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区分番号 学校名 テーマ（日本語） テーマ（英語）
発表 2601 北海道登別明日中等教育学校 迫り来る外国産牛肉の脅威。モ～やばい！おいしい ‘wagyu’にcow!ご期待！ The threat of cheaper foreign beef – How can wagyu ‘meat’ the challenge and keep mooo-ving on in the global market?

発表 2602 市立札幌開成中等教育学校 北海道における外国人観光客の分散化による地方の持続可能な発展 Sustainable development across local areas of Hokkaido through the distribution of foreign tourists

発表 2603 札幌聖心女子学院高等学校 世界に目を向ける！自ら課題を見出す！そして、その解決に向けてアクションを起こす！ “Keep one’s eyes open to world issues, take action accordingly!”

発表 2604 青森県立青森高等学校 冬の青森活性化～青森グルメフェスティバル Activation plan for Aomori winter - Aomori Gourmet Festival

掲示 2605 宮城県仙台二華中学校・高等学校 米ぬかに保持した好塩菌を用いた塩害土壌の回復 Restoration of Salt-Affected Soils Utilizing Halophiles Retained in Rice Bran

発表 2606 茨城県立土浦第一高等学校 公共交通機関の利便性向上 On a new system to improve the convenience of public transportation

発表 2607 群馬県立中央中等教育学校 日本の移民政策の緩和による社会的影響 The Social Effects of Relaxing Japanese Immigrant Policies

発表 2608 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 株式投資で日本の社会的課題解決の一助とする方法、私たちが選んだ企業（銘柄） Contributing to local and global community through NIKKEI Stock League

発表 2609 埼玉県立浦和高等学校 追いかける時代から世界をリードする時代へ With Japan's years of know-how and Vietnam's human resources — the making of tomorrow's world leader

発表 2610 筑波大学附属坂戸高等学校 外国籍高校生と日本人高校生の協働による新たな社会貢献の仕組みづくり　～バングラデッシュを事例に～ Collaborative Project by Japanese High School Students and Foreign Students toward better society ~ A case study in Bangladesh ~ 

発表 2611 渋谷教育学園幕張高等学校 顕在化する問題　～人口増に伴う食糧難に立ち向かうには～ THE BIG PROBLEM: Facing population growth and food shortage

発表 2612 渋谷教育学園渋谷高等学校 机上の学びから、対話、そして問題提起へ 私達を福島へ向かわせた原動力はSGHだった From studying textbooks, to discussion, to identifying problems  The SGH program was what brought us to Fukushima to find solutions.

発表 2613 早稲田大学高等学院 外国人と日本人が日常的にコミュニケーションをとるために～甲賀市の事例から考える How to make the opportunity for foreign residents to communicate with Japanese.

発表 2614 佼成学園女子中学高等学校 多民族社会であるタイでどのような言語教育が行われ、少数言語が保存されているのか How Thailand, a multi-ethnic country, conducts language education and preserves its minority languages.

発表 2615 順天高等学校 フィリピンの子どもたちの教育から考える彼らの未来 Future of children in Philippines from the view of their education

発表 2616 品川女子学院 革命！ 発展途上の日本〜予防歯科による新たな景色〜 Revolution!  From a “developing country” into a “developed country” in the field of preventive dentistry 

発表 2617 昭和女子大学附属昭和高等学校 日本人女性のジェンダーギャップの研究 　－ジェンダー施策先進国フィンランドを訪問して Research on gender gap in Japan -what we've learned from Finland

発表 2618 国際基督教大学高等学校 アジアとアフリカとの多文化共生： ベトナム、エチオピアスタディーツアーの活動報告 Coexisting with Asia and Africa : A Report of the Vietnam and Ethiopia Study Tours 

発表 2619 玉川学園高等部・中学部 東京オリンピックで町田市をホストタウンとして成功に導くために To lead Machida to be successful as the host town of South Africa Republic in 2020

発表 2620 お茶の水女子大学附属高等学校 非正規雇用とワーキングプア Non-regular employment and the working poor

発表 2621 筑波大学附属高等学校 歩みを止める経済成長：次の一手を考えよう！ Slowing Economic Growth: Charting the Next Step

