
SSH タイ王国研修報告
本校は、昨年よりタイのプリンセス・チュラボン・カレッジ・チョ
ンブリ校（PCCC）と連携し、お互いの学校へ生徒と教員を派遣し、
研修を行っている。今年は 7 ／ 16（水）～ 20（日）の 4 泊 5 日
で 7 名の生徒を引率した。11 月にはタイの生徒が来校し、研修を
行う予定になっている。

〔引率教員〕庵原仁（生物）・菅波玲（化学）・秋葉邦彦（数学）
〔参加生徒〕阿部祐希・大貫絵莉子・桑原佑輔・畑岡愛佳・林春菜・
政池一輝・山岡達芳

〔事前研修〕
•	千葉大で課題研究の英語ポスター発表と ASEAN 学生との交流
(6/21)

•	照葉樹林 ( 日本の森林 ) の調査 (7/10)
•	菅波先生による英語プレゼン講習 (7/10)
•	秋葉邦先生によるシュペルナーの補題についての講義 (7/10)
•	馬場先生によるタイ政情の現状についての講義 (6/19)
•	タイ生徒との Skype による交流 (7/9)

〔研修報告〕
7 ／ 16（水）　東京（羽田）→タイ
•	 PCCCの出迎えは4名。まずは宿泊所近くのレストランでディナー。
•	ディナーではさらに向こうの先生方が合流し、20 名ほどで会食。
•	宿泊は当初、学生寮に泊まる予定だったが、アパートを用意してく
れた。テレビや Wi-Fi 付きでかなり快適。

•	近くでマーケットが開かれており、全員で見に行った。揚げコオロ
ギなどもあり、なかなかおもしろい。

7 ／ 17（木）　PCCC での研修
•	 6：45 に学校のワゴンでピックアップ。学校で朝食を取り、そこで
バディと合流。バディは生徒 1 人につき 2 人で、今年は男子も 3
名いた。

•	全校集会で各自がスピーチ。タイ語が出ると盛り上がる。

•	 1 限は会議室で学校の説明と教員の紹介、プレゼントの交換などを
行う。

•	 2 限は、生徒はバディのクラスで授業を受ける。教員は授業準備。

•	 3 限は秋葉先生による数学の授業。内容は「シュペルナーの補題」。
各班に市川の生徒が入り、サポートする。事前に日本で問題に取り
組んでいたため、スムーズにサポートできていたようだった。10
分ほどオーバー。

•	 4 限は菅波先生による錬金術の実験。こちらの学校では授業の休み
時間がなく、前の時間で 10 分オーバーしているので、10 分遅れて
授業が始まったが、実験は簡単なものなので、それで結果的にはちょ
うど良い時間となった。

•	 5 限はタイダンスの体験授業にバディとともに参加。これで午前は
終わり。

•	午後はホールに集まって、プレゼン。
　市川の生徒による「日本の紹介」「市川高校の紹介」。本校の設
備（エントランス・国枝ホール・和室など）が出たときが一番盛
り上がった。
　その後、市川の生徒による研究発表（7 テーマ）。1 学期分だけ
なので、結果が出ていないのはしょうがないが、動機や背景など
は丁寧に説明する必要がある。
　さらにタイの生徒による研究発表（5 テーマ）。生物のテーマは
オーソドックスだが、実験の組み方はしっかりしている。全体的
に応用の利くものをテーマとしているものが多い。
　プレゼンが続くので、寝る生徒もちらほら見えた。
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•	発表後はタイボクシングの見学と体験。おそらくクラブの生徒が演
武。全員女子。その後、グローブをつけてパンチや蹴りを体験。そ
の後、バレーやバドミントンなどレクリエーション。

•	ディナーはプレゼンを行ったホールで、他の生徒 ( おそらく学年全
部 ) と取る。その間、生徒による出し物（タイダンス・ムエタイな
ど）がある。どの出し物も完成度は高く、芸達者な生徒が多い。最
後に市川の生徒を連れ出して、昼に習ったタイダンスで終了。

•	終了後は交流タイム。バディ以外の生徒が次々とやってきて記念撮
影をする。撮影のための行列ができ、ちょっとした芸能人気分を味
わえる。

•	帰ってからも生徒たちは興奮状態。目をつぶると会話がフラッシュ
バックして眠れないと訴えてきた生徒もいた。

7 ／ 18（金）熱帯雨林調査・ブラパー大学見学
•	前日同様、学校で朝食を取った後、バディと合流してバスで Khao	
Khiao-Khao	Chomphu	Wildlife	Sanctuary へ向かう。1 時間程度。

