
 平成 29 年度豊田西高校 SSH事業イギリス海外研修 
第１日目（2018 年３月４日） 

 第４次イギリス海外研修の派遣団が，今年も意気揚々と出発しまし
た。この事業は地元の豊田市やトヨタ自動車の御支援のもと実施して
いるプログラムで，豊田市の姉妹都市（ダービーシャー州）にあるレ

プトン校及びトヨタ自動車の現地工場であるTMUK（Toyota Motor Manufacturing UK）と
の連携を軸にしています。４回目となり円熟味を増したプログラムは，毎年「改善」を加えな
がら新たな生徒を派遣し，その成果を豊田西高校の生徒や教員，豊田市の皆さま，さらにこの
事業を支えてくださっているさまざまな方々と共有しています。ここではその速報版を報告し
ていきます。 

 今年の派遣団は１年生５名（女子５），２年生５名（男子２・女子３），及び引率教員２名（理
科・英語）の 12名です。１年生がこれほど多く選出されたのは初めてであり，また，男子生徒
が多い豊田西高校において，女子が８割を占めるというメンバー構成は極めて異例です。代表
生徒の選出は，科学的な探究心や能力，英語の技能はもちろん，学業成績や普段の学校生活な
どを総合的に判断して実施しています。今年のメンバー構成は，チャレンジ精神に溢れる若い
リケジョが多くなってきた証拠の一つでしょうか（注：メンバーには文型の生徒もいますが，
みんな課題研究や科学的な視点に基づいた独自の研究を行っています）。 

 保護者の皆さまや部活動で早くから登校している生徒，先生たちの温かい声援を受けながら，
派遣団は朝８時に本校を出発しました。セントレアからヘルシンキ（フィンランド）を経由し，
マンチェスターまでの約 14時間（時差９時間）の空の移動は骨が折れるものでしたが，みんな
元気に旅を楽しんでいます！ なかには海外旅行自体が初体験という生徒もいたのですが，内心
どきどきしていても決して萎縮することなく，凜として振る舞う姿にミライの世界を担う若者
の頼もしさを感じました。 

 「先生，宿題（課題）を持っていってもいいですか？」 事前の打ち合わせのとき，生徒から
こんな質問がありました。「イギリスに行ったら，そこでしかできない経験があります。今回の
旅で優先すべき目標を忘れないでください。ただし，飛行機での移動時間やホテルで過ごす夜
など，旅に余裕がないわけではありません。」生徒たちは機内でずっと勉強していました。周り
の乗客が驚いて，どのような団体であるのか質問してきた程です。目的地のダービーにあるホ
テルに着いたのは，夜の 9 時半。実に「１日」以上の移動の末に，明日の発表のリハーサルま
で行いました。 

 その後，部屋に戻ろうとした生徒たち（一部屋２名）から，ルームキーが反応しなくなった
という申し出がありました。教員で対応してもよかったのですが，「フロントに行って自分たち
で対応してみたら？ だめだったらヘルプするよ。」と突き放したら，しばらくして扉をノック
する音。「解決できました。ありがとうございます。では，おやすみなさい。」トラベルにつき
もののトラブルに自分たちで対応できただけでなく，ちゃんと報告にくるあたりがさすがです。 