発表 2622 神奈川県立横浜国際高等学校 SGH海外スタディツアー（ベトナム、カンボジア、ボルネオ）での学びと提言 Things we have learned and our suggestion through SGH study-tour in Asia

発表 2623 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 日本における外国人労働者に対する社会保険制度(健康保険と厚生年金) The Social Insurance System for Foreign Workers in Japan

発表 2624 公文国際学園中等部・高等部 現地で肌で感じたベトナムの教育。果たして格差は存在したのか？ Vietnam Field Work Report

発表 2625 富山県立高岡高等学校 海を守ろう！ ～タカ高生の海洋環境問題への意識を高める取組～ Save Our Ocean!  Our Efforts to Improve the Students' Awareness of Marine Environment Problems

発表 2626 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 食料安全保障ー2050年の世界をどう養うかー　日本からの提案 Food Security - How to Cope for the World in 2050 - Proposal from Japan

発表 2627 福井県立高志高等学校 ふるさと福井をHappyにするための提案〜タイ人に福井の食をPRする〜 The suggestion to make home town Fukui happy　-Advertising food in Fukui for Thai people-

発表 2628 山梨県立甲府第一高等学校 児童労働の予防のために For prevention of Child Labor

発表 2629 長野県長野高等学校 多文化共生への道～みんなで生きよう　快適な地域生活～ The Path for Multicultural Community~Let's create community for everyone~

発表 2630 岐阜県立大垣北高等学校 量から質へ　ベトナムとカンボジアの比較から見る”今”求められる開発の形 From quantity to quality － studying of currently needed development through a comparison of Vietnam and Cambodia

発表 2631 静岡県立三島北高等学校 世界的課題である水不足を克服するためコミュニティにおける持続可能な水利用方法を提言・普及 Proposing and Spreading Sustainable Ways of Water Use  in Communities to Overcome Global Water Shortage

発表 2632 愛知県立旭丘高等学校 ジェンダー平等な社会に向けての課題と提言 Suggestions for a More Gender Equal Society

発表 2633 名城大学附属高等学校 外国人児童をとりまく日本語学習環境の改善 Improving Japanese Teaching Environment for Foreign Children

発表 2634 三重県立四日市高等学校 三重・四日市から世界へ！公害解決に向けた取組から学ぶ、持続可能な社会をめざして From Yokkaichi to the world; learning through the pollution problems and encouraging discussion to establish a sustainable society

発表 2635 滋賀県立守山中学・高等学校 守山市におけるホタル再生プロジェクト Firefly regeneration project in Moriyama

発表 2636 京都府立嵯峨野高等学校 ことば ツナグ セカイ Connecting the world through languages

発表 2637 京都市立堀川高等学校 自分への挑戦から世界へ　～京都市友好都市青少年会議で対話をしよう～ Challenge yourself to Change the World ~Let's make interactions in Kyoto Friendship Cities Youth Conference~

発表 2638 立命館宇治中学校・高等学校 宇治・京都・世界をつなぐグローバル・アントレプレナーシップの研究と成果 Research and Results of Global Entrepreneurship Connecting Uji, Kyoto, and the World

発表 2639 立命館高等学校 世界中のすべての子供たちに教育を届けるために私たちができること What we can do to offer basic education to all children around the world

発表 2640 大阪府立北野高等学校 アジアと学びあう　　　- 夢を実現する国づくり - Japan among Southeast Asian Countries  - Toward our futuristic mutual growth -

発表 2641 大阪府立三国丘高等学校 フィリピンの子供達の栄養バランスを蜂蜜で作った飴で改善するビジネスプラン A business plan to improve Filipino children's nutritional balance by producing candies made from honey

掲示 2642 関西大学高等部 深海生物の可能性　－食糧難を未然に防ぐには－ Possibility Of Deep-Sea Fish　-The way of preventing food shortage-

発表 2643 兵庫県立姫路西高等学校 世界遺産・姫路城を活用したアクティビティ～不戦の城を攻め落とす～ The activity which makes use of the World Heritage; Himeji-Castle  ~Attacking the castle ~ 