•	サンクチュアリで森林調査。高さ・胸高周囲・照度・ツル植物の有
無などを調べた。日本でも同様の調査を行っていったので、比較的
スムーズにできた。ブラパー大学の研究者 2 名が合流したので、い
ろいろアドバイスをくれるかと思ったが、それはなかった。

•	それにしても木の高さ、林床の様子など、期待していた熱帯多雨林
の様相とは異なる。奥多摩あたりの夏緑樹林とあまり変わらない。
後で聞いたところ、乾期になると葉を落としてしまうとのこと。熱
帯多雨林というより雨緑樹林に近いのではないか。ただツル植物の
多さや幹の板根化は熱帯多雨林の特徴と一致する。

•	雨も降らず、カンカン照りにもならず、ベストな天気だったが、そ
れでも暑い。汗だくになった。

•	午後はブラパー大学を見学。無脊椎動物・植物生理・組織培養の研
究室で、それぞれ説明を受ける。林・畑岡が積極的に質問。

•	見学後は大学構内にある水族館を見学。一日中暑いところにいたの
で、冷房の効いた館内はありがたい。

•	海上レストランでディナー。その後、近くのマーケットを散策。カ
イコの蛹を揚げたものを買ってもらった。

•	バスに乗り、帰り始めるとバス内の様相は一変。大音量で音楽が流
れ、車内ではミラーボールや回転灯が回り始め、生徒たちは全員席
を立って踊り始め、完全にディスコクラブ状態。本校の生徒も全員
混じって踊っている。宿舎に着くまでの 1 時間、その状態が続いた。
車内の様子を写真に撮っていたら、向こうの先生に「なぜ撮ってい
るんだ？」と聞かれた。タイでは普通の光景らしい。

7 ／ 19（土）調査のプレゼントディスカッション	
		　　　　　　　　　　　　　　　　　　・パタヤ観光
•	学校は金曜のお昼で終わるため、ほとんどの生徒は家に帰ってし
まっている。バディの生徒は残っていてくれて、本校生徒とのプロ
グラムに参加。

•	まずは昨日も参加してくれたブラパー大学の先生による講義。熱帯
雨林の構造について説明後、専門のコケについての講義。最後に
seed	bank についてのビデオ視聴。興味の無い生徒にはきつかった
ようで、タイの生徒も何人か寝ていた。

•	休憩後、前日の調査結果に日本の調査結果も交えて、まとめとプレ
ゼンを行う。7 つのテーマを設定し、それぞれデータから表やグラ
フをまとめて 2 ～ 3 分のプレゼンができるよう指示。20 分くらい
あればまとまるかと思ったが、実際には 50 分かかった。テーマは
以下の通り。

•	「日本とタイの樹高比較」「日本とタイの胸高周囲比較」「ツル植物
が巻き付いている樹木の比較」「樹高と胸高周囲の関係」「樹高とツ
ル植物の有無の関係」「胸高周囲とツル植物の有無の関係」「林内の

環境（温度・湿度・照度）」
•	データをまとめる際には本校生徒がリードしながらだったが、プレ
ゼンではタイの生徒の方が中心となるチームが多かった。何名かの
生徒は非常に英語が上手い。使い慣れているという印象を受けた。

•	昼食後、2 時間ほど南下したリゾート地パタヤへ向かう。休日だか
らか、バスは出発から音楽を流し、生徒はハイテンション。

•	パタヤの Botanical	Garden ではゾウのショーの前に、ゾウに乗る
体験（正確にはゾウに鼻で持ち上げてもらう）ができた。生徒は非
常に楽しみにしていたので、満足だろう。その後、園内を見学。昨
年は本校生徒のみだったが、今年はバディの生徒と一緒なので、盛
り上がっていた。

•	ディナーを取って宿舎へ向かう。暗くなっているので、ミラーボー
ルも映える。生徒たちもさらに盛り上がる。
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•	 DJ 役の生徒がいて、ちょくちょく曲を変えに来るが、宿舎が近く
なるとしっとりとした曲に変えて別れの雰囲気を盛り上げる。バス
が到着すると全員バスを降りて別れを惜しむ。生徒の多くは泣いて
いた。