出発式 保護者，生徒，先生 いざ，出陣！
校長先生からの激励 多くの方からのお見送り

２年生５名 １年生５名 お勉強タイム in 旅客機

マンチェスターで夕食 ボリューム満点！

ヨーロッパは寒波に襲われています

ダービーへ移動 明日の発表に向けたリハーサル いよいよ「本番」ですね♪
イギリスのバスは豪華です



 平成 29年度豊田西高校 SSH事業イギリス海外研修 

第２日目（2018年３月５日） 

 この研修のメインは，大きな目玉のひとつであるイギリス・レプト

ン校との交流プログラムです。時差ボケなどつゆ知らず，爽快に朝食

をとった生徒たちは，いざレプトン校へと出発しました。豊田西高校

の SSH 事業は，さまざまなところで豊田市と深くつながっています。レプトン校へはダービー

市に駐在する豊田市国際まちづくり推進課の S氏と合流し，タクシーに分乗して向かいました。 

 レプトン校からは毎回，本当に心のこもったおもてなしを受けます。歓迎のセレモニーは，

両校の代表によるあいさつと４回目の交流事業を祝う記念品の交換で始まりました。本校から

は豊田市長及び豊田市議会から付託された親書や記念品もあわせて贈呈させていただきました。

いずれもトヨタ自動車にちなんだ記念品，小原和紙など，豊田の地域産業を代表する品々です。

「伝統」に裏打ちされたローカリズムと科学技術に立脚したグローバリズム。豊田市は「ハイ

ブリッド・シティ」を宣言していますが，姉妹都市であるダービーもまさにそんなまちです。

創立 1,557年，科学技術を専攻する優秀な生徒が多く集うレプトン校は，SSHである豊田西高が

手本とし，互いに高め合う存在の一つでしょう。 

 セレモニーのなかで行われた本校生徒のプレゼンテーションでは，私たちが暮らすまちであ

る豊田市の紹介，及び豊田西高校の紹介を，特に海外の学校ではあまりみられない「部活動」

という視点から英語で発表しました。豊田西高の生徒は，前回の速報でもお知らせしたように

学業だけでも大変忙しい生活を送っています。それにもかかわらず，私たちが「文武両道」を

掲げて部活動に熱心に取り組むのは，限られた時間のなかで集中力を高め，相乗効果を図るた

めです。幅広い人格形成につながる精神を，レプトン校の生徒たちにも伝えることができたと

思います。 

 レプトンは，イギリスの名門パブリックスクールです。施設見学では由緒ある建築・施設の

数々を，歴史的な視点を交えて解説していただきました。まさに「ハリーポッター」に出てく

るような学校に生徒たちは驚愕しきり。数 100 年前のモンク（修道僧）が書いた手書きの資料

や，古くはヴァイキングにまでさかのぼる品々，各時代の「学生」たちが残した痕跡の数々は，

同行したレプトン校の生徒ですら初めて見るものが多かったです。 

 ただ，いくら歴史が古いとはいえ，現代を生きる若者たちにそれほど差異はありません。出

会ってからすぐに打ち解け合った両校の生徒たちは，物理学の講義や実習，生物学の実験を何

の違和感もなく合同で実施しました。共通語は英語と科学。また，寮に分かれての昼食や授業

の合間に挟む Refreshments＊ では，勉強以外のことでも交流し，SNS の情報を交換するなど，

Information Literacy（＝情報を読み解き，それを適切に扱う能力）にも長けている姿を存分

に見せつけていました。 

 帰りは，Intu Derby というショッピングモールでボリュームのある夕食をとり，ホテルに戻

ってからは明日以降のリハーサルを行うなど，生徒たちは今日も終日，元気モリモリでした。 

＊）Refreshments：お菓子の意。先月行われた平昌冬季オリンピック，女子カーリングで話題 

 になった「モグモグタイム」に相当。 



ホテルでの朝食 日本時間とイギリス時間 レプトン校に到着
みんな朝から元気です 二つの腕時計をする生徒 ウィザーディング・タイムの始まり

豊田西高代表のあいさつ 小原和紙（記念品）の受け渡し 派遣生徒代表のあいさつ
レプトン校の代表に 流暢な英語で堂に入ったものでした

豊田市及び豊田西高校の紹介 Science Prioryにて記念撮影 レプトン校ガイドツアー
部活動の取組に注目して 500年以上の歴史を巡る旅です

歴代校長の肖像が並ぶ図書スペース モンクが書いた手紙 生徒どうしのマッチング
