
 

筑波大学附属坂戸高等学校 

研究紀要 第 55 集 
 

 

☆平成 29年度「産業社会と人間」「キャリアデザイン」「校外学習」実践報告----------------------------------------------------- 1 

  平成 29年度１年次担任団 北原立朗・塗田佳枝・安達昌宏・福田美紀 

小澤真尚・山本直佳・髙畑啓一・嶋田昌夫 

☆平成 29年度「T-GAP」実践報告 

～ソーシャル・アクション型授業の開発と実践～----------------------------------------------------------------------------------------31 

平成 29年度 T-GAP授業担当者  加藤敦子・中井毅・粟飯原匡伸・吉田賢一 

藤野昌哉・市川友紀也・金城幸廣・吉岡静 

 

☆平成 29年度「卒業研究」実践報告-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 

卒業研究委員会 熊倉悠貴 深澤孝之 安藤愛 仲本佳子 斉藤真吾 

                           丸山裕己 今野良祐 後藤巻子 建元喜寿 渋木陽介 

                        藤原亮治 吉岡昌悟 豊田和恭           

☆平成 29年度 国際教育推進委員会活動報告 -------------------------------------------------------------------------------------------- 65 

            国際教育推進委員会   建元喜寿 田村憲司 岡 聖美 松井一夫 

今野良祐 吉田賢一 吉岡昌悟 福田美紀 

仲本佳子 髙畑啓一 山本直佳 藤野昌哉 

斉藤真吾 

 

☆世界遺産を素材とした地理教育・ESD 実践の試み 

―科目「世界遺産で学ぶ地理」の開発と実践―------------------------------------------------------------------------------------------ 69 

 地理歴史科 今野良祐 

 

☆ 紀要目次一覧---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 

               

付録 

 

☆ 平成 29年度学会発表一覧 

 

☆ 平成 29年度外部団体受託・共同研究一覧 

 

2018 
 

 

  

 



 

平成 29年度「産業社会と人間」「キャリアデザイン」 

「校外学習」実践報告 

 

  北原立朗・塗田佳枝・安達昌宏・福田美紀 

小澤真尚・山本直佳・髙畑啓一・嶋田昌夫 

 

本校の１年次生は、様々な体験や活動を通して「これからの社会の中で自分はどう生きるのか」を考えて

いく。３月のカナダ校外学習を見据え、必修科目「産業社会と人間」と「キャリアデザイン」（総合的な学習

の時間）で行った活動を中心に、本年度の実践を報告する。 

 

キーワード：産業社会と人間、キャリアデザイン、校外学習、科目選択、国際理解、キャリア教育 

 

Ⅰ 年次の目標 

１．「冒険・思索・礼節」の活動による「全局面的

な人間性」の育成 

現代は社会が多様化し、国レベルでも個人レベ

ルでも価値観の共有が困難な時代と言われてい

る。この混沌とした世界で次世代の若者たちに必

要なことは何か。それは「どのような状況に置か

れようともどのような価値基準に照らされよう

とも、常に周りと調和し、つながりを見出すこと

ができる柔軟な思考と、たとえ周囲と異なってい

ても自らの考えを表明できる確固たる信念を同
．

時に併せ持つ全局面的な人間性
．．．．．．．．．．．．．．

」である。 

本年度１年次（24 期）生はこの人間性の養成を

卒業時の目標とし、目標を具現化するキーワード

として「冒険・思索・礼節」を設定した。「冒険」

とは未知なるものに対して主体的に行動し、与え

られた知識でなく体験を通して学び取る姿勢、

「思索」は物事を深く掘り下げ、表面的な理解で

はなく高い抽象度を用いて探究する思考、「礼節」

は多角的・多面的に周りを見渡し、無数の価値や

視点を見出そうとする態度を表す。これは本校の

生活目標である「自由・自律・自覚」にもそれぞ

れ対応している。 

右は３年間の学びを示したイメージ図である。

卒業まで年次ごとにキーワードに沿った活動を

繰り返しながら目標に向けて上昇していく。実は

個々の活動自体は目標に向かうツールに過ぎず、

活動を通して、あるいは活動から派生する新たな

考えや変化、可能性などの「つながり」を見出す

ことに価値がある。活動のキーワードは３年間同

じであるが、内容は年次が上がるごとに広範化か

つ細分化され、より高い達成度が要求される。例

えば鳥瞰する視点なら、スズメの眼からトンビの

眼、そしてタカの眼へと変化する。具体的には１

年次の視点は「自分」に留まり自己理解が中心と

なるが、２年次は「地域や社会」に目を向けた課

題の発見・解決、３年次はさらに広く、学問及び

国の枠組みを超えた「世界」に対する研究実践に

取り組んでいく。 



 

２．１年次の取り組み 

本校の１年次には「産業社会と人間」と「キャ

リアデザイン」が置かれている。前者は２年次以

降の科目選択、後者は学習や社会的スキルを身に

付けることを主眼としているが、双方ともキャリ

ア教育を下敷きにし、主体的かつ協同的な活動形

態をとるという共通点がある。さらに平成 26 年

度にスーパーグローバルハイスクール（以下、

SGH）に指定され、27 年度以降は１年次３月にカ

ナダへの校外学習が入った。26 年度以前の校外学

習は２年次 12 月に実施していたため、２年次の

「総合的な学習の時間」で事前学習ができたが、

１年次で実施する場合、ＬＨＲだけでは時間が足

りず「産業社会と人間」「キャリアデザイン」にも

校外学習の要素が加わることになった。本年度も

実施日時を交換したり、「産業社会と人間」の時間

にカナダに関する学習を行ったりするなどして、

柔軟に計画することにした。 

 その両者で目指すのは、混沌とした世界を生き

抜く人間としての基盤を作ることである。このこ

とは意識には上らないが生徒自身の内に存在し

ている学ぶために必要なやる気や興味、好奇心等

を引き出すことと言い換えられる。たとえるなら、

内在する興味や好奇心は「土壌」である。豊かな

土壌の上に実る作物の質が高まるように、確固た

る基盤があれば学びも広く深くなっていく。その

基盤を作り上げるのが、１年次で必要なことと考

え、カリキュラムを構想した。 

 

 

Ⅱ 「産業社会と人間」の実践について 

１．科目の位置付けと本年度の基本構想 

「産業社会と人間（以下、産社）」は総合学科の

必履修科目に指定されており、科目選択や進路決

定を考える上で要となる科目である。文部科学省

が定める「産社」の目標は、シンプルながら要求

される内容は多岐に渡っており、カリキュラムの

設定に際しては全国の総合学科で多くの検討を

重ねてきたことであろう。本校においても「産社」

は１年次における重要科目として位置づけられ、

生活目標「自由・自律・自覚」を学ぶ大切な時間

になっている。 

今、この時代にどのように生きていけばいいか。

この問いに対する「正解」はないが、このような

時代に生きていくための準備はさせなければな

らない。従来の「産社」では、自己の特性を知り、

自分の身の回りの「世界」の中でどう生きていく

かを考えさせるところに主題があった。しかし本

年度は、さらに広く遠く物事を捉える視点を養い

たいと考えた。そのためには未知の体験、自分の

持っていない思考方法、気づかなかった他とのつ

ながりなどに目を向けさせる必要がある。そこで、

それらを可能にする活動を単元に取り入れ、一つ

の単元の入口と出口、単元間のつながりを重視し

てカリキュラムを組織し直した。さらに、あらゆ

る価値観や自他との「分別」を自在に横断し、自

分の未来に無限の可能性を見出させるため、その

中心的概念に東洋思想の極致である「空」を据え

た。実際の活動ではイントロダクションに時間を

かけ、単元に意識的に取り組ませた。 

次節からは、本年度の主な単元について学期ご

とに述べていく。末尾の「年間指導計画」（資料①）

もあわせて参照されたい。 

 

２．１学期 ―キーワード「冒険」― 

（１）コミュニケーションキャンプ 

 本校では入学翌日から長野県黒姫高原で３泊

４日の「コミュニケーションキャンプ」を実施し

ている。このキャンプは「産社」のカリキュラム

内に位置づけられ、総合学科における学習のガイ

ダンスとしての役割がある。クラスごとの活動は

２日目夜のレクリエーションと最終日の昼食作

りのみで、他はクラス・男女混合の 10 名による

活動班で行い、野外活動やマウンテンバイク専門

のインストラクターが班に１名付く。 

18 回目となる本年度のキャンプで行った主な

アクティビティは、①アイスブレイク、②マウン

テンバイク、③森散策、④班活動である。このう

ち②と③は、奇数班と偶数班で２・３日目に交代

で実施する。年次のキーワード「冒険・思索・礼



 

節」に関して、特に②③は「冒険」、④は「礼節」

に焦点を当ててアクティビティを計画し、しおり

や初日夜の年次集会で示した。以下、それぞれに

ついて述べていく。 

①アイスブレイク 

黒姫に到着した午後、初めて活動班で顔を合わ

せて行う活動である。活動班２班をインストラク

ター１名が担当し、共同作業を通して初めての仲

間とコミュニケーションをとり、これからの活動

を進めるにあたって必要な関係性を作っていく。 

②マウンテンバイク 

マウンテンバイクで野尻湖を一周する。渡され

た地図を見て急勾配の坂道を行くか、平坦な道を

行くかなど、活動班内で話し合ってコースを決定

し、ホテルに帰還することを課した。インストラ

クターには安全面の確保やコース決定のフォロ

ー役に徹してもらい、生徒自身が主体的に考えて

行動し、体力差やバイク技術を補い合いながらミ

ッションを達成することを目指した。 

③森散策 

地図を頼りに、積雪の多い黒姫高原周辺の森に

隠されたカードを探し、指定された地点の宝物を

手に入れるというミッションを与えた。ミッショ

ン終了後は恒例の、森の中で１人になって自分と

向き合う「ソロ」も入れた。本年度は、スノーシ

ューを着用し、雪深い中でも自由に進むことがで

きるようにした点も特徴と言える。マウンテンバ

イク同様、インストラクターはフォローに徹し、

地図とコンパスを頼りに生徒たちが協力し合っ

てゴールすることを目指した。特に２日目の班は

濃霧の中の散策で迷う班が多く、中間地点に到着

した最も早い班と遅い班では２時間ほどの差が

あった。 

④班活動（班の目標設定と報告会） 

例年のキャンプでは班長・副班長は中学校の活

動状況を見て教員が指名していたが、本年度はア

イスブレイクを終えた初日の夜に班内で決めさ

せることにした。まず全体会の中で、これから始

まる活動の心構えを伝えた。それは「たまたま集

まったメンバーと３日間過ごし、協力しながら意

味のある時間を作っていく＝チームを作る」こと

であり、４日目に報告会を行うことを発表した。

続いて班で集まり、新しく決まった班長を中心に

目標を決めた。目標はしおりの日誌欄にも記入す

る欄を設け、自分と班がどのように取り組んだか

を常に意識させるようにした。 

３日目の夜は、発表内容と方法について全体に

指示した後、活動班に分かれた。班ごとにローソ

クの明かりを囲んでそれぞれのふりかえりと班

での３日間について話し合い、報告会に向けて構

想を練らせた。発表は１班３分、内容は①最初に

立てた目標、②２日間のうち伝えたいエピソード

１つ、③自分たちの班を表す一文（語）と理由、

④チーム名をＡ４用紙３枚にまとめ、実物提示装

置を使って説明する。 

最終日は、30 分ほど準備時間を取ってから報告

会に入った。雄大な自然の中での様々な体験を通

してどのような班になったかを語る生徒からは、

これからの学校生活を自分自身で切り開き、他者

と協力しながら多くのことに挑戦しようとする

意気込みが感じ取れた。 

 

（２）菜園作り 

菜園作りは、キャンプ後に学校に戻ってきて最

初に行う活動である。本年度はキャンプの活動班

でトウモロコシと枝豆を栽培した。本単元のねら

いは、①作物の生育調査を通して植物の生命の意

義を理解する、②食育を通して野菜や食料の重要

性に気づき生活のなかで食を大切にする気持ち
スノーシューを履いて森の中で宝探し 



 

を育む、③各班の畑で栽培することにより責任感

を育むとともに班組織での連携力を高めるの３

点である。 

具体的な活動内容は以下の通りである。①（４

月３週目）ガイダンス・播種・覆土・かん水・ベ

タかけ、②（５月１週目）ベタかけ外し、③（同

３週目）間引き・土寄せ・かん水・除草・生育調

査、④（６月１週目）看板作成・間引き・土寄せ・

除草・生育調査、⑤（同３週目）摘果・土寄せ・

除草・生育調査、⑥（７月３週目）収穫祭（片付

け・ピザ作り・昼食会・ふりかえり発表会）。 

このうち、栽培管理・生育調査については６回を

必修とした。実際の指導では教員が各クラスの産

社係や活動班長に作業内容と注意点を説明し、班

長が班員に伝達するという方法をとった。日々の

管理作業は各班で自主的に行わせ、分からないこ

とや疑問に思ったことは教員に相談するよう指

示した。ふりかえり発表会では、栽培の面白さや

苦労、収穫の喜び、チームワークの大切さを発表

した班が多かった。 

 

（３）探求①社会について 単元名：「自在への階

梯 ～To the Unlimited and Beyond～」 

社会において様々な知識や技能、考え方を身に

つけていく上で大切なのは、自らの思考を常識で

縛らないことである。この点を入学後間もないう

ちに伝える必要があると考え、例年行っていた夏

季休業中の職場体験を、将来の生き方や目指す方

向性を自ら考えさせる内容に再構成した。 

具体的な活動は、①「生き方カルテ」を作る、

②プロフェッショナルの話を聞く、③職場・施設

訪問である。この３つの活動は、生徒自身の将来

像をふくらませ、職業や労働に対する既成概念を

取り除き、自らの「夢」を見出すための足掛かり

となることをねらって設定した。 

①「生き方カルテ」を作ろう 

まず自らを医師のような視点で分析し、現時点

の自分の将来像や目指す生き方の方向性をカル

テ用紙（資料②）にまとめた。このカルテをもと

に少人数のグループでディスカッションを行っ

た。互いの将来に向けた考えや目指す職業などを

意見交換することで、将来に対しての意欲が高ま

りイメージが大きく広がることとなった。 

②プロフェッショナルの話を聞く 

生徒の保護者に呼びかけ、ゲスト講師として授

業をお願いした。保護者は日頃、様々な分野で活

躍する、言わばその道のプロフェッショナルであ

る。そういったプロのリアルな体験に基づく仕事

の内容や喜びを直接語ってもらうことで、生徒た

ちの将来像をさらに深化・拡大することをねらっ

た。賛同して集まってくれた保護者の職業分野は

様々で、バラエティーに富んだ講師陣を結成する

ことができた。生徒は事前の希望調査で調整した

会場に分かれ、２人の講話を聞いた。当日は各講

師から、それぞれの職業の具体的な内容や人生に

おける大切なことなどが熱く語られ、生徒も積極

的に質疑を行っていた。また教員と保護者の間で

高いレベルの共同活動を行ったことで双方の理

解がより深まったことは、今後の教育活動におい

て非常に大きな収穫であったと言えよう。 

収穫した作物でピザ作り 

将来を語り合うディスカッション 



 

③職場・施設訪問 

上記の事前学習を終え、実際の訪問計画に移っ

た。まずカルテに書かれていた興味のある職業分

野で８会場に振り分け、それぞれの希望を発表さ

せた上で３～６人の活動班を作らせた。前年度ま

でと異なり、本年度は生徒自身が訪問先を決め、

交渉から計画・実施まで主体となって行うという

方法に変更した。変更の理由としては、まず学校

側が用意した体験先に生徒の希望する職種がな

かったり、受け入れ数等の関係から第１希望の体

験先でなかったりして意欲的に取り組めないと

いう従来の問題を改善することが挙げられる。も

う１つは、生徒自身の力で訪問先を開拓する「冒

険」を体験させたかったからである。 

なかなか交渉が進まず苦労する班もあったが、

最終的には全ての班が訪問先を決めることがで

きた。訪問先で見聞きしたい・体験したいことを

計画書にまとめ

た班は教員によ

る審査会に進み、

当日の活動を許

可されて実施す

るという仕組み

とした。夏季休業

中の訪問日に教

員は緊急時の対

応のため学校に

待機していたが、

幸いどの班も大

きなトラブルは

なく無事に活動を終えることができた。 

夏休み明けのふりかえりでは、それぞれの内容

を紹介する資料を作成し、ポスターセッションを

実施した。班の中で発表側と聞く側に分かれて行

ったが、特に実際に体験したということで自信に

満ちた態度で発表していたのが印象的だった。一

連の活動を通して、生徒たちが意欲的に将来像を

描き、多様な職業に対する理解を得たのはもちろ

んであるが、それ以上に体験を通して物事を学ぶ

大切さを知ることができたのが大きな収穫と言

えよう。  

 

３．２学期 ―キーワード「思索」― 

（１）探求②自己について 単元名：「無限への回

廊 ～Corridor to the Infinite World～」 

２学期末には２年次以降の科目選択を決定し

なければならない。科目選択に向けて生徒に必要

なのは、自らの内面を深く見つめ直すと同時に、

これまでの価値観から脱し、自分というものを再

発見する「思索の時間」である。そのため「自分

とは一体何だろう」「生きるって何だろう」という

哲学的な命題を皆で共に考える活動を計画し、２

回のディスカッションを設定した。 

初めのディスカッションで行ったことは、１年

次生全員による「無限」をテーマとした語らいで

ある。「人間が思考したことは実現する、これは是

か非か」という命題を皮切りに自由に意見をやり

取りしたところ、「思考に制限はない」という考え

にたどり着いた。これは自らの思考の制限を外し、

思考をコントロールするトレーニングにもあっ

た。 

その後、「未開の才能」と名づけた小グループに

よるディスカッションを行った。５・６限でメン

バーを変えて「筑坂に来て変わったと思うこと」

や「将来のイメージ」などをテーマに自由に語り

合わせた。キャンプの活動班とＨＲクラスによる

グループだったため、気兼ねなく自分の思いや迷

っていることを話し合い、今後の進路に向けての

意見交換の場にすることができた。ただ語り合う

時間が十分に取れず、話し合いが深まる前に終わ
職場訪問ポスター 

プロフェッショナルの話を聞く（漫画家） 



 

った班が多かったのは反省点であった。 

 

（２）筑波大学見学  

「産社」で例年行われている単元であり、活動

内容に大きな違いはほとんどない。本年度とりわ

け重視したのは、事前に意識をできる限り高めさ

せることである。そこで本単元の副題を「叡智の

回廊」と名づけ、筑波大学を通して学問という巨

大な知の体系を体で感じることを目的とした。当

日は希望した分野の講義を実際に受け、関連施設

を見学した。多くの生徒が授業内容に興味を持ち、

また広大な筑波大学に圧倒されていた。ふりかえ

りによると、筑波大に通っている本校卒業生の講

話が非常に参考になったようである。やはり生徒

に近い目線によるアドバイスや大学生活の実際

を先輩から聞けたことには意義を感じやすい。こ

の体験から大学を初めとする進路への関心が一

段と高まった様子が見て取れた。 

（３）特別支援学校との交流会 

毎年、これまでの価値観が変わる生徒が多い単

元である。クラスごとに筑波大学附属学校を中心

とした特別支援学校と交流し、何らかの障害があ

る相手とのコミュニケーションをとる方法を体

で学ぶ。交流前は「どのように接していいかわか

らない」「フォローはどの程度すればいいのか」と

いう不安を多くの生徒が抱えていた。しかし実際

に体験してみると、「相手に障害があることを忘

れ、普通に楽しんでいる自分がいた」「自分たちよ

りもずっと楽しそうに生活していた」との感想に

もあるように、これまで関わりが少なかったため

に障害者に対してネガティブなイメージを一方

的に持っていたことに気づき、それを大きく変化

させた生徒が多かった。聴覚特別支援学校との交

流では、古い付き合いの友人のように仲良くなり、

別れを惜しんで写真を撮り合っていた。 

以上のように２学期の単元では自らのこれま

での考えと向き合い、深く「思索」することを主

題としたが、その意味は活動の前後の考え方の変

化を生徒自身が感じることにある。この「自分は

変われる」という実感を思索によって抱くことが、

主体的に学ぶ力の基盤となる。これらの単元を終

えた後の科目選択は、入学時や１学期に考えた時

間割から大きく変わることになる。全く異なる分

野に興味を持ったり、自分が本当にしたいことが

分からなくなったりする生徒も少なくなかった。

しかしこれは良い意味での変化と言える。なぜな

ら、これまで漠然と考えていた自分について深く

考え、真剣に対峙したことによって生まれた変化

だからである。 

 

特別支援校との交流会 

“無限”をテーマにしたディスカッション 

筑波大学での卒業生講話 



 

４．３学期 ―キーワード「礼節」― 

探求③つながりについて 単元名：「縁起の海

で生きるために ～Universe Is in Us～」 

３学期は「産社」においても総仕上げの時期で

ある。これまで多くの体験から学んできたことを

自らの中で結実させ、２年次から始まる科目群を

中心とする学習に活用できる形にしなければな

らない。同時に１年次のハイライトの行事である

カナダへの校外学習が成功するかどうかも試さ

れている。 

３学期の活動は、「私の人生論」を 1600 字でま

とめ、４分間で発表するというシンプルなもので

ある。科目選択時の決意や将来設計を文章にまと

める活動は「ライフプラン」作成として例年行わ

れてきた。本年度は、生まれてから今日までの自

らを取り巻く様々なつながり（「縁起」）を意識さ

せ、過去や現在そして未来における他との関係の

中でどのように生きていくべきかを考えさせた。

そこから見出してほしかったのは、自分が良いと

思ったことも悪いと思ったことも全て「縁起」と

なって現在を形成しているということである。そ

れにより、周りにある全てのことに感謝して接す

ることができるようになる。これが３学期のキー

ワードである「礼節」の体得である。 

作文を書く前には、複数のワークシート（資料

③）を使って準備させた。十分な時間を取って考

えさせたため、自分のこれまでの人生をふりかえ

る機会となったようである。中にはあまり思い出

したくない過去や、見たくない自分の側面に向き

合うことに苦悩した生徒もいた。しかし、そのよ

うな思いは自分だけではないということに今回

の活動を通して気づき、活動が進むにつれて前向

きに作文に取り組むことができていた（資料⑦

［ｂ］）。 

「私の人生論」発表会は３回設定した。初めは

４時間を使って各クラスで全員が発表する。基本

的な形式は朗読であるが、ポスターやパワーポイ

ントを使った発表も許可した。クラスの中の優れ

た発表をＭＶＰとして選び、教員評価も加味して

代表を決定する。このメンバーは年次全体による

発表会に進み、そこで評価の高かった生徒が研究

大会で発表する。 

年次代表に各クラスから選ばれた生徒は 12 名

である。この年次発表会では、これまでの自分の

人生をふりかえる者もいれば、人生における大切

なことを考察する者、「縁起」に関する持論を述べ

る者、これからの未来について語る者など、様々

な角度から「人生論」を展開していた。ここから、

研究大会で発表する 3 名の代表を選考した。 

研究大会で、１年次は「私の人生論」の代表者

3 人の発表をメインとした。が、その発表に先立

ち、有志数名が本年度の活動を報告した。発表内

容は基本的に生徒たちが決め、教員はアドバイス

をするに留めた。その結果、単純な活動紹介でな

く、自身の変容や授業への提言など、生徒ならで

はの興味深い内容となった。 

「人生論」の発表は、年次発表会から内容、パ

ワーポイント（以下、PPT）ともに改良され、自

信に満ちた態度で行っており、来場者からも好評

だった。特に従来の「ライフプラン」に対して、

自らの人生に対する考えを発表するという「論」

を展開していたことに大きな関心が持たれたよ

うである。 

本単元を通じて、一人一人が自らの「人生論」

に真剣に向き合うことができた。また自らの過去

の体験や出会いから現在の自分へのつながりを

意識し、良いことも悪いことも合わせて自らの人

生であるという認識を持つに至ったことが発表

の中に随所に見て取れた。ある１つの現象の中に

多くの見方や価値を見出そうとする姿勢は様々

な文化や思想が混在する今日の社会に生きる

我々にとって極めて大切であり、今後の学習でも

深めていく必要がある。 

 