7 ／ 20（日）タイ→日本（羽田）
•	学校のワゴンで空港へ。5 名の先生が見送りに来てくれた。
•	ここでまた贈り物をもらう。書いてはいないが、到着してから毎日
いろいろな人から贈り物をもらう。それぞれの贈り物それほど高価
なものではないが、それぞれ心がこもっていて嬉しい。

•	帰りのフライトは順調だったが、着陸の段階になって羽田上空に積
乱雲があり、太平洋上で旋回して待機、ようやく許可が出て雷雨の
中を羽田に降りたと思ったら雷がひどくて地上係員が外に出られ
ず、また待機。タイではほとんど降られなかったが、東京で豪雨に
あった。
　

〔まとめ〕
•	数学の授業は初めてだったが、非常によかった。作図等でどうして
も個別に見る必要があるため、その役割を本校生徒が担い、必然的
にコミュニケーションが多くなる。また内容が難しく全員が理解し
たわけではなかったが、それくらいのレベルの問題を出して、終わっ
てからも考えさせた方がいいと感じた。

•	化学の授業も、今年は何をさせたいのかが見ている側からもよく分
かり、実験後の後片付けからまとめまでを授業時間内に終えること
ができ、完成度の高いものになった。

•	生物調査は、昨年はサンプリングに失敗し、まとめるところまでい
かなかったが、今年は調査結果をまとめ、日本のデータと比較し、
発表してディスカッションするという一連の流れをタイの生徒と一
緒にできた点で成功。

•	バディとの交流も昨年は 1 日半、しかも移動は別だったが、今年
は丸 3 日間ずっと一緒だったため、多くの交流を持つことができた。

•	宿泊がホテルではなかったため、食事は３食タイフードで非常によ
かった。生徒も問題なし。

•	大学の協力を得ることができた点は良かったが、調査活動にはあま
り活かせなかった。事前のコミュニケーションをどれだけ取るかが
大事だが、PCCC 経由ということもあり、それも難しい。大学との
連携方法は今後の課題。

SSH	Thai	PCCC	report

We	went	to	Thailand	for	study	with	PCCC	(Princess	Chulabhorn’s	
College	Chonburi).	Students	are	satisfied	and	stimulated	through	
many	programs.	

[Schedule	and	student	impression]
	Wednesday	16	July
Arrival	at	Suvarnabhumi	Airport	Thailand

Thursday	17	July
Math	lesson	on	the	theme	of	“Sperner’s	lemma”	by	
Ichikawa	teacher
Chemistry	lesson	on	the	theme	of	“Alchemy”	by	
Ichikawa	teacher
Ichikawa	Presentation	about	Japanese	culture	&	high	
school	life	by	Japanese	students
Japanese	students	presentation	on	7	science	projects
Thai	students	presentation	on	5	science	projects

Second	day	morning,	we	were	excited	because	we	could	meet	our	
buddys	for	the	first	time.	We	were	warmly	welcomed.	We	joined	
the	morning	assembly	and	listened	about	this	school.	We	got	
school	badge	then.	It	is	cool!!!!	After	that	we	joined	each	buddy’
s	class.	My	buddy’s	class	was	computer	class.	Everyone	in	the	
classroom	was	kind	and	smiled	at	me.	I	talked	with	my	buddy	and	
knew	students	in	this	school	were	very	diligent.	You	studied	at	
school	till	late	time!!	Next	I	took	mathematics	and	chemistry	class	
by	our	school’s	teacher.	We	could	make	lots	of	friends.	My	English	
skill	is	not	so	good,	but	they	listened	to	me	carefully.	

Manaka	Hataoka

In	the	2th	day’s	afternoon,	we	had	presentation	and	played	
sports.
	We	had	presentation	about	own	research	in	English.	I	couldn’
t	do	my	best,	because	that	was	the	first	opportunity	of	English	
presentation,	and	I	had	been	researching	only	3	months.	But,	
PCCC’s	students	listened	and	requested	my	presentation	very	
much,	so	I	spent	very	important	time.	Furthermore,	I	listened	and	
requested	PCCC	student’s	presentation.	I	could	communicate	with	
many	people.
	After	that,	we	practiced	sports.	First,	we	enjoyed	performance	
of	“Thai	boxing”,	and	we	tried	it.	It	was	very	interesting,	and	
performer	seemed	very	strong!	Next,	we	played	ball	games	with	
PCCC	students.	
	I	think	we	could	become	friends	in	that	day.