ハリーポッターの世界みたいです 封蝋がしてあります すぐに仲良くなります



宇宙物理学実習 レンズの法則を学ぶ実習 宇宙空間に存在する星の数を推計
望遠鏡でレプトン校内を観る？ 笑顔がはじけています ハッブル望遠鏡のデータを用いて

真空やジェット噴射の演示実験 3Dシアター 寮での昼食
偏光グラスをかけて観賞 親元を離れ，勉学に勤しむ

若い子も多いです

「速い」ロケットを作る ロケット発射実験！ モグモグタイム
アクティブ・ラーニング グループごとにタイムを競います スマホで情報を交換

合同生物学実験 遺伝子組換え実験 Intu Derbyでの夕食
「白衣」を着用 大腸菌にGFP遺伝子を導入します 明日も頑張るぞ！



 平成 29年度豊田西高校 SSH事業イギリス海外研修 

第３日目（2018年３月６日） 

 レプトン校訪問２日目。豊田西高校の派遣団はレプトン校の生徒・

教員とともに，ダービー市南部にある Twycross Zoo（トウィクロス動

物園）に遠出して研修を受けました。Twycross Zooは特に霊長類の飼

育・展示において定評のある動物園です。広大な敷地を存分に活用し，絶滅の危機にあるさま

ざまな生物の保全にも力を入れています。今回の派遣団は前回に引き続き，たまたま生物学に

興味・関心のある生徒・教員が多いです。また，交流プログラム全体を統括・コーディネート

するレプトン校の主教員も生物学を専攻する「博士」であり（＝彼は Dr. I という愛称で生徒

たちから親しまれている），交流プログラムに参加する生徒・教員にとって，まさにウホウホの

企画（猿ではありませんが）でした。 

 Twycross Zoo では，霊長類の進化や動物の行動についてレクチャーを受けた後，グループに

分かれて園内を自由に散策し，霊長類の行動観察を中心に，飼育している生物の観察を行いま

した。主体的で，対話的で，深い学び。互いにディスカッションしながら園内を闊歩するグル

ープは，どの生徒も眼がきらきらと輝いていました。ここではまさに，SSHがパイロット的に主

導し，次期学習指導要領において高らかに謳われている教育のスタイルが実現されている感じ

です。 

 昼食をはさみ，午後はそれぞれのグループが持ち寄ったデータを交換し，研究討議を行いま

した。専門的な用語が飛び交う討論形式の授業は，英語だけができても，科学だけができても

決してついていけない内容です。要求されるレベルが高く，難しくはありましたが，英語と科

学の二つの能力をともに高くする必要を感じさせる，大変意義のある授業となりました。 

 Twycross Zoo での観察・討議の授業のあと，一行はレプトン校に立ち寄り，昨日実施した遺

伝子組換えの実験の結果を確認しました。ここでもやはり，対話形式の授業が為されました。

得られるべき答えを先に教えられてから「答え合わせ」のように結果を確認するのではなく，

考えや実験手順に間違いがなければ得られるはずの結果を各グループがそれぞれ予想してから

の確認作業です。残念ながら想定した結果が得られなかったグループが一つだけありましたが，

それは手順を間違えたからです。実験には成功も失敗もなく，理由があるだけです。生物実験

には教員グループの一員として，豊田市の国際まちづくり推進課の同行職員にも参加してもら

いましたが，学生時代に戻ったかのような，過去・現在の学生でもなかなか体験できないよう

な実験に，生徒以上に眼が輝いていたかもしれません。 

 交流プログラム２日目のシメは，レプトン校と豊田西高のメンバーが参加する合同夕食会で

す。この会はレプトン校の先生（Dr. I）の粋な計らいで毎年開催しているもので，生徒も教員

も互いに腹を割って会話を楽しむ，素敵な夕食会となっています。丸一日，おなかいっぱいの

観察・実験授業をこなしてきた生徒たちは，合同夕食会でそれぞれのお腹を本当に満たしなが

ら，至福のひとときを過ごしました。気をゆるした仲間どうし，くだらない会話も多かったで

すが，自分たちの将来，進むべき道を語り合う姿に明るい未来を感じました。 



Twycross Zoo 絶滅危惧種のボノボなど 霊長類の進化・分類に関する講義
（トウィクロス動物園） 霊長類の保護に力を注いでいます

グループに分かれての園内実習 動物の行動をじっくりと観察し さまざまなサル（ape, monkey）
得られる情報をデータ化します その行動はヒトに通じるものがある？

