
Ｇ１未来創造探究 みらたん 

（総合的な探究の時間）宜野湾高校 

令和３年度 No.０1６（令和３年１０月２７日（水）実施） 

【本時目的】マイプロを振り返り、マイプロをさらに

深化させた取り組みにする見通しを立てる 

【本時目標】①中間発表のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸから新たな問

い（深化させた仮説）を設定し、ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝのｱｯ

ﾌﾟﾃﾞｰﾄができる②深化させた仮説検証のための

「おでかけG1（地域ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ）」の計画を立て

ることができる 

本時は中間発表を振り返り、１１月１７日、１２月１５

日に実施する「おでかけG1（地域ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ）」の

計画を行う時間です。中間発表時に浮き彫りになっ

たﾏｲﾌﾟﾛの進捗課題である「本物から学ぶ」を多く

のﾁｰﾑが実践して欲しい取り組みです。検証したい

ことを「地域で学ぶ」ことによって、より学びの質を

高めていけると期待しています。 

【傾聴力・学びに向かう力】本日の

授業をしっかり目・耳・心を整え

て、取り組むことができましたか？ 
 

●3：目・耳・心を集中

させ、十分な取り組

みができた 

●2：ある程度は取り

組むことができた 

●1：心が散漫な状態

で、あまり取り組め

なかった 

【協働力】本日の授業で他者と意

見交換しながら、よりよい考えを作

り出そうと取り組みましたか？ 
●3：自らもつ情報や他

者からの情報を働か

せ、よりよい考えを作り

出すことができた 

●2：自らもつ情報や他

者からの情報を働か

せ、関係付けたり、整

理することができた 

●1：自らもつ情報を他者に伝えることができた 

●0：それ以外 

【思考力・論理的思考力】本日の授業で

様々な情報や条件のあるなか、自らいくつ

もの可能性や筋道を考えて、その中から最

適なものを選んで取り組もうとしましたか？ 

●3：様々（自分や他者）

な視点から物事を判断、

筋道を立て思考、言語

化、記録できた 

●2：自分の考えとその

根拠や理由を説明する

ことができた 

●1：根拠を基に自分の

考えをもつことができた 

●0：それ以外 

【主体性】本日の授業で学ぶこと

に興味や関心を持って取り組むこ

とができましたか？ 
 

●3：興味や関心を

持って取り組むこ

とができた 

●2：ある程度は興

味や関心を持っ

て取り組むことが

できた 

●1：全く興味や関心を持って取り組めなかった 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分たちにできることは少ないけど1人でも悩みのない元気な子供が増えて欲しいと思った。そのために自分たちができることを見つけて実践していきたい自分たちにできることは少ないけど1人でも悩みのない元気な子供が増えて欲しいと思った。そのために自分たちができることを見つけて実践していきたい 
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【生徒振返より】ﾏｲﾌﾟﾛ振り返り・おでかけG1計画進捗、現在のﾁｰﾑの状況、おでかけG1計画の課題点を教えてください① 
●おでかけG1計画表を立て考えて書くことができた。  ●まだ明確にプランが決まっている訳では無いので確実に決めてから活動日にやりたい。 

