればできると思えたし、英語

で喋ることを楽しく感じ、大学に行ったら留学してみたいと思った。研究は、思いどおりにいかないことが多くて、何回も

実験するのが面倒だと思うこともあったが、失敗から得られる新たな見解もあると知り、失敗を繰り返してもめげないこと

の大切さを学んだ。またゲストの先生の話から自分を貫くことの大切さを知った。大学でする研究でもめげずに頑張り

たいと感じた。(２年） 

私が明和高校を志望した 1番の理由であった「ウェストミンスター校」との交流が、コロナウイルスの感染拡大の影響で

出来なくなってしまいましたが、先生がこのような機会を設けてくださり、研究を海外に向けて発表することができまし

た。英語のスキルが必要とされるのはもちろんですが、私は同時に母国語の重要性を再確認しました。日本語で伝え

たいことがはっきりしていないと英語で発表したり、英語の質問に答えたりすることが出来ないためです。また、私は環

境問題をテーマに研究したので、学校の学びを日常でよく目にする問題に応用させることができたと感じました。私は

環境団体に入っているので、研究を通して培った知識を活かしたいです。今後はオンラインの需要が高まり、海外へ

自分の主張を発信する敷居が低くなると思います。次は大学で、より英語に堪能になって、知識も増やしてから留学

に再挑戦します。（２年） 

5か月間、実験を重ねて考察したり、分かりやすい発表になるように工夫するだけでもやりがいがあったし、一つの発

表を長い時間をかけて作っていくことも初めてで本当にいい時間を過ごせた。沢山の人との関わりや司会など今まで

の自分では考えられなかった新しいことをたくさん経験させてもらえて、自分に自信が持てたし、将来の夢へのモチベ

ーションも上がった。自分の成長を今までで一番感じられたこの経験は、絶対に私の人生にとって大切なターニング

ポイントになったと思う。(２年） 



この研究を通して、自分の研究に対する深い理解、英語力の向上はもちろんできた。それでも、質問は理解できず、

英語へのやる気につながった。ただ、今回はこれらのことよりも最後の伊藤先生の講評が印象に残っている。なぜ明

和に入るのかを考えたし、今はなぜ大学に入るかを考えている。それ以外にも、人生、生き方などなど、考えまくって

いる。そして、行動をしないといけない。伊藤先生はこういった話を上手くまとめ、ほとんどの生徒に影響を与えてくれ

た。僕は自分の考えていることをわかりやすく説明する力をつけないといけない。だから文系に行く。ただ、理系の伊

藤先生にこういったことを考えさせられた。まとめる能力がないので、ぐだぐだだがこの研修が僕の今後の人生にいい

影響を与えたのは言うまでもない。(２年） 

 