発表 2644 神戸市立葺合高等学校 LGBT生徒にも心地よい高等学校の環境作り Creating school environment where LGBT and other students can work together comfortably

発表 2645 関西学院高等部 関西学院高等部における Meal for Refugees 実施 Meal for Refugees at Kwansei Gakuin Senior High School

掲示 2646 奈良県立畝傍高等学校 フランスの観光戦略に学ぶ外国人観光客集客の鍵とは The Key of Attracting Foreign Tourist Studying from French Strategy

発表 2647 西大和学園中学校高等学校 SVR ～エビの逆襲～ SVR ～Shrimp Versus Rabies～
発表 2648 島根県立出雲高等学校 「食品ロス」を減らすために私たちができる事は？ What can we do to reduce “Food Loss”?

発表 2649 岡山県立岡山城東高等学校 性の多様性を受け入れる　 －高校生の私たちにできること－ Accepting Sexuality and Gender Diversity　 －What we can do as high school students－
発表 2650 広島女学院中学高等学校 「平和構築・核軍縮」についての学びと実践 Disarmament based Learning; Toward a World Free of Nuclear Weapons

掲示 2651 山口県立宇部高等学校 フェアトレードで山口と世界は元気になるのか？ Can Fair Trade Make Yamaguchi and The World a Better Place?

発表 2652 徳島県立城東高等学校 環境意識改善プロジェクト in Indonesia ～現地の高校生と共に～ A Project to Improve Environmental Awareness in Indonesia ～with local high school students～
発表 2653 愛媛県立松山東高等学校 漱石が残したもの What Soseki Left Behind

発表 2654 熊本県立済々黌高等学校 藻の再生が有明海異変の貧酸素問題を緩和する The Rebirth of Algae can solve the problem about the lack of Oxygen in Ariake Sea

発表 2655 大分県立大分上野丘高等学校 教育に焦点をおいて、貧困における負のスパイラルから脱却する方法を考える Sloughing off the vicious circle of poverty by focusing on educational problems 

発表 2656 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 ゼロ塾　～地域間における経済と教育機会の格差解消を目指して～ Zero Juku -Focusing on Inter-regional Disparities in Educational Opportunities and Economy-

掲示 2701 立命館慶祥中学校・高等学校 立命館慶祥のアイヌ学習・活動 Our Study and Activities about the Ainu at Ritsumeikan Keisho

発表 2702 札幌日本大学高等学校 北方領土返還活動を，日露両国の立場に立った早期解決に向けて，高校生からの発信 Suggestions from high school students to solve the long-standing problem of the Northern Territories---from both Japan’s and Russia’s positions

掲示 2703 岩手県立盛岡第一高等学校 「ILCと自然」 Toward an Environmentally-friendly ILC

発表 2704 仙台白百合学園中学・高等学校 再生可能エネルギー　～モデル計画から普及へ～ RENEWABLE ENERGY ~ECO-MODEL PLAN TO PROMOTION~

発表 2705 秋田県立秋田南高等学校 食に対する意識改革～家庭からの食品ロス削減のために～ Changing Awareness towards Food  "to Reduce Food Waste at Home"

発表 2706 福島県立ふたば未来学園高等学校 原子力災害からの復興を果たすための探究活動 Presenting students' research to accomplish revitalization after the nuclear disaster

発表 2707 埼玉県立不動岡高等学校 東京オリンピック・パラリンピックにおける危機管理と課題 Fight against Terrorism in the Tokyo Olympics and Paralympics

発表 2708 早稲田大学本庄高等学院 日韓高校生の学校間国際協働学習で探る「国際共生」への道 Our Quest for "International Symbiosis" -- A School-to-School Collaborative Study Program for Students from Korea and Japan--

掲示 2709 千葉県立成田国際高等学校 校則の現実と未来 The Facts and Future of School Regulation

掲示 2710 千葉県立松尾高等学校 地域フィールドワークから考えるグローバルエイジング Global Aging based on local field work