生物の行動観察を行う場所は 歩きながら「折り紙」を伝授 Kangaroo（カンガルー）
グループで自由に決めます 基本の鶴を折っています 世界各地の動物を集めて展示するのは

イギリスの博物精神

Penguins（ペンギンたち） Snow Leopard（ユキヒョウ） カワウソ（Otters）
Macユーザーの聖地？ この子たちも絶滅危惧種ですね



フクロウ（Owl） 広大な敷地をまわる生徒たち Twycross zooでの昼食タイム
さすがハリーポッターの国です

午後の講義 サルの表情とその解釈 対話式の授業とパフォーマンス
観察で得られた情報を持ち寄って

遺伝子組換え実験の結果確認 GFP（緑色蛍光タンパク質）を Bulls Headでの合同夕食会
取り込んだ大腸菌の確認 レプトン校のそばです

女生徒の襟カバーもUVで光っています

団らんのひととき 大きすぎるピザ！ おなかいっぱいの２日目でした！



 平成 29 年度豊田西高校 SSH事業イギリス海外研修 
第４日目（2018 年３月７日） 

 レプトン校との交流３日目。最終日の今日は，まず化学の合同実験
です。劇画のなかから飛び出してきたようなDr. D の言動にのせられ
ながら，生徒たちは楽しく実験に臨んでいました。若者が好んで飲む

「ある清涼飲料」に含まれる炭酸ガスや糖分の量，酸性度などを定量的に計測し，そこに含ま
れる「物質X」の意味を考えました。なお，化学実験のブレーキングタイムにはRefreshments
としてその飲料も並んでいましたが，両校の生徒たちは複雑な気分でした（笑）。 

 化学実験の終わり頃，レプトン校のある南ダービーシャーの市議会・事務総長であるフラン
ク・マクアードル氏（Frank McArdle）が突然来訪されました。マクアードル氏は，レプトン
校と豊田西高校の提携・交流プログラムを推進し，その起ち上げを主導した方のお一人です。
今回，両校の生徒が交流プログラムを実施していることを聞きつけ，居ても立ってもいられな
い思いで駆けつけてくださったそうです。公務で御多忙のなか，わざわざ時間を捻出して生徒
たちとお会いになり，寮食（昼食）まで御一緒していただきました。豊田西高校の SSH 事業，
海外の姉妹校交流には，起ち上げから継続にいたるまで，その裏でさまざまな方の御尽力があ
ることを実感しました。 

 レプトン校との交流事業，最終日の午後は，両校の生徒が日常的に取り組んでいる探究活動
や科学研究の成果を発表し合う相互発表会です。両校の生徒の緊張感が一際高まるプログラム。
まずは豊田西校から，日本食とその文化について，特に豆や甘味に注目した発表を行いました。
ようかんやあんこを使った和菓子，甘酒や干し柿などは，近年ギルトフリースイーツ（健康に
よい甘味）として注目を集めつつあります。発表後の実食（試食）では，興味をもったレプト
ン校の生徒たちが長蛇の列をなし，準備した食材があっという間に売り切れてしまいました。 

 その後，本校から炭素 14年代測定法，有機養液栽培，外来生物に関する研究報告を行いまし
た。これらの研究は，いずれも名古屋大学などの近隣の大学や研究機関と連携して実施してい
るもので，科学部や今回の派遣生徒たちが継続して取り組んでいます。身近な環境やそこから
得られた試料をテーマにした研究は，レプトン校の生徒の興味・関心を確実に掻き立てました。
質疑応答ではリスペクトに裏打ちされた質問や建設的でかつ批判的な意見が飛び交い，両校の
生徒が互いに高め合う美しい姿がみられました。レプトン校からは，大気上空に観測機を打ち
上げて計測した実験の結果や，他の惑星に Biosphere（生物圏）をつくる際のアイデア，自身
も患っている Epilepsy（てんかん）に関する研究報告が行われました。科学は世界共通であり，
それを伝え合う言語として，英語も共通です。 

