
 

 

私たちは、中野区内在住・在学の中高生世代が集まり、毎日の生活のなかで、気になっている

ことや疑問に思うことをテーマに、話し合いやフィールドワークを重ねながら考えを深め合っ

ています。 

テーマ 

○2020東京オリンピック・パラリンピック

○和 食
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１．ハイティーン会議とは 

「ハイティーン会議」は、中野区が子どもの参画推進事業の一環として行っている、

子どもの意見表明権を尊重する事業です。 

中学生・高校生が毎日の生活のなかで、気になっていることや関心のあるテーマにつ

いて、メンバー全員がワークショップ形式※で話し合い、また関係機関を取材し、より

詳しく調べて会議を進めていきます。最後の会では、区民にメンバーの意見を発表しま

す。 

※ワークショップ＝誰もが自由に意見を言い易く、グループの創造性と合意形成に焦点

をおいた会議のこと。 

２．今年度の活動状況 

ハイティーン会議は今年度で１２年目となり、６月から２０人の中学生・高校生が活

動してきました。ファシリテーター※として、早稲田大学総合人文科学研究所招聘研究

員の安部芳絵先生を招き、早稲田大学の大原俊さん、豊福友里さん、増本さつきさん、

上野水緒さんがサポーターとして会議を支援してくれました。 

今年度は、「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック」「和食」をテーマに、

１０か月間のワークショップや取材を行い、最後の回にはテーマについてまとめたこと

を区長や区民の方々に発表します。 

※ファシリテーター＝会議やミーティングなどで、発言や参加を促したり、話の流れを

整理するなどして集団活動がスムーズに進むよう支援する人のこと。 

「ハイティーン会議を支援してくれた方々」Ｐ２３参照 
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（１）２０１４年度ハイティーン会議活動記録 

※1 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが支援している東日本 
大震災被災地の子どもたちの支援事業。 