●まだどこに行くか決まってないし行くためにも相手にも許可もらわらないといけないからとても大変そう。 

●場所が海なのでどこの海にしようか迷っていたり、聞き込みの方法について話し合ったりして、具体的にはまとまっていないけど、プロジェクトは

成功に向かって進んでいると思う。 

●LGBTのことについて知ってる亮太さんに話を聞きに行こうと思う。 ●ﾒﾝﾊﾞｰで話あってｱﾎﾟ取りの日程と調べる内容について具体的にまとめた。 

●北谷ｱﾗﾊﾋﾞｰﾁにｺﾞﾐ拾い行った。1時間程度くらいｺﾞﾐ拾いしてｺﾞﾐの情報を手に入れたけど、写真やｲﾝﾀﾋﾞｭｰをしてなくて全然情報が分からなかった。 

●どこをどう改善したらいいのかどのように進めたらいいのかを考え話し合うことができた。 

●アポを取りインタビューをしてもっと深刻な情報を入手してその解決策を模索しながらそれをスライドに移し発表して行きたい。 

●お出かけG1でペタルーナさんに協力してもらうことになりました。ペタルーナさんに伺いこれからの一緒に取り組むプロジェクトのことについて

話し合う。ペタルーナさんとコスメ開発を一緒にして頂けることになったのでしっかり集中して取り組む。 

●どこを行くかは決まったけど訪問する方法がまだはっきりしてないのでちゃんと計画していきたい。 

●おいらいさんに話を聞いたりｱｲﾃﾞｱを提案したりして話し合いができたらいいなと思う。●やることが多すぎて何をやればいいか分からなかった。 

●去年アポ取りや訪問まで行ってないので緊張するし、どうしたらいいか難しいけど、協力して頑張ります。 

●アクションが出来なかったので、お出かけG1でアクションを起こせたらいいなと思いました。 

●おでかけG1で訪問する場所や弁当を配る際の時間など。   ●おでかけG1の行先が決まったので、先方の方々と日程調整をしたいと思います。 

●FMぎのわんでラジオ放送をする。どこへお弁当を運びに行くか検討中なのでそれを決めて運べたらいいと思います。 

●アポを取っていないので取る。計画書では具体的な内容がまだかけていないから考えて書く。  ●拾った後看板の作成の時間を取れるかが課題 

●チームのみんながマイプロジェクトを積極的に取り組むために意欲的になるべきだと思った。●役所にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体の連絡先を教えてもらいｱﾎﾟとる 

●宜野湾市ではなく浦添市役所への取材に行きたいのでアポ取りで大丈夫かどうか早めに聞いておきたい。 

●行こうとしたﾋﾞｰﾁが被ったから、ｺﾞﾐが落ちてそうなﾋﾞｰﾁが近くになくなった。ｺﾞﾐ処理ｾﾝﾀｰに色々聞きに行くには電話で許可をとらないといけない 

●ちょっとずつ計画的に進んでいると思います。LGBTの当事者にどうやって話を聞くかが課題 

●お出かけ先を決めることが結構難しかったです自分たちと同じﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｸﾞﾙｰﾌﾟも多いしそのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに合うようなところを探すのは大変でした 

●みんなで協力をすればすぐに出来る計画だと思います。もう少し、誰に伝えたいことなのかを細かくする。 

●行くところや、質問したりする内容などを考えた。しかし、交通状況または話を聞きたい相手との日程が合わせにくい 

●おでかけG1で実際にその場所にいっても大丈夫なのか相手に確認するメールの作成途中。 

●17日(もしくは20日)に我如古区青年育成塾「ゆ〜でぃき家〜」に訪問する。 

●今、お出かけG1の取り組みの連絡のところで止まっていって、連絡が帰ってきたら深く決めていきたいです。 

●地域の現状について知るためにはどうしたら良いのか具体的に考えてみる。 ●元気食堂のﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨｰがあってそれに行こうかどうか迷ってる。 

●宜野湾市で何のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱがあるかわからないからまずは市役所に聞くことにした。後はまだ決まっていないので早く聞いて決めれるようにします。 

●目的地に4人でタクシーで向かう。活動に行った時の、聞きたいことなどを予め考えておく。 

●ビーチだけの問題ではなく、沖縄県のゴミについて考えようと思った。ゴミを正しく分別することやポイ捨てをしないといった日頃からみんなが取

り組みるようなアイデアを作っていきたいと思った。 

●僕たちのｸﾞﾙｰﾌﾟはまだ全然計画を立てていないので早めにみんなで決めたい。また一人一人が意見を出していないと感じたので改善していきたい。 

●行く場所は決まってるけど、日時は曖昧になっている。先方との日程調整をしながら、実りのある活動にしたい。 

●色々とチーム内で役割を分担して、ネットサーフィンをしたけど、結構特殊な訪問先で、訪問方法、アポイントを取るタイミングなどがまだ未確定

なので、次の時間ではそこの空白をうまく埋めていけたら良いなと感じました。 

●ｱﾄﾞﾊﾞｲｽをもらって色んな課題があると分かった。まずはやりたい事をする方法よりもやりたい事の情報を話を聞いたりして集めたいと思います。 

●自分たちがやろうとしているﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをやっている団体が中々見つからない。県外の活動団体は見つかりそうなので、電話などを通してやりたい。 

●お出かけG1の場所は元から決めていたのでスムーズに話し合うことができました。チームの状況は良好です。課題はまだありません。 

●マイプロの発表を終えて、アクション不足だと感じた。調べれば誰でもできるような発表が多かったので、アクションを起こしたからこそ得られる

ような発表ができるように努力する。お出かけG１では、一回だけでなく、定期的に行くようにする。 

●お出かけG1の訪問先が全く決められず、訪問先が決まり訪問したとして、ちゃんとアクション出来るかなども多い課題の1つだと思った 
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【生徒振返より】ﾏｲﾌﾟﾛ振り返り・おでかけG1計画進捗、現在のﾁｰﾑの状況、おでかけG1計画の課題点を教えてください② 
●まだおでかけさきにアポがとれていない。正直あまり進歩していないのが現状で今週中にはおでかけさきにアポを取り、計画的に進めていきたい。 