５．まとめ 

以上、本年度の「産社」の主な単元を学期ごと

に紹介してきた。程度の差はあるが、どの生徒も

様々な体験を通して着実に変わってきている。こ

れまでの「産社」で生徒たちが考えたこと・感じ

たことの一部をふりかえりから以下に引用する。 



 

 

【１学期】 

・コミキャンを通して最初はお互い緊張でガチガチだっ

た空気があっという間に仲良くなり、その後の学校生活

でもすぐに打ち解けることが出来た。コミキャンでの関

係が今でも続いているのがとてもうれしい。 

・菜園づくりではたくさんの協力が生まれた。水をやった

り雑草を抜いたり、一人では出来ないことがたくさんあ

るからこそ、協力することの大切さと楽しさを学んだ。 

・生き方カルテを書くことで自分はどういう人間なのか、

これから何をしたいのか、何に興味があるのかを真剣に

考えることができた。 

・「プロフェッショナルの話を聞く」では漫画家の先生に

「夢に向かって挑戦したことは経験として残る」という

言葉で無理だとあきらめかけていた夢に挑戦しようと

思った。 

・ディスカッションでは言おうかどうしようか迷ってな

かなか自分の意見をはっきりと持てなかったことが反

省点だった。次からはもっと自信を持って発言したいと

思った。 

・菜園の記録や、職場体験のアポ取りを人任せにしてしま

った。次からは積極的に勇気を持って自分で動いていき

たい。 

・産社は自分の紹介や夢などについて真剣に向き合う時

間が長かったように感じた。授業をしていく中で将来が

今までより鮮明に見えてきたように感じた。 

【２学期】 

・職場訪問のポスターセッション発表会では、みんな自分

の活動内容を誇っている様子が見てとれて、とても良い

と思った。 

・特別支援校との交流会では衝撃を受けた。今まで障がい

を持っている人と関わったことはなかったためコミュ

ニケーションが取れない人という偏見があった。しかし

彼らは何事にも全力で積極的に取り組み、そんな彼らの

様子を見ていてこっちが元気になれた。 

・筑波大学見学でものの見方や考え方が２学期で大きく

変わったと思う。人間は成長できる、ということを知る

ことが出来た。 

・「無限」をテーマとしたディスカッションでは何か一つ

が正しいということではなく、お互いが自由に話せるこ

とはとてもありがたかった。自分も相手にとっても有益

な経験を得ることにつながった。 

・反省点として、様々な活動に対してもっと事前に準備し

ておけばよかった。前からもっと余裕を持って準備して

いたらせっかくの活動がもっと有意義にできたと思う。 

・科目選択ではとても悩んだ。進路も含めて一時は最初の

思いと違う選択を考えたが産社での体験を経て結局も

ともと決めていた時間割にした。今ではとても納得で

きている。 

【３学期】 

・人生論では 1600 字と聞いて最初は多いと思ったけど、

考える程これまでの人生を全部語り切れなくてどこの

エピソードをピックアップするかすごく悩んだ。 

・過去をクラスで話すというのは過去に少し自信が持て

るし、心を開いた気持になるのでお互い聞けてとても

よかった。 

・一つのテーマに対してディスカッションをする場合、一

つのグループだけで行うのではなく、違うメンバーで

複数回行うと内容がさらに深まると思う。 

・「人生論」をはじめ産社の活動を通して自分の意見が持

てるようになった。 

・大人の「人生論」も聞いてみたい。私達より人生を長く

生きている人がどう思っているかを知りたい。 

・これが“自分と向き合う”ことなんだ、ということを学

ぶことができた。そこに新たな発見がありこれからに

つながっていくと思う。 

・人生論では自分の思い出したくないことを思い出して

辛かった。無理に過去と向き合わせることのないやり

方や仕組みを変えるのはいかがでしょうか。 

・私の人生論を書け、と言われたとき嫌な過去と向き合わ

なくてはいけなかったが、苦しくても自分と向き合っ

たことで夢の原点を改めて考えることができた。 

・産社の意義は周りの世界を広く知ったうえで、自分につ

いて深く考えさせてくれるもの。 

 

上記からは、産社の活動を通して生徒の中にあ

った価値観が様々な形で変容していく様子がう

かがえる。特に１学期は様々なことにチャレンジ

し、多くの人との出会いや体験を通して自らの夢

や進路に向かって視野を広げられた。また他者と



 

のディスカッションが、漠然としていた自らの進

路にある程度の方向性を見出すきっかけになっ

たようである。課題としては、グループ活動で班

長に任せきりになってしまうなど生徒によって

関わる度合いに差が出たことが挙げられる。また

菜園活動の収穫祭では各グループのふりかえり

が浅いものに留まった。活動のねらいについて事

前に理解を深めさせればさらに効果的な活動に

なったのではないか。 

２学期は当初の計画通り、多くの思索の時間と

なった。科目選択という現実的な目的の前に設定

した特別支援学校との交流や大学見学、生徒同士

のディスカッションではこれまでの価値観がリ

セットされ、戸惑った様子も見られた。しかしそ

れこそ教員がねらったことである。周囲から勧め

られるままに決めるのではなく、自らの生き方や

進路を決断するという作業にしっかり向き合わ

せるために必要だからである。多くの体験や情報

の中で迷いながら、それでも決定していくことに

は覚悟を要するが、再三記してきたように正解の

ない中から選択することは多様化する社会に必

須の能力である。ふりかえりによると、生徒の中

には深く思索している者もいた。そうした考えを

交流させる機会を設ければ、さらに一人一人の考

えを深めることができたのではないか。 

３学期は「私の人生論」が中心だったが、生徒

の多くが自らの過去に一区切りをつけ、新たな気

持ちで次に進むという節目となったようである。

また「人生論」に取り組むことで、産社の目標の

１つである「産業社会における自己の在り方生き

方について考える」ことについて、一人一人が自

分なりの答えを出すということができていた。同

時に他の生徒の「人生論」を聞くことによって、

多様な価値観や考え方、生き方を知ることができ

たのも他者理解につながる成果である。ただ「人

生論」の事前準備として行った、これまでの自分

を振り返る「マンダラ」作成において、一部の生

徒にある種の辛さを強いたことには検討の余地

がある。誰しも思い出したくない過去というもの

は存在する。今回の「人生論」では「陰の縁起」

としてあえて向き合わせたが、それによって不安

を掻き立てられた生徒がいたことも事実である。

それらの生徒に今回のような活動を行わせる意

味や今後への影響について、検証していく必要が

ある。 

本校では「産業社会と人間」のカリキュラム作

成は当該年次の教員に委ねられている。年度によ

って内容が変わっているように見えるが、教員か

ら押しつけられた学習ではなく、体験の中から生

徒自身が大切だと思ったことを主体的に学び取

り、自らの将来につなげていくという理念は共通

している。また、「自分の中にある可能性に気づき、

それを広げられた」という認識を生徒自身が実感

として感じ取ることも大切な要素である。なぜな

らそれこそが「成長」であり、自らを高め、反省

する術を「体得した」ことになるからである。こ

れらのことや時代の要請を考慮しつつ、カリキュ

ラムの更なる検討と改良を試みたい。 

 

 

Ⅲ 「キャリアデザイン」の実践について 

１．教育課程上の位置付けと本年度の概要 

（１）平成 27年度以降の「キャリアデザイン」 

平成23年度から始まった１年次必履修科目「キ

ャリアデザイン（以下ＣＤ）」であるが、27 年度

からは「総合的な学習の時間」として実施するこ

とになった。それに伴い、時間帯は隔週土曜日１

限～３限から毎週土曜日の１・２限に変更され、

担当者の数も年次団に年次外の教員が加わった

12～14 名から年次団８名に減った。もう１点変

わったのが目的である。そもそも「ＣＤ」は、「卒

業研究」までを見据えた本校での学習をスムーズ

に進めるための学びのスキル、ソーシャル・スキ

ル、マネジメント・スキルを身につけることを目

的に設定された。しかし 27 年度以降は１年次に

カナダへの校外学習があることから、事前学習を

通して「地球市民性の醸成を目指」すことも目的

に加わった。それを達成するために、どこに焦点

を当てるかは当該年次によってやや異なる。次に

示したのは、27 年度・28 年度が重点項目として



 

育成を目指した資質・能力である。なお丸数字は

便宜上筆者が付したもので、両年度とも資質・能

力は並列的に挙げられている。 

【平成 27 年度】①セルフ・マネージメント力  

②学びのスキル ③課題発見・解決への考え方 

④地球的視野に立った考え方 

【平成 28 年度】①人間関係形成・社会形成能力 

②自己理解・自己管理能力 ③課題対応能力  

④キャリアプランニング能力 ⑤イノベーショ

ン創出に向けて必要な資質 ⑥グローバル人材

に必要な資質   

27 年度は、主体的学習に関する能力（上記①②

③）と地球市民性（④）に大別できる。一方 28 年

度は学習より大きく捉えた自己形成（②③④）と、

社会参画に必要な資質・能力（①⑤⑥）に主眼が

置かれている。 

 

（２）本年度の基本構想 

 本年度は 27 年度に近く、①調査の基本を体験

しながら学ぶことで学びのスキルを身につける、

②校外学習の事前学習を通して視野を広げ、多様

な価値観の中で主体的に生きる態度を養うとい

う２点に重点を置いた。１年次であること、自己

形成・人間関係形成力は「産業社会と人間」で行

うほうが本年度の計画では効果が見込めること、

校外学習を充実させることが主な理由である。 

 特に平成 26 年度以前の「ＣＤ」の流れを汲む

①では、「自分で調べることの面白さに気づかせ

る」ことを重視した。個人の興味・関心に基づく

テーマを試行錯誤しながら調べることが、知的好

奇心を育み、主体的な学びにつながっていくと考

えたからである。生徒には年度当初のガイダンス

で、（ａ）自ら調べることの面白さを体感する、（ｂ）

筑坂での学びのスキルを身につける、（ｃ）校外学

習を充実させるために必要な知識や態度を身に

つけるという３点の目標にして示した。 

 

（３）年間計画 

 １学期は、調査を行う上で必要なリサーチ・ス

キルのガイダンスと、個人で調査しレポートにま

とめる活動を設定した。上記目標(ａ)(ｂ)について、

役割分担が必要なグループではなくまずは個人

で行い、基礎を身につけさせる。２学期以降は１

学期に学んだことを生かしつつ、重点は徐々に目

標(ｃ)に移行する。２学期は、まずカナダに関する

基礎知識を学ばせるため、グループによる文献講

読・発表を行う。次に文献講読で担当したテーマ

について PPT で発表させる。合間には筑波大学

の東南アジア留学生との交流活動も設定した。３

学期は、当初はトロント市内のエスニックタウン

の１つを担当し、タウンの特徴やその母国につい

て調べながら自主研修の計画を立て、価値観の異

なる人々とどう生きるかを考えさせる予定であ

った。しかし８月の下見で実行するのが難しいと

判断し、トロント市内の自主研修の行程作成に変

更した。年間計画は資料④に示した。 

「ＣＤ」の基本構想や年間計画もまた、Ⅰ章で

挙げたキーワード「冒険・思索・礼節」に対応し

ている。１学期の調査は、今後必要になる基礎的

なスキルについて試行錯誤しながら理解してい

く。２学期はカナダについて調べるだけでなく日

本や他の国と比較することでさらに深く思考す

る。３学期は班員と協働してテーマを考え、一様

に与えられた時間に自分たちだけの価値を見出

そうとする活動である。以下、各学期の詳細を述

べていく。 

 

２．１学期 

（１）リサーチ・ガイダンス 

 「ＣＤ」や「卒業研究」など年次で行う授業で

調査やレポート作成に取り組ませる際、どのよう

な事前指導を行うかは大きな課題である。筆者が

担当した年次の多くは、全体で心構えやポイント

を説明し、あとはゼミに分かれて担当教員が個別

指導を行っていた。しかしこの形態では教員間の

差が大きく、生徒の不満も出やすい。１人の教員

が年次全体に向けて指導することもあったが、大

教室では講義形式にせざるを得ず、一人一人に届

きにくい。 

そこで本年度は、担当者８名が４クラスを回っ



 

て生徒とやり取りをしながらガイダンスを行う

ことにした。具体的には担当者が２名ずつに分か

れ、①農業系／生活系の研究の特徴、②工業系／

人文系の研究の特徴、③レポート・発表のしかた、

④テーマの決めかた・進めかたの４つのテーマを

それぞれ１時間で説明した。①②は本校の科目群

に対応しており、過去の「卒業研究」を使いなが

ら説明した。③についてもある卒業生の１年次か

ら３年次までのレポートの実物を用い、改善点や

良い点を考えさせた。このように、過去の成果を

学習材として使える点は「卒業研究」20 余年の蓄

積がある強みである。加えて本年度の１年次の教

員が専門教科・普通教科とバランス良く配置され

ていたことも、各自の得意分野で事前指導が行え

た理由の１つと言える。 

さらに「卒業研究」まで使える探究学習のテキ

ストとして『学びの技－14 歳からの探究・論文・

プレゼンテーション』（後藤芳文ほか、玉川大学出

版部）を持たせた。実例が多く、生徒が自習する

上でも使いやすい。さらに１学期に最低限守らせ

ることを、段落のある文章・引用のルール・質疑

を含む発表のマナーに絞り、各担当者が共通して

指導することにした。 

 

（２）個人調査  

 個人調査では、無作為に作ったクラス混合の 20

名グループを１名の教員が担当した。６月の４回

を調査や発表準備の時間にあて、７月には調べた

内容について発表３～５分、質疑３～５分（１名

の持ち時間８分）の中間報告会を行う。正味６時

間の活動時間しかないため、できる範囲のテーマ

を設定するよう注意し、１冊の本を読んでまとめ

るブックレポートも許可した。報告会は討議しや

すいようにグループを 10 名の班に分け、発表で

ない班はレポートを作成させた。発表資料はパワ

ーポイント・実物・写真など使用も含めて任意と

する。報告会でもらった他者からのコメントを元

に、最終的に 1200 字以上２枚以内のレポートに

まとめた。 

 レポート作成や発表を初めて体験した生徒が

多かったが、学んだことも多かったようである。

レポート批評会まで終えた時点で書いた「ふりか

えり」では、「レポートはただ調べて書けばいいも

のだと思っていたが、構成や内容の分かりやすさ

なども考える必要があって大変だった」「（調べる

上で）計画をきちんと立てることが一番大事だと

思った」などの記述が見られた。そして構想時に

重視した探究の楽しさに言及する生徒もいた。

「自分の身近なところでできるテーマだったの

で調査していてとても楽しかった」「やっていく

うちに提出の為の作業でしかなかったものが探

究心をくすぐって調査がだんだん楽しくなって

きた」。本格的に取り組むのは初めての生徒がほ

とんどであったレポートも発表も、確かに不十分

なところは多い。しかし自ら知る楽しさを感じら

れれば、それが次の調査をより良いものにしよう

とする動機づけになるだろう。 

 

（３）レポート批評会 

 ９月に入って、レポートの批評会を行った。ね

らいは、他者のレポートを読み、興味を広げたり

良いレポートを考える参考にしたりすること、ま

た評価表（資料⑤［ａ］）を用いて実際に評価して

みることで評価の観点を知ることにある。手順は

以下の通りである。①レポートを読み、コメント

を付け合う（５人×４班）、②チェック表を配り、

評価のポイントを説明する、③自己評価、④２～

３人で相互評価、⑤教員がチェックしたレポート

（評価表は任意）を返却する、⑥ふりかえり・共

有。 

 ①では体裁や論理性の評価より、面白いと思っ

た点、疑問点や質問、改善へのアドバイスを見つ

けさせることに重点を置く。自分の書いたレポー

トだけで善し悪しを判断することは難しいため、

まず他者のレポートを読ませ、大まかな基準を形

成させた上で評価に取り組ませた。しかし、その

評価も教員の評価には及ばない。現時点の水準で

満足せず、「卒業研究」や卒業後にも使うことがで

きるスキルを身に付けさせるため、自己評価・相

互評価の後に教員の評価を伝えることにした。 



 

 「ふりかえり」ではガイダンスで示した目標(ａ）

(ｂ)以外に、他者からのコメントで自分のレポー

トが良くなること、上手なレポートや発表を取り

入れたいことなど、他者に学ぶ大切さへの言及が

複数見られたことも興味深かった。さらに「（他の

レポートを読んで）その人がこんなことを好きな

のかとか、（あるテーマについて）知っていたけど、

こんなふうにできていたんだなあと思うことが

たくさんあった」「（同じテーマでも）それに関す

る感じ方は様々でそこがレポートを個性的で面

白いものにしていると思った」など、他者が調べ

た内容を純粋に楽しむ指摘も見られた。今後も自

他ともに楽しみながら調査の質を高めていくこ

とを期待したい。 

 

３．２学期 

（１）カナダリサーチ・ガイダンス 

 ２学期は、校外学習の訪問先であるカナダに

ついて基礎的な知識を得る活動を中心に行っ

た。目的は１学期に学んだ調査に関するスキル

の定着・深化とともに、カナダに関して興味を

持ち、世界や身の回りの物事を多面的にみる視

座を獲得することにある。訪問先について知る

ことは校外学習への意欲を喚起し、内容をより

充実させることにもつながっていく。 

カナダリサーチ・ガイダンスでは「カナダに

ついて調べ、日本と比較することで視野を広げ

る」ことを２学期全体の活動のゴールとして生

徒に提示し、カナダの基礎知識、カナダの独自

性、今後のカナダリサーチで扱うテーマ（後

述）の紹介を行った。続いて、９月から本年次

に加入したカナダ人留学生が高校生の視点でま

とめたカナダのスポーツ、ポップカルチャー、

日常で感じる多文化主義に関する発表を聞かせ

た。最後に、２学期「ＣＤ」の主な活動である

文献講読やカナダリサーチに向けて、生徒の参

考となるように教員が実際に文献講読のレジュ

メを作成し、発表のデモンストレーションを行

った。 

 

（２）文献講読 

   １学期の個人調査では、初めての調査だった

ことや時間の制約も関係するであろうが、Ｗｅ

ｂの情報や友人への聞き取りだけで安易に終わ

らせる生徒も少なくなかった。そこで文献を読

み、解釈し、人に伝えるという文献講読の活動

を設定した。１学期と同様、教員が生徒 20 名を

担当するが、その中で３～４名の６班を作っ

た。講読のテキストには『はじめて出会うカナ

ダ』（日本カナダ学会編, 有斐閣）を使用し、

「カナダの文化・芸術」「カナダの教育」「カ

ナダの農業と農作物」「カナダの環境問題」

「日系カナダ人」「日本とカナダ」「移民政

策・多文化主義」「カナダの先住民」「カナダ

の社会保障」のいずれか１章を各班が担当し

た。班のメンバー及び取り扱う章（テーマ）は

無作為に決定し、メンバーやテーマに左右され

ず主体性を持って活動し、興味・関心を高める

有意義な時間とするように心構えを説いた。 

生徒はグループで協力しながら担当の章を精

読後、レジュメにまとめて発表した。レジュメ

は、①章の要約、②このテーマと関わる日本の

ことについて調べた内容（任意）、③興味を持

ったこと・疑問に思ったこと・さらに調べてみ

たいと思ったことの３点からなる。①でＡ４用

紙１枚、②③でもう１枚を目安にまとめさせ

た。発表時間は１班あたり 10〜15 分、質疑・デ

ィスカッション 10 分程度とした。他の班の発表

や質疑によって、担当以外のテーマについても

学ぶことができた。 

 

（３）カナダリサーチ 

 続いて担当したテーマの中で、文献講読で得

た知識やレジュメに記した興味・疑問、発表で

他班から受けた質問などからトピックを決め、

調査結果と考察を PPT にまとめて発表させた。

発表会は同じトピックを扱うグループが集まっ

て発表し合う「分野別」、文献講読発表を行っ

たグループ内で行う「分野混合」の２回実施し

た。発表形式は共通とし、１班あたり８分（発



 

表時間５分、質疑３分）の発表とした。PPT を

用いたグループ発表は、１年次の授業の中で初

めての体験となる。そこで１回目の分野別発表

会は２回目のリハーサルと位置づけた。他に、

テーマについてある程度の共通理解があるた

め、より有意義な質疑が可能となるとのねらい

もあった。 

実際に、分野別発表会では同じテーマを扱い

ながらも着眼点や解釈に差異が生まれ、異なる

結論が導き出されたケースもあった。このよう

に他のグループの発表を聞くことも多様なもの

の見方や考え方に気づくことにつながるであろ

う。 

分野別発表会でもらった他班からのコメント

やアドバイスを参考に、必要に応じて追加調査

や資料の改良を行い、分野混合発表会に臨ん

だ。発表会では内容・資料・態度に関する評価

項目を示し、各班を評価させた（資料⑤

［ｂ］）。終了後は教員による評価表を配布

し、自分が付けた評価と比較させた上で、２学

期のふりかえりを行った。 

 ふりかえりからは、効果的な発表資料の作り

方や発表者のマナーに意識が向いたことがうか

がえる。また「全然社会保障なんてわからなか

ったけど、その分たくさんの疑問が生まれた

し、他の班の発表を通してカナダのことを深く

知ることができた」など、担当したテーマ以外

にも興味を持った様子が読み取れた。一方で、

生徒同士・教員からのフィードバックが不十分

ではなかったことは課題として残る。複数回の

発表機会を設けたことで自身の発表を顧みる機

会はあったと思われるが、分野混合発表会を除

いて具体的な改善点を教員が指摘したり、生徒

が話し合ったりする時間をとることができなか

った。 

 