※2 子どもまちづくりクラブメンバーを含めた参加者数 

日　時 場　所 内　容
参加者
人数

1
６月７日(土)
16時～17時半

区役所
第1回ワークショップ
・アイスブレイキング
・テーマの検討

16

2
６月２２日(日)
10時～12時

区役所
第２回ワークショップ
・テーマの決定
・調査事項・取材先の検討

19

3
７月１３日(日）
14時～16時

区役所
第３回ワークショップ
・調査事項/取材先の検討
・取材の日程

13

4
７月２７日(日）
10時～12時

区役所
第４回ワークショップ
・取材先/取材の内容について
・子どもまちづくりクラブを迎えるにあたって

13

5
８月９日（土）
10時～12時半

区役所
第５回ワークショップ
・子どもまちづくりクラブ※1との交流会

7
（18）※2

6
８月１４日(木)
11時～12時

東京オリンピック

パラリンピック準備局
（都庁）

フィールドワーク　取材１
・東京都オリンピックパラリンピック準備局訪問取材

8

7
８月２６日(火）
10時半～11時半

文化庁
フィールドワーク　取材２
・文化庁文化財部訪問取材

5

8
８月２７日(水）
10時～12時半

農林水産省
フィールドワーク　取材３
・農林水産省訪問取材/省内見学

9

9
８月３１日(日）
10時～12時

区役所

第６回ワークショップ
・夏休みの活動報告
・訪問取材まとめ
・今後の活動について

12

10
９月２０日(土)
14時～16時

区役所
第７回ワークショップ
・アンケート調査内容検討
・元パラリンピック選手への質問項目検討

13

11
１０月５日(日)
10時～12時

区役所
第８回ワークショップ
・元パラリンピック選手のお話
・アンケート調査内容検討

13

12
１０月２６日(日)
13時～15時

区役所
第９回ワークショップ
・前回のふりかえり
・アンケート調査内容決定

11

13
１１月９日(日)
10時～12時

区役所
第１０回ワークショップ
・アンケート集計作業
・発表会のイメージづくり

10

14
１１月３０日(日)
10時～12時

区役所
第１１回ワークショップ
・アンケート集計作業
・今後の活動について

10
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日　時 場　所 内　容
参加者
人数

15
１２月２１日(日)
10時～12時

区役所
第１２回ワークショップ
・アンケート集計・分析
・レガシー見学について

10

16
１２月２６日(金)
9時半～12時

日本橋方面
フィールドワーク　見学
・日本橋/日本武道館（レガシー見学）

7

17
１月１８日(日)
10時～12時

区役所

第１３回ワークショップ
・アンケート集計/分析
・見学会まとめ
・メンバー宅の年末年始食卓風景共有

10

18
２月８日(日）
10時～12時

産業振興センター
第１４回ワークショップ
・発表会場下見
・発表会資料作成

12

19
２月１５日(日）
10時～12時

区役所
第１５回ワークショップ（和食）
・発表会資料作成

4

20
２月２２日(日）
10時～12時

区役所
第１６回ワークショップ（東京オリンピック）
・発表会資料作成

8

21
３月７日（土）
14時～16時

区役所
第１７回ワークショップ（東京オリンピック）
・発表会資料作成
・発表会役割分担

5

22
３月１３日（金）

14時～
産業振興センター

第１８回ワークショップ
（和食・東京オリンピック）

・発表会資料確認
・セリフ確認
・進行の確認

12

23
３月１４日(土)
9時45分～18時

産業振興センター
当日リハーサル
発表会

13
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フィールドワーク 取材① 

日時：平成２６年８月１４日（木）午前１１時～１２時 

訪問先：東京都オリンピック・パラリンピック準備局部  

参加メンバー：髙山さん、薄井さん、岡田さん、今井さん 

野間さん、八坂さん、斎藤さん、保科さん 

取材内容（質問項目一覧） 

（１） 東京オリンピックの概要について 

① オリンピックのコンセプトについて（内容や決めた理由） 

② 開催地に日本が選ばれた理由は何か 

③ 競技場建設などにかかる予算はどのくらいか 

④ 新国立競技場について デザインの特徴等 

（２） 東京オリンピック開催に向けての課題 

① 大会開催によるメリット・デメリットはどのようなものがあるか 

② 環境について 

・競技場建設による環境への負荷やその対策について 

・人口動態の問題（東京に人が集中して、地方の過疎化進む） 

③ 海外からの人々に満足できるサービスを提供するにはどうしたらよいか 

④ 震災復興への影響について（震災復興と両立するには） 

 

◆取材で印象に残ったこと、取材で分かったこと 

・「レガシー」という言葉を学んだ。 

（レガシーの内容は発表会で報告） 

・特に外国での無形レガシーが印象に残った。  

・オリンピックで会場として使われてもその後に 

使われなくなってしまった会場があることを知った。 

・大会のコンセプトは「アスリートファースト」で、選手が最高の環境で最高の力を発

揮できるようくつろげる場所を作ること。それにはセキュリティの強化が必要だとい

うことを学んだ。 

・東京オリンピック開催に向けて、自分たちはばくぜんと考えているが、今から必死で

働いている人たちもいることを知った。 

◆感 想 

・オリンピック開催には「レガシー」の視点が大切だと思った。 

・マイナースポーツが流行るのは良いことだと思った。 

・自分の知識のなさに恥ずかしくなったが、知識を身につけることができたので良い 

経験になった。 

・（初めての取材で、）固くなってしまった。もっと上手な方法もあると思った。 

・自分たちが抱いた疑問と相手の立場を考えて質問を考えることの大変さを思った。 

・オリンピックの予算は３８３１億円。意外と高いと思った。 

・震災復興との両立が疑問として残った。 

◆いま取材するとしたら聞きたいことは？ 

・２０２０年東京オリンピックに向けての具体的な計画について。 

  

 

（３）フィールドワークの報告 
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フィールドワーク 取材② 

日時：平成２６年８月２６日（火）午前１０時半～１１時半 

訪問先：文化庁文化財部伝統文化課文化財国際協力室  

参加メンバー：青木さん、幅さん、岡田さん、斎藤さん 

光藤さん 

取材内容（質問項目一覧） 

（１） 無形文化遺産について 

① 無形文化遺産とはなにか 

② ユネスコ無形文化遺産登録までの流れ 

（２） 「和食」が無形文化遺産に登録されたことについて 

① ユネスコ無形文化遺産登録上での「和食文化」の定義とは 

② 「日本食」と「和食」の違い 

③  ユネスコ無形文化遺産登録となった決め手は何か 

④ 和食文化が世界に誇る特徴は何か 

      

 

