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Princess Chulabhorn Science High School Chonbri（PCSHC）訪問
【日程】
　7/25（Mon）成田→タイ
　7/26（Tue）AM フィールドワーク PM AM の振り返り
　7/27（Wed）AM 市川教員の授業 PM 市川生の発表 ウェルカムパーティ
　7/28（Thu）AM ブラパー大学見学 PM 植物園見学
　7/29（Fri）タイ→成田
【場所】タイ王国チョンブリ県
【引率教員】宮澤（化学）、長山（生物）
【参加生徒】
　荒井梨子、三沢桃羽、堺琢人、大崎智世、 慧怡、泉直斗、新井清か、
　山崎百花、下畑紀誉志、楢木玲

7/25 Mon（時間は現地時間）
• 8:45 成田空港集合。坂本先生が見送りに来て下さった。
• 11:20 離陸。
• 15:15 バンコク・スワンプナーム国際空港着。
• Contact person の Ms.Saunporn と、Ms。Pairin が横断幕をもって出
迎えて下さった。
• 17:40 ～ 20:00 先生方とディナー。卒業生の店とのこと。一人で料理
をまかなっているので、ディナーが始まったのは１時間後。店の前が
マーケットになっていて、生徒たちのテンションは一気に上がる。
• 昨年もお世話になった JICA の原夏樹さんと再会。国際交流基金に所
属している東方康子さんも合流。お二人はチョンブリ校で日本語教師
として勤務されており、５日間大変お世話になった。
• 20:15 宿舎着。普通の住宅して使われている他、旅行用ホテルとして
提供しているアパートメント。昨年よりもグレードが高いところを用
意していただいた。

7/26 Tue
• 6:45 宿舎発。バンでチョンブリ校へ。
• 7:00 朝食。チョンブリ校は全寮制のため、生徒と同じものをいただく。
適度に spicy でどれもおいしい。
• 7:30 全校朝礼に参加。外で行われている。朝から陽ざしが強烈。国歌
と、校歌を聞いた後、我々一人一人の挨拶。タイ語で挨拶すると盛り
上がる。
• ここで先生から驚きの事実を知らされる。我々が訪問する５日間、チョ
ンブリ校は中間試験期間だとのこと。試験は、月、水、金の３日。火、
木は補講。ただ、本校の訪問があるので、高校２年だけは通常授業、
そしてバディは研修に付き添い、我々が帰ったあとから試験を開始す
るという。
• 7:50 市川生はバディと対面。事前にスカイプで交流をしたこともあ
り、すぐに打ち解ける。
• 8:00 ～ 9:00 提携しているブラパー大学のDr.Pongrat による講義。専
門はmicro snail。昨年も感じたが、
• タイは物理化学より生物が強い気がする。特に分類学が。熱帯で多様
性が高く、新種も見つけやすいのではないか。投稿論文の数が日本の
比ではない。
• 9:00 ～ 10:00 大型バスで移動。まだ生徒たちはぎこちなく静か。
• 10:00 ～ 12:00 Khao Pratun Cave in Rayong Province 着。ここは僧侶
が住む神聖な場所。洞窟有り、熱帯雨林有り、仏像有りと、とてもオ
リエンタルである。Dr 指導のもと、micro snail の採集。湿気がすさ
まじい。
• 13:30 ～ 16:30 学校に戻り、採集したものの顕微鏡観察。種類と数を
記録し、模造紙にスケッチし、前に出てプレゼン。タイの生徒たちは
みな英語が達者。
• チョンブリ校の理科実験室は市川の 2/3 ぐらいの広さだが、マイクが
完備されていて何かと便利。市川学園にも欲しい。
• 16:30 ～ 17:00 明日に向けてポスターの準備
• その後、新しくできた寮の見学。バディたちも初めて見たようで、我々
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より感嘆の声が上がる。
• 食堂で夕食をとったあと宿舎へ。時間があったので、徒歩５分のスー
パーマーケットで買い物。やはり日本に比べて安い。

7/27 Wed
• 8:00 ～ 8:30 校長先生以下タイのスタッフと正式なGreeting。一人ひ
とりお土産をいただく。
• 8:30 ～ 9:40 市川生はバディの授業に参加。その間長山と宮澤先生は
授業の準備。
• 9:50 ～ 10:50 長山による進化系統学の授業。
• 11:00 ～ 12:10 宮澤先生による化学実験の授業。現地の川の水の COD
（化学的酸素要求量）を滴定で測定するというもの。チョンブリ校の
生徒は酸化還元は習っていなかったが、本校生徒がうまくサポートし、
実験が成功すると拍手が起こる。配布資料の空欄に計算結果を書き込
んでいくのだが、優秀な生徒はどんどん先に進めていた。ピペットや
加熱器など両国の実験器具の違いも興味深い。午後のアクティビティ
のこともあり、途中で打ち切らないといけなかったのがとても残念。
なお、この日は、JICA 教師海外研修として、日本から中高の先生が
20 名ほどチョンブリ校を視察に来ていて、我々の授業も見学されて
いた。
• 13:00 ～ 15:00 市川生による日本・学校・各自の研究についてパワポ
での口頭発表。和菓子、ペッパー（ロボット）、第三教育センター、
ラウンジなどが紹介されるとチョンブリ生徒から歓声が上がる。
• プレゼンが続くので、後半は私語や寝ている姿も目立ってくる。
• 泉君の聴衆に向かって放った「Wake up!」、新井さんのタイ語での音
声付きスライドは良かった。
• 本校生徒のプレゼンについて一言。数年前に比べて明らかレベルアッ
プしている。今回ポスター作りや英語発表について、本校教員はほと
んど介入していない。もちろん 1 学期が終わったばかりなので、内容
はお粗末である。だが、外に向けて何かを発信する能力、相手を見て
何かを伝えようとする能力はついてきている。そのような土壌が育成
されてきたことは、評価に値するだろう。
• 15:00 ～ 15:20 各自ポスターの前に立ち、質疑応答。
• 15:30 ～ 18:00 芸術と体育の授業体験。前者はタイ衣装に着替え、タ
イダンス。後者はセパタクロー。JICA の先生たちも参加して盛り上
がる。スポーツでの国際交流は見ていてとても清々しい。
• 18:00 高２生全員参加のパーティ。タイの伝統的な音楽や踊りが披露
される。ひっきりなしに写真撮影。
• 昨年本校に来てくれて、訪タイ時にも行動を共にした、現高３生たち
がお土産をもって、長山のところに挨拶に来てくれた。２か月後に大
学受験を控えている中、こういう心遣いがとても嬉しい。