（４）東南アジア学生との交流  

 ２学期のカナダリサーチの間に「産社」との共

通単元として、東南アジア学生との交流「AIMS  

Meet and Greet!」を行った。本校には年に２回、

AIMS （ ASEAN International Mobility for 

Students: ASEAN 各国の人材育成を図る留学プ

ログラム）で筑波大学に留学している東南アジア

学生が来校する。この機会を活かし、自分とは異

なる言語・文化を持つ人と何とかしてコミュニケ

ーションをとる、英語でインタビューをする、日

本・カナダに加えてもう１カ国について知ること

をねらいとした交流学習を実施した。具体的には

カナダリサーチの 20 人グループに３～４人の

AIMS 学生を迎え、次の２つの活動を行った。 

  ①多言語ワークショップ（最初に AIMS 学

生の母語で説明される出身国や文化につ

いて聞き、その後に同じ内容の英語の説

明を聞いて答え合わせをする） 

  ②英語でのインタビュー（カナダリサーチ

で扱っているテーマを中心に、AIMS 学

生の出身国の状況をインタビューし交流

する） 

ほとんどの生徒は日常的に外国人と触れ合う機

会が少ない。よって「産社」の授業時間に事前学

分野別発表会での質疑応答 

英語でのインタビュー 



 

習の時間を設け、留学生の母国の基礎情報につい

て調べ、英語での質問を準備してから本活動に臨

んだ。 

 交流を通して、生徒は留学生の国に対して関心

を持ち、互いに伝え合う喜びを感じることができ

た。さらに「日本とカナダやそれ以外の国では言

語も違えば歩んできた歴史も文化も違う。違う

国々の人が深く交流していけるようになるのは

多文化理解をすることが大切なのではないかと

思った」「（留学生に）『英語は話せるほうがいい』

と言われたことがとても印象に残っている。今の

社会には英語が必要不可欠で、英語という言語で

自分の世界観が変わると感じた」など外国語習得

の意欲や多文化共生に関する気づきも見られた。 

 

４．３学期－カナダ自主研修行程作成－ 

 ３学期は、校外学習の４日目に予定されている

トロント市内班別自主研修の行程を作る活動に

取り組んだ（資料⑥）。先述の通り、当初はトロン

ト市内に点在するエスニックタウンのいずれか

を訪問し、その文化について調査する予定だった

が、タウンの規模や治安などの事情により全ての

班にエスニックタウンを割り振ることが難しい

と判断した。そこで、カナダリサーチで興味が広

がったことを活かし、自主研修のテーマ、キャッ

チフレーズ及び行程を決める活動に変更した。ト

ロントは多様なルーツを持つ人々が互いを認め、

共に暮らす都市である。よって自主研修が様々な

場所・人・モノ・光景の中から異なる文化の共存

を見つけ、多文化共生について考える機会となる

ような計画を考えさせた。 

活動の手順は以下の通りである。①自主研修で

やりたいことを個人で付箋に書き、クラスごとに

まとめた資料を掲示する、②掲示資料もふまえて

自主研修班（基準４名）を作る、③班としてやっ

てみたいこと、行きたい場所を挙げ、実現するた

めに調べる、④行程表と発表資料を作成する、⑤

行程発表会、⑥報告会（４月）。行程表や発表資料

の作成にあたっては、約 40 班を教員８名で分担

し、指導した。 

並行してカナダに関して興味のあるテーマを

各自で決めさせ、調査を行ってＡ４用紙１枚のレ

ポートにまとめる活動も課した。冬休みに興味の

あることを３つ簡単に調べる宿題を出し、出発前

にテーマを１つに絞り、さらに調べたり、現地で

見たり聞いたりしたいことについて準備させた。

レポート作成は春休みの宿題としたが、作成前に

１学期のレポート批評会で用いた評価表を示し、

体裁・内容を向上させることを意識させた。 

 自主研修報告会、個人レポート発表会は、２年

次の４月に設定した。２学期に PPT 資料を用い

たグループ発表、１学期にレポート作成を行った

が、これらの調査に関するスキルは多くの機会を

体験してこそ身につくものである。確かに発表態

度は以前より上達しているが、「良い聞き手」の

育成は今後の課題として挙げられる。１学期には、

質問が出ることは発表が悪いせいだと考える生

徒もいた。２年次の始めでも発表内容を理解する

のに必死だったり他の人に任せたりして、その場

でコメントが言えない生徒は少なくない。他者の

発表に興味を持つ段階からレベルを上げて、発表

の場に主体的に関わる生徒を育てていきたい。 

 

５．まとめ 

ここでは、生徒の実態から１年次の活動を終え

た時点での成果と課題を簡単にまとめておく。ま

ず本年度に重視した「①調査の基本を体験しなが

ら学ぶことで学びのスキルを身につける」という

点である。１学期のレポート作成、２学期の３回

の発表を体験することで、調べたことをただまと

めたり発表したりするだけでなく、「ルールを守

って分かりやすく伝える」重要性に気づくことは

できたが、標準的なレベルまで達しているとは言

いがたい。しかしこれらのスキルは一朝一夕で身

につくのではなく、多くの機会を設定し、その都

度顧みさせることで少しずつ上達するものであ

る。したがって発表と同様、ふりかえる時間も重

視し、時間を確保する必要がある。 

 年間を通した課題としては、教員間の評価の揺

れが挙げられる。これは「産社」や「卒業研究」



 

など８名以上で担当する科目にも共通する。評価

表によって評価項目の共通理解は図ったが、３段

階ないし４段階の評価基準のすり合わせは行え

なかった。どのレベルに達すれば「とてもよい」

なのかというルーブリックを作成すれば統一し

た指導が可能となり、生徒に事前に示すことで達

成目標にもなる。 

次に「②校外学習の事前学習を通して視野を広

げ、多様な価値観の中で主体的に生きる態度を養

う」の前半部については、カナダリサーチを通し

て視野を広げ、異文化への興味を高めることがで

きた。自分の周りに存在する多様な価値観につい

てもＡＩＭＳとの交流や他者の発表から体感し

ている。同時に、「自分の中で外国人と言うだけで

壁を作っていましたが、意外と自分の知っている

英語や身振り手振りなどで伝わったので、外国人

と言うだけでなく同じ人なんだと思いました」等

の記述からは言語や文化を超えた普遍性に目を

向けていることもうかがえる。 

 今後の課題としては、これらの多様な価値観の

中で「主体的に生きる態度」を養っていくことが

ある。３学期の活動内容が変わり１年次の活動に

は入れられなかったが、「近くの牛丼屋で働いて

いる外国人が日本語をあまり話せていないので、

コミュニケーション能力を発揮してカバーした

い」など、多文化の中で生きることを自分の問題

として考察している生徒も少数ではあるが見ら

れる。この当事者意識を多くの生徒が持ち、行動

に移していくことができるよう働きかけていく

必要がある。 

以上、本年度の「ＣＤ」で重視した２点につい

て述べてきた。これら以外に生徒が言及したこと

として、学びにおける他者の存在がある。例えば

「自分で読み返すだけでなく他の人に読んでも

らうことで良いレポートができる」「自分のプレ

ゼンや他のプレゼンを聞いたり発表したりして

議論することに楽しさを覚えた」等である。確か

に協働できなかった班もあったが（資料⑦［ｄ］）、

他者に、あるいは他者とともに学ぼうとする姿勢

はこれからの世界を生きていくうえで必要不可

欠であろう。先に述べた課題とともに、２年次以

降の学習の中で育てていきたい。 

最後に、土曜日は部活動の試合が入り全ての生

徒・教員が揃う日ばかりではない点、コンピュー

タが160名分ないため割振に苦慮している点とい

うハード面の課題も付しておく。 

平成 23 年度から続いた「ＣＤ」はカリキュラ

ムの改訂により本年度で終了する。次年度１年次

生が横並びで取り組む科目・活動は「産業社会と

人間」と「ＬＨＲ」のみになるが、校外学習は１

年次の同時期に実施される。本校での学びや調査

に関するスキルの育成、及び校外学習の事前学習

について求める水準や内容を変えるのか、変えな

いならどこでどのように行っていくか。１年次団

だけでなく１年次必修科目や２年次以降の科目

を担当する教員が考えていかなくてはならない。  

 

 

Ⅳ．カナダ校外学習について 

１．校外学習の目的 

 本校では、平成８年度（２期生）から約 20 年に

渡ってアジア諸国やオーストラリアへの校外学

習を行ってきた。本校の海外校外学習の目的は下

記の通りである。 

 ア）自国の文化とは異なる文化圏で生活する

人々との交流を通じて、異文化について学

び、同時に自国の文化を見直し、多文化共

生への視点を養う。 

イ）自国とは異なる社会環境や自然環境の中で

見聞を広げ、国際的視野を養うとともに、

地球市民性の早期育成を図る。 

本校に入学する生徒の多くが海外への渡航経験

を持たない。そこで、１年次の３月という比較的

早い段階で校外学習を実施することで、特に目的

のイ）に掲げられている「地球市民性の早期育成」、

キャリア意識の形成や、２年次以降の科目群での

学びへの発展、SGH プログラムに積極的に携わ

る姿勢の涵養を目指している。 

 ３年目の本年度は、前年度までのバンクーバー

から東部のトロントへ訪問先を変更した。変更の



 

理由の１つには、カナダ国内でも特に多様な背景

を持つ人々が共生している地域であることが挙

げられる。人口の半分程度を国外で生まれた移民

が占めると言われるトロントは、本校 SGH のね

らいに含まれている多文化共生について街散策

やホームステイ等の実体験を通して学ぶのに適

した環境だと判断した。２つ目に、市の中心地に

近いところにナイアガラの滝やアルゴンキン州

立公園など、カナダを代表する豊かな自然が存在

しており、自然と人の共存のあり方について深く

学ぶことができると考えたからである。これらを

踏まえ、24 期生の校外学習では、「人と人、自然

が共に生きるために」というテーマを掲げ、生徒

たちに視野を広げ、これからの世界でどのように

生きていくかを考えさせることを目的として、現

地でのプログラム、「ＣＤ」、「ＬＨＲ」での事前指

導、事後指導を行ってきた。詳細については「Ｃ

Ｄ」の章を参照されたい。 

 

２．実施日程・プログラム 

本年度は平成 30 年 3 月 13 日（火）～20 日（火）

の６泊８日の行程で実施した。スケジュールの概

要は資料⑥に示している。燃油代金の高騰による

影響や、年度末の他の学校行事との兼ね合いから、

10 日から２週間の間で実施してきた前年度まで

に比べてやや短い日程になったが、これまでの活

動を参考にしながら下記のプログラムを設けた。 

 （１）ホームステイ 

 22 期生、23 期生に引き続き、全生徒にホーム

ステイを体験させた。２人組または３人組で、

トロントから車で１〜２時間程度の郊外にある

バリーやオリリアの家庭に滞在した。なおカナ

ダ到着日は体調を整えるため、帰国日前日は帰

国便の搭乗に余裕を持たせるためホテル泊とし

た。 

特に、終日ホストファミリーと過ごした週末

は、アイスホッケーの観戦や、メープルシロッ

プ収穫祭への参加、セントパトリックデーを祝

うパーティーなど、各家庭の多様なバックグラ

ウンドと生徒の興味関心に応じて思い思いに楽

しんだようである。ホストファミリーとの関係

は比較的良好で、出発直前に先方の都合がつか

なくなったケースを除いて滞在先の変更は生じ

なかった。 

 

（２）自然体験活動（３コース）の実施 

 １で記したように、日本とは異なるその国なら

ではの自然・環境を体験することによって見聞を

広げることは海外校外学習の目的の１つであり、

これまでも必ずプログラムに入っていた。今回ホ

ームステイで滞在したバリー・オリリアはトロン

トからさほど遠くないが、豊かな自然が広がって

おり、人々は自然と調和しながら生活している。

そこで自然体験活動の日を設け、 A カナダ自然

文化体験、B カーリング・スノーチュービング、

C スキーの３つのコースから希望を取って体験し

た。A は CAMP TAWINGO という自然教育施設

で、メープルシロップの採集、雪の中の散策、先

住民族の文化であるドリームキャッチャーづく

りなどを体験した。現地施設のインストラクターホームステイファミリーと 

メープルシロップ採集の様子 



 

は非英語話者の指導に長けており、易しい英語で

説明をしてくれたため、生徒も楽しみながら先住

民族の歴史も学ぶことができた。B はカーリング

とスノーチュービングというカナダ人にとって

人気のあるウィンターアクティビティーを半日

ずつ体験するプログラムであった。カーリングは

地元のチームが指導にあたり、生徒は英語での指

示も熱心に聞いていた。C では熟達度に分かれて

インストラクターからレッスンを受けた。A〜C

いずれのコースにおいても、多くのカナダ人がそ

うであるように、生徒たちも厳しくも雄大な冬の

カナダの自然を楽しみ、人々と自然との共存につ

いて考える機会になったようであった。 

 

（３）トロント市内班別自主研修 

 校外学習の４日目は、生徒たちが班で決めたテ

ーマやキャッチフレーズに沿って練った行程を

実踏するトロント市内班別自主研修であった。多

様なルーツを持つ人々が互いを認め共に暮らす

都市であるトロントの特徴を生かした研修テー

マ、キャッチフレーズ及び行程を決める事前学習

は、CD の３学期の活動として実施した。各班は

人々、文化、自然の多様性や共生の様子を見つけ

たり、多文化共生について考えたりできるテーマ

を設定し、訪問先を決定した。現地では、生徒の

自主的な活動に任せた。ショッピングセンターや

テーマに関する施設を見学に行ったり、現地の人

に飛び込みでインタビューをしたりするなど、積

極的に活動する様子が見られた。街散策の時間は

実質５時間程度と短かったため、更にホストファ

ミリーにそのテーマについて話を聞いてみる生

徒も見受けられた。 

事後学習は、カナダ・トロントだからこそ見ら

れたこと、日本との違い、そこから自分たちが学

んだこと、今後の日本社会や、自身の生き方、生

活にどう活かすかをまとめ、PPT を用いて発表す

る形式で４月に実施した。今後の日本社会や自身

の生き方について考えるという課題は、２年次科

目「T-GAP」において身の回りの社会を構成する

一員として自分に何ができるかを考え、アクショ

ンを起こすという活動へつなげることを意識し

たものである。 

 

（４）Queen’s University 訪問（SGクラス） 

  トロントから車で３時間の距離にあるキング

ストンにある Queen’s University は、カナダ建国

前の 1841 年に創設されたカナダの名門大学の１

つである。高円宮憲仁親王が留学されていた大学

としても知られている。24 期生担任団に同大学に

留学経験を持つ教員がいた縁で、SG クラス 39 名

が２日目に訪問した。なお同日に IG クラスはロ

イヤルオンタリオ博物館の見学とトロント市内

自主研修を行っている。 

内容は、日系カナダ人三世のオードリー小林教

授による「カナダ日系人の歴史と多文化共生」に

関する特別講義、学生によるキャンパスツアー、

学食体験、日本語コース履修学生との Language 

Exchange（交流会）である。限られた滞在時間で

はあったが、海外の大学生活を体験することがで

きたほか、事前学習で学んだ日系人の歴史と現在

のカナダの多文化共生のあり方について考えを

深めた様子がうかがえた。 

 

３．実施上の課題 

 今後一層充実した校外学習を計画・実施してい

くために検討すべき課題について順に述べる。 

Queen’s Universityでのキャンパスツアー 

 



 

（１）ホームステイ 

  事前指導が十分ではなかったことが課題とし

てある。心構えと生活の中で必要となる英語表現

については、必修の英語の授業や事前学習の中で

学ぶ機会を設けたとは思っていたものの、コミュ

ニケーションが上手くいかずに苦労していた生

徒も見受けられ、十分ではなかったと言える。基

本的に今回のホストファミリーはホームステイ

の受け入れ経験が豊富で、本校の生徒の稚拙な英

語もわかろうと努力してくれていた。しかし、直

接的に意見や希望を伝えることを求められる英

語でのコミュニケーションに慣れず、ファミリー

が自分の困っていることやわからないことを「察

して」くれないことに対して不満や不安を感じた

生徒もいたようであった。その内向的な態度は教

員の想定を上回っており、相手に自分の意思を伝

える力にも未熟な部分があった。心構えや英語の

会話表現について学ぶ事前学習に多くの時間を

割くべきであったと考える。また、それらのスキ

ルについても引き続き指導していく必要がある。 

  さらに、ホストファミリーとの会話を有意義な

ものにするツールとして活用することを期待し

て所持を禁止しなかった携帯電話・スマートフォ

ンを用いて愚痴をこぼす生徒も散見された。今や

日常生活の中に当たり前にあるデジタルデバイ

スを有効に使いながら、言語や文化の壁を越えて

コミュニケーションを取る力を身につけてほし

いと考えていたが、教員の意図が十分に伝わって

いなかったようである。デジタルデバイスを安易

に禁止するのではなく、コミュニケーションを促

進するツールとして適切に使用できるよう、事前

学習のあり方を考える必要がある。 

 

（２）自然体験活動（３コース） 

 自然体験活動について課題を挙げるとすると、

現地インストラクターの対応の差である。

CAMP TAWINGO は現地の小中高生が自然活動

を行うための教育施設ということもあり、イン

ストラクターが生徒を指導することに熟練して

いた。校外学習として実施しているという意図

も十分に伝わっており、ただ活動するだけでな

くチャレンジを課すなど、生徒への声がけや、サ

ポートも適切であった。一方で、スキーやカーリ

ングのインストラクターは教育関係者ではなく、

非英語母語話者に対する指示の出し方に慣れて

いなかったせいか、生徒の混乱を招いたことも

あった。基本的に現地での指示に基づく対応と

なったため、グループ分けなどに時間がかかり、

体験時間の長さに差が生まれたこともあった。

校外学習の一環であることから、ただ楽しむだ

けにならない活動にすること、非英語母語話者

ということを配慮した接し方を先方に依頼でき

れば良かった。 

 

（３）トロント市内班別自主研修  

 自主研修は、トロント郊外のホームステイ先か

ら都心への移動の時間がかかるため、10 時から

15 時という正味５時間の短い活動として設定せ

ざるを得なかった。その中で、昼食に時間が割か

れてしまい、計画していた活動が十分にできず、

予定を変更した班がいくつか見られた。例えば、

多くの生徒が行程に組み込んでいたイートンセ

ンターのフードコートは想定を上回る混雑具合

であったために座席の確保が難しく、昼食を取る

のにも時間がかかってしまった。計画段階で昼食

の時間をずらすよう助言したり、行程そのものに

ゆとりをもって作らせたりする必要があったと

言える。 

 また当日の動きや実際の行程について、事前学

習で学んだこととリンクさせることが十分では

なかったことも課題の１つである。カナダ・トロ

ントの多文化共生については事前学習の段階で

多くの時間を割いたこともあり、多くの班がテー

マや着眼点に選び、意識して街の人々の様子を観

察できた。よって報告会では、多文化共生のあり

方について語る班も多かった。その一方で、「ＣＤ」

で２学期に行ったカナダリサーチで得た知識や

関心が自主研修の活動内容につながった班は少

なかった。さらに特定のテーマについてカナダと

日本を比較した班も多かったが、そもそも日本に



 

関して十分に知識はあるのか、その認識は正しい

のか、ということについて事前に指導する余裕が

なく、自身の日本での限られた情報のみで事実に

基づかない結論に至った班もいくつか見受けら

れた。  

（４）Queen’s University 訪問（SGクラス） 

Queen’s University 訪問では、過密スケジュー

ル、事前学習の不足が課題である。同じオンタリ

オ州とはいえ、トロント市内からもホームステイ

先のバリー・オリリアからも離れていることから、

早朝の出発にしても滞在時間を短くせざるを得

なかった。その中でも先方のご好意で多くのコン

テンツを設けることができたため、忙しいスケジ

ュールになってしまった。特に前日の長時間のフ

ライトで疲れたせいか、慣れない英語での講義や

キャンパスツアーの説明を諦め、注意力散漫にな

る生徒も見受けられた。旅程の関係でこの日程に

せざるを得なかったが、もう少しゆとりをもった

スケジュールを組めたら良かったと考える。 

 また、このような特別プログラムを組むにあた

っては、生徒の実態に合わせた事前学習を充実さ

せるべきであった。特に講義のテーマだった「日

系カナダ人の歴史」は「ＣＤ」でのリサーチトピ

ックの１つであったことに加えて、SG クラスを

対象とした英語の授業で何度か取り扱っていた。

しかし一部の生徒が質問をするに留まり、あまり

定着していなかったようである。ただ知識を与え、

現地で理解を深めるための質問作成を宿題とし

て任せるのではなく、事前学習として時間を十分

に確保して取り組ませることで、一層充実した大

学訪問にできたのではないか。 

 

４．まとめ 

 以上、本年度のカナダ校外学習についてプログ

ラムごとに述べてきた。「産社」「ＣＤ」の学びを

踏まえ、校外学習に臨んだ生徒たちは、現地での

体験を通して多くのことに気づいた。校外学習後

に、異文化や異なる価値観について感じたこと、

多文化共生で印象に残っている場面とその理由、

今後頑張りたいことという３項目でふりかえり

を書かせた。その一部を以下に引用する。 

 