◆取材で印象に残ったこと、取材で分かったこと 

 ・無形文化遺産登録とは、祭りや能など精神性や考え方、所作などに関わる形の無い伝

統的な文化（無形文化遺産）の保護・継承やその重要性についての人々の意識の向上

を目的としている。登録で世界的な価値を示すことになる。 

・和食は、食べ物そのものではなく、食文化が登録された。 

・和食のように、対象の大きさが有名度も変える。 

・登録までの道のりや様々な文化遺産のことがわかった。 

 

◆感 想 

・無形文化遺産の登録条件は意外と甘く、登録数も多くて驚いた。 

・分かりやすい説明と丁寧な対応で無形文化遺産や和食について理解を深め 

ることができ良かった。 

・もうすぐで和紙が登録されることにびっくりした。 

・部屋が豪華でイスがふかふかだった。 

 

◆いま取材するとしたら聞きたいことは？ 

・無形文化遺産の保護活動の主な内容について。 

・和紙の無形文化遺産の登録について。 

・今後、無形文化遺産に登録を進めているものについて。 

・和食が存在することの意義について。 
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フィールドワーク 取材③ 

日時：平成２６年８月２７日（水）午前１０時～１２時半 

訪問先：農林水産省 消費者の部屋 

参加メンバー：髙山さん、青木さん、幅さん、岡田さん、 

       今井さん、野間さん、斎藤さん、野村さん、光藤さん 

取材内容（質問項目一覧） 

   （１）日本の食糧自給率について 

     ① 食料自給率を上げることで解決できること・できないこと 

（２）日本の農業について 

① 異常気象による農家の被害について  

     ② 都市農業（都市緑化など）を守る取り組みについて 

          ③ ブランド野菜について 

④ 米を「コメ」と表示するのはなぜか 

（３）「和食」について 

①「日本食」と「和食」の違いについて。「和食」とはどういうものですか。 

② どうして「和食」を世界無形文化遺産に登録しようと思ったのですか。 

きっかけは何ですか？ 

③「和食」が世界無形文化遺産に登録された決め手は？「和食」の良さ、 

誇れる点とは？ 

④ 海外の食文化にあわせて作られた寿司でも「日本食」といえるのですか  

      （４）農林水産省の仕事のあらまし、可能な範囲での見学等 

          ・農林水産省で今、力を入れている事業は何ですか。 

（５） 輸入食品の安全性について 

 

◆取材で印象に残ったこと、取材で分かったこと 

 日本食は、日本で食べられている食事全般のことで、 

和食は、一汁三菜を基本とする食文化だということを 

学んだ。 

  

◆感 想 

【取材】 

日本食と和食の違いについて理解できたことが勉強になった。 

【農林水産省内見学】 

・消費者の部屋の展示コーナーでいただいたお茶がおいしかった。 

（世界農業遺産認定された静岡県掛川のお茶を試飲） 

・廊下（の壁）が木でできていてすごかった。 

・大臣室や記者会見が行われる場所を見学できて、うれしかった。 

・農林水産省の食堂で食べたごはんがおいしかった。 

 

◆いま取材するとしたら聞きたいことは？ 

食料自給率が 39％なので、これを上げるためにどうするべきか。 

そのための啓発や和食とのかかわりについて。 
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フィールドワーク 見学 

日時：平成２６年１２月２６日（金）午前９時半～１２時 

見学先：日本橋界隈、日本武道館  

参加メンバー：髙山さん、今井さん、八坂さん、斎藤さん、 

保科さん、光藤さん、松岡さん 

見学内容 

○日本橋：1964 年東京オリンピックレガシー見学 

     「和食文化」プチ体験（にんべん本店、木屋など） 

○日本武道館：1964 年東京オリンピックレガシー見学 

 

◆見学で印象に残ったこと、見学で分かったこと、感想など 

【日本橋】 

・日本橋の様子がオリンピック開催前後でかなり雰囲気が違う。 

⇒オリンピックの与える影響の大きさを実感した。 

 ・焼夷弾の跡が残っている 

 ・日本橋の麒麟はかっこ良かったが、上に首都高速があり薄暗いのでもったいない。 

 