●地域住民にかかわるということが、あらたな発見を作る周りのみんなにわかりやすく伝えるにはどうすればいいかをことばにするのが、難しい 

●農家の所が12時までしか空いてないのでタイミングをみてアポを取りたいと思いました 

●何個か案が出て、自分たちの次の目標につながるもっと良い訪問先を探しているが、いいところがあっても遠いので悩んでいる 

●お出かけG1で行く場所､行き方まで決めたので､細かい時間を決めたり､アポの取り方などもしっかり確認していきたいです。 

●計画は、だいたいすることは出来たけど実際にアポをとることは出来ませんでした。事前にアポも取れるようにしたいと思います。 

●チェーン店などをお出かけで考えたが、そういうところではなく八百屋などの場所でやっていこうと思った 

●今日の話し合いで、ある程度行く場所の候補は見つかったけど、自分たちがネクストアクションで具体的に何をしたいのか考えてそれに適した場所

を見つけることは出来ませんでした。次は、決めた場所で何を質問するかとか具体的な事を考えていきたいです。 

●宜野湾市にあるこども食堂で時間帯と曜日のあう所を探してそこに行くことにした。メンターさんからの的確なアドバイスを聞いてそれを今後の取

り組みにいかせたらいいなと思った。 

●コロナの影響もあり、あまり遠出もできないので、SNSなどを使って交流するなどのアイデアが生まれた。 

●おでかけG1で話を聞きに行こうと思っているが、聞きにいく相手が見つからない。SNSを使って探し、アポを取ってみようと思う。 

●おでかけＧ１の候補はたくさん挙がったが、決めることは出来なかった。来週までに決めれるようにしたい。 

●お出かけG1の計画は順調です！チームの状況は、みんな積極的に話し合いに参加していてとてもいい雰囲気だと思います。 

●訪問したいところが多いので、四つに絞り2人ずつで2日に分けて行くことなった 

●アポをとっている最中だから、確認できたらすぐおでかけG1のプリントに書き込みたい 

●1回目のお出かけG 1は決まったけど、2回目が決まってないから、来週ぐらいまでには決めたい。 

●訪問先の候補をいっぱい出すことはできたが、そこへ出向いて何をするのかを具体的かつ明確に決めることができなかったのが課題点だと考える。

なので次回の時間にはどのような内容で行うのかをグループ内で案を立てしっかり計画を進めて乗り越えようと思う。 

●お出かけG1の時にどんなところに行ったらいいのか考えられた。また、その時に現状で足りない部分が垣間見えたので、お出かけG1の際には色々

なお話を伺えたらいいなと思った。 

●マイプロ中間発表を終えて、ネクストアクションに向けて取り組んでいます。おでかけG1では、オーガニックコスメを取り扱っているペタルーナ

さんを訪問し、実際にコスメを作らせてもらう予定です！お店に伺えるいい機会なので色々な質問をし、探究していきたいと考えています。 

●ﾌｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞをしている企業さんがeco eatさんしか知らなかったので、お出かけG1で行くところをもっと探さないといけないかな？と思いました。 

●ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾋﾞｰﾁへｺﾞﾐ拾いや話を聞きに行くなどは決まってるけど、その後最終的にどうするかがｸﾞﾙｰﾌﾟで曖昧だったのでそこを改善しようと思う。 

●活動団体へのアポをメールで取っている。それだけじゃ足りないのでSNSを活用して多くの情報をあつめる 

●お出かけG1で行きたい所が絞れてきた。質問したいことが大きく少ししかないので、もっと細かくたくさん聞けるように調べてみようと思った。 

●チームの状況として、リメイクをしている人を探すのが難しく、今日の時間では決定できませんでした 

●ﾏｲﾌﾟﾛ振り返りは前回で終わらせ、おでかけG1の計画を考えた。最初のおでかけG1でどこに行くか絞ることが出来た。課題は今のところなし。 

●順調に進んでいて、お出かけG1のお出かけ先も決まったのであとはアポイントを取って日程調整するのが課題です！ 

●お出かけする場所は大体絞れてきたけどアポの取り方がいまいちなところがあるから周りのチームに聞いてアポ取りをする 

●行く場所と行き方までは計画を立てることが出来たけど具体的な日程は決めることが出来なかったので次までに決められるようにしたいです。 

●ｲﾝﾀﾋﾞｭｰに行きたい企業が見つかり、その質問や事前調査をしている。訪問が難しい企業は先生のﾊﾟｿｺﾝを借りてZoom会議で行いたいと考えている 

●環境に優しい商品を売っているお店などを調べてみたが、場所が遠かったりしたので、ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑなどSNSでお話を聞いてみたりもいいのかと考えた 