【異文化や異なる価値観】 

・自分の目で見て、聞いて、体験したことから多くのカナ

ダの魅力を見つけたと同時に、カナダで１週間過ごした

からこそ気づくことができた日本の良さもあった。様々

な人々が共生するカナダと、独自の文化を伝承し続ける

ことができた日本の交流が一層深まればいいと思う。 

・校外学習を通して感じたことは、常識は世界共通ではな

いということだ。 

・（カナダでは）不親切ではないがおせっかいをしないの

だ。どちらの国のほうが良いとか相手を考えているとか

ではないが、そういうところの文化や価値観の差を実際

に感じることができた。 

【多文化共生】 

・LGBT のカップルを街中で見かけた。彼らはとてもオー

プンで幸せそうだった。人と違うことを怖れて自分を隠

す人も少ない。カナダ人は個人の自由を尊重し受け入れ

ることで多文化共生を可能にしているのかもしれない。 

・カナダに来てみて、違いを認めることがそんなに難しい

ことではない気がした。ただ、色々な文化を学ぼうとす

る積極性をカナダ人はすごく持っていると思う。 

・１人の人として、カナダに Welcome され、でも日本とい

う自分の国に誇りを持って生活できた。それはとても居

心地が良かったし、大切にしてくれて嬉しかった。 

・「◯◯人」だと思う理由とか定義とかあるけど、そんな

ことはどうでもよくて、自分の気持ちと、相手を尊重す

る気持ちが良い国を作っていくのかなと思った。 

・違いを認め、「差」をなくすというのがあると感じた。

「差」をなくすというのは、「違い」の差ではなく、そ

の「違い」を取り巻く環境や考え方の「差」である。そ

れをなくすことは「多文化共生」していく上で最も必要

ではないかと感じた。それに対して日本というのにも考

えさせられた。 

【今後頑張りたいこと】 

・相手を知るよりまずは自分を知ってから周りを見れる（マ

マ）ように出来たらいいな、と思った。たくさんの人と多

く関わって、今まで知らなかった自分を見つけたいと今

回のカナダで強く思った。 

・カナダ人は自国を大切にしつつ、他国のことも大切に出



 

来る優しい人だと思う。またフレンドリーで相手の良さ

をたくさん見つけることができ、誰に対しても平等に接

することが出来る人だと考える。私は内気なところがあ

るから、カナダ人のように積極的にコミュニケーション

をとれる人になりたい。 

・どんな人や物でも勝手に固定観念にとらわれず、色んな

面で見て、一つでも良い所を見つけることが大事（中略）

日本では自分たちより少しでも違う人は受け入れてく

れない傾向があり、自分もそうなってしまうところがあ

った。しかしこれからは一歩踏み出して勝手な思い込み

で相手との関係を断ち切ってしまわないようにしたい。 

・今後は、出かけた先で困っている外国人観光客に自分か

ら声をかけるなど、今回カナダ人にたくさん助けてもら

ったように外国人を助けて自分の英語力を高められる

ようにしていきたい。 

・異文化や外国人、他人をもっと理解して、どうしたらみ

んなにとって良くなるかを考えていけるようにしたい。

自分のことも理解してもらえるようもっと自己主張を

していきたいと思った。 

・自分ひとりでは大きなことを動かすのは難しいけど、視

野を広く常に持つことは自分ひとりでもできる。グロー

バルライフ（科目名：筆者注）や産社でもさんざん学ん

だが、肌でより感じられた多様性やグローバル社会を、

生活する上で意識して“自分たちだけの日本・世界”に

せず生きていきたい。 

 

 校外学習を通して、生徒たちは日本とは異なる

文化や慣習、価値観に触れ、それまで持っていた

常識を疑い、視野を広げた様子がうかがえる。カ

ナダと日本の一方が優れているということでは

なく、自分とは異なる他者にもまた自分と異なる

「正しさ」があると認識したようである。 

 多文化共生社会のあり方については重点的に

指導していたこともあり、ホームステイや市内散

策の中からその実例を多く発見し、考えを深めた

ようである。移民や難民を多く受け入れ、その違

いをネガティブに捉えるのではなく、積極的に相

手を知ろうとすることでより良い共生状態を目

指し続けるカナダの姿勢を学び、日本のあり方を

再考するふりかえりも数多く見られた。多様な

人々と共に生きる社会において基本となる姿勢

であり、校外学習の目的である「多文化共生のた

めの視点を養う」ことは達成できたと言えよう。 

もう１つの目的の「地球市民性の早期育成」に

ついては、積極的にコミュニケーションを取るこ

とや広い視野を持つこと、固定概念にとられない

ことで他者とつながり働きかけていきたい等の

前向きな記述が見られた。これは、「ＣＤ」の章で

今後の課題として挙げた「多様な価値観の中で

『主体的に生きる態度』」につながっていく。カナ

ダでの経験から、今度は自分が日本に住む外国人

を理解し、サポートしたいと述べた生徒も多くい

た。多様性の中で生きることを「自分ごと」とし

て認識している生徒は校外学習を経て確実に増

えており、その延長線上にコミュニケーションの

ための英語力を向上させたいという新たな目標

を設定している者もいる。自分の生きる社会を多

様な人と歩む場にしていきたいといった記述が

少数でも見られたことは成果と言えよう。 

 

 

Ⅴ. 終わりに～本年度の成果と課題～ 

本年度の「産社」「ＣＤ」では、これから学び・

生きていく上での原動力となる意志や興味・関心、

知的好奇心を引き出し、育てることに重きを置い

てカリキュラムを計画した。また単元の構成にお

いては学期ごとに主題を設定したが、これは生徒

だけでなく指導にあたる教員にとっても目的が

明確になるという意味があった（資料⑦［ａ］）。

指導や活動がしやすい一因には、各単元の関連性

や継続性、系統性を考慮して年間の中に配置した

ことも考えられる。「産社」は交流や体験、「ＣＤ」

は調査と活動形態は異なるが、副担任も指摘して

いるように両者が相乗効果を生み（資料⑦［ｃ］）、

年次目標により近づきやすくしているのではな

いか。 

もちろん成果だけでなく、それぞれの章に記し

た通り計画段階や実施上の問題点もあった。24 期

生担任団では卒業までに身につけさせたい 10 項

目を決め、生徒がどの程度それらに近づいている



 

かを測るため、入学前と１年次３月にアンケート

を実施した（資料⑧）。それによると、自己の生き

方や自主性、困難に立ち向かう態度等に関する項

目②～④や、自分の意見を他者に伝える力（項目

⑦）は全般的に上昇しているが、課題発見・問題

解決（同⑤）、知的好奇心・未知への挑戦（同⑥）、

リーダーシップ（同⑩）に関する項目は変化があ

まり見られなかった。さらに、他者理解やより良

いチーム作りなど、他者との協働に関わる項目⑧

⑨では数値が減少している。 

 社会に出た時に一人きりで行う作業はほぼな

く、その作業を行う構成員は自分で選べるわけで

はない。言わば、その場のメンバーで最良の結果

を出すしかない。本校の学習でグループ活動を多

く設定しているのは、社会で生きていくために必

要な力を身につけさせるためである。高等学校で

は求められる内容が高度になる反面、教員の介入

は中学校より少なくなり、活動がうまくいかなく

ても自分たちで何とかするしかない。そう考える

と、このアンケート結果は現状の活動で満足して

いないという生徒たちの向上心の表れととるこ

ともできる。教員としても意義あるグループ活動

が行えたという実感を生む方法を工夫していく

必要があるだろう。 

今回は校外学習前にアンケートを実施したた

め、校外学習を経た生徒たちの変容に関する詳

細は次年度の「T-GAP」とあわせて報告した

い。 

「産社」で自らの生き方を考え、「ＣＤ」で

多角的なものの見方の重要性を知った生徒たち

は、カナダで体験と知識のギャップに気づくと

ともに多様性を体感し、唯一絶対の価値観がな

いことを知った。今後は、まず自分は何をすべ

きなのか、何ができるかを考えさせたい。その

ためには、新聞やニュースなどのメディアを活

用し、身の回りのことや地域社会、地球レベル

の事象を知る必要があるが、１年次の段階では

非常に関心が薄いのが現状である。各々の興味

は、まだ身の回りの小さな対象か限られた側面

からの見方に過ぎない。若い時期、特に高校３

年間のうちの２年次では大きな視点と健康的な

野心をもって、背伸びをしてでも広い世界に興

味を持ってほしい。その興味が、様々な人・も

の・機会・価値観に出会えるチャンスを生むか

らである。このことを２年次から始まる選択科

目や「T-GAP」の中で体験させ、「全局面的人

間」としての資質向上につなげられるよう働き

かけていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【資料①】「産業社会と人間」年間指導計画

５時限 ６時限

0 4 8-11 自然体験を通して友情を深める コミキャン

1 4 １４ 「産業社会と人間」を知る」 オリエンテーション 科目群オリエンテーション ガイダンスブックを見てみよう

2 4 22（土） 生物育成を通して命と生活を考える 協同体験

3 4 28 将来の夢を見つける、未来の自分と向き合う 探求①社会について

4 5 12 将来の夢を見つける、未来の自分と向き合う 探求①社会について

6 5 26 将来の夢を見つける、未来の自分と向き合う 探求①社会について

7 6 3（土） 将来の夢を見つける、未来の自分と向き合う 探求①社会について

8 6 9 科目選択を考える 科目選択

9 6 16 将来の夢を見つける、未来の自分と向き合う 探求①社会について

10 6 23 科目選択を考える 科目選択 科目選択予備調査入力 1学期振り返り

11 7 11(火) 生物育成を通して命と生活を考える 協同体験・探求①

12 7 15（土） 生物育成を通じて命と生活を考える 協同体験

実社会の中で「仕事」を体感する 探求①社会について

実社会の中で「仕事」を体感する 探求①社会について

1 9 1 将来の夢を見つける、未来の自分と向き合う 科目選択

2 9 8 将来の夢を見つける、未来の自分と向き合う 進路学習

3 9 15 将来の夢を見つける、未来の自分と向き合う 自己・人間理解

4 9 22 学問に向き合い、自らの生きる道を考える 探求②自己について

5 9 29 学問に向き合い、自らの生きる道を考える 探求②自己について

6 10 6 学問に向き合い、自らの生きる道を考える 探求②自己について

7 10 13 学問に向き合い、自らの生きる道を考える 探求②自己について

8 10 20 科目選択を考える 探求②自己について

9 10 27 学問に向き合い、自らの生きる道を考える 探求②自己について

10 11 10 科目選択を考える 国際理解

11 11 21火 学問に向き合い、自らの生きる道を考える 探求②自己について

12 11 24 他者との関わりから、生き方を考える まとめ・探求③

1 12 1 科目選択／他者との関わりから、生き方を考える 科目選択・探求③ 授業時間割入力 縁起の海で生きるために②

2 12 6水 他者との関わりから、生き方を考える 探求③つながりについて

3 12 15 他者との関わりから、生き方を考える 探求③つながりについて

他者との関わりから、生き方を考える 探求③つながりについて

4 1 12 他者との関わりから、生き方を考える 探求③つながりについて

5 1 19 他者との関わりから、生き方を考える 探求③つながりについて

6 1 26 他者との関わりから、生き方を考える 探求③つながりについて

7 2 2 他者との関わりから、生き方を考える 探求③つながりについて

8 2 9 １年間の学習内容を振り返る まとめと発表

9 2 16 １年間の学習内容を振り返る まとめと発表

10 2 23 1年間の学習内容を発表する まとめと発表

11 3 2 1年間の学習内容を振り返る 全体まとめ

二
学
期

三
学
期

H29　産業社会と人間　年間指導計画

自在への階梯⑨でディスカッション発表会

研究大会準備＆リハーサル

夏期休業中

夏期休業中

縁起の海で生きるために④「私の人生論」作成

「私の人生論」HR発表③・振り返り

「私の人生論」年次発表会

無限への回廊②進路講話・受験科目の調べ方

「私の人生論」ＨＲ発表①

自在への階梯⑥活動

自在への階梯⑦振り返り作業

「私の人生論」宿題冬期休業

特別支援校との交流会

収穫祭準備＆自在への階梯 職場・施設訪問直前指導

月 日

コミュニケーションキャンプ

Ｎｏ 主題 単元
各時限の内容

自在への階梯⑤職場・施設訪問計画～アポ取り

自在への階"③職場・施設訪問班作り～計画

自在への階梯①イントロ～私のカルテ作成

産社菜園作り（種蒔き）

一
学
期

科目群主任講話／科目選択の諸注意

自在への階梯④プロフェッショナルの話を聞く

自在への階梯②～グループディスカッション

無限への回廊⑤ 福祉講話（熊倉先生・ゲストT）

菜園収穫祭（保護者と一緒に）

AIMS来校準備（産社・キャリア合同企画）

自在への階梯⑩ポスターセッション発表会

自在への階梯⑧振り返り準備・スタディサポート

産社総括・振り返り

研究大会

無限への回廊①イントロダクション・筑波大見学紹介

「私の人生論」ＨＲ発表②

研究大会発表会前日準備

無限への回廊③未開の才能

無限への回廊④ 筑波大見学

縁起の海で生きるために③「自分をめぐる縁起」作成

2学期振り返り・縁起の海で生きるために①イントロ

科目群ガイダンス



 

 

【資料②】「産業社会と人間」・「生き方カルテ」を作ろう 

カルテ（表） 

 

カルテ（裏） 

 

Life Design – My Personal Record (KARTE)                 “Industrial Society & Human” (2017) Tsukusaka 24th 

Name :                  

        Class / Attendance No. :                 

Camp Name :                         

Date of Birth :  20     /      /         

Junior High School :                       

Hobbies and Likes :                                   

Clubs and Committee :                                       

Favorite Area of Subjects :                                   

★ Your dream / interests  

憧れる人・興味のある分野・職種  
★ What I treasure in my life…生きていく上で大切にしたいこと  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                              

                                             

                                                               
★ What I want to know… 

見たい・聞きたい・知りたいこと 

 ★ What made you think so... 理由やきっかけ、または過去の体験 

                                                               

                                             

                                                     

 

 

 

Photograph 

★ Job, Career, Calling: Key to Happiness and Meaning at Work  

将来つきたいと考えている職業・業種など  

Ⅰ 

 

Ⅱ 

 

Ⅲ 

★  The Place to Gain New Perspective 

実際に訪問したい施設や企業、団体や人々など ／ その理由・あるいは訪問先でどのようなことを見たい、聞きたいか 

① 
理由・内容：                                                               

                                                               

② 
理由・内容：                                                               

                                                               

③ 
理由・内容：                                                               

                                                               

 



 

【資料③】「産業社会と人間」・縁起の海で生きるために 

［ａ］過去と現在、未来を整理するためのワークシート 

 

 

［ｂ］［ａ］から内容を選択するためのワークシート 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

陰の縁起「因」ない方がよかったものと巡り合った理由 

 

 

 

 

 

 

 

陽の縁起「因」上記の「あってよかった」と思えるものに出会えた理由 

 

 

 

 

 

 

 

「現在」の縁起 筑坂に入ってから今までに出会った陰陽の縁起 

 

 

 

 

 

 

 

 

「未来」に期待する縁起 今後繋がりたいと思う縁起 

 

 

 

 

 

 

 

 

[私の縁起]マンダラ  “MANDALA” -Universe Is in Us- 

陽の縁起「果」 
これまでの自分の人生において、 

あって良かったと思えること 

陰の縁起「果」 
これまでの自分の人生において、 

なかった方がよかったと思えること 
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【資料④】「キャリアデザイン」年間指導計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1時限 2時限

1 4 21 科目を知る 科目ガイダンス

2 5 １３ リサーチガイダンス①

3 5 27 リサーチガイダンス②

4 6 21 個人調査①

5 6 10 個人調査②

6 6 17 個人調査③

7 6 24 個人調査④

8 7 1 発表／レポート作成

9 7 14 発表／レポート作成

10 9 2 スタディ・サポートテスト

11 9 16 レポートを読み合う

12 9 30 カナダリサーチガイダンス

13 10 7 文献講読①

14 10 14 文献講読②

15 10 21 文献講読③

16 10 28
文献講読④（１限）／

カナダリサーチ①（２限）

17 11 4 カナダリサーチ②

18 11 11 AIMS Meet and Greet!

19 11 18 カナダリサーチ③

21 12 9 ※12/8（金・産社）発表会準備 カナダリサーチ③

22 12 16
カナダリサーチ④（１限）／

自主研修行程作成①（２限）

23 1 13 進研模試

24 1 27 自主研修行程作成②

25 2 3 自主研修行程作成③

26 2 10 卒業生と語る会

27 2 17 自主研修行程作成④

Ｎｏ 月 日 主題 単元
各時限の内容

テーマを決め、計画を立てる

複数の資料で調べる

複数の資料で調べる

発表時の助言を参考にレポートを完成させる

複数の資料で調べる

筑坂で学ぶ基礎をつくる・
社会に目を向ける

班とテーマを決定する

筑波大東南アジア留学生との交流

資料作り・発表準備

文献講読発表①

文献講読発表②／カナダリサーチガイダンス

調査・資料作り

一
学
期

二
学
期

科目の目標と内容、R-CAP受験

調べた内容を発表し、討議する

農業・生活系、工学・人文系の研究の特徴

テーマの決め方、レポート・発表のマナー

分野別発表会

相互評価を元にレポートを推敲し、提出する

カナダに関する講義、文献講読の方法を知る

様々な人・世界との交流を通して、
自分を見つめ直す

※11/10（金・産社）AIMS交流準備

７／２０レポート提出

分野混合発表会

8グループに分かれ、計画書を作成する。

計画書提出、発表会準備

発表ふりかえり／活動に関するガイダンス

28
｜
30

自主研修行程発表会（研究大会）

その他、LHRの時間にも校外学習関連の活動を

行っている。

多様な個からなる集団の中で、どう生き・
行動すべきかを考える

３月～
校外学習

校外学習事前準備、直前指導



 

 

【資料⑤】「キャリアデザイン」１・２学期の評価項目 

 

［ａ］１学期のレポート評価項目 

 

［ｂ］２学期の発表評価項目 
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【資料⑥】「カナダ校外学習」日程表 

 

 

月日 都市名 時　間 交通機関 行　　　　　　　　　　　　　程 食事・宿泊

1 3月13日 羽田空港 15:30 AC006 羽田空港（国際線ターミナル）　に集合 機内食（2回）

（火） 羽田空港 18:40 専用車 エアカナダ直行便にて、トロント空港へ 夕：各自

トロント空港 17:40

トロント郊外 19:00
到着・入国手続後、空港内＆空港近くのフードコート
にて夕食（各自）

【生徒：空港ﾎﾃﾙ】

【ヒルトントロント　エアポート宿泊】 【教員：空港ﾎﾃﾙ】

2 3月14日 キングストン 終日 専用車 　≪キャンパスツアー＆　トロント市内班別研修≫ 朝：ホテル

（水） OR 17:00
①号車（Ｄ組）
キングストン ：クイーンズ大学訪問（終日）

昼：各自

トロント市内
②～④号車（ＡＢＣ組）
ＡＭ　トロント大学キャンパスツアー＆オンタリオ州
博物館（入場）

夕：各家庭

トロント郊外 ＰＭ　ｲｰﾄﾝｾﾝﾀｰ周辺にて自由行動（各自昼食）

（バリー周辺） 　 【生徒：ﾎｰﾑｽﾃｲ】

ホームステイエリア（バリー・オリリア）に到着、
ホストファミリーとご対面・各家庭へ

【教員： ﾊﾞﾘｰﾎﾃﾙ】

3 3月15日 トロント郊外 終日 専用車 　≪選択アクティビティ＆語学研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ≫ 朝：各家庭

（木） （バリー周辺） （希望制コース別選択プログラム） 昼：サックランチ

①スキー体験 夕：各家庭

②カーリング体験＆スノーチュービング体験 【生徒：ﾎｰﾑｽﾃｲ】

③CAMP TAWINGO～カナダの自然・文化体験～ 【教員： ﾊﾞﾘｰﾎﾃﾙ】

4 3月16日 トロント市内 10:00 専用車 　 朝：各家庭

（金） ～ 各自 　≪トロント市内　班別自主研修≫ 昼：各自

15:00 専用車 　 夕：各家庭

【生徒：ﾎｰﾑｽﾃｲ】

【教員：ﾎﾃﾙ ﾄﾛﾝﾄ】

5 3月17日 トロント郊外 終日 朝・昼・夕：各家庭

（土）  （バリー周辺） ホストファミリーとの思い思いの休日 【生徒：ﾎｰﾑｽﾃｲ】

【教員：ﾎﾃﾙ ﾄﾛﾝﾄ】

6 3月18日 ナイアガラ 終日 専用車 ≪ナイアガラの滝 観光≫ 朝：各家庭

（日） トロント市内 17:00
ホストファミリーとお別れ、集合場所よりバスにて出
発、ナイアガラへ

昼：各自

テーブルロック＆ジャーニービハインドザフォールズ
（滝の裏側入場）

夕：ホテル

クリフトンヒル周辺にて自由行動（昼食・買物）

（※希望者のみレインボーブリッジ国境越え体験） 【生徒：ﾎﾃﾙ】

　
【夕食】ホテル宴会場にてバイキング(予定)

【教員：ﾎﾃﾙ】

7 3月19日 トロント市内 午前 専用車 ホテル出発、専用車にて空港へ 朝：ホテル

（月） トロント空港 14:35 AC005
トロント空港より、エアカナダ直行便により空路帰国
の途へ

機内食　２回

8 3月20日 羽田空港 16:55 羽田空港到着・入国手続後、解散

（火）

日程概要



 

【資料⑦】副担任から見た 24期生の実践  

 １年次の担任団として本年度の実践にあたってきた副担任が、「産業社会と人間」「キャリアデザイン」に取

り組んだ生徒の様子や計画・運営上の成果や課題を記した。 

 

［ａ］今年度の「産業社会と人間（以下「産社」）では、これまで一年間の大きな１つのストーリーとして進められていたもの

を三部に分けたことが興味深い取り組みだった。この取り組みは生徒だけでなく何度も授業を作ってきた教師側にも影響があっ

た。一年間を三部に分けたことで、以前は長い登坂のように感じられたプログラムの流れが階段状に変わり、段階の変わり目が

明確になった。それにより授業の目的と、その目的に対する切り替えが個人的には行いやすかった。 

印象に残った「産社」・「キャリアデザイン（以下、「ＣＤ」）」のプログラムとして以下の３つを挙げたい。まず、「産社」の保

護者による講演である。保護者が授業を参観することはあっても、講師として生徒に講演をするのはこれまでになく新鮮だった。

学校という場で教師と保護者がタッグを組み、形となった点が面白かった。次に、同じく「産社」での職場・施設訪問である。

体験先を自分たちで探すことそのものが学習になっていた上、自分たちで決めたことへの責任も生まれた。一方で職場ごとにプ

ログラムの趣旨の受け止め方に違いがあり、充実した体験ができた生徒もいれば、そうでなかった生徒もいたようである。最後

に「ＣＤ」から「AIMS 学生との交流」を挙げる。不安と言葉の壁を越え、他者との交流ができた。まさに体験から学ぶプログ

ラムであり、多くの生徒がコミュニケーションを取ることの楽しさを感じていた。（数学科 小澤真尚） 

 