Yusuke	Kuwabara

After	the	sports	activity,	we	had	“welcome	dinner”	with	PCCC	
students.	Welcome	dinner	held	the	big	hall,	and	there	was	many	
kinds	of	Thailand	foods	and	fruits.	Then,	I	presented	coconut.	Its	
juice	was	very	sweet	and	tasty.	During	welcome	dinner,	PCCC	
students	performed	traditional	Thai	dance	and	boxing.	Ichikawa	
students	attended	one	of	the	Thai	dance.	I	was	very	nervous,	but	I	
could	enjoy	it.
	After	the	dinner,	we	took	the	photo	with	PCCC	students.	PCCC	
students	were	friendly	and	positively	than	Japanese,	so	I	was	
taken	the	photos	with	many	PCCC	students.
	I	was	so	excited,	and	I	could	enjoy	the	dinner!!	

Kazuki	Masaike

参加生徒の報告
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Friday	18	July
International	Science	Research	on	Rain	Forest	between	
Chulabhorn	and	Ichikawa	students	cooperates	with	
the	researchers	of	Burapha	University	and	the	officer	
of	Khao	Khiao-Khao	Chomphu	Wildlife	Sanctuary
Visit	Burapha	University

In	third	day	morning,	we	went	to	rain	forest!
It	was	the	first	trip	to	rain	forest	for	me.	I	could	see	the	real	air	
plants!!
It	was	mysterious!!!
I	also	met	big	spider	and	rare	insect	and	plants!!	I	was	moved	my	
mind!!
It	was	one	of	the	best	looking	forward	topic	in	this	program	
because	I	love	birds	and		I	expected	I	could	meat	some	birds!55
Unfortunately	I	couldn't	meet	a	bird,	but	I	could	watch	some	nest	
of	birds	which	I	love!!
Next,	I	went	to	the	river	which	was	very	beautiful	and	clean!!
It	looks	like	a	Tarzan	jangle!!	
I	was	a	so	lucky	person	I	think.

Eriko	Onuki

After	researching	rainforest	we	ate	Rambutan	nudle.	I	think	it’
s	most	delicious	food.	Then	we	went	to	Burapha	University.	We	
learned	about	bacteria,	moss,	bee	and	improvement	of	a	species	
of	rice	plant.	After	visiting	those	laboratories	we	went	to	the	
aquarium	which	is	in	Burapha	Uniersity.	There	were	a	lot	of	cute	
fishes!	When	I	touched	Sea	cucumber,	I	had	goosefish.	And	we	
have	dinner	at	the	seaside	restaurant.	This	restaurant	is	on	the	
sea.	We	ate	a	fried	fish.	To	tell	the	truth,	Eaten	fish	is	same	as	one	
which	I	have	seen	at	aquarium.	After	a	meal	we	danced	aerobics	at	
the	square.	Finally	we	went	a	convenience	store	and	market.	There	
were	many	interesting	things	in	the	market.	For	example	beautiful	
cakes,	many	clothes,	Takoyaki,	Sushi,	etc.	I	wanted	to	eat	many!	
The	way	to	the	apartment	we	danced	until	arriving	there.	It	was	so	
funny	and	exciting!	I	think	It	was	great	day.

Tatsuyoshi	Yamaoka

Saturday	19	July
Review	about	the	research	activity	(rainforest)	at	PCC
Field	trip	at	Nongnuch*	Botanical	Garden,	Pattaya

On	the	3rd	day,	we	did	short	presentation	in	groups	in	the	
morning.	It	was	about	the	research	we	did	in	Japanese	forest	and	
Thai	rain	forest.	We	compared	the	dates,	considered,	made	graphs,	
and	presented	what	we	thought.	When	I	went	to	Thai	rain	forest,	
I	only	discovered	many	differences	between	Japan	and	Thailand.	
But	we	considered	why	the	differences	occurred	or	the	relation	of	
two	dates	together,	and	I	could	deepen	my	understanding.	Also,	
the	teacher	of	Thai	university	presented	us	about	creatures	in	
forest.	We	learned	many	interesting	plants	and	animals	Discussion	
in	English	was	hard	but	I	think	we	could	develop	our	skills!	