●訪問しに行く場所が見つかるか不安なので、チームのみんなで分担して色々と調べて訪問しに行く場所を見つける。 
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【生徒振返より】本時の気づき（感じたこと・考えたこと）、学び（知ったこと・深まったこと）を教えてください① 
●前立てた計画表を新しくしたい、立てなおすことができると思った、ゴミを減らす難しさがわかった ●実際に行くことでわかることがあると思う 

●協力すること保険とかもあって安心   ●どうやってやることをまとめて何を先にやっていくかわかった 

●ﾁｰﾑ内の意見を聞き、まとめていって、まとめきれはしなかったけど、意見がいっぱい出たのはすごいと思う。それを生かし頑張って行けると思う 

●おでかけG1で、省エネにどこまで気を付けているか調べる   ●調べるだけでなく直接足を使うことも大切だと思った 

●時間の使い方や計画性が大事な鍵になると思いました。これからの行動がスムーズになるように工夫していきたいです。 

●お出かけGIでこんなにも沢山することが必要なんだっと思った。今回は1個の企業さんと取り組むが、他のとこにも行ってよりもっと情報をたくさ

ん知りたい。他には農家さんにも伺い、疑問点を聞いたりよりコスメ開発することにおいて、もっとたくさん情報を知り、コスメ開発に繋げたい。 

●中間発表でもらった意見を参考に具体的にアクションを考えるとアクションプランを立てやすかった。 ●正直だるい 大変 （素直な気持ちです） 

●場所などが結構な課題になってくるから、ちゃんと話し合って決めたいと思う。  ●訪問先の所と知り合いの人が居るととても楽だと思った。 

●実際に街に出て現場の声を聞くことが出来る機会だと思うので頑張りたい ●福祉施設を決めてｱﾎﾟをとってから計画を立てて実行していきたい。 

●自分達はまだまだ完璧にプロジェクトを決めきれていないことを実感した ●アポなど訪問するにも計画を立て余裕を持って実行することが大切 

●前回の中間発表に対するアドバイザーの方々からのアドバイスをみて、最終発表に活かせそうなことが沢山ありました！ 

●おでかけ先の訪問方法を調べて具体的に書けた。ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ内容を具体的に書くようにする。  ●沖縄県と全国を比べることによって考えが広がる 

●意欲的になることでﾏｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをｽﾑｰｽﾞに取り組めることに気づいた ●中間発表を終えて自分たちの中で疑問がいくつか生まれたので解決したい 

●自分達の都合だけでなく相手の方の都合も考えないといけないと思った  ●自分事として捉えることで、より身近な課題に気づけるのかと思った 

●計画を立てるのは難しいけどみんなでやれば意見が沢山出て出来るようになる  ●このﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄがほんの少しのきっかけになればいいと思った 

●やる場所が被ったら協力して出来ないというのはどういう意図があるのかなと思った 

●マイプロジェクトは余裕を持てるように事前に下調べなど計画的に取り組むことが大事だと思いました。 

●この取り組みで悲しむ人が少しでもいなくなればと思った。その面質問をすることにより、誰かを傷つけてしまうかもしれないのが嫌だと感じた。 

●本日の授業を通して、得た気づきは、行動に移すには、考える時間などが必要で難しいなと感じました。 

●任された仕事はちゃんと果たすけど、ﾁｰﾑが協力しないといけないところは人任せが出てきたので、人任せにしないように心掛けて欲しいと思った 

●僕たちのプロジェクトで誰に、どんなことを伝えて、知ってもらうかを細かくしようと思った。 

●全員がちゃんと訪問先を調べていなかったからそこを次は全員でやっていこうと思った 

●おでかけG1計画中に今やっているプロジェクトの問いがうまれ、方向がわかってきた気がする。   ●地域と繋がるのは難しいと感じた。 

●いいペースで進んでいっていると思うので、このまま一歩一歩着実に取り組んでいきたいです。 

●ゴミ拾いをしてもそれがずっと続くか分からないところが課題。処理するお金や、回収する人がいない面を考えると、拾うまでが限界な気がする 

● 

● 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生徒振返より】本時の気づき（感じたこと・考えたこと）、学び（知ったこと・深まったこと）を教えてください② 
●場所は決めたけど、どのように話したらいいのかとか、質問の内容とかはまだ考えていないのでこれから考えていきたい。 