［ｂ］24 期生「産社」の目標は、①「分別度」を高め自在にあやつる、②１年間を通して自分の未来や幸せを考えると設定され

ている。つまり、1年間で多くの活動を経て、多くの経験をし、今後の人生について考えることを目標としている。しかし物事

多く経験を積ませれば良いわけではなく、生徒一人ひとりがその体験から得た知識や知見を今後の活動や生活に活かせるよう

に、ひとつの物事に対して考えさせる時間をもたせること、活動を通して丁寧にフィードバックをする必要性を感じた。 

「産社」の内容は、社会理解、自己・人間理解、進路学習の３つに大きく分けることができる。そのうち進路学習の中の「私

の人生論」を考える単元において、大きな変化がみられた女子生徒を紹介する。女子生徒は入学当初から学校を休みがちで、人

間関係や勉学の悩みを抱えていた。本科目の特性上、グループ活動が多いため、同じ班のメンバーとの関係を構築できない姿も

見受けられた。また、自身の人生観について漠然と考える節もあり、今後の生活に希望を見出せずにいた。本単元はこれまでの

授業形態と異なり、自分がいかに自分を見つめ直せるかに重きを置いており、生徒ひとりで行う学習形態である。これが、今ま

で友人に語ることができなかった気持ちのうちを晒すきっかけとなり、更には自分の思考を深化させた。グループ活動の際にも

単元ごとに自分で考える時間を設けている。その個人の時間が不十分だったのか、個人活動の後にグループ活動が控えているこ

とを知った上で周囲の友人に流されてしまったのか、実際は明らかではない。しかし自分自身と対話する時間を設けたことがこ

の女子生徒の変化につながったと考えられる。 

「ＣＤ」では、１学期に行った個人調査に焦点を当てる。１学期当初の生徒は、与えられた課題をただこなす・受け身の姿勢

であった。リサーチガイダンスを経て、研究の身近さ、身の回りの疑問点から研究に発展することの面白さを知り、探究心が上

がったように思える。しかし研究に対してモチベーションが上がったものの、行事の都合で日にちがあき、研究意欲が高い状態

で個人調査に取り組めなかったことは反省点の１つである。個人調査では、中学校では学んでこなかった研究の基礎や客観性の

重要さ、レポートの書き方までもが指導の範囲となる。副教材『学びの技』に準じて指導するため、生徒の最終レポートの出来

栄えは、教員差の生じないものとなった。１名の教員に対して 20 名の生徒が割り振られたが、６日間の授業時間内で十分に指

導可能な配当であった。最終レポートの提出を終えた生徒の振り返りのコメントからは教員の指摘以外にも自身の気づきが多々

見られたが、これらは研究・レポートのみならず普段の生活にも生かせるものであった。（家庭科 山本直佳） 

［ｃ］24 期生のカリキュラムでは、「産社」において「相手を知る・受け入れる・それぞれを生かす」こと、「ＣＤ」において

「知識・リサーチスキル・分析（批判的思考）・判断」を育成し、課題設定から試行錯誤を繰り返すことで、実践・解決を自ら行

動する力を養うことが目指されている。 

「産社」については、１学期の「自在への階梯」での生徒の変容に着目する。夏休みに、ある現場を訪問し、体験する活動が

あった。ここに至るまでに、生徒一人ひとり将来を見据えて自身のカルテを書き、興味関心に基づきグループを作り、訪問先を

決定した。活動後のふりかえりでは、「もっと自分自身で考えて、自分が本当に好きなことを見つけて進路を決めたいと思った」、

「選択の幅が広がった」、「（訪問した分野に今までは）興味はなかったけど、今回、自分の新たな可能性を感じることができま



 

した」などの記述が見られた。実際に五感で体感したことから、自分の将来の選択を幅広く考えることができるようになってい

る生徒も多かった。訪問後に行われたポスターセッションでは、訪問先についてメンバーと協力してポスターを作成、発表し、

感じたことを伝えること・聴くことを通して、「現場」の共通点や特殊性を見出すことができたと考える。この単元では、「現場」

についての興味関心の深化のみならず、メンバーとの協働を通して、自己の在り方生き方についての認識を深めることができた

のではないか。 

「ＣＤ」については、２学期のカナダリサーチを取り上げる。生徒のコメントや調査・発表の様子から、１学期に学んだ調査

や発表におけるスキルについての認識が、カナダリサーチで深化したと見ることができる。しかし、個人差はあるものの、スキ

ルが完全に身についているとはいいがたい。ふりかえりでは「積極的に取り組めたが、発表等の改善点が多い」、「カナダへの興

味・関心は持てたが、発表がいまいちだった」、「日本と比較があまりできていなかった気がする。他の発表を聞いて、以前より、

カナダに対して興味や知りたいことが増えた」などの記述がみられた。また全体を通して、最低限守ることとされた「段落のあ

る文章・引用のルール・発表のマナー」についての課題を挙げている生徒が散見されることから、この点に関する改善は必要で

あるように考える。今回、カナダリサーチでは発表の機会が計３回設定された。この３回で内容も発表スキルの修正も見られた

が、時間の制約の中で、発表ごとに振り返りを生徒の中で分析・反省をする機会を設けることも改善策の１つになりうるのでは

ないか。 

最後に「産社」と「ＣＤ」は別のコンテンツであるが、進んでいくにつれ、それぞれで学んだことが生徒の中で融合されてい

るように思う。２つの学習活動の成果が相乗効果を生んでおり、今後の自分自身を見つめることやカナダ校外学習での活動でも

いかされると考える。（地歴公民科 高畑啓一） 

 

［ｄ］「産社」が導入され約四半世紀、社会人講話や職場体験は必須の単元として取り入れられてきた。しかし導入当時は生産

性の低下や安全性などを理由に、社会からは受け入れられない状況にあった。よって講師や職場は学校が準備し、それを生徒が

選択する形をとってきた。ところが企業が環境への配慮を前面に打ち出すのと同時期に、社会貢献や地域貢献に取り組む企業が

ふえてきた。その結果、職場体験等は実施しやすくなったものの形骸化してきたことは否めない。 

そこで、今年度は生徒自身が①希望する場所を選び、②共に体験する仲間を募り、③グループで相談し企業などのアポを取っ

て訪問するといったスタイルに変えた。担当した班を見る限りでは「学校からの依頼でないと受け入れられない」「対応できな

い」といった受け入れ先の問題や、意見がまとまらず訪問先が決まらないケースも見られた。その結果、既成の体験講座や施設

見学をネットから探し申し込む班があったのは残念であった。ただいくつかの問題点はあるが、生徒が訪問先を開拓することは

今後も続ける価値がありそうである。 

「ＣＤ」のカナダリサーチでは、担当をくじ引きで決めた。これはテーマもメンバーも無作為に決められるという試練（ミッ

ション）を通して協働する力をつけることを目標とした。発表会というタイムリミットがあったため多くの班は協働を余儀なく

される中、調査・パワーポイント・発表と仕事を分担したり、各班員が調査を行い一人ずつ交代に発表し、お互いを干渉したり

しないよう進めた班もあった。さらにある班は、当日公欠者や病欠者が出て発表者が一人しかおらず「自分のところ以外はわか

らないのでパワーポイントを読んでください」という発表になった。また、調査や発表も回が重なるに連れ充実していったが、

カナダの比較対象としての日本の調査が不十分であった班もいくつか見られた。 

「産社」や「ＣＤ」だけが本校におけるアクティブ・ラーニングではないが、この両者が生徒の能動的学習力を育てているの

は確かである。その要因となっているのが協働ではないだろうか。これらの学習活動で行われるグループワークはまさに協働の

体験である。同じ方向を向いた生徒同士の協働もあれば、異なったベクトルを持った者による協働もあり、協働を通して生徒た

ちはこれまでにない力を身に付けている。しかし、このような力は「産社」や「ＣＤ」以外の科目でも得られないわけではない。

この「産社」や「ＣＤ」で必要なもう一つの協働とは教師の協働である。他の科目、他の授業でもチーム・ティーチング（ＴＴ）

は実施されているが「産社」や「ＣＤ」のように担任団８名で展開される科目は数少ない。そのためには毎回の打ち合わせや議

論が必要になるのだが、それを通して、また授業を行うことにより担任団が活性化していく。ＴＴにあたり教師側の協働ができ

ていることが、生徒の協働力さらには真の学力の育成につながるのではないだろうか。また、指導者自身も協働を通して自らの

教育力を向上させることになるのである。（農業科 嶋田昌夫） 

 

 



 

【資料⑧】事前アンケートと年度末アンケートについて  

 

アンケートは入学者説明会（平成 29 年４月３日、162 名）と校外学習出発前の３月（平成 30 年３月２日、158

名）に実施した。各項目について「４：そう思う」から「１：そう思わない」まで４段階で回答させ、さらに肯定

的回答を選択した者には、その力や姿勢が学校生活のどの活動や場面（例：「産業社会と人間」の大学見学、部活動

など）で特に発揮されたか、あるいは身についたかを複数回答で聞いた。全 10 項目と結果は以下の通りである。な

お、事前アンケートでは「～できるほうだ」という文末表現で尋ねている。 

 

［質問項目］ 

①緊張や不安を感じるような慣れない、または新しい環境の中で自分なりに活動できましたか 

②性格や将来など、自分自身のことについて考えることができましたか。 

③人に言われてではなく、自分で考えて行動することができましたか。 

④困難なことがあってもあきらめず、最後までやり遂げようと努力することができましたか。 

⑤課題や問題を見つけ、解決や改善に向けて行動することができましたか。 

⑥いろいろなことに興味を持ったり、新しいことへの挑戦を楽しんだりできましたか。 

⑦他の人に自分自身の気持ちや考えをことばで伝えることができましたか。 

⑧相手の身になって気持ちを理解したり、助け合って活動したりできましたか。 

⑨メンバーの特徴や状況を考え、よりよいグループにするために協力することができましたか。 

⑩グループ活動を円滑に行うために、進んでリーダーシップをとることができましたか。 

 

［結果］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別／回答 4 3 2 1 平均 種別／回答 4 3 2 1 平均

事前１ 62 63 25 10 3.11 事前６ 81 60 16 4 3.53
事後１ 54 76 21 6 3.13 事後６ 79 52 20 5 3.31

事前２ 56 78 25 3 3.15 事前７ 36 59 48 19 2.69
事後２ 95 48 11 3 3.5 事後７ 51 59 42 4 3.01

事前３ 10 80 65 7 2.57 事前８ 49 92 15 6 3.14
事後３ 33 72 46 5 2.85 事後８ 37 80 32 7 2.94

事前４ 39 82 32 9 2.93 事前９ 58 84 16 4 3.21
事後４ 46 77 28 6 3.04 事後９ 46 66 36 6 2.99

事前５ 23 89 44 6 2.8 事前10 22 51 61 28 2.41
事後５ 33 74 41 5 2.88 事後10 22 44 61 29 2.38



 

平成 29 年度「T-GAP」実践報告 

～ソーシャル・アクション型授業の開発と実践～ 

 

     加藤敦子 中井毅 粟飯原匡伸 吉田賢一

 藤野昌哉 市川友紀也 金城幸廣 吉岡静 

 

ソーシャル・アクションに取り組む学校が増えつつある。国際バカロレア・ディプロマプログラムの CAS

活動もそうだが、生徒自らが社会課題を設定し、その解決に向けてアクションを起こすことが期待される。国

際的に社会的起業（Social Entrepreneurship）が注目される中、高校生がソーシャル・アクションに取り組む意

義は大きい。 

そのため、本校は２年次にてグループでソーシャル・アクションに取り組むための授業として「T-GAP：つ

くさかグローバル・アクション・プロジェクト」という授業を開発した。本小論は、SGH に指定されて以来、

開発を重ねてきた成果を報告する。 

 

 

キーワード   ソーシャル・アクション 社会課題  共創的対話力  課題研究 

 

 

1. はじめに 

本科目はSGHの研究開発科目である。一年次「産業社

会と人間」「キャリアデザイン」「グローバル・ライフ」等

の科目で、複数の社会課題を扱った。しかしながら、社会

課題を知るだけにとどまらず、その解決に向けて実際にア

クションしてみることが大切である。よって、２年次「T-

GAP」では、社会課題を設定し高校生ができる解決策を考

えてアクションしてみることが期待される。 

「T-GAP」は、グループでソーシャル・アクションに取

り組むことによって、以下の資質・能力・スキルを身につ

けさせることを目標とする。 

（１）自ら社会課題を設定し、解決に向けて考えて動く力

＝「考動力」 

（２）設定した社会課題の解決に向けて、グループで取り

組む力＝「協働力」 

（３）アクションした内容を適切なスタイルでプレゼンし

文章にまとめる力＝「課題研究汎用スキル」 

本校の SGH は、その目標のひとつとして「共創的対話

力」を掲げている。グループで課題発見・解決活動に取り

組むことは、「共創的対話力」を育成するひとつの方法であ

ると考え、「T-GAP」の開発を決断した。 

 

 

 

2. 科目概要 

・教科：学校設定教科「国際科」 学校指定必履修科目 

２単位 

・担当：２年次学年団８名 

・評価：５段階で評価し評定する。 

 

3. 科目内容 

 「考動力」、「協働力」、「課題研究汎用スキル」を身につ

けることができるように、以下の３つの学習ステージを開

発した。 

（１）ASEAN Studies（４月～５月） 

生徒は、ASEAN 各国の概要、及び与えられたテーマに

ついて個人で調査する。調査内容に基づき、質問・疑問を

練り、５月 27 日（土）に「AIMS 留学生との交流会」で

ASEAN からの留学生に英語でインタビューできるように

準備する。 

生徒は、ASEAN Studiesを通じて、各種白書・統計等を

検索し、その情報からインタビュー内容を作成する。一連

の流れを通じて、基礎的な課題研究汎用スキルを練習する

ことが期待される。 

（２）GAP活動（６月～11月） 

生徒は、グループに分かれて何らかの社会課題を設定し、

解決に向けてアクションすることが求められる。６月中に

社会課題の設定と活動企画書を作成し、夏休みにアクショ



 

ンする。そして、10月の中間発表を経て、活動報告レポー

トの作成及び最終発表に臨む。 

一連の経験を通じて、生徒は「考動力」を鍛え、グルー

プで対話しながら「協働」する力を養うことが期待される。 

（３）卒業研究に向けた準備（12月～翌年3月） 

３年次必履修科目「卒業研究」の完成に向けて、12月よ

り研究構想を練る。そのための基盤的なスキルとして、資

料検索方法や資料引用方法について復習する。加えて、先

行研究レビューの作成に取り組み、卒業研究を進めるうえ

で必要となる課題研究汎用スキルと視点を得る。 

 

4. 今年度の授業内容 

（１）ASEAN Studies（４月～５月） 

 ①テーマ選択と事前調査 

 まず、ソーシャル・アクションへの助走として「ASEAN 

Studies」に取り組んだ。いきなり社会課題を設定して、ア

クションすることは難しい。そのため、まずは教員が

ASEAN地域を事例とした社会課題・テーマを複数提示し、

その課題について生徒は事前調査する。そして、調査段階

で生じた疑問を、ASEAN 各国からの留学生に英語でイン

タビューし、後日まとめるというミッションを課した。 

②AIMS留学生交流会 

 AIMSプログラムは、マレーシア、インドネシア、タイ、

ベトナム、フィリピン、ブルネイ、日本が参加する学生交

流プログラムである。筑波大学は、AIMS プログラムに基

づき、多数の留学生を東南アジア諸国から受け入れている。

「T-GAP」は、筑波大学に留学中にアセアン留学生を40名

招待し、交流会を開催した。 

  生徒は、事前に割り当てられた国ごとにグループを作

り、その国からきた留学生に、事前調査の際に考えた質問

を英語でぶつけた。留学生２～３名に対して、生徒 10 名

前後というグループだったため、英語でコミュニケーショ

ンをとる練習として、最適だったと思われる。 

 

（生徒は車座になり、留学生に質問した。） 

③振り返り、及び評価活動 

「ASEAN Studies」の振り返りは、活動報告レポートの 

提出をもって実施することとした。生徒は、事前調査の内

容、英語質問、インタビュー内容のまとめと考察、及び所

感を1,200字程度のミニレポートにまとめて、提出するこ

とが求められた。評価指標とルーブリックについては、資

料を参照されたい。 

 

（２）GAP活動（６月～11月） 

 GAP活動、すなわちソーシャル・アクションは、以下の

手順で実施した。 

 

①グループ分け 

今年度は、生徒のニーズや教員側のモニタリングのし易

さを考慮し、４つのグループを設定した。生徒は１つのグ

ループを選び、同じグループを選んだ生徒同士が４～５名

の班を作り、GAP活動に取り組む体制を作った。以下、各

グループの概要を紹介する。 

「Aグループ」 

本校には、部活動やそのほかの課外活動に熱心に取り 

組む生徒がいる。このことは、素晴らしいことであるが、

グループでソーシャル・アクションに取り組むうえで、日

程調整等において困難が予想される。そのため、今年度は、

そのような生徒に配慮するため、何らかの社会課題に取り

組む既存の活動に参加することをもって、T-GAPの活動と

して認めることにした。具体的には、自らが興味のある社

会課題を扱う既存の活動、たとえばNPOや社会福祉協議

会が行う活動に参加し、同じ社会課題に興味のある生徒同

士が班を組み、振り返り活動やプレゼンテーションに班と

して臨んだ。 

「Bグループ」 

 PDCAを１から回すことを目標とするグループであ 

る。生徒は、４～６人が班を編成する。そして、班内で解

決に挑む社会課題を設定し、高校生が取り組むうえで妥

当性のある解決活動を策定し、アクションする。その際、

活動の妥当性を判断するために、教員だけではなく、当該

５月～７月

７月～11月

９月～10月



 

の社会課題を扱う外部団体、具体的にはNPO、行政機関、

企業等からアドバイスを受けたうえでアクションするよ

うに促した。最終的に、班内で振り返り活動を行い、プレ

ゼンテーションに臨んだ。 

「Cグループ」 

社会的な課題に対するアプローチの場として、東日本大

震災以降の福島県いわき市周辺部をフィールドとして、調

査・研究活動を行うグループである。夏休みを利用して、

宿泊を伴う大規模な調査ツアーを行いながら、福島県下の

行政機関、NPO法人、企業等の助言を受けながら、社会的

な課題を発掘していく。また坂戸市内の福島の子どもたち

の支援団体「郡山の子どもたちと遊ぶ会」と協働で子ども

支援ボランティアを７月下旬から８月上旬まで行った。ま

たこれらの調査においては、生徒たちが主体的に外部のク

ラウドファンディング企業で調査費を募集し、多くの協力

を得た。最終的に、班内で振り返り活動を行い、プレゼン

テーションに臨んだ。本グループは、T-GAPの授業内課題

に加え、グループ選抜時に復興庁の Web サイトを読んで

のレポート課題2000字以上、夏休み明けの調査報告4000

字、黎明祭（文化祭）での発表を課した。 

「Dグループ」 

PDCA を１から回すことを目標とするグループである。

ただし、「Bグループ」と違って、社会課題や活動の内容に

「グローバルな要素」を取り入れることを必須とした。生

徒は、４～６人が班を編成する。そして、班内で解決に挑

む社会課題を設定し、高校生が取り組むうえで妥当性のあ

る解決活動を策定し、アクションする。その際、活動の妥

当性を判断するために、教員だけではなく、当該の社会課

題を扱う外部団体、具体的にはNPO、行政機関、企業等か

らアドバイスを受けたうえでアクションするように促し

た。最終的に、班内で振り返り活動を行い、プレゼンテー

ションに臨んだ。 

 

②活動企画書の作成（６月～７月上旬） 

各班は、第一ステップとして、班内で解決に挑む社会課 

題を設定しなければならない。班内でブレーンストーミン

グを繰り返し、１つの社会課題に絞ってもらった。そして、

高校生が取り組むうえで妥当性のある解決活動を策定し

た。その際、担当教員以外にも、活動に関連する外部団体

（NPO、社会福祉協議会、企業、地方自治体等）に当たり、

策定した活動に関してアドバイスを受けることを強く奨

励した。外部団体への渉外を奨励した理由は、自分たちの

策定した社会課題と解決のための活動が、独りよがりなも

のになっていないかチェックし、活動の妥当性を検討する

ためである。教員以外にも、その道の専門家からのアドバ

イスをいただくことによって、活動の妥当性を高めること

ができると考えた。 

 

③「社会課題レポート」の提出（７月下旬） 

 各班は、活動企画書を書く段階で、扱う社会課題が本当 

に解決に値する課題なのか、書籍、論文、白書、統計等を 

用いて確認することが求められる。そのことを評価し、且 

つ参考文献の引用方法やレポートの書き方を練習させる 

ために、今年度は活動企画書とは別に、各生徒が「社会課

題レポート」を提出することを義務付けた。文字数は、私

立大学のAO入試の課題論文を想定し、3,000字程度とし

た。 

 

④アクション（解決のための活動）（８月～11月） 

各班は、夏休み期間中にアクションすることが求められ 

た。各班の活動テーマと活動内容については、資料の「活

動一覧」を参照していただきたい。 

なお、夏休みだけでは満足せずに、活動を継続した班が 

相次いだ。12月末まで活動を継続している班もあり、生徒

の意欲の高さを見ることができた。 

 

⑤振り返りと「中間発表」（９月～10月） 

２学期は、振り返り活動と中間発表の準備期間とした。

各班は、活動紹介ポスターの作成、及び７分間のプレゼン

テーションを作成した。10月21日（土）に中間発表会を

実施した。なお、中間発表は、２学期の成績に反映される

ため、担当教員が評価をつけた。 

 

⑥「最終発表」に向けて（11月～12月初旬） 

中間発表後は、振り返り活動と最終発表に向けて準備の 

時間とした。各班は、担当教員から中間発表に関するフィ

ードバックを受け取り、そのフィードバックに基づき、最

終発表を準備した。その中でも、中間発表で優秀な評価を

得た３つの班が、11月の「高校生国際ESDシンポジウム」

にてポスター発表に臨んだ。また、２つの班が 12 月 2 日

に開催された「教員免許更新講習」の公開授業にて、活動

報告に臨んだ。 

 なお、最終発表会は 12 月 9 日（土）に実施し、３学期

の評価の対象とした。ルーブリックは、中間発表と同様の

ものを使用した。 

 

（３）卒業研究に向けた準備（11月中旬～翌年3月） 

①11月中旬：卒業研究への導入 



 