Haruna	Hayashi

In	the	afternoon,	we	went	to	the	Botanical	Garden	in	Pattaya.	
At	first,	we	watched	Thailand	show.	Then,	we	could	watch	about	
traditional	dances,	Thai	boxing	and	drama	of	conflict	between	
Thailand	and	another	country.	Traditional	costumes	are	very	

gorgeous	and	beautiful,	so	I	was	stunned	by	this	scene.	Also,	
traditional	songs	are	jaunty	rhythm,	so	I	was	happy!	
Next,	we	watched	Elephant	show	and	took	a	picture	with	them.	
They	were	so	smart.	They	played	soccer	game,	rode	a	bike,	drew	a	
picture	and	more…	Some	Ichikawa	student	bought	T-suits	which	
were	painted	by	elephants	and	I	thought	they	will	use	these	in	
Japan.	
And,	we	rode	a	car	and	went	around	the	park.	There	is	a	lot	of	
animal's	figurine	in	the	park,	and	this	scene	was	so	funny.	All	
of	students	took	a	picture	with	these.	Also,	we	saw	many	Thai	
Sakuras,	but	these	were	very	different	from	Japanese	one.	Thai	
Sakuras	were	more	vivid	color	than	Japan	one	and	petal	were	
larger.	Also,	heights	of	tree	were	shorter	than	Japan.	So,	I	said	Miss.
Botun	(PCCC's	teacher	of	Japanese)	this	story,	and	she	said	that	
she	wanted	to	see	Japanese	Sakura.
After	we	went	around	the	park,	we	got	a	short	free	time,	so	I	and	
my	buddies	bought	souvenirs.
We	ate	dinner	with	our	bubbies.	Thai	foods	were	so	delicious.	In	
particular,	we	ate	tom	yum	goong	many	times!
In	the	bus,	we	took	a	picture	with	all	of	members	because	we	had	
to	part	soon	and	we	danced!!	This	was	a	regular	event	during	this	
trip	555.	But	we	burst	into	tear.	I	thought	all	of	Ichikawa	students	
didn’t	want	to	leave	Thailand.	Of	course,	I	wanted	to	stay	here	
more	time.	PCCC	students	gave	Ichikawa	students	Thai	song,	so	I	
was	so	sad.	When		we	had	to	part,	everyone	didn’t	stop	crying.
This	training	gave	me	a	lot	of	valuable	experience.	I’m	sure	to	
think	we	never	forget	PCCC	and	memories	of	this	training.	Thank	
you	so	much.	We	always	think	you.	
Next,	our	turn!	I’m	looking	forward	to	meeting	you	again	in	Japan.	
I	want	to	take	you	to	anywhere	555.

Yuki	Abe

Sunday	20	July	
Check	in	at	Suvarnabhumi	Airport	for	departure	to	
Tokyo
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海外連携　タイ PCCC 来日アンケート集計結果

ex.

1.Questions and Answers
Answers

1 Timing of the program within the year 4.6
2 Number of activities/events 4.8
3 Food 4.8
4 Bath 4.4
5 Room 4.2
6 Transportation 4.2
7 Class with Ichikawa students 4.4
8 Fieldwork 4.6
9 Research presentations 4.7

10 Sightseeing 4.8
n = 28

QUESTIONNAIRE  RESULTS
Exchange Program PCCC & ICHIKAWA

Accommodations

Events

Events

Some classes were hard to understand because it was in Japanese. 

Sightseeing time was too short to visit somewhere.

I want to hold the welcome party with all same grade or all science students.

I suggest we stay only 1 or 2 places and go around there freely.

Ichikawa should set up the stage at “Community plaza” in the next time.

 Ichikawa students should communicate with PCCC students.

 I wanted to take more classes with PCCC students.

Time of listening to English projects is quite short.

Accommodation

The air conditioner didn’t work, so it was little cold in my room.

We didn’t have enough time to take a bath.

Boys also wanted to stay in the dormitory.

The food in dormitory is tasty.

Transportation

I recommended use our Ichikawa Gakuen bus for transportation.

Teacher should prepare the school bus because we used the bus in Thailand.

In the fieldwork each group should have observed different area. 

I wanted to do research more detail.

Please tick the number (□) you think is most suitable, and feel free to leave comments
about this November Program.

Good 5□     　4□       3□       2□ 　    1□ Bad

2.Comments

Schedule
I wish Thai students could stay Japan longer.

Winter season might be interesting for Thai students.

Time in this program is too short.

Questions
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