7/28 Thu
• 9:00 ～ 10:20 ブラパー大学訪問。先のDr による海産動物の標本説明。
実際に標本に触ることができたので、想像以上に生徒たちは楽しんで
いた。
• 10:20 ～ 11:40 NongNooch Tropical Garden に向け移動。
• 11:40 ～ 17:30 NongNooch Tropical Garden 見学。今年新設された
ショーシアター、おなじみのゾウにのる体験、バスでの植物園巡りの
のち、自由見学。
• 17:30 ～ 19:30 フェアウェルディナー。チョンブリ校の先生のカラオ
ケ（とてもうまい）から始まり、本校生徒たちも加わったダンスで幕
を閉じる。帰りのバスでもその盛り上がりは続いたが、一部生徒は明
日の試験勉強をしていた。
• 22:00 宿舎到着。バディとはここでお別れ。

7/29 Fri
• 4:00 宿舎発。
• 7:35 成田へ向け離陸。
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全体的な感想やその他知り得たこと
• ケガや病気なしで５日間過ごせたことが何より。
• とにかくチョンブリ校のスタッフ、生徒のおもてなしには感謝しても
しつくせない。
• 海外研修の目的と効果を「英語学習へのモチベーションアップ」とし
ている生徒・学校はとても多い。しかし、一歩上を目指す時期に来て
いるのではと思う。さらに意識の高い生徒が出てくることが理想。例
えば、「○○大学で水処理技術を学び将来タイに還元する」や、「熱帯
病治療の研究者を目指す」など。
• チョンブリ校には呼び方が２つある。Princess Chulabhorn Collage 
Chonburi（PCCC）、Princess Chulabhorn Science High School 
Chonbri（PCSHC）本校ではこれまで前者を使っていたが、対外的に
は後者を使ってほしいらしい。
• 授業は月～金。金曜の夕方、生徒たちは実家へ帰る。授業は８時始ま
りで 16 時まで。授業と授業の間の休みはない。トイレは授業中に先
生の許可をもらって行く。放課後は全員運動系部活に所属し、活動す
る。
• 化学の先生は全員女性。チョンブリ校全体を見ても女性の先生がとて
も多い。
• ブラパー大以外の高大連携はほとんどない。

【日程】
　8/31（Wed）タイ→成田
　9/1（Thu）AM 始業式参加　 　PM 研究発表
　9/2（Fri）AM 市川学園の授業に参加　 PM 東邦大学理学部研修
　9/3（Sat）AM 日本科学未来館見学　　PM 東京見物
　9/4（Sun）成田→タイ
【来校人数】生徒７名＋引率教員５名

Tentative Schedule of Visit of Princess Chulabhorn Science High School, Chonburi
Between 31 August ‒ 4 September 2016 to Ichikawa High School, Japan.

31 August 2016 (wed) 
15:45 Arrive Narita Airport
17:30 Depart Narita Airport by Keisei Line 
18:30 Arrive Keisei Yawata station
Meeting with Host Family
PCCC's students will go to each host family’s home.
Teachers will have dinner with Ichikawa’s staff  around Yawata st.
21:00 J hotel (www.j-hotel.co.jp)

1 September (Thu)
6:50 Breakfast at J hotel
7:20 To Ichikawa High School by taxi
7:40 Arrive School
8:00 Morning assembly(Teachers)
9:00-10:00 Opening ceremony
12:00-13:30 Welcome lunch 
13:30 -15:00 Presentation by PCCC’s students using Power Point.
PCCC's students will go to each host family’s home.
Teachers will have dinner with Ichikawa’s staff  around Yawata st.

2 September (Fri)
6:50 Breakfast at J hotel
7:20 To Ichikawa High School by taxi
7:40 Arrive School
8:45-12:35 PCCC’s students will join Ichikawa’s lessons.
PE, Art, Math, English and so on
Lunch
13:15-16:30 Chemical Experiment
PCCC's students will go to each host family’s home.
Teachers will have dinner with Ichikawa’s staff  around Yawata st.

3 September (Sat)
7:00 Breakfast at J hotel
10:00-12:00 National Museum of Emerging Science and Innovation 
(Miraikan)
12:00-16:30 Tokyo tour 
17:30-19:00 Farewell party
PCCC's students will go to each host family’s home.
Teachers will go to J hotel.

4 September(Sun)
7:00 Breakfast at J hotel
8:00 To Narita Airport 
10:45 Depart Narita Airport
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