【「和食文化」プチ体験】 

・かつお節はかたく、値段は千円前後。メンバーが買ったのには驚いた。 

・いつも何気なく使っているが、普段だし汁だけで、飲むことはなかったので、味わっ

てみてだしの良さがわかった。 

・削ったばかりのかつお節のほうがだし汁が美味しい。 

 

【日本武道館】 

・意外と小さい。 

・アーティストのライブに使われていた武道館。 

1964年東京オリンピックのレガシーを実感。 

 

◆いま見学するとしたら行きたいところは？ 

・外国のオリンピックのレガシー（ロンドンなど） 

・リオデジャネイロ 

・日本橋地区のレガシー（古くからある会社や建物）を探索 
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３．２０１４年度ハイティーン会議発表会 報告 

１．日 時 平成２７年３月１４日（土）午後２時～４時 

２．会 場 中野区産業振興センター３階大会議室 

３．テーマ 「和食」 「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック」 

４．実施内容 

開会 

あいさつ 

○中野区長 田中 大輔 

○中野区教育委員会教育長 田辺 裕子

○ハイティーン会議メンバー

第１部 

各グループの発表 

○「和食」グループ

ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」について、取材を通して学んだ

定義を踏まえ、アンケートに見られた「和食」のあり様や「日本食」と「和食」

の違いを考察し、パワーポイントを使って発表した。 

○「2020年東京オリンピック・パラリンピック」グループ

2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックについて、関係機関

への取材や、大人や大学生、また同世代の子どもたちがどのような意識を持っ

ているのかの調査・分析を行いまとめた意見について、パワーポイントを使っ

て発表した。 
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第２部 

意見交換会 

○グループワーク

６グループに分かれ、テーマについて来場者を交えた意見交換会

○意見発表

各グループで話し合ったことや出た意見について発表

閉会 

講評 

○中野区長 田中 大輔 

○中野区教育委員会教育長 田辺 裕子

閉会のことば 

○中野区子ども教育部長 奈良 浩二 
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５．来場者  

計 ５５名 

【内訳】 

区長 

教育委員会教育長 

子ども教育部長 

警察１名 

区内育成団体等関係者 １３名 

学校関係者 ４名 

中学校ＰＴＡ連合会 ３名 

メンバー家族 １２名 

区職員 ４名 

他自治体子ども参画事業関係者 ５名（石巻市、川崎市） 

その他来場者 ９名（学生サポーター・一般来場者） 

報道関係者  

１名 （Ｊ：ＣＯＭチャンネル中野） 

６．ハイティーン会議参加者・事務局 

計 ２１名 

  ハイティーン会議メンバー１３人 

ファシリテーター１名（安部芳絵先生） 

サポーター２名（大原さん、豊福さん） 

子育て支援分野従事者（永田副参事・関口係長・西畑・津村・中曽根） 

７．区長との懇談 

 発表会終了後、区長とハイティーン会議メンバーとで、会議に参加した感想や 

フリートークを交えた懇談会を実施 

22



４．ハイティーン会議を支援してくれた方々 

ハイティーン会議では、会議の進行を支援する役割として、ファシリテーター及び学

生サポーターの協力を頂いております。 

今年度も早稲田大学の安部芳絵先生をはじめ、サポーターにご協力いただきました。 

ハイティーン会議に携わった皆様のことばをご紹介します。 

○ファシリテーターからのことば

もやもやから生まれる力 

【早稲田大学総合人文科学研究センター招聘研究員 安部 芳絵】 

自ら課題を設定し、取材を通して考えを深め、自分たちの言葉で発信する。12 年間に

わたって中野区ハイティーン会議の中高生が実践してきたことである。 

 小中高までの学びの多くは、「課題」が明確に提示されており、それに対応する「答

え」が存在する。ところが、大学になると学びのスタイルが一変する。大学の学びでは

そもそも「課題」が明確に提示されていない。課題は何であるのか、どうやってそれに

アプローチするのかは学生ひとりひとりが考えなければならないからである。自ら課題

設定できる力は、大学はもちろん現代社会において今まさに求められている力である（求

められている、ということはそれほど多くの人が身につけてはいない、ということでも

ある）。 

ところで、ハイティーン会議のなかで、課題に対して「これだ！」という「答え」が

見つかるグループもあれば、もやもやが深まるグループもある。実は、答えが見つかれ

ばよい、というわけでもない。もやもやしながら終わって、くらしの折々で「あれは結

局どういうことなのかな？」「こうとも考えられるかな」ともやもやが湧いてきたら、そ

れは「考え続ける力」が育っているということなのだ。 

「早く！早く！」と効率と成果を求められる社会で、考える続ける力を育むことは容

易ではない。だから、中高生がもやもやしているとき、周囲のおとなはやきもきさせら

れる。それでもこの事業の意義を理解し、中高生のもやもやを支え続けてくれたサポー

ターと担当職員、中野区に改めて感謝申し上げたい。 
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○サポーターからのことば 