発表 2711 東京学芸大学附属国際中等教育学校 先進国の母子家庭貧困率減少に向けて―あるべき女性の雇用形態とその実現― Reducing poverty of single-mother households in MEDCs by women's labor ーits ideal shape and its actualization

発表 2712 東京工業大学附属科学技術高等学校 開発途上国対応，言語学習を目的としたビジュアルプログラミングソフトウェアの開発 The Development of Visual Programing Education Software  for Children in Emerging Countries

発表 2713 青山学院高等部 アジアの貧困地域におけるNGOの教育支援と、今私たちにできること。 NGOs’ educational support in areas of high poverty in Asia and what we can do for children in those areas

発表 2714 富士見丘中学高等学校 食品から見た、持続可能な社会のあり方 The  way of sustainable society seen from food viewpoint

発表 2715 横浜市立南高等学校 ＴＲＡＤＥ－グローバルなふるさと納税！ベトナムの特産品を日本へ－ TRADE-Becoming diplomats at home!-

掲示 2716 法政大学女子高等学校 説明書のない製品の実現化によるピクトグラムの応用について Products without Instructions

発表 2717 新潟県立国際情報高等学校 自分たちの地域を自分たちの手で守ろう Save our region by ourselves

掲示 2718 石川県立金沢泉丘高等学校 未来を創るこども食堂 ～貧困状態にある子供たちに対する社会支援策～ Children Cafeteria, a Breakthrough to Save the Future ~ a way of social support for children in poverty ~

発表 2719 長野県上田高等学校 スタディーツアーを経験して 〜私たちが起こした独⾃のアクション〜 Life After Our Study Tours -Unique Actions We’ve Taken-

発表 2720 名古屋大学教育学部附属中・高等学校 アンペイドワークのジェンダー平等　～年代別ライフステージに合わせた提案～ Gender Equality and Unpaid Work   -Life stage-appropriate proposals-

発表 2721 愛知県立時習館高等学校 「間」と「美」－素晴らしい日本文化 “Blank” & “Beauty” – A Wonderful Culture in Japan

発表 2722 中部大学春日丘高等学校 絶滅危惧種の保護と文化の継承 Protection of endangered species & inheritance of our culture

発表 2723 京都府立鳥羽高等学校 伏見のええ酒・ええ話を、より多くの中国の人に知ってもらい、需要を拡大する。 Spread sake culture around the world to boost the brewing industry of Fushimi.

発表 2724 京都市立西京高等学校 個性を伸ばす教育へ Introducing an education system in elementary schools that respects individuality

発表 2725 京都学園高等学校 責任ある消費と生産 Responsible Consumption and Production

発表 2726 同志社国際高等学校 人間愛＋環境愛＝地球市民 Humanity+Ecology=Cosmopolitan

発表 2727 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 フィリピン・北サマル州の貧困率はなぜ悪化した？～災害による貧困を解消するために～ What is the cause of the rise in the poverty rate in Northern Samar, Philippines?
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発表 2728 大阪府立豊中高等学校 世界をよくしたい！～絵本で伝えるイスラーム～ We want to make the world better -by teaching lots of children about Islam using picture books.

発表 2729 大阪府立能勢高等学校 マレーシア「経済発展と自然破壊」～エビ養殖によるマングローブ林の破壊とマングローブの植林～ Balancing Economic development and Environmental destructions～Shrimp farming and mangrove clearing～
発表 2730 大阪府立千里高等学校 経済的困難を背景にもつ児童虐待について学校教育がするべき取り組みとは What should schools do for children abused at poor families?