 レプトン校との研究交流は，内容がぎゅっと詰まった夢の３日間でした。ハリーポッターの
世界のようなレプトン校。ハリーポッターでうたわれているWizarding Worldは，現代の魔法，
科学において本当です。そしてついにお別れのとき。Farewell セレモニーでは，最後まで別れ
を惜しむ両校の生徒は互いにハグしたり，泣き出しそうになったりしていました。国を超え，
世界の次代を担うリーダーたちの誕生です。 



化学のマスターであるDr. D 身近な飲料の定量実験 化学実験の合同グループ
生物マスターのDr. Iいわく， 実験につかう器具は日英で共通の

He is crazy! もの，仕様が異なるものがあります

両校の生徒は協力して Refreshments（もぐもぐタイム） 手作りのしおりや折り紙は
実験を実施します 豊田西高の生徒は日本のお菓子や 特に好評でした！

おもちゃなどをさりげなく準備

日本と英国　紳士の会話 実験が進むにつれ
英語でのディスカッション 活性炭による脱色・ろ過
にも熱ガが入ります

考察には計算力が必要です 酸性度を測る実験 フランク・マクアードル氏
南ダービーシャー市議会の事務総長



マクアードル氏と第４次派遣団 House（寮）に分かれての昼食 両校の生徒による相互研究発表会
交流事業の創始者と記念撮影 食事への感謝・祈りのスタイルは いよいよクライマックスです

寮ごとに違っていたりします

日本の食文化についての発表 味噌汁，甘酒，干し柿，ようかん 原材料を英語で説明しましたが
豆やスイーツに注目して さまざまな食材を準備 最初はおそるおそる試食

試食品はすぐに売り切れました 放射性炭素14年代測定法 豊田市を流れる矢作川の河畔に
豊田西高が発掘した埋没樹木に対して 約300年前の樹木が露出していました

研究内容に興味津々 有機養液栽培 激しい質疑応答は先生からも
持続可能な農的暮らしへのヒント



生物多様性に関するポスター発表 距離が近い分，ポスター発表では レプトン校の発表
侵略的外来種のアカミミガメに 質疑応答がより活発になります 大気上空に打ち上げた観測機のデータ

注目して

てんかんに関する口頭発表 Farewell セレモニー 別れのとき
彼女自身がその病を患っています 生徒代表の挨拶 両校の関係を象徴するような虹が

奇跡的なタイミングで出ました！

Boys Girls Teachers

互いにリスペクトする 最後の最後，購買前でパチリ セントラルカテドラル
絆で結ばれました 数年にわたって参加した生徒もいます 夕食のためダービー市内へ



 平成 29 年度豊田西高校 SSH事業イギリス海外研修 
第５日目（2018 年３月８日） 

 ダービー滞在最終日。最初はStranger（よそから来た人）であった
このまちにも徐々に愛着が沸き始めています。この日はまず，市内を
散策しながらダービー大聖堂を訪れました。ホテルの窓から眺望でき，

毎日鐘の音を聞いていたカテドラル。中世イングランドのキリスト教の文化と歴史を感じるこ
とができました。その後，ダービー博物館＆美術館を訪れました。明日，ロンドンに移動して
からは大英博物館や自然史博物館，V&A Museum（ヴィクトリア＆アルバート美術館）など，
世界的にも有名な博物館・美術館を訪れる予定です。それらと比べると，ダービー市の博物館・
美術館は，確かに収蔵品の数は少ないかもしれません。しかし，丁寧に集積した地元の遺産に
ついて，自然科学的な分析や人文学的な解釈を加えて整然とディスプレイされているようすは，
イギリスの文化・教養レベルの高さを現していました。ちなみに入場料は無料です。その御礼
としてダービー大聖堂にも，博物館・美術館にも，心ばかりの donation（寄付）をしました。 