 

【早稲田大学文化構想学部 大原 俊】 

 

昨年度に引き続きハイティーン会議にサポーターとして参加しました。会議を進めて

行く中でサポーターが重視していたことは、結果ではなくプロセスを大切にすることで

した。どちらのテーマも何か明確な答えがあるわけではなく、調べるうちに悩みが深ま

るだろう、そしてその悩みこそが学びになるのだろうと考えていたのです。そして、結

果はやはりそうなりました。 

自分たちで見て、聞いて、考えて、議論をする。簡単なことのようで実に難しいこと

です。この 10 ヶ月間メンバーは緩やかに前進と後退を繰り返しながら、少しずつ着実に

それを行って来ました。 

8 月のある取材の後、メンバーの一人が「今まで考えて来たことは、もしかしたら間

違っていたのかもしれない。」とつぶやいていました。この疑問こそがこの会議の意義で

あり本質であるのだろうと思います。 

発表会に至る一つ一つの歩みを詳しくお見せできないことが非常に残念です。それく

らいメンバーは成長しました。サポーターもメンバーと同じように成長できたのでしょ

うか。中高生に学ぶことが多い 10 ヶ月でした。このような貴重な機会を頂けたことに感

謝致します。 

 

 

 

 

【早稲田大学文化構想学部 豊福 友里】 

 

  昨年に引き続き、今年もサポーターとして関わらせていただきました。今年は、ハイ

ティーン会議が 3 月まで行われたので、各機関への取材やフィールドワークなど多くの

経験が例年以上にできたのではないでしょうか。 

 「東京オリンピック」、「和食」班共にメンバー同士非常に仲が良く、自分たちで考え話

し合い、試行錯誤していく場が沢山見受けられました。また、発表も大学生に負けない、

それ以上のものが出来上がっています。ですので、サポーターとしては"見守る"くらい

しかできなかったかもしれませんが、メンバーが有意義な時間を過ごせていたのでよか

ったです。 

学校、学年が違い、共に何かを作り上げるということは普段なかなか経験できないこと

だと思います。ハイティーン会議に参加してよかったとメンバーが思い、この経験がこ

れからの生活に繋げていければサポーターとして満足です。 
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ハイティーン会議で取り上げたテーマ 

 

２００３年度 

 「10代の子どもたちに魅力的なまちとは」 

中野区の長所や短所を考えたり子どもを取り巻く国際状況などを知る中で、中野

の活性化のために「中高生の活動場所」・「中野区の公園」・「放置自転車対策」につ

いて課題を見つけ調査しました。 

調査するにあたり、ゆう杉並や城山ふれあいの家を見学、公園の調査、２３区の

放置自転車対策の調査などを行いました。 

  

２００４年度 

１「これからの学校」 

   中野区立小中学校の再編計画について興味を持ち、子どもの視点から学校・教育

について考えました。中野区立小中学校へのアンケート調査や教育委員会への取材

を行いました。 

 ２「交通安全」 

   なぜ地下鉄東高円寺駅前の信号が工事され新しくなったのか、その理由を調査し

ました。東京都第三建設事務所、杉並警察署に取材を行いました。 

 

２００５年度 

  １「恋愛」 

    高校生世代は恋愛と言うものをどのように考えているのかについて疑問を持ち、

高校生に対して恋愛に関するアンケートをとり、高校生世代の恋愛観について考

えました。 

   ２「選挙制度―未成年者への参政権―」 

    法律に年齢制限が規定されている法律があること、その中でも特に選挙制度に

おける年齢制限について疑問を持ち、区内の高校にアンケートをとるなどして調

べ考えました。 

   ３「裁判員制度―あなたが裁判員になったとき―」 

    日本で導入が検討されている(平成１７年度現在)裁判員制度の仕組みや導入目

的、基準等を調べ、考えました。東京高等検察庁へ取材を行いました。 

 