（聴講生徒の記述 回収 10 名） 

私には考えられないような内容ばかりで驚きました。まず、研究のテーマを決めていくのすら難しそうなのに、自分たち

で仮説を立てたり、実験方法を考えたりするのはとても大変そうだなと感じました。今回発表した方々がどんな感じで

調べたり、相談したりしているのか見たいと思いました。また英語に翻訳するのにすごい単語ばっかりだと思うのです

が、沢山表現のある中から上手く伝わりやすい語句をどのように探し当てはめるのかも知りたいと思いました。そして今

回わたしも人前で発表をすることをもっと大事にしようと思いました。(スピーチとか。) 皆さんが発表する姿を見て文で

伝えるのも大事ですが、表情からも情報が得られることがわかりました。自分が疑問に思ったことを伝える時は、すこし

眉毛を寄せてみたりなど。できるだけ話している時と同じような表情の豊かさが出せればいいな思いました。 

（１年） 

知り合いや同学年の生徒が発表をする姿をみてとても感銘を受けた。血の滲むような努力をして発表をする彼らの姿

はかっこよかったし、自身も英語の勉強をしようと思った。課題探究の活動に興味が全くなかったのだが、今回の研究

内容や発表を受けて、少しこの活動に携わりたいと思った。英語で発表をする、質疑応答をする、という点でネイティ

ブのようでない英語で発言すると発表前は思っていたが、実際スラスラと綺麗な発音で話していて本当にすごいと感じ

た。（１年） 

最初はもっと難解な課題に取り組み、ほとんど私たちには理解出来ないことについての話が多いと思っていましたが

身近な事柄から課題を設定していて発表者の方と一緒に考えを巡らせることができました。しかし、流暢な英語で話す

とこのような話題であっても聞き取りにくくなってしまうことから、もっと英語力を高める必要があると感じました。これから

は英語しか伝わらない社会で勉強し、働き、生活する機会も多いと思います。その時に今回のようにその場に流され

てしまうと不利益を被ることがあると思うので、このような機会を利用して高校生のうちに慣れていくことが出来て良かっ

たです。また、短期間での準備にも関わらず質の高い発表だったと思いましたが、質疑応答を聞いているとなるほど、

ここをより詰めるといいのか、と思うことが多々ありました。ほとんどの班が少人数での活動だったので視点が偏り、その

観点のみで満足してしまったからではないかと思います。次の発表の時には、より深く研究を突き詰めていくために、

その分野の研究をしている人や、逆に全く関連していない人にも意見を聞いてみるといいと思います。（１年） 

私はもともと海外で勉強したいと思っていました。さまざまな国の人と交流して自分の価値観を広げることができたら、

仕事をし始めた時とても役に立つと思っていたからです。今回の発表を聞いて我ながらよく理解できたと思います。自

分の英語力に自信を持つことができました。しかし、いざ自分が話すとなると、言いたいことが正確に伝わらないことが

多々あります。今日発表していた子たちのように自分の気になることをとことん追求する姿勢は、私も見習わないといけ

ないと、強く実感させられました。（１年） 

今回、同じ部活の友人が課題研究をしていたということもあり聴講したのですが、得られたものがたくさんありとても嬉し

く思います。まず、課題研究の発表と海外の大学の教授や研究員の方との交流の様子を直接みることができ、英語学

習や研究内容の理解へ意欲が高まりました。それから、最後に伊藤先生からお話を聞き、今の自分の勉強に対する

姿勢や将来自分がどうなりたいか、何をしたいのかを深く考えさせられました。今回聴講して得たものを今後にも活か

していきたいと思います。ありがとうございました。（１年） 



同世代の人とは思えない位ハイレベルで自分も負けてられないと思えた。それと同時に研究をしたいと強く感じた。Ｍ

Ｃ（課題探究基礎）の時間とは違った味があって面白かった。また、伊藤先生の話も聞けて良かったなと思った。苦手

な事にもチャレンジしなければと考えられる様になれた。自分の英語能力の無さにも気づけ、色々な角度から触発さ

せてもらえた貴重な時間だった。ありがたかった。（１年） 

どの研究も内容に圧倒されたし、英語もレベルが高くてあまりついていけなかったですが、海外の人とやりとりしてる同

級生や先輩を見て、自分もこうやって将来海外の人と議論できたらいいなと思いました。また、今回の研究発表を見さ

していただいて、発表内容について伊藤先生などがよくこの場合は？というような質問をされていました。そして、課題

研究において、いろいろな角度からものを見ることの大切さを感じました。私も来年課題探究があるので今回学んだこ

とを活かしたいです。（１年） 

昨年度のオーストラリア研修に参加して、同級生や先輩のプレゼンテーションを聴いていたが、今回のグループの方

々は英語のスピード感があると感じた。また、ネイティブでない人の英語を聞いて理解することの難しさも感じた。普

段、リスニングなどの教材の多くはネイティブの方の発音なので、英語を非母国語として話す人がたくさんいる今の時

代では、ネイティブでない人の英語にも慣れておく必要があると改めて思った。決定したテーマを短期間でどこまで追

究できるか、は課題探究や研究などでも大切になってくるのだろう。来年の海外研修に参加する予定はないが、再来

年以降に留学して、異国の人と研究内容の共有をすることができたらいいと思う。（２年） 

私は昨年オーストラリア研修に向けて研究し、準備を進めたものの行くことができなかった。そうではあったが、それ以

来このような英語で何かをするものに興味を持ち、今回も聴講生として参加した。昨年は私も課題研究を行ったし、周

りの友達のものもたくさん聞いたが、その当時に比べ研究内容がよく理解できる気がして私の英語力と科学の知識の

進化を感じた。（２年） 

限られた時間の中でこれほどまでに完成度の高い、綿密な研究を行うことができるのかと驚かされました。現在、自分

も課題探究で研究を行っている最中なので、今回の研修で聴講させていただいた彼らの発表を参考により良いものを

つくっていけたらと考えています。今回のように英語での発表を行ったり聴いたりすることは、英語に親しんだり海外の

人と交流したりする上で非常に重要な経験になると感じたので、ぜひこれからもこのような機会を学校の中でも設け続

けて行ってほしいです。（２年） 

 

 

 

 

 