本校における２年次「T-GAP」は、３年次の「卒業研究」

への流れの中に位置づけて実施されており、生徒は今後３

年次の 10 月完成を目標に「卒業研究」の執筆を行ってい

く。「卒業研究」は、個人が興味関心のある分野に対して課

題を設定し、研究、制作等を行うものである。 

そこで、多くの班の「GAP」活動が終わった 11月中旬

に、生徒が現在どのようなテーマに興味関心を抱いている

のかを確認するため、生物資源・環境科学科目群、工学シ

ステム・情報科学科目群、生活・人間科学科目群、人文社

会・コミュニケーション科目群ごとに集まり、それぞれが

「卒業研究」で扱いたい内容についてのスピーチを行って

もらった。すると、驚いたことに多くの生徒が研究内容に

ついてしっかりとした話が出来ていた一方で、「これが研

究になるのかが不安」や「この先どのように研究を進めて

いけば良いか分からない」という悩みを口にする生徒も見

られた。このような悩みは、まだ本格的な研究活動を行っ

ていない高校生であれば、誰もが抱くものであると考えた。 

 

②12月中旬：「研究とは何か」概要の説明 

上記を受けて、まず研究テーマを設定するための参考と

して、これまでに書かれた卒業研究を紹介し、「自分の専門

分野に関するもの」や「進路との整合性があるもの」など

テーマ設定の仕方について説明を行った上で、個人に「仮

テーマ提出シート」の執筆を促すこととした。さらに、自

分が「やりたいこと」を研究に結び付けるための方法とし

て、「一次調査」を行い、問いのスパイラルを起こすことの

重要性を指導した。加えて、田村校長による「研究の進め

方」という講話を受け、生徒たちは研究とは何かを学んだ

上で、「仮テーマ提出シート」の執筆を行った。 

 

③12月中旬：論文執筆における基本事項の確認 

「仮テーマ提出シート」提出後は、論文についての概要

を説明し、書く際に必要となる基本的な事項を確認した。

一つは、参考文献の表記の仕方である。仮テーマを書かせ

るにあたり、CiNiiやGoogle Scholarを用いた先行研究の

検索方法は既に確認していたため、調査した資料を参考文

献として自分の論文に引用するやり方をワークショップ

形式で指導した。重ねて論文の参考文献一覧の表記方法も

示した。これらは、基本的な事項ではあるものの、調査・

研究を始めてしまうと指導が行き届かなくなる部分でも

ある。そのため、まだ準備を始めたばかりで比較的時間に

余裕のあるうちに確認を行った。その後、冬休みにそれぞ

れが「卒業研究」のテーマにしようと考えている分野の先

行研究を調査し、ブックカード形式にまとめるという活動

を行った。 

 

④2月：先行研究レビュー発表会 

 2018 年2 月15 日の「総合学科研究大会」の公開授業に

て、すべての生徒が「先行研究レビュー」を発表した。研

究テーマごとに生徒をグループ化し、一人5分以内で発表

した。そして、3 月後半に構想発表会を経験し、いよいよ

個人研究の完成に向けて、調査及び論文執筆へと進んでい

くこととなる。 

 

（10人で１グループとなり先行研究について発表した。） 

 

5. 授業の評価と分析 

 年度末に「T-GAP授業アンケート」を実施した。155名

の生徒が回答した。アンケートの内容は以下のとおりであ

る。まず、以下の力が身についたかどうか、5 点法で自己

評価してもらった。結論から言えば、ソーシャル・アクシ

ョン型の授業に対する生徒の評価は極めて肯定的である

ことが分かった。 

1．全くそう思わない。 

2．あまりそう思わない。 

3．どちらとも言えない。 

4．そう思う。 

5．強くそう思う。 

 

（１）社会的な課題に興味関心を抱く力 
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1. 社会的な課題に興味関心を抱く力



 

（２）社会課題についてリサーチしてまとめる力 

 

 

（３）アクションプランを立案する力 

 

 

（４）問題解決に向けてアクションしてみる力 

 

 

（５）仲間と協力して活動する力 

 

  

どの力に対しても、生徒の自己評価は肯定的である。特

に、「仲間と協力して活動する力」は、115名の生徒がそう

思う、または強くそう思うと回答している。 

 また、「ほかにGAP活動を通じて身についたと思う力は

ありますか？」という自由記述の質問に対して、15名の生

徒が「プレゼン力」を挙げた。課題について調べ、その結

果をまとめて発表する力は、課題研究活動を遂行する上で

重要はスキルである。今年度の授業では、中間発表及び最

終発表を重視した結果、生徒は一定の課題研究汎用スキル

を身につけることができたと言える。 

 

（６）「T-GAP」のように、アクションに取り組む授業は必

要だと思いますか？ 

 

 

 また、ソーシャル・アクションに取り組むこと自体につ

いて、生徒は極めて肯定的に評価している。おそらく、１

年次より体験・経験を重視する授業を数多く受けているた

め、アクションする授業に対して抵抗感がなかったことが

要因かと思われる。 

 

（８）高校生は社会課題を解決することができると思いま

すか？ 

 

 

 肯定的な意見が多い一方で、「あまり思わない」及び「全

くそう思わない」と回答した生徒が 45 名に達した。その

理由として、「社会課題」を大きく捉えていることが挙げら
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2．社会課題についてリサーチしてまと

める力
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3．アクションプランを立案する力
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4．問題解決に向けてアクションしてみ

る力
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5．仲間と協力して活動する力

YES, 

131, 86%

NO, 22, 

14%

「T-GAP」のように、アクションに取

り組む授業は必要だと思いますか？
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8．高校生は「社会課題」を解決するこ

とができると思いますか？



 

れる。自由記述を分析すると、「身の回りのこと」を社会課

題として認識している生徒は、肯定的に回答している。そ

の一方で、「社会課題」を大きく捉えている生徒は、否定的

に回答している傾向が読み取れるのである。本校は、1 年

次の「グローバル・ライフ」にて、身近なことからグロー

バルな課題へと接近するアプローチをとっている。さらに、

「T-GAP」の冒頭においても、大きな課題を身の回りの問

題と関連させてブレークダウンするよう指導してきた。し

かしながら、生徒のマインドとして、「社会課題」の規模を

小さく捉えることに困難を感じていたと推察される。 

 

（９）あなたは、将来にわたり社会課題の解決に携わりた

いと思いますか？ 

 

 

 （９）の結果より、全体のうち49％の生徒が、将来にわ

たって社会課題の解決に携わることを希望している。一方

で、「全くそう思わない」及び「あまりそう思わない」と回

答した生徒は、14％に留まっている。つまり、全体的な傾

向としては、社会課題に携わる意思がある、または意識が

高いと言えるのではないだろう。 

 つまり、社会課題の解決に携わりたい若者が多い一方で、

どうすれば解決活動に参加できるのか、分からない若者も

多いと思われる。したがって、若者の高い社会貢献度をカ

タチにするためにも、ソーシャル・アクションに取り組む

ための授業開発は必要だと思われるのである。 

 

6. 結語 

 今年度の「T-GAP」では、「半径１メートルの社会課題」」

に目を向けるように繰り返し指導してきた。すなわち、日

常生活から解決すべき課題を設定することの大切さを強

調してきたのである。その背景を、１年次「グローバル・

ライフ」に求めることができる。「グローバル・ライフ」で 

は、日常生活がいかにグローバルな課題を密接に関わって 

いるか、トピック学習に取り組んでいる。そして、日常生

活から課題を設定する練習を積んだ後、解決活動に取り組

む授業として「T-GAP」が準備されているのである。 

 その意味で、本校のカリキュラム開発上、「T-GAP」は要

となる科目である。なぜなら、課題設定と「卒業研究」を

結びつける連接的科目であり、且つSGHが掲げる育成し

たい資質・能力・スキルを網羅的に扱う授業だからである。 

 今年度は、SGH 指定４年目であり、開発に関する知見

はだいぶ蓄積することができたと考えている。一方で、そ

の成果をいかに評価していくか、つまり評価指標とフィー

ドバック体制の開発まではたどり着いていない。来年度は、

SGH 最終年度であるため、ソーシャル・アクション型授

業の「指導・評価・フィードバック」一体型の研究開発が

大いに求められる。 
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9. あなたは、将来にわたり社会課題の

解決に携わりたいと思いますか？



 

【資料１】ASEAN Studies ルーブリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【資料２】社会課題レポート ルーブリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【資料３】「T-GAP」生徒向け説明資料 

 

 

T-GAP 春の陣 

－キミとボクのはじめての協働作業－ 

 

●映画「僕たちは世界を変えることができない」 

2005 年 8 月、医大に通う大学 2 年生のコータは、友人の芝山や矢野とそれなりに楽しい日常を過ごして

いたが、何か物足りなく感じていた。ありきたりの毎日を変える何かがないだろうか…？ そんなことを頭の

隅で考えていたある日、ふと立ち寄った郵便局で海外支援案内のパンフレットに目がとまる。  

「あなたの 150 万円の寄付で、カンボジアに屋根のある学校が建ちます！」 そのパンフレットを手に取

った瞬間、コータの明日は変わった――。 コータはすぐに知り合い全員にメールで「カンボジアに小学校を

建てよう！」と送信。大半の友達がイタズラや無理だと相手にしない中、芝山や矢野に加え、合コンで知り合

った本田が仲間に加わってくれた。夜のクラブでのナンパ、学校でのビラ配りなどで人集めに奔走してチャリ

ティーイベントを何とか成功させた 4 人だったが、単なるお金集めだけでは意味がないと、今度は現地でリ

サーチをするためにカンボジアへスタディー・ツアーを敢行する。しかし、到着したのは東南アジアの最貧国。

そこには、コータたちが想像している以上の現実が横たわっていた。地雷の残る村で生活しなければならない

人たち、HIV 感染者の現実、そして学校に行けない子どもたち。  

現実を目の当たりにし、うなだれて帰国したコータたち。果たして、コータたちは目標額を集めることがで

きるのか？ そして、カンボジアの子どもたちのために学校を建てることができるのだろうか？ 

 

「この問題を解決したい」というパッションが、世界を少しずつ変えていく 

 

●キミの問題意識は何ですか？ 

・若葉駅から学校までの道ばたに、どれだけゴミが落ちているのか？ 

・急速に高齢化が進む日本。高齢者福祉の現場では、どんな問題が起きているのか？ 

・レジーナ先生は、あまり日本語ができないけれど、日本での生活に不自由はないのだろうか？ 

・筑坂は、外国人の訪問客にとって「いい環境」なのだろうか？ 

 世の中には、解決すべき「社会課題」がたくさん存在する。それらの問題を解決するために、政府、NPO、

企業等はがんばっているが、まだまだ未解決な問題が多い。君たちは、一年次の「産社」「キャリア」「グロー

バルライフ」等の授業を通じて、社会課題について学習してきた。今年は、身の回りの社会課題の解決に向け

てアクションする年だ。キミが課題だと思うことは何だろう？ 

 

●「知ること・理解すること」、そして「アクション」へ 

 「あれが問題だ」「これが課題だ」と口で言う人はいるけれど、解決に向けて実際に動いている人はどれぐ

らいいるだろうか？ 「T-GAP」が目指すのは、アクション！ キミの思いをカタチにするための授

業だ。 

 

 

 



 

 

【資料４】活動企画書 

 

T-GAP 僕らの夏休みプロジェクト 

企画名 

  

 

プロジェクトリーダー 

        組  番 名前               

プロジェクトメンバー 

 

  組  番 名前                 組  番 名前               

 

  組  番 名前                 組  番 名前               

 

  組  番 名前                 組  番 名前               

活動目的（問題意識、企画立案の背景、最終的な目標など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動計画（活動時期等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

担当教員、副担当教員の審査は、プロジェクトメンバーが依頼すること。学年主任印は、担当教員が年次会議に提出。 



 

 

【資料５】活動概要一覧及び担当教員によるコメンタリー 

A1 障がいをもった子ども達の児童施設の利用 

A2 地域福祉の現状～新たなる支え合いを求めて～ 

A3 福祉の工夫を知ろう～今日から始められる障がい者サポート 

A4 愛のｆｕｋｕｓｈｉ－ワレワレハ接したい（隊）－ 

A5 慈善活動の・・・ 

A6 今、最も高齢者に本当に必要なものとは 

A7 児童教育の課題とその改善案～そして、私たちがこれからすべきこと 

A8 孤供～孤独な子供～ 

A9 これからの社会福祉を担っていく学生のあり方 

B1 保育園と幼稚園の教育の違いによる課題 

B2 地域コミュニティの輪を広げよう 

B3 小学生のゲーム依存を軽減させる 

B4 食育に関するワークショップ 

B5 SAP：save animal project 

B6 児童センターお助け隊 

B7 Let's study project!! 

B8 地産地消：地元の野菜を食べよう 

B9 Study Support 

B10 子供の運動能力低下を改善するには 

C1 福島が私たちにもたらしたこと 

C2 「福島」 ～ 帰還問題と私たち～ 

C3 風評被害の与える影響とその改善策 

C4 富岡町の現状を知る 

C5 福島県の観光業の課題と現状 

D1 パーム油の認知度を上げるには 

D2 つるがしマルシェ 

D3 日本語ボランティア 

D4 食べ物×ムスリム＝共生 

D5 防災倉庫改良プログラム 

D6 ファストファッション：中学生とともに学び国際協力へ 

D7 イスラームマニュアル in TSUKUSAKA 

 

 

 

 

 

 

 



 

A グループ １班 

「企画名：障がいをもった子ども達の児童施設の利用」 

【活動概要】 

 この班は「子ども」をキーワードに、児童センターと、障がい児施設に分かれて、ボランティア活動を行っ

た。その後、それぞれの体験で得た情報や感想を伝え合い、子どもに関わる現状について調査した。その結果、

健常な子ども達は障がいを持つ子ども達に対して偏見も差別も抱いていないことを発見し、小さい頃から自

然に交流させることがノーマライゼーションを実現する有効な手段だという結論に達した。そこで、障がいを

持つ子ども達が通常の児童施設を利用しやすくなる方策をグループで検討した。 

【協力団体】 

 坂戸市役所 大家児童センター、 

 社会福祉法人ハッピーネット 第２川越ゆめの園    

【担当者より】 

 まだ純粋な子どものうちから健常児と障がい児の交流活動を始めることの重要性に気づいた点は賞賛に値

する。交流活動を推進するための方策について、メンバー全員で真剣に議論する姿に頼もしさを感じた。                                                                    

（加藤敦子） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A グループ ２班 

「企画名：坂戸の地域福祉の現状」 

【活動概要】 

 この班は福祉施設と地域住民との関わりが希薄なことを社会的課題として捉え、施設利用者と地域住民を

繋ぐイベントにボランティア要員として参加することによって、地域と施設が支え合っていく方法を探った。

参加したイベントは、児童センターのストーンアート作り、介護老人施設のレクリエーション活動、障がい者

施設のクッキー作り、幼稚園のキャンドルナイトである。その結果、各施設がイベントを増やし、地域住民も

積極的に参加することによって、お互いに支え合えるのではないかと結論づけた。 

【協力団体】 

 坂戸市立坂戸児童センター 

 社会医療法人社団 新都市医療研究会〔関越〕会 介護老人保健施設すみよし 

 NPO 法人ぼてと to 地域福祉の会 ぼてと工房    

 学校法人横瀬学園かみひろや幼稚園 

【担当者より】 

 福祉を学んでいる班員が多く、全員が２箇所以上のイベントに参加し、意欲的に取り組んでいた。児童、要

介護老人、障がい者、幼児を対象としたイベントはバラエティに富んでおり、施設と地域の支え合いの可能性

を多角的に考えることができた。 

                                  （加藤敦子） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A グループ ３班 

「企画名：福祉の工夫を知ろう～今日から始められる障がい者サポート～」 

【活動概要】 

 この班は社会全体に福祉への意識が不足していることを社会課題として捉え、自分たちが率先して福祉に

ついて学び、現場で見てきたことを発信することによって、福祉への意識を高めてもらい、問題解決に貢献し

ようと考えた。知的障がい児や知的障がい者の施設、老人ホーム、小学生の夏休み自由研究教室のボランティ

アとして活動し、現場が工夫している点を観察した。その上で、自分たちにできることを考えた結果、今一番

大切なことは高校生として日々の学習に真剣に取り組むことであると結論づけた。さらに、福祉を向上させる

ために、今学びたいことを４つの専門分野の視点に立ってまとめた。 



 

【協力団体】 

 社会福祉法人ハッピーネット 第２川越ゆめの園 

 社会福祉法人ハッピーネット鶴ヶ島ゆめの園 

 特別養護老人ホーム シャロームガーデン坂戸   

 坂戸市社会福祉協議会 NPO 法人環境サポート埼玉 さかど水辺環境教室 

【担当者より】 

 各自の体験と調査結果を持ち寄り、グループで熱心に討論していたのが印象的なグループである。始めはボ

ランティア活動を単発で行うだけでは何の問題解決にもならないと否定的な意見も出されたが、やがて、学生

の本分である勉学にいそしむことが将来の問題解決に繋がるとの結論に達し、農業･環境、工業･情報、福祉･

家政、人文･ビジネスを学ぶ本校の生徒がそれぞれの専門分野の視点をもって福祉に関する知識や技術を身に

付けてほしいと訴えた点は賞賛に値する。 

                              （加藤敦子） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A グループ ４班 

「企画名：愛の Fukushi～ワレワレハ接したい[隊]」 

【活動概要】 

 この班はボランティア活動への参加を阻害しているのは接し方に関する知識の欠如であると考え、この問

題を解決するために接し方を学び、その情報を発信することをゴールとした。班員は高齢者、子ども、障がい

者の施設に分かれてボランティア活動を行い、それぞれの立場で接し方の注意点をまとめた。また、高齢者や

子どもや障がい者が抱える問題について調査し、その過程で「ヘルプマーク」の存在を知った。その裏に必要

とする助け方が書いてあることを伝え、相手の立場に立って接していくことの大切さを訴えた。 

【協力団体】 

 社会福祉法人ハッピーネット 第２川越ゆめの園 

 特別養護老人ホーム シャロームガーデン坂戸   

 坂戸市立勝呂福祉作業所  

【担当者より】 

 各自の体験を丁寧に振り返り、高齢者や子どもや障がい者と接するときの注意点を誠実にまとめ上げた。タ

イトルにも表れているように、助けを必要とする人に積極的に関わろうとする高校生らしい素直な姿勢に好

感が持てた。 

                                  （加藤敦子） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A グループ ５班 

「企画名：慈善活動を通じての高齢者と障がい者の社会課題」 

【活動概要】 

 この班は少子高齢化が進み支援が必要な人が増加する社会の中で、自分たちに何ができるかを考えようと

した。班員は老人ホームと障がい者の施設に分かれてボランティア活動を経験し、その後で、高齢者や障がい

者を取り巻く状況について調査した。その結果、どんな年齢層でも福祉施設を敬遠せずに、積極的にボランテ

ィア活動することが大切であると結論づけた。 

【協力団体】 

 特別養護老人ホーム 蔵の町・川越 

 特別養護老人ホーム シャロームガーデン坂戸   

 社会福祉法人ハッピーネット 鶴ヶ島ゆめの園  

 坂戸市勝呂福祉作業所 

【担当者より】 



 

 戸惑いながらも、実際にボランティア活動を経験してみると、高校生のボランティアを歓迎する声が利用者

からも職員からも多く聞かれ、やりがいを感じたようである。今後の積極的な社会参加に期待する。 

                                  （加藤敦子） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A グループ ６班 

「企画名：今、高齢者に最も必要なこと」 

【活動概要】 

 高齢者に関する問題というと介護者不足や介護者の低賃金等、介護従事者側の問題に目を向けがちである

が、この班は高齢者がこれからの人生を充実させるためのサポートを探るという観点をもって活動した。ま

ず、老人ホームでボランティア活動をし、アンケート調査を実施した。その結果、多くの高齢者が求めている

ものは、予想に反して、スマートフォンや、その使い方講習会であった。つまり、高齢者が最も必要としてい

るのは家族や知人達との繋がりであることが判明した。 

【協力団体】 

 一般社団法人木もれび ディサービス第２木もれび 

 高島平団地フリーマーケット 

 居宅介護支援事業所 鳩山 

【担当者より】 

 この班で特筆すべきことは約 50 名の高齢者の方にアンケート調査を行ったことである。高齢者が求めるも

のとして、当初予想していた話し相手やレクリエーションという回答は少なく、スマートフォンの講習会が

最も多かったことに班員は驚いていた。同時に、見えなかったものが見えるようになる研究のおもしろさを

知ったことは大きな収穫であった。 

                                   （金城幸廣） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A グループ ７班 

「企画名：児童教育の課題とその改善案～そして私たちがこれからすべきこと～」 

【活動概要】 

 この班は「児童福祉」をテーマに、児童センターや保育園等でボランティア活動を行い、子ども達の現状と

児童教育の実情について調査した。実際に行った活動は子ども祭りの運営補助や子どもと行う環境調査等で

ある。その結果、SNS の普及により児童を取り巻く環境が激変していること、保育士不足が深刻であること等

に行き着いた。そこで、外遊びの奨励、コミュニティの強化、保育士確保が必要であると結論づけた。 

【協力団体】 

 坂戸市立坂戸児童センター 

 坂戸市社会福祉協議会 NPO 法人環境サポート埼玉 さかど水辺環境教室 

 社会福祉法人川越福祉会 増美保育園 

【担当者より】 

 この班は事前リサーチとして 2020 年に改訂される学習指導要領について調査している。その上で、SNS の

普及による社会の変化等、社会全体に目を向けて調査したことは評価に値する。 

                                 （金城幸廣） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A グループ ８班 

「企画名：孤供～孤独な子供～」 

【活動概要】 

 この班はユニセフのアンケートが示している日本の子どもは３人に１人の割合で孤独を感じているという

結果に着目し、子どもの孤独を解消するための方法を検討した。児童センターの工作教室や子ども祭り、子ど



 