資 料２ 

33



２００６年度 

    １「少年犯罪について」 

何故、自分たちと同世代の人たちが罪を犯してしまうのか、何故、思い止まるこ

とができなかったのかということに疑問を感じ、(財)矯正協会や弁護士の方への取

材を行いました。 

    ２「児童労働」 

国によっては、学校にも行けず働かされている子どもがいるということを知り衝

撃を受け、児童労働がなくならない理由や自分たちに出来ることを考えました。Ｉ

ＬＯ駐日事務所へ取材を行いました。 

 

２００７年度 

    「いじめを無くすために」 

いじめについて、文部科学大臣あてに自殺予告の手紙が届いたという事件をきっ

かけに、いじめについて考えました。文部科学省やフリースクールの関係者への取

材を行いました。 

 

２００８年度 

    １「Global warming」 

地球温暖化について小池百合子元環境大臣や、生物学者の早稲田大学池田清彦

教授、メルセデス・ベンツへ取材に行き、これからの環境問題や資源利用につい

ての理解を深めました。 

   ２「Education」 

ユネスコや陰山英男教授へ発展途上国での教育問題や我が国の教育の現状に

ついて取材を行い、周囲の大人たちに求めること、また自分達ができることを考

えました。 

 

２００９年度 

１「子ども、教育」 

スクールカウンセラー、モンスターペアレンツ、いじめについて、東京都教育

庁や、作家の重松清さんへ取材に行きました。 

２「裁判員裁判」 

裁判員裁判制度でより身近になった裁判について考え、獨協大学法科大学院教

授の野村武司さんにご協力いただき、模擬裁判を行いました。 

   テーマとは別に「若者の投票率をアップさせるためには」という疑問があが

り、中野区選挙管理委員会へ取材を行いました。 
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２０１０年度 

「東京都青少年健全育成条例」 

不健全図書等を対象とした東京都青少年健全育成条例改正の概要を調べるた

め、東京都への取材を行いました。また、影響を受ける出版業界の声を取材し、

双方の立場の見解を比較、問題提起をしました。 

２０１１年度 

「震災後、私たちが考えること、出来ること」 

東日本大震災を経て、今後の電力供給について資源エネルギー庁へ取材に行き

ました。また、原子力発電所の事故をふまえ、放射線に関する知識を得るため、

東大医学部附属病院へ取材に行きました。 

２０１２年度 

「若者のインターネット利用」 

１ ＳＮＳ（ソーシャル・ネット・ワーキングサービス）のメリット、デメリット

（危険性・依存性）等を調査するため、サイバーエージェント・ミクシィに取材

に行きました。また、心理学的観点からの、ＳＮＳの危険性や依存性等について、

東京大学大学院橋元良明先生に取材に行きました。 

２ 音楽やゲームファイルに係る著作権や違法ダウンロードに対する刑罰化等の

詳細を調査するため、日本レコード協会・コンピュータソフトウェア著作権協会

（ＡＣＣＳ）に取材に行きました。また、メンバーと同世代の若者が著作権につ

いてどのような意識を持っているのか調査するため、アンケート調査を実施しま

した。 

２０１３年度 

１「なぜ流行はおこるのか」 

流行はなぜおこるのか、どうのように広がっていくのかということに疑問を持

ち、日本ファッション協会や日本流行色協会の取材を行い、ファッションの歴史

や流行色の決まり方を調べました。また、様々な世代や国籍の人々が流行をどの

ようにとらえているのかについてのアンケート調査を行い、考察をしました。 

２「日本のサブカルチャー」 

日本のアニメーションや漫画など、いわゆる「サブカルチャー」と呼ばれるも

のについて知るため、日本動画協会やまんだらけ中野店を取材しました。また、

自分たちと同世代の子どもたちが、「サブカルチャーにどのようなイメージを持

っているのか。」を中心にサブカルチャーの定義について自分たちの意見をまと

めました。 

35


	0ハイティーン会議報告書表紙
	1目次とハイティーン会議とは・活動状況
	2ハイティーン発表会スライドショー
	3取材・見学シート
	4発表会報告・メンバー・支えてくれた人
	5発表会発表スライド
	6資料２取り上げたテーマ