 次に，トヨタ自動車のイギリス工場の一つであるTMUK（Toyota Motor Manufacturing UK）
を訪問しました。TMUK ではまず，トヨタ自動車の現状や工場の概要説明，トヨタが目指す
Sustainability（持続可能なクルマづくり）に関する紹介を受け，質疑応答を行いました。次に
TMUK で勤務する日本人技術者の方々から，海外で働くことの意義を，自己紹介を含めて一人
ひとりお話いただきました。学生時代からバックパッカーとしてならし，20か国以上をわたり
歩いたような海外通の方もいれば，ある日突然海外勤務を申し渡され，イギリスが初めてだっ
たという方もみえます。先進国と開発国の格差，ものづくりに関する日本人としての誇り，イ
ギリス人と日本人の気質の違い，互いをリスペクトしながら仕事を行うことの大切さ。日本人
技術者の方々からは，これから先，海外で活躍することが普通に求められる世代に向け，さま
ざまな言葉が発せられました。日本を離れて活躍する素敵な先輩たち。その実体験に裏打ちさ
れた言葉は，生徒の胸に響いたに違いありません。その後，昼食をとりながらの懇談会では，
どのテーブルでも自然と笑いが溢れ，充実した会話の時間が流れていました。 

 午後は，普段生徒が研究していることの一つとして，生物多様性を脅かす外来生物の問題に
ついて発表を行いました。いま，グローバリズムの進行とともに，世界各地でその地の生態系
のバランスを崩しかねない外来生物の問題がクロースアップされています。本校でも矢作川に
侵入したミシシッピアカミミガメの研究などさまざまな研究を行っていますが，環境に対する
取組でも先駆者であるトヨタ自動車の海外スタッフに自分たちの発表を聞いていただき，充実
したディスカッションを行うことができました。それに続くTMUKの環境に対する取組の紹介
と質疑応答でも，本校生徒からはアクティブでクリティカルな質問が生まれ，イギリス研修を
通して身に付けた力が存分に発揮できた感じです。その後，カートに乗ってTMUKの敷地に出
かけ，環境に対する取組や工場での作業のようすを実際に見学させていただきました。 

 ダービー市での最後の夜。ここまで我々と行動をともにし，研修を支えてくださった豊田市
職員のS氏と晩餐会を行い，産学公”Toyota”の結束とますますの発展を願いつつ乾杯しました。 



ダービー大聖堂 ダービー博物館
毎日その前を通っていましたが 地元の収蔵品が充実しています

４日目の朝は市内研修から なかに入るのは初めてです

ダービーで出土した3400年前の樹木 ダービー美術館 トヨタ自動車イギリス工場
右の彼は矢作川で発掘した埋没樹木 地元の画家の作品が展示されています Toyota Motor Manufacturing
を用いた同様の研究を行っています in UK（TMUK）

日本人技術者のみなさん Girls TMUKとTMMF（フランス工場）
一人ひとりから胸に響く のChirman（会長）である寺本繁氏
お言葉をいただきました 昼食をとりながらの懇談 小原和紙の記念品を贈呈しました

侵略的外来種の一つである TMUK環境部門のプロから厳しい質問 質問に対する答えは当然英語で
ミシシッピアカミミガメの研究発表 クリティカルで勉強になります



TMUKの環境に対する取組の紹介 今度はこちらが質問する番です カートに乗ってTMUK内を見学
リスペクトの精神をもって 工場内は撮影できないので
批判的かつ建設的に これくらいの写真でご容赦願います

メガソーラー発電システム TMUKでは議論する場面を 生徒の質問を真剣に受け止めて
TMUKで使用する電力のほとんど たくさん設けていただきました くださり，ありがとうございます
をまかなうことができます

トヨタ自動車との連携事業は ホテルへの帰り道 ダービーでの最後の晩餐
今後も継続していきます 朝一番で見学したダービー大聖堂 パブの奥にはまるでお城のなかの

が出迎えてくれるようです ような食事会場

慣れないメニュー イギリス名物 豊田市国際まちづくり推進課の
どんな料理か積極的に訊けています フィッシュ＆チップス S氏とはここでお別れです