も食堂のボランティアとして活動し、孤独を感じがちな現代の子ども達にボランティアとして積極的に関わ

っていくことが大切であるとの結論に達した。 

【協力団体】 

 坂戸市立坂戸児童センター 

 一般社団法人シンビオージ 子ども食堂 

【担当者より】 

 「自分は孤独だ」と感じる子どもの割合を調査したユニセフの国際比較に基づき、「子ども」をキーワード

にボランティア活動を選定した。国際的な規模で実施したアンケートを活用することは、グルーバルな視点を

持つという意味で有意義なことである。その上で、地元の児童施設のボランティア活動への積極的な参加を奨

励したことは評価できる。 

                                  （金城幸廣） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A グループ ９班 

「企画名：これからのボランティアを担っていく若者たち」 

【活動概要】 

 この班はボランティア要員の高齢化に着目し、高校生のボランティア離れを社会課題として設定した。高齢

者施設や障がい者施設、水辺教室でボランティア活動を行い、ボランティアとして参加していた方々にインタ

ビュー調査を行った。その結果、ボランティア活動に意欲を持ったのはある程度の年齢になってからとの意見

が多く寄せられたが、若い世代からの継続したボランティア参加が重要であると主張した。 

【協力団体】 

 特別養護老人ホーム シャロームガーデン坂戸 

 NPO 法人いきいき市民連絡会 にぎやか 

 社会福祉法人ハッピーネット 鶴ヶ島ゆめの園 

 特別養護老人ホーム すみれの里・川越 

 坂戸市社会福祉協議会 NPO 法人環境サポート埼玉 さかど水辺環境教室 

 和光自然環境を守る会 

【担当者より】 

 この班の班員の中には数年に渡って継続的に、自然環境を守る会に関わっている生徒がいる。多くの場

合、ボランティア活動は単発に終わることが多いが、継続的に活動していることは評価に値する。今後はそ

の輪を広げていくことを期待する。 

                                  （金城幸廣） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B グループ １班 

「企画名：保育園と幼稚園の違い」 

【活動概要】 

 この班は社会問題として、今マスコミ等でも取り上げられる機会の多い保育園の待機児童問題、保育士資格

を持ちながら実際保育士として働かない「潜在保育士」の増加問題をあげた。保育園と幼稚園の教育の違いが

その後の教育にどのような差異が生じるのかを考え、実際に市内の幼稚園・保育園双方にボランティアとして

参加し、双方の教育現場を体感した。 

【協力団体】 

 鶴ヶ島市社会福祉協議会 

 社会福祉法人はちの巣会 はちの巣保育園 

 学校法人横瀬学園 かみひろや幼稚園 

【担当者より】 



 

 夏休み期間中、保育園でのべ 6 日間、幼稚園でのべ 4 日間、お世話になったということである。まずは下準

備の交渉から実際の活動まで生徒自身が自主的によく動くことができたことに感心する。園児主体の活動に

寄り添う保育士さんたちの姿や、英語学習まで行う幼稚園での様子を生徒達は驚きをもって見てきたようで

ある。幼少期の教育の違いが今後どのような差異となるかの考察は今後の生徒達の研究に期待したい。 

（中井毅） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B グループ ２班 

「企画名：地域コミュニティの輪を広げよう！ 地域交流スポーツ大会を通して」 

【活動概要】 

 この班は、近年地域住民のコミュニティが衰退し、近隣同士でさえ交流が減っていることが社会課題とした。

東日本大震災時の住民同士の助け合いで、緊急事態に対応した経験を鑑み、今後も地域交流の醸成は大切であ

ると考えた。地域の NPO 法人「well 坂戸」様と協力し、地域交流スポーツ大会を運営し開催した。 

【協力団体】 

 NPO 法人 well 坂戸 

【担当者より】 

8 月 25 日に、坂戸市民総合運動公園の体育館を借りて、地域交流スポーツ大会を開催した。市内の小学生

20 名以上が集まり、体を使ったゲームで大いに盛り上がった。「はじめは小さな交流でも、持続することでよ

り深い交流が出来るのでは。」「若い世代が積極的に地域交流をしていけば、地域交流が当たり前になるので

は。」イベント開催後の生徒達の思いには、頼もしさを感じる。 

（中井毅） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B グループ ３班 

「企画名：小学生の健やかな成長を支える」 

【活動概要】 

 この班は、スマートフォンやゲーム機の普及などにより、小学生の外遊びの減少していることが様々なリス

クを引き起こしていると考えた。そこで、下交渉をした上で近隣の小学校で、ゲームで遊ぶ時間、就寝時間等

のアンケート調査を行った。その上で夏休み期間中の一週間にわたり、坂戸児童センターでボランティア活動

を行った。 

【協力団体】 

 坂戸市立児童センター 

【担当者より】 

 児童センターでは、子どもたちと遊ぶだけでなく、イベントの手伝いや清掃・安全管理など裏方の仕事も任

され、職員の皆様にも大変評価して頂いたようである。「1 日あたりのゲーム時間が 1 時間以下の児童は全体

の８０％」、「ほとんどの児童が 9 時台には就寝する」など、アンケート結果は生徒達の予想を良い意味で裏切

った。今後とも「自分たちの考え」と「実際の事象」のギャップをよく検討し、より説得力のある研究に進ん

でもらえることを期待する。 

（中井毅） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B グループ ４班 

「企画名：もぐもぐ調査隊（食育ワークショップ）」 

【活動概要】 

 ダイエットのために回転寿司で「シャリを残す」女性。朝食を食べない子どもたち・・・。報道等に見られ

る「食に対する意識の低下」をこの班は社会課題とした。インタビュー調査などを実施した後、8 月 19 日、

本校にて「食のあり方」に関するワークショップを開催した。その内容は本校農場の見学会・飼育動物とのふ



 

れあい、食に関する講義が含まれる。 

【協力団体】 

 こみゅにてぃぷらざ八潮＠品川 

ルピナス（パン製造販売業） 

【担当者より】 

 講義内容は食品ロスや地産地消、孤食・行事食と行った多岐にわたるもので、「ＵＦＯズッキーニ」などの

珍しい野菜を紹介するなど、受講者の興味を引く工夫が随所にされたものであった。受講者アンケートから実

際に野菜や動物にふれ合う体験学習のインパクトが大きいと感じたようである。次回のワークショップも計

画されている。また班員の中には直接大学教授に教えを請う者までおり今後の進展も楽しみである。 

（中井毅） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B グループ ５班 

「企画名：SAP ～save animal project～」 

【活動概要】 

 現在保健所が行っている動物保護に関する取り組み、動物保護の現状についてインタビューなどを行った。

またシェルターボランティアに参加し、清掃活動、譲渡現場の立ち会いなどからシェルターの問題点などを確

認することができた。今後もシェルターボランティアに参加し活動する予定である。 

【協力団体】 

・NPO 法人 ペット里親会ふじみ野シェルター 

【担当者より】 

 この班は、人間の勝手で奪われている動物達の命があると知り、それらを少しでも減らしたいと考えこの活

動を始めた。保健所に行き動物保護の現状を知り、実際にシェルターボランティアに参加し活動したことから

保健所やシェルターの問題点などを知ることができた。問題点の一つとしてはシェルターボランティアに参

加している人が少ないことである。班員達は今後もシェルターボランティアを続けながらボランティアに参

加してくれる人を募集している。 

（市川友紀也） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B グループ ６班 

「企画名：児童センターお助け隊」 

【活動概要】 

 現在の日本では共働きの家庭が増加したことにより様々な問題が発生し、その影響を大きく受けるのは子

供達である。そこで坂戸市立児童センターの協力のもと職員の方が多く必要となる児童センターの行事にボ

ランティアとして参加し子供達がより安全に楽しめるように活動した。 

【協力団体】 

・坂戸市立児童センター 

【担当者より】 

 この班は、坂戸市立児童センターの長期休暇ならではの行事の中で、普段よりも多く来る子供達がより安全

に行事を楽しむために活動を始めた。班員ひとり一人は各々の行事ボランティア活動の参加し、活動した。そ

の中にはお化け屋敷ボランティアというものがあり二日にわたり準備をするようなボランティアなどもあっ

た。子供達にとって児童センターの行事において高校生と触れ合う機会はとても貴重な体験であったと思う。 

（市川友紀也） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B グループ ７班 

「企画名：Let’s study project!!」 



 

【活動概要】 

 現在の日本では経済的に苦しい家庭や一人親家庭、児童保護施設や被災地などで暮らし進学をあきらめる

子供が多くいる。その中で学力支援を行っている NPO 法人キッズドアと共に活動し、栄養教室やおにぎり作

り、餃子作りを通して子供達に夢と希望を持てる社会の実現をお手伝いする。 

【協力団体】 

・NPO 法人キッズドア 

【担当者より】 

 この班は、貧困などの様々な困難があり、高校や大学に進学することをあきらめる子供が多くいる現状につ

いて考え活動した。NPO 法人キッズドアの本部にてボランティア活動を行ううえでの心構えや対応、接し方、

ルールなどの説明を受けボランティア活動に望んだ。子供達と一緒にご飯を作り、国語の勉強を教え、一緒に

遊ぶことで夢と希望を持てる社会の実現に貢献できたのではないかと思われる。 

（市川友紀也） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B グループ ８班 

「企画名：地産地消 地元の野菜を食べよう」 

【活動概要】 

居住地域にも直売所やスーパーの地産地消エリアを見かけるが、比較的購入者が少ないことに疑問を持っ

た。その理由をインタビューを通して多角的に調べ、購入者増加につながる取り組みを考えていった。また県

内の JA での販売体験や自然農法農家での作業体験を通して、販売者・生産者の視点も調べてみた。 

【協力団体】 

・JA いるま野 坂戸農産物直売所 

・陽子ファーム 所沢市 

【担当者より】 

インタビュー結果により、次のような厳しい現実に直面することになった。量産ができる大きい農家さんと

地元の小さい農家さんの価格競争の厳しい現実。傷ついた農産物を嫌う傾向がある多くの消費者。直売所の知

名度等であった。そんな中で、スーパーに地産地消の野菜を使ったレシピを置いてもらえるように働きかけた。

現時点では思ったような答えは頂けず、今後も働きかけていく予定だ。 

（藤野昌哉） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B グループ ９班 

「企画名：Study Support」 

【活動概要】 

貧困が社会問題の一つになっている。子供からの貧困の連鎖を断ち切るために教育が一つになることを知

り、このグループは、経済的に苦労されている家庭の子供達に対して学業援助活動を行っている学生講師イン

カレサークル『ステップアップルズ』に協力を求め、小学 2~6 年生と中学 2 年生に対して各種サポート活動

を行った。 

【協力団体】 

・学生講師インカレサークル『ステップアップ塾』 

【担当者より】 

主な活動内容は直接、生徒たちに学習指導をしたことと補助的業務等。この補助業務をすることにより、学

生の先生たちが教えることに専念できたので、同時に行っていった。また、サポート最終日に行ったアンケー

ト調査によると、このグループの活動は、生徒、先生方からも非常に好評で、高く評価された。グループメン

バーの何人かは今後もサポートを続けていく予定。 

（藤野昌哉） 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B グループ 10 班 

「企画名：子供の運動能力低下を改善するには」 

【活動概要】 

子供達の運動能力が顕著に低下していると最近ではよく言われている。その現状を調べ、それがどんな影響

を及ぼしているかについて調べた。運動、主に遊びが子供達の発育、健康維持能力、またコミュニケーション

の発達にまで影響していることが分かった。メンバー達が活動した埼玉県内の 4 つの保育園では、それぞれ考

えた遊びを提案し実際に実施して、園児たちの活動についても観察した。 

【協力団体】 

・埼玉県内の４つの保育園（匿名希望） 

【担当者より】 

それぞれの保育園で、遊びに対する観察、また提案・実施をおこない、それに取り巻く社会問題も理解した

ようだ。少子化で兄弟姉妹が少ない家庭が多い中、また限られた活動時間内で、このような大きなテーマを課

題にしたこのグループは、できることは最大限行ってきた。更に運動の力の向上に向ける具体的な改善策が見

いだせると、もっと良くなるだろう。 

（藤野昌哉） 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C グループ  

「企画名：福島スタディーズ」 

※C グループは全体での活動を行いつつ、各班に分かれてそれぞれが社会的な課題として特に注視するテー

マを決め、個別に調査を行った。 

個別のテーマは、「福島が私たちにもたらしたこと」「『福島』～帰還問題と私たち～」「風評被害の与える影

響とその改善策」「富岡町の現状を知る」「福島県の観光業の課題と現状」 

【活動概要】 

震災から 6 年過ぎたことや対象生徒たちが当時 10 歳程度であったことから、まずは過去をひも解く調査活

動から始めた。フィールドを福島県いわき市に限定し、官公庁が発表している震災時や放射線量などの情報、

新聞・TV などのニュースなど担当して調査を行った。合わせて、現在までの「放射能」にかかわる実害から

風評被害まで様々な議論がなされていることも理解させた。その中で、防災安全について考えると同時に、コ

ミュニティや地域へのかかわり方などを間接的に学ぶことができた。多くの生徒が、将来東京近郊で災害が起

きたときに自分たちはどうすべきかということに関心を持ったこともまた成果である。 

次のフェーズとして、具体的にいわき市内の個人や団体に調査対象を、農業、漁業、教育・福祉、観光、商

業など総合学科ならではの視点を持ちつつ、絞り込み、調査した。調査したことは、全体の場で共有し、いわ

きへの調査ツアーを行う際のしおりにまとめた。初期調査に比べると、この調査は、生徒ひとりひとりの興味

や授業内容にリンクしやすく、調査内容に実体性や実感が加わった。 

同時に、クラウドファンディングに興味を持った生徒たちは、クラウドファンディングチームを作り、株式

会社 CAMPFIRE が運営するクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて資金調達を始めた。生徒た

ちは、資金集め以上に、宣伝・告知する機能としてクラウドファンディングに目を付けていたため、並行して

Youtube への動画アップロード、SNS を利用した情報拡散、坂戸市内の商店へのポスター貼付の依頼、東武

東上線沿線のターミナル駅でのチラシ配りなど精力的に活動し、自分たちの活動を発信し続けた。これらの活

動により、東京新聞、いわき民報、日本経済新聞の取材を受けた。 

夏休み中に坂戸市内で、以前から本校と連携する「郡山の子どもたちと遊ぶ会」の協力のもと子ども支援ボ

ランティアを行った。川遊びをしたり、プールで遊んだり、バーベキューをしたりして、郡山の小学生たちと

の交流を図った。その後、いわき市への調査ツアーを実施。 

〔見学先〕楢葉町の J ヴィレッジ、楢葉町役場、楢葉町仮設商業共同店舗 ここなら商店街、天神岬、富岡町、



 

国道 6 号線、いわき市内応急仮設住宅、楢葉町からの避難者の方が経営するベーカリーハウス 「アルジャー

ノン」、アクアマリンふくしま、いわき・ら・ら・ミュウ、ワンダーファーム 

これらの調査報告を外部に広く行いたいと考えて、文化祭で報告会を朝日新聞 ASA 坂戸中央協力のもと、

実施。いわき・ら・ら・ミュウで展示されていた避難所の段ボールで間仕切りされた部屋などを復元し、展示

した。 

【担当者より】 

  生徒たちが震災後の福島を見つめることで、そこに前景化されてきた知的活動を通して蓄積され精査さ

れてきた多様な思考の在り方を学び、その枠組みに触れることで、問題発見・解決の手法や主体的に考える

力を身に付けるために有効であったと考える。彼らには、将来自分自身がかかわるであろう地域コミュニテ

ィにおいて、この学びを十分に生かしてほしい。また担当教員としては教科を横断した T-GAP という場で、

生徒たちが総合学科生らしい〈実社会〉の探求を行いえたことは、新学習指導要領を視座としたとき、教員

としてもとても実験的・魅力的であった。 

（粟飯原匡伸） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D グループ １班 

「企画名：パーム油の認知度を上げるたには」 

【活動概要】 

 パーム油をご存じだろうか？ チョコレート、洗剤、シャンプー、お菓子など、日常生活において毎日使用

するものに使われている油である。とても便利な油であるが、その陰でさまざまな問題を引き起こしている。

例えば、プランテーションを造成するために熱帯雨林が伐採され、貴重な動植物が絶滅の危機に瀕している。

そのため、このグループは、パーム油とその問題点を広く市民に知ってもらうことが大切だと考え、認知度

を向上させるための活動に取り組んだ。具体的には、本校学校説明会にてパーム油を紹介する模擬授業を実

践した。また、WWF ジャパンの実施する勉強会にボランティアとして参加し、普及活動に携わった。 

【協力団体】 

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWF ジャパン） 

【担当者より】  

一年次必履修科目「グローバル・ライフ」で、パーム油の問題点について授業した。その内容を活用して、

具体的な活動を策定した点が評価できる。また、活動の妥当性を判断するために、WWF にアポを取り、イ

ンタビューしたことも評価できるだろう。しかしながら、活動の回数がやや少なかったことが悔やまれるが、

新聞への投書など、普及のための活動に継続的に取り組んでいる。 

（吉田賢一） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D グループ ２＆３班 

「企画名：日本語教育と多文化共生社会」 

【活動概要】 

  本校は、SGH に指定されて以来、外国にオリジンをもつ生徒を積極的に受け入れてきた。また、坂戸市

に目を転じると、外国人労働者が増加傾向にある。この班は、地域の外国人との共生を課題として設定した。

そして、具体的な解決活動として、地域の日本語教室にてボランティア活動に取り組んだ。また、坂戸・鶴

ヶ島近辺の外国人が集う祭りである「つるがしマルシェ」の企画・立案に携わり、主催者の城西大学勝浦ゼ

ミナールの皆さんとともに活動した。 

【協力団体】 

千代田日本語の会 

城西大学経済学部 勝浦ゼミナール 

「つるがしマルシェ」（2017 年 10 月 1 日 東武東上線若葉駅前広場 主催：城西大学勝浦ゼミナール） 



 

【担当者より】 

  共生社会というテーマは、SGH である本校に大いに当て嵌まる。また、学校近辺のイベントである「つ

るがしマルシェ」に携わったことは、地域、外国人、そして城西大学という３つのステイクホールダーと共

に企画に携わる良い経験になったようである。さらに、外国人への日本語支援ボランティアに継続的に関わ

ったことは、共生社会を実現するうえで地に足の着いた活動であり、評価に値する。 

（吉田賢一） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D グループ ４班 

「企画名：イスラーム×食＝共生 ―ハラール食向けピクトグラムの作成―」 

【活動概要】 

 近年、外国人旅行客が増加している。それに伴い、イスラーム教徒の方も日本で多く見受けられるように

なった。特に、筑波大学と本校は、東南アジアに力を入れており、マレーシアやインドネシアから多数のイ

スラーム教徒の留学生を受け入れている。しかしながら、ハラール認証を受けた食品を探すのは非常に困難

である。そのため、豚肉やアルコールを用いていない食品につける「ピクトグラム」を作成し、川越のお土

産屋や食品店に掲示してもらえるように交渉した。 

【協力団体】 

ハラールメディアジャパン株式会社 

【担当者より】 

 ピクトグラムを作成する際、ハラールメディアジャパン株式会社を訪問し、デザインについてアドバイス

を受けた点を評価したい。また、作成したピクトグラムのわかりやすさや妥当性を判断するために、留学生

や空港でのインタビュー活動を行ったことも、評価に値する。ただ、川越の企業からはピクトグラムの使用

を断られてしまったことが悔やまれる。 

 （吉田賢一） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D グループ ５班 

「企画名：α企画 防災倉庫改良協計画」 

【活動概要】 

 この班は、「災害大国ニッポン」と「訪日外国人旅行客」のふたつのキーワードに着目した。すなわち、訪

日外国人が増加しつつある中、日本におけるイスラーム教徒向けの防災対策はどの程度進んでいるのか、とい

う課題を設定した。本校の防災倉庫を調べたところ、イスラーム教徒向けの「ハラール認証」を受けた非常食

が完備されていないことが判明した。そのたえ、文化祭での募金活動、近隣中学校の防災倉庫との比較を行い、

最終的にハラール認証非常食である「α米」を本校防災倉庫に置くことができた。 

【協力団体】 

 東京ジャーミイ（モスク） 

 坂戸市立坂戸中学校 

【担当者より】 

 この班は、課題設定に時間を要したが、災害と外国人というふたつのキーワードを結び付け、最終的には課

題設定に成功した。調査の段階で、近隣中学校ではハラール認証を受けた非常食が完備されていることが判明

し、イスラームの留学生を多く受け入れている本校の態勢の不備が明らかになった。この調査がきっかけとな

り、本校もハラール認証非常食を設置するに至った。 

（吉田賢一） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D グループ ６班 

「企画名：ファストファッションの光と影 中学生と取り組む国際協力」 



 

【活動概要】 

 大量に廃棄される衣料品、開発途上国の劣悪な縫製工場で働く労働者……。近年、ファストファッション

の抱える問題点がクローズアップされている。このグループは、ファストファッションの問題点について調

査し、課題解決のために未来の消費者である「中学生」にファストファッションの光と影を教える活動に取

り組んだ。近隣中学校での出前授業や不要となった衣料品を回収し、UNQLO「服の力プロジェクト」に衣

料品を提供した。 

【協力団体】 

坂戸市立若宮中学校 

株式会社ファーストリテイリング 

【担当者より】 

  一年次必履修科目「グローバル・ライフ」で、ファストファッションの光と影についてディベートに取り

組んだ。その内容を活かし、課題設定と解決活動を策定した。限られた時間の中で、近隣中学校と交渉し出

前授業までこぎつけたことは、評価に値する。また、衣料品の回収活動は、近隣の複数の小中学校で実施し、

かなりの量の衣料品を回収することができた。 

（吉田賢一） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D グループ ７班 

「企画名：イスラームマニュアル in TSUKUSAKA」 

【活動概要】 

 この班は、本校の留学生の受け入れ状況に焦点を絞った。すなわち、毎年 10 名前後のイスラーム教徒の生

徒を受け入れ、ホームステイも斡旋しているにも関わらず、イスラームについて紹介した冊子が、本校には存

在しないのである。ホームステイの受け入れ先としては、宗教上食せないものはあるか、タブーとなる行為は

あるかなど、知りたい情報はたくさんある。そのため、イスラームの留学生を快適に受け入れるために、イス

ラームの基本情報を紹介したマニュアルを作成した、 

【協力団体】 

 ファミリーマート 若葉駅前店 

【担当者より】 

 この班は、身近な本校の抱える課題に照明を当てた。注目すべきことは、ファミリーマートで販売されてい

るほぼ全ての食品の原料を調べ、豚やアルコールが含まれていないかどうかチェックしたことである。かなり

時間を要する作業だったが完了し、2018 年 1 月のホームステイから実際に活用し、効果を検証する予定であ

る。 

（吉田賢一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 29 年度「卒業研究」実践報告 
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今年度の卒業研究はテーマ設定に関する時間を確保するために、2 年次の「T-GAP」の内容に卒業研究の内

容を含めて実施した。評価に関しては国際バカロレアの「課題論文」（EE）を参考にしつつ、生徒の実態に沿

う形で評価規準を作り直して使用した。テーマ設定に時間をかけたことなどにより、多くの先行研究を参考に

し、主体的に課題を設定して卒業研究に取り組む姿が確認された。 

 

キーワード   テーマ設定   評価規準  学びに向かう力  思考力・判断力・表現力 

 

 