●社会でもこのような能力は求められると思うので経験を生かせられるように頑張りたい   ●ラウンドワンに電話するのは緊張した 

●宜野湾市で何をしてるとかわからなかったので、まだ地域について知れていないなと思いました。もっと宜野湾市について調べて地域のためにでき

ることを探していきたいと思いました。 

●ネクストプランにいく前にいろんな疑問がうまれて、やる事が沢山あるなと思いました。計画的に進めてうまく実行できたらいいです。 

●今日の授業を通して僕たちのグルーブは一人一人があまり意見を出していないと感じたので改善していきたい。 

●ﾁｰﾑで活動を行う際には、役割分担や活動内容の正確な把握が必要だと感じたので、毎授業このような事を大事にしていくと良いのかと思いました 

●お出かけG1の計画を立てた。トロピカルビーチに行くので距離が近く、多くの時間アクションできるので、しっかり行いたい。一回だけでなく定

期的にビーチに行ってごみの種類や量の変化などを調べたい 

●アポを取ったことがなく、正しい話方やちゃんと伝えることができるのかなどの不安が強いと感じた。   ●計画性のなさと主体性の重要さ 

●みんな、それぞれ自分のアクションプランを見つけていたのでこうやってやるんだなと学びました。 

●相手に迷惑のかからないように、ちゃんと質問などを決めて、礼儀正しくいきたいと思った  ●経済格差ということで何課にいけばいいか迷った 

●地域住民にかかわるということが、あらたな発見を作るんだなと思いました ●あまり出費したくないので近場で探したいけど余り見つからない点 

●地域住民や、企業を、使ってすると言うことで、たくさんしたいことが増えました   ●当事者が周りにいないので話を聞けるか不安 

●もし、アポ取りの際に日程を合わすことができなかった場合の対処法を考えないといけないなと思いました。 

●どこにお出かけGIできるか、考えるのが大変だなと感じました。提出日までに、練り上げてかんがえたいとおもいます。 

●今日は校外学習のための取り組みができてﾏｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが進んだような気がしました。   ●まずは自分たちで試作品を作ってから詳しい人に聞く 

●アポを取るにはしっかりとした敬語を使わなければいけなくて、とても頭も使うんだなと思いました。 

●自分たちが知らないところで地産地消やフードバンクをやっているところがあったんだなと思った。 

●グループ活動はグループのメンバー全員が話し合いに参加しないと特に進まないことがわかった。  ●営業時間と準備時間があわなかったりする 

●今日の授業を通した気づきは、ネクストアクションがまだ未完成で早めに決めようと思いましたし、行く場所も早めに決めないとと思いました。 

●やる気の変化には、色や匂いにも関係するので、これも含めて、実験しようかなと思います。 

●自治会に話をきいても、何か分かることができるか不安だけど、できるだけ学べるようにしたいです。 

●まぁまぁ進めたんじゃないかなと思う。アポ取りも結構大変だった。  ●SNSを活用することを学んだ。新たな一歩をｸﾞﾙｰﾌﾟで踏み出せたと思う 

●ネットって思った通りの答えが出ないんだなぁって実感した。プランを立てるのは難しいと思った 

●改めて子ども食堂の取り組みについて調べて、お出かけG1で話を聞くのが楽しみになった。ｸﾞﾙｰﾌﾟで子ども食堂の場所や取り組みについて話せた 

●今日の授業では、主に計画を立てたのですが、まだアポ取りが出来ていないのでそこをまず頑張りたいです。 

●ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ通りに行動できてるからかなり凄いことだと思う ●取り組みしたいけどｺﾞｰﾙが決まっておらずどこに行くか決まっていない 