発表 2731 大阪府立泉北高等学校 SRIで考える課題解決の可能性 The Possibility SRI Has

発表 2732 関西学院千里国際高等部 なぜ日独水族館のイルカの命の扱い方が違うのか：自然的環境意識と環境史の比較考察 Differences between Japanese and German attitudes towards keeping dolphins in aquariums- A comparison of environmental awareness in both countries

発表 2733 関西創価高等学校 核兵器のないNew Clear Futureへ Welcoming a new clear future without nuclear weapons

発表 2734 清風南海高等学校 未来予想図〜交通インフラから見る20年後の世界〜 Future Structure -a world looked from infrastructure in twenty years-

発表 2735 神戸大学附属中等教育学校 WEB戦略による集票有効性とマーケティング視点からの分析：米大統領選を事例として Effectiveness of Gathering Votes Using WEB Strategy and Analysis from a Marketing Viewpoint： Case Study regarding US Presidential Election

発表 2736 兵庫県立兵庫高等学校 高校生の社会参画について ―日本の実践型教育と英国のシティズンシップ教育の比較― Social Participation of High School Students ―Comparison between Practical Education in Japan and Citizenship Education in the UK ―

発表 2737 兵庫県立伊丹高等学校 おいしく食べて健康になる新しい食 Eat deliciously a healthy new food

発表 2738 兵庫県立国際高等学校 ベトナムでの高校生・大学生への聞き取り調査の結果からみる日本の移民政策への考察 A study of the immigration policy in Japan from the survey of students in Vietnam

発表 2739 啓明学院中学校・高等学校 ソーシャルビジネスプラン　宗教別インバウンド対策アプリ Social Business Plan：An App to meet the religious needs of incoming tourists to Japan

発表 2740 鳥取県立鳥取西高等学校 持続可能な視点から考える日本とオーストラリアのエネルギー問題 Energy issues in Japan and Australia considered from a sustainable perspective

発表 2741 島根県立隠岐島前高等学校 お土産の魅力化　～お土産から見えてきた！三方よしの可能性～ LOCAL GIFT makes the "GLOCAL" SHIFT

発表 2742 岡山県立岡山操山中学校・高等学校 「ゴミ処理問題」に関する日豪中高生向け啓発活動の実践 Action for solving garbage disposal problems

発表 2743 岡山学芸館高等学校 トンレサップ湖の水環境改善に向けた住民協働型活動の実践と考察 Practice and Consideration over the Inhabitant-Cooperative Action for Improving Aquatic environment of the Tonlesap Lake.

発表 2744 広島大学附属福山中・高等学校 日豪でのアンケート調査と異文化交流からみえるグローバル社会・日本への道 Global Society and Japan : A questionnaire on intercultural communication between Japan and Australia

発表 2745 広島県立広島中学校・広島高等学校 世界のすべての人が”善く生きる”ことのできる持続可能な社会の構築について How we can build a sustainable society where people in the world can lead a better life

発表 2746 愛媛大学附属高等学校 伝統的なお酢づくりの秘密は何か？ The Secret of Indigenous Vinegar Making -Discovering new microbial communities that have been passed down for 300 years-

発表 2747 愛媛県立宇和島南中等教育学校 USHIONI　～牛鬼で宇和島の未来を救え～ USHIONI ~Saving the Future of Our City~

発表 2748 高知県立高知西高等学校 震災後の避難所における食のトラブルの解決に向けて Food Supply in Evacuation Shelters

発表 2749 福岡県立鞍手高等学校 マレーシアにおける大卒生の雇用問題について The Employment Issue Facing Malaysian University Graduates

掲示 2750 福岡県立京都高等学校　 持続可能な農業を実現するために　～オーストラリアから京築へ～ Realizing sustainable agriculture ― On the basis of Australian methods ― 

発表 2751 福岡雙葉中学校・高等学校 課題解決のためのデザイン思考 Problem-solving using design thinking

発表 2752 明治学園中学校・高等学校 肥満と平均寿命について太平洋諸島から学ぶべきこと－パラオの事例を手がかりにして－ Relationship between obesity and life expectancy in Pacific Islands and Palau

掲示 2753 中村学園女子高等学校 探究科「食と環境」 Food and Environment
発表 2754 長崎県立長崎東高等学校 長崎原爆に関する日本と他国の歴史認識の差を埋める取組―平和補助教材の可能性― An activity to close the historical perception gaps between Japan and other countries about the Nagasaki atomic bomb

掲示 2755 宮崎県立宮崎大宮高等学校 Global TAKUAN project－相手国調査で作る県産品輸出プロセス－ Global TAKUAN project -The process of exporting prefectural products based on researching a foreign country-