●今日は、自分たちの課題が聞ける所を何個か候補がでたのでよかったとおもいました。 

●アンケートを取って生徒の意見を聞いてその結果をパワーポイントに追加するともっとみんなが興味を持つと思った。 

●コロナ禍っていうのもあり、おでかけできるかわからない不安があるけど、頑張ってアポをとりたい 

●身の回りの人たちだけでも、プロジェクトに関わる仕事をしている人が多いなと思った。 

●自分達が行うプロジェクトにおいて、似たような活動をしている施設が身近に沢山あったことに気づき、もっと視野を身近な所に広げるべきだと学

んだ。また、その施設に直接出向いたりすることで新たな気づきや、私達に関してのプロジェクトにアドバイスをもらえると思うので、グループ内

でしっかり話し合い計画した上で実際に行動する大切さを学ぶことができた。 

●自分たちが考えていることと、ターゲットのニーズの交点に着目してうまくアクションしていくことが難しいと思った。 

●現状では、オーガニックコスメを取り扱っているペタルーナさんにしかアポを取っていないので、他の企業とも繋がり探究していきたいと思いま

す。また、リーダーに頼ってばかりな部分があるので、グループみんなで役割分担していきたいと思います！ 

●ｱﾎﾟを取る団体にお出かけG1が出来たら、実際に行った時に質問したい事をﾒﾝﾊﾞｰで考えてまとめておく事が出来たので、そこが深まった事と思う 

●アポをとったりするので、電話の時や大人の人たちと話すときに言葉遣いに気をつけないといけないなと思いました。 

●自分たちがたてたプロジェクトで企業の方に話を聞いたり実際に行ってみたりできることが嬉しいです。自分たちのチームは最終的にどうするかい

ろんな意見があったので自分たちで納得いく意見をだしてそれに向かって頑張りたいです。 

●どこに行けば話をしてくれるか、LGBTのテーマについて少し手間どったけどこれからいろんな人に聞いて探していこうと思いました。 

●保育園の食品ロスについて調べる予定なのでどんな試みをしてるか楽しみになった 

●自分たちのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを成功させるために皆で意見交換し学びあった ●他ﾁｰﾑと合同という形をとったら人数が多すぎて何もやらない人が出てくる 

●自分たちのプロジェクトはまだまだ改善点もたくさんあるのでこれから時間をかけていい解決法を探したい。 

●街灯の設置には基準が決められていると分かった。お出かけG1のときには、どんな基準があるのか調べてから、質問を考えていきたい。 

●聞きに行きたいところを調べたら全部お金かかるところだから、どうしようって焦ってます。 

●なんでこんなことやらないといけないんだろうと思っていたけど、みんなで計画を立ててどうやって沖縄の海をもっと綺麗にすることにつながるか

を考えていくうちに自然とやる気が湧いてきてG1計画を早くやりたいと思えました。 

●相手との予定を合わせたり電話での対応とか難しいと思った ●前回のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの意見を参考に自分達に今何が必要が分かり実践していきたい 

●他のグループと比べて、自分たちのグループはまとまりなく、総探とは全く関係のない話をしている時もあるので、これでプロジェクトが上手く行

くのかなと思いました。また、アポもまだ取れてないので、早めにやっていこうと思いました。 

●お出かけG1の計画たてるの意外と難しいし交通状況についてもどこに聞きに行けばいいか難しかったりなど困ったこととかあったけど自分もちゃ

んと話し合いに参加してこれから進められたらいいと思います 

●仲が良くないと発言もしづらいためｸﾞﾙｰﾌﾟの仲の良さが必要と思った ●ﾁｰﾑで色々調べたことを共有しながら話し合うことができたので良かった 

●企業にいってなんの質問をするのかグループのみんなで考えることができた。また、4番の質の高い教育について深く考えることが出来た。 

●いつ誰に話を聞くかを話し合ったのですが、ジェンダーについて誰に聞けばいいかが、分からなくて悩んでいます。 

●質問したいとは思っているものの、何を質問したいのか具体的にわかっていなかった、考えていなかったのでそこをしっかり考えていきたい。また

ﾒﾝﾊﾞｰ内でのやる気の差で行動が難しい面がある。先生たちもだいぶ難題を渡してきて、気が重いし、期限に追われてばかりでやる気が起きない。 

●調べてる内容とは違う話をしやすくなっているので、内容にそった話ができるようにこころがけたいです。 

●調べてみると、意外と環境に優しい商品を販売しているお店が多くあり、自分達が知らなかったように他の人達も知らないと思うので、これを広め

るためにどうしたらいいかをさらに深く考えていけたらいいなと思います。 

●移動するときのバスや場所などを細かく考えることが出来たので良かった。 

●2人で協力しながら進めることができた。また、先生の意見も聞いて取り入れながら自分たちがしたいことを明確にすることが出来た 

● 

● 