発表 2756 鹿児島県立甲南高等学校 日本における若者の献血減少を食い止める Promotion of Blood Donation by Young People in Japan  -Stopping the Shortage of Blood for Transfusions-

発表 2801 宮城県気仙沼高等学校 気仙沼市に人を集めるにはどうしたら良いか　～機会と私たちができる取り組み～ What we can do in order to invite people into Kesennuma.-Appropriate occasins and activities-

発表 2802 栃木県立佐野高等学校 海外に学ぶ災害復興：台湾９２１地震後における農山村の再生～南投県埔里鎮を事例に～ Disaster reconstruction learned from overseas: Regeneration of a rural village after the 921 great earthquake in Taiwan   Case study of Puli Town, Nantou County-

発表 2803 埼玉県立浦和第一女子高等学校 日本人とイギリス人の科学に対する意識の違い Difference In Awareness Toward Science Between Japan and the UK

掲示 2804 千葉県立佐倉高等学校 ムスリムに日本のラーメンを広めよう！ Japanese Ramen for Muslims!

発表 2805 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校 日本の音楽文化の可能性を考える　―海外との比較から― Thinking about the possibilities of the Japanese music culture  ―in view of comparison with other counties―

発表 2806 創価高等学校 紛争地域における平和構築とパワーシェアリングの役割 the role of power sharing on the course of peace building

発表 2807 高槻高等学校・中学校 感染症について　ーエボラ出血熱を理解するー About infectious diseases -  Understanding from EBOLA hemorrhagic fever -

掲示 2808 和歌山県立日高高等学校 地域課題についての研究発表～中間報告と今後の見通し～ A Presentation on Regional Issues: Interim Reports and Outlook

発表 2809 佐賀県立佐賀農業高等学校 佐賀平野とメコンデルタの農業事情の比較より見えてきた新たな視点を活かすために To leverage a new perspective from comparison of agricultural circumstances between the Saga Plain and Mekong Delta.

発表 2810 熊本県立水俣高等学校 環境問題発生流域の産業について Research on industries in the places where environmental problems occurred

発表 2811 沖縄県立那覇国際高等学校 沖縄県の高校生の英語力を向上させるには How to improve English skills of high school students in Okinawa

発表 A01 北海道札幌国際情報高等学校 北海道の災害対策 Disaster Relief in Hokkaido

発表 A08 東洋大学附属牛久高等学校 日本の食料自給率を上げよう Improving Japan's Food Self-Sufficiency

発表 A15 啓明学園中学校高等学校 啓明学園裁縫プロジェクト"Stitches for Riches” Keimei Gakuen Sewing Project "Stitches for Riches"

発表 A31 星城高等学校 「パクス　ムンディ」のための方策と提言 Improve the process for the Pax Mundi
発表 A32 名古屋国際中学校・高等学校 高校生によるSNSを活用したフェアトレード商品の促進活動について Promotion activities for fair trade products on SNS websites by high school students

発表 A37 京都市立日吉ヶ丘高等学校 グローバル化を目指す社会におけるバリアフリー　～今、私たちに何ができるのか～ True “barrier-free” in the world of globalization     --- What can we do now? ---

発表 A39 清教学園中・高等学校 ジェンダーと少子高齢化　―　社会保障制度の観点から　― Gender Equality in aging society and declining birthrate – from the perspective of social security system -

掲示 A40 兵庫県立柏原高等学校 地域課題から世界を考える　～ブータンに学ぶこれからのライフスタイル～ Think Globally through Local Problems in Tamba ~Learning Lifestyle in Bhutan~

掲示 A48 和歌山信愛中学校高等学校 「梅スポーツドリンク」で梅の認知度と消費量をアップ！ With Ume sports drink we want to make 'Ume' more famous and increase its consumption.
発表 A50 ノートルダム清心学園清心女子高等学校 日中の高校教育の差異に関する考察～上海第一中学校との交流から考える～ Differences in High School Education between China and Japan ～Notes from an Exchange Program with Shanghai No.1 High School～