１．年間のスケジュールについて 

昨年度の卒業研究は、SGH の取り組みと連動する形で、

これまで3年次に入ってから本格的に開始していたものを

2 年次の途中から実施するように年間計画を変更して実施

した。そのため、例年は11月末から12月上旬に論文を完

成させるためのスケジュールを組んできたが、昨年度はス

タートが早くなった分、1 学期末に完成させるように早め

てスケジュールを組んだ。 

今年度の卒業研究は基本的な部分は昨年度を踏襲しつ

つも、テーマ設定に時間を多く割いた上で、論文の完成は

10月末とし、昨年度よりも若干の余裕を持たせた（資料１）。

実際には卒業研究の授業が始まるのは３年次からである

ため、２年次のT-GAPの最終部分を使い、先行して卒業研

究を始めることとした。これまでよりもテーマ設定に時間

をかけるために早めに卒業研究をスタートさせたのは、本

校の研究紀要で報告された卒業研究の実践報告（資料２）

で、テーマ設定について早めに多くの時間を設けるべきだ

という指摘が毎年のようになされてきたためである。実際

には、他の授業の兼ね合いでそれを実行することは難しか

ったが、昨年度 SGH への移行期間ということで思い切っ

て開始時期を早めた。それは、本校の生徒が多く受ける大

学の推薦入試が、2 学期に入ってから始まるところが多く

あり、推薦入試の準備と卒業研究の取り組みとが重なるこ

ととも関係している。 

２年次における指導は３年次になってからの卒業研究

担当者が入れるわけではないため、実際には丁寧な指導を

実施できたわけではなかったが、本校教員３名と卒業研究

のテーマについてディスカッションする課題を与えたり、

冬休みには先行研究の調査をもとにしたレポートを作成

する課題を与えたりするなど、テーマ設定に関する時間を

確保した上で、なるべく早い段階でテーマ設定の困難さに

気付けるようにした。 

 

 

２．評価について 

今年度の評価は次期学習指導要領の「育成を目指す資

質・能力の３つの柱」である、「どのように社会・世界と関

わり、よりよい人生を送るか」「何を理解しているか、何が

できるか」「理解していること、できることをどう使うか」

を見据え、評価の対象を①論文、②卒研ファイル、③ヒア

リング、成果発表の３つとした（表１）。また、生徒には表

２のように評価の対象と内容について３年次卒業研究の

初回の授業で提示し、望まれる卒業研究の完成像をイメー

ジしながら取り組めるようにした。 

 

 

    表１：評価の対象と評価する力 

評価の対象 主に評価する力 

論文 
３つの力を総合的に評

価する 

卒研ファイル 学びに向かう力 

ヒアリング 
思考・判断・表現 

成果発表 

 

  



 

表２：評価の対象と内容 

【論文の評価】 

タイトルや序論において、テーマが絞り込まれ、「疑問」

として示されているか 

先行研究をふまえて、これまで明らかになっている部分

と未だ明らかになっていない部分を整理できているか 

卒業研究での学びが自分の興味関心を深め、それがキャ

リアや社会と結びついたものになっているか 

これまでの学びが卒業研究に活かされているか 

研究課題の解明のために、継続的に、主体的に活動がで

きているか 

研究（調査）結果を様々な観点で分析し、適切な結論を

導き出しているか 

展望（残された課題）を示し、その課題の解決のための

方策にまで言及しているか 

参考文献として、インターネットの資料ばかりでなく、

論文、統計資料等が一定量示されているか 

８０００字以上で『表紙、目次、序論（研究動機、研究

課題、先行研究）、本論（研究方法、調査結果、分析・

評価または考察）、結論、展望、参考文献』が過不足な

くそろっているか 

読み手に内容が伝わるように、段落を付けて内容を整理

したり、誤字脱字なく書けているか 

体裁、引用の方法、脚注の書き方など論文を書くときの

ルールが守られているか 

【卒研ファイルの評価】 

学習の記録（資料３）に活動した内容を適切に記入し、

次回までにやるべきことを毎回記入したか 

研究計画（資料４）と実施記録にやるべきこと、やった

ことを記入し、活動を振り返りながら計画的に研究活動

を進められたか 

積極的に研究活動に取り組み、外部の人とつながるなど

意欲的に取り組んだか 

【ヒアリング・発表の評価】 

自身の研究活動を客観的にとらえそれを表現できるか 

質問に対して適切な応答ができるか 

用意した発表資料は多くの人に説得力をもって伝える

ことに役立つものか 

聞き手に正しく伝えられる構成、話し方、言葉使いでプ

レゼンテーションがなされているか 

発表の場にふさわしい服装や態度でのぞんでいるか 

 

 

 論文の評価に関しては昨年度の卒業研究で用いられた

国際バカロレアの「課題論文」（EE）の評価基準を用いよ

うと考えていた。しかし、実際の運用を考えたときに、評

価項目が多岐に渡っており煩雑になる恐れがあること、評

価の対象となっている内容に重複している部分もあるこ

とから、「課題論文」（EE）の評価基準をベースに、これま

での卒業研究の取り組みを踏まえ、評価基準を整理しルー

ブリックを作成し直した（資料３）。 

 

３．毎時間と月間の記録 

 新学習指導要領では育成すべき資質・能力の１つとして、

学びに向かう力が挙げられている。その中身は様々議論さ

れているところであるが、中教審は「主体的に学習に取り

組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を

統制する能力、自らの思考のプロセス等を客観的に捉える

力など、いわゆる「メタ認知」に関するもの」としている。

卒業研究において育める学びに向かう力は、まさにことに

よるものであると言える。これまでの卒業研究においても、

自らの研究活動を記録することは課してきたが、決まった

形での実施はなかった。そこで今年度は向かう力の育成を

目指して、ゴール（最終稿の提出および最終発表）を目指

して、そのプロセスを自ら描き課題となることを設定でき

るようにした。そのためにあらかじめ年間のスケジュール

を示し、月間の研究計画と実施記録、毎時の学習記録を書

かせた。なお、記録は生徒１人に１冊ずつ２穴のファイル

を購入して渡し、保存させた。（ファイルの評価に関しては

資料４、記録の書式については資料５，６） 

 

 

４．ヒアリングの実施と発表 

思考力・判断力・表現力を育成する機会として、今年度

は学期毎に２回（３学期は１回）ずつヒアリングの機会と

６月にグループ内でのパワーポイント資料を用いた発表

会、１０月に全校生徒が見学するポスターセッションの機

会を設けた。 

ヒアリングは、集団面接の方式で実施した。研究活動で

課題となっていることや研究の成果について口頭で説明

することを求めた。また、卒業研究の活動で身に付けられ

る力を意識化し、自覚的・多角的にそれを育めるような質

問も課した。質問項目は２つで、前日までにそのうちの１

つは提示して準備できるようにし、もう１つはヒアリング

の場で提示し、瞬発的に対応できる力も育めるようにした。

（ヒアリングの内容については資料７） 

発表については、一昨年度までは６月に中間発表会、１



 

０月に最終発表会と、両方ともパワーポイント資料を用い

た発表会を実施していた。今年度については、発表時間の

確保と聴講者とのインタラクティブなやり取りを確保し

たいと考え、最終報告会をポスターセッションとすること

にした。 

 

 

５．振り返りアンケートの結果 

 卒業研究の授業については、年次によって３年間の学び

の軌跡を見るために３年間通して毎年同じアンケート（継

続アンケート）を実施したり、年度毎の卒業研究の評価を

比較するために年度をまたいで同じアンケート（共通アン

ケート）を実施したりしている。今年度はこれまでの卒業

研究と成果を比較するために、共通アンケートを実施する

こととした。 

 質問項目は次の１２項目の「そう思う」「ややそう思う」

「あまりそう思わない」「そう思わない」の４件法による回

答と２項目の自由記述による回答を求めた。 

 

 

１ 高校での学習や体験に基づいた主題（テーマ設定）が

できたか 

2 満足のいく（適切な）テーマを設定することができたか 

3 計画的に研究活動をおこなうことができたか 

4 卒業研究の時間を有効活用したか 

5 放課後や休日を利用して研究活動を行ったか 

6 校外の場所へ出かけたり、校外の人に対して聞き取り

活動を行ったか 

7 指導教員のアドバイスを活用したか 

8 「卒業研究」のために読んだ参考図書や先行文献は何冊

か 

9 人前で自分の考えを発表する力が付いたか 

10 レポート作成を通して論理的な文章力が身についた

か 

11 自分の設定した課題の解明に向けて主体的に努力し

たか 

12 満足のいくレポートが作成できたか 

13「卒業研究」担当者に向けて「こうすべきだ・こうして

ほしい」と思うことがあったら書いてください 

14後輩へ向けて、伝えておきたいアドバイスや助言が書い

てください 

 

 共通アンケートを実施した２０期生及び１８期生のア

ンケート結果と比較（詳しい内容については資料８）しな

がら今年度の取り組みを振り返る。 

 ２０期生、１８期生と比較した際の最も大きな差は卒業

研究のために読んだ参考図書や先行文献の平均数である。

１８期生は５．８６冊、２０期生は４．７４冊に対し、今

年度は１１．３３冊であった。これは２年次にT-GAPの時

間を使って卒業研究を先行実施した際に、課題として先行

研究レビューを課したことと関係しているだろう。１１．

３３冊の中には図書としての文献だけでなく、論文検索サ

イトの CiNii などで取得した論文も含まれるであろうが、

生徒のなかに研究に取り組むにあたっては先行研究をま

ずあたらなければならないという、研究の基本が身につい

たことの表れであることは評価に値する。先行研究を丁寧

に調査することは、研究を学術的文脈に位置付けることの

第一歩であり、研究のオリジナリティや説得力を担保する

ことにつながる。生徒が実際にどの程度丁寧に先行研究を

読み取れているかは、ここからは明らかにすることはでき

ないが、先行研究に挑戦する姿勢は今年度の卒業研究の到

達点として評価してよいだろう。 

 次に挙げられる今年度の卒業研究の特徴は、「放課後や

休日を利用した研究活動」と「自分の設定した課題の解明

に向けた主体的な努力」である。このことからは、生徒自

身が学びに向かう力を育んだ様子が見て取れる。しかしそ

の一方で、計画的な研究活動の評価は低い。後輩に向けた

アドバイスの自由記述には、「テーマは早めに決めよう」

「計画的に進めよう」などのテーマ決めや計画的に進める

ことの難しさを感じた様子が多くみられたように、研究活

動には積極的に励んだが、最初の見通し通りに進めること

の困難さに気付いたようである。しかしそれはまさに学び

に向かう力に必要なメタ認知によってもたらされた気づ

きである。 

 以上のように、これまでの高校生活に培った力を最大限

に発揮し、主体的に課題を設定しそれを乗り越えるための

努力をしたことが確認された。しかし、テーマに関する評

価や論文作成に関する評価は過去２年間と大きな改善は

見られなかった。テーマ設定に関しては時間をこれまでよ

りも多く取れるようにしたが、担当者を正式に決められる

前の段階でどのように指導体制を整えるかはこれからの

課題として残った。また、論文作成に関するきめ細かな指

導のあり方についてもこれからの課題である。 

 

 

 

 



 

 

資料 1：29 年度卒業研究年間計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 月日 活動内容 発表・論文

1 10月26日 卒研スケジュール テーマ設定方法・文献収集など

2 11月12日 卒研(グループで進捗状況報告・文献調べ）

3 12月7日 卒研説明（提出スケジュール等）

4 12月10日 グループ活動（研究の基礎・文献収集について）

5 12月14日 個人作業

6 12月17日 プレ構想発表会

7 12月21日 テーマ提出

8 1月11日 宿題確認

9 1月25日 冬休み宿題振り返り

10 1月28日 研究大会に向けて

11 2月15日 個人作業

12 2月22日 レジュメの提出pptの提出について

13 3月10日 構想発表会

14 3月24日

1 4月12日 卒研ガイダンス・担当者発表

2 4月19日 担当者別指導

3 4月26日 担当者別指導

4 5月10日 担当者別指導

5 5月17日 担当者別指導

6 5月24日 ヒアリング①

7 5月31日 担当者別指導

8 6月7日 担当者別指導

9 6月14日 担当者別指導 要旨・PP〆切

10 6月21日 卒業研究発表会

11 6月28日

12 7月5日 ヒアリング②

7月19日

13 9月6日

14 9月13日 担当者別指導

15 9月20日 担当者別指導

16 9月27日 ヒアリング③

17 10月4日 担当者別指導

18 10月11日 担当者別指導

19 10月18日 担当者別指導

20 10月25日 ポスターセッション（１，２年参観） 最終提出

21 11月1日 担当者別指導

22 11月8日 ヒアリング④

23 11月15日 担当者別指導

24 11月22日 担当者別指導

25 12月6日 担当者別指導

26 12月13日 担当者別指導

27 12月20日 学年発表会

28 1月10日 ヒアリング⑤

29 1月24日 論文綴じ込み

平成２９年度　２２期卒業研究　年間予定

第一稿返却、担当者とのディスカッション

第一稿　提出（8000字以上）

第二稿　提出

3000字提出



 

 

 

資料２：本校研究紀要「卒業研究の実践報告」よりテーマ設定に関する記載の抜粋 

 

【17 期生】 

 今回のテーマ設定のような発散的思考について 3 年生ではなく、もう少し早い段階で行わせるのが適当で

あると考えることもできる。…中略…まず自分の興味関心に気づかせ、そこから学ぶことに対する意欲を高め

させていくことができれば、高校での学習は充実したものとなることは疑いようがない。 

 

【18 期生】 

 生徒はもっと早くから卒業研究に取りかかりたいと感じているようだ。早くからテーマを考え、決め、より

深い充実した内容にしたいと考えている。取りかかる時期についてもそうだが、特にテーマ設定に於ける適切

な指導助言について、揺り返しを繰り返しながら今後ともベターなものを見つけるべく模索し検証研究をつ

づけなければならないだろう。 

 

【19 期生】 

 ・テーマ設定に関する指導の見直しと体系化 

従来の指導の方法と時間数では、全体を見た場合には不足していることは明らかである。この部分の研究を

すすめることは喫緊の課題である。また、テーマ設定の困難さを早い段階で実感するようなカリキュラムを組

むことは有効なアプローチである。 

 

【20 期生】 

 暫定テーマは 2 年次のうちに提出させ、それに基づいて構想発表会も行ったが、より具体的なテーマに絞り

込み、研究のアウトラインを作成する際の指導は担当者の裁量に任せてしまった。この結果、丁寧な指導があ

る班と生徒任せになった班で対応が分かれてしまい、生徒の不満につながっている。これはレポートの添削や

ゼミの運営についても同様である。テーマ決定やレポート作成は個別指導のほうが効果はある。よって指導計

画を作る年次団として、共通の指導事項を作ったり情報共有をはかったりし、担当者間での差をなくすよう働

きかけるべきであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

資料３：論文の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４：卒業研究ファイルの評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論文（最終稿）評価の基準

3

自分自身の形成しようとする

キャリアと結節点のある研究

（キャリアと連動した分野の調べ学習）

自分自身のキャリアにとって、このテーマの学びが

重要・切実であることが示されている。

研究課題に先行する研究が複数示されてい

る。

研究資料が多種にわたって示されている。（IT

資料だけでない）

2
自分にとって（だけ）価値のある研究

（自己啓発的内容）

明らかにしたい課題（問題意識の所在）が示されて

いる。

自分自身にとって（主に内的（心理的）要因

として）この研究課題が重要・切実であるこ

とが示されている。

本文が8000字以下でない。

1
卒業研究に取り組まない

論文を提出しない

引用、脚注の文献が参考文献内にある。

研究資料が一定量示されている。

（目安として論文・統計資料であわせて

５本以上、書籍で２冊以上。）

論文評価の規準

主体性・行動力を示す外的活動（ＦＷや、インタ

ビュー、労力を必要とする継続的で丹念な行為）が

ある。

 調査結果や方法の不備や欠点を補うための調

査や実験が示されている。

 研究課題と照らし合わせて、これまでで明らかにさ

れている部分と未明の部分が整理されている。（課

題の研究的価値が示されている。）

研究課題の解明や解決のために適切な根拠

（傍証含む）が示されている。

キャリア意識に基づいて学習を深め、

自身の研究課題の研究的価値

（明らかになっていない部分）

が整理されている

4

４の条件に基づいて、継続的な活動

あるいは多角的な調査や分析を行うことで

研究のオリジナリティを生み出している

5

継続性・発展性 計画性・継続性 主体性・行動力

5

次回までの課題が適切に立てられ、その週の

中で毎回にわたって課題の解決が試みられて

いる

月ごとの研究計画が具体的に立てられ、段階的に実

施されている。実施状況が記録され、ふり返りがな

されている

必要な情報の取得や証明のために、外部への

調査を実行に移し、卓抜した努力が認められ

る。

例）卒研FWの利用、海外への渡航調査、研究

機関の積極的利用（実験施設の利用や大学教

員からの指導など）、極めて労力を必要とす

る丹念な調査（河川や森林生物の生息分布調

査、長期間にわたる聞き取りなど）

4
次回までの課題が立てられ、課題の解決を５

割以上の頻度で試みている

月ごとの研究計画が具体的に立てられ、実施状況の

記録とともにふり返りがなされている

必要な情報の取得や証明のために、外部機関

を利用して多様な文献を集めたり、外部への

調査や実験を実行に移したりしている。

例）国立国会図書館に行き文献を渉猟する、

街頭に立ってアンケート実施する、外部機関

にアポをとって調査を実施するなど

3

学習の記録が毎時にわたって記入されている

MEMO欄が適切に活用され、読んだ論文や受

けたアドバイスが記入されている

月ごとの研究計画が立てられ、実施状況の記録とと

もにふり返りがなされている

必要な情報の取得や証明のために、複数の文

献を集めている。または、校内や身近な範囲

で小規模な調査や実験を実施し、努力が認め

られる。

2

学習の記録がつけられているが頻度が７割未

満、あるいは、適切に使用されていない（項

目不十分）

実施状況が適切に記録されている。

必要な情報の取得や証明のために一冊でも文

献を読みこもうとしたり、校内や身近な範囲

で小規模な調査や実験が（まがりなりにも）

実施されたりしている。

1 学習の記録がつけられていない 実施状況の記録がない 課題解決のための外部への働きかけがない



 

 

資料５：毎時間の学習の記録 

 

 

 

 

卒業研究 学習の記録 組 番　名前 （ ）

本時の活動内容に○をつけてください

　・資料調査　 書籍論文名（　　　　　　　　　　　　）著者（　　 　　）発行年月（　 　　   　）

参考サイトURL（　　　　　　　　　　　　） ※複数ある場合には別途記録

　・相談／指導等 相談相手／指導教官 （　　　　　　　　　） ※内容は下に記録すること

　・調査実験などの活動または準備 内容（　　　　　　　　　　　　　　） 場所（　　　　　　　　 ）

　・原稿執筆 執筆箇所 （　　　　　　　　　　　　　　）

　・全体指導 主な内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・その他 活動内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

MEMO（引用や記録すべき内容、キーワード、思いついたアイデア、調査結果、指導内容など）

次回までにやるべきこと 検印

本時の活動内容に○をつけてください

　・資料調査　 書籍論文名（　　　　　　　　　　　　）著者（　　 　　）発行年月（　 　　   　）

参考サイトURL（　　　　　　　　　　　　） ※複数ある場合には別途記録

　・相談／指導等 相談相手／指導教官 （　　　　　　　　　） ※内容は下に記録すること

　・調査実験などの活動または準備 内容（　　　　　　　　　　　　　　） 場所（　　　　　　　　 ）

　・原稿執筆 執筆箇所 （　　　　　　　　　　　　　　）

　・全体指導 主な内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・その他 活動内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

MEMO（引用や記録すべき内容、キーワード、思いついたアイデア、調査結果、指導内容など）

次回までにやるべきこと 検印

月 日 限  本時の目標

月 日 限  本時の目標



 

 

 

資料６：毎月の研究計画と実施記録 

 

卒業研究 研究計画と実施記録 組 番　名前 （ ）

MEMO

意気込み ※月のはじめに記入 感想 ※月の終わりに記入

第１週

第２週

第３週

第４週

やるべきこと（活動予定） やったこと（実施状況）

※集めるべき資料や調査・執筆予定などを書き込む

　月
※読んだ資料や実施した調査、執筆状況などを記録する

検印



 

 

 

資料７：ヒアリングの質問項目 

5/24 

ヒアリング① 

自分自身の卒業研究のテーマについて簡潔に説明し、そのテーマについて研究また

は学習することが自分自身の人生（キャリア）にとって、どのような意義があるか説

明しなさい。さらに、そのテーマ選択が選択科目をはじめとする「これまで」の学び

とどのように結びつくのかを述べなさい。 

昨日ＨＲで見せた絵本は、ヨシタケシンスケの『りんごかもしれない』の一部です。

見てもらったように、この絵本はひとつの「りんご」を様々な観点を通して思考して

います。もしみなさんがこの『りんごかもしれない』にあるような見方や発想を、自

身の卒業研究に応用するとしたら、どのように応用できるでしょうか。『りんごかも

しれない』の中から興味深い見方や発想を 1 つ挙げ、それを自分自身の卒業研究に

どのように応用可能かを話し合いなさい。時間は７分間です。椅子は自由に動かして

構いません。 

7/5 

ヒアリング② 

卒業研究では、１学期に発表会と８０００字の提出がありました。これまでの取り組

みとこれからの計画を踏まえて、あなたの卒業研究は、何を明らかにすることを目的

とし、どのような方法でそれを明らかにするのか、説明してください。また、ここま

で卒業研究を深めるために、具体的に活動したことは何ですか？ 

前日提示）前回のヒアリングで取り上げたヨシタケシンスケの『りんごかもしれな

い』は、卒業研究にも応用可能な物の見方や発想で、「りんご」 を様々な観点から思

考したものでした。あなたがもし『りんごかもしれない』に新たなページを加えると

したら、どのような内容にしますか？卒研 

での取り組みと結びつけて考えなさい。明日のヒアリングのときに１分間でその内

容をプレゼンしてもらいます。 

 【質問】『りんごかもしれない』の新たなページを考えてきてもらいました。まず１

分間で考えてきた内容を書き入れなさい。（紙を渡して１分間待つ）では 

１分間でプレゼンしてください。 

9/27 

ヒアリング③ 

はじめに、１分間の自己 PR をしてください。 

つぎに、あなたの将来の夢や実現したいことは何ですか？そのために、進路先でどの

ように仕事や学びを重ねていきたいと思っていますか？ 

11/8 

ヒアリング④ 

先日ポスターの発表を行いました。効果的なポスターを作るうえで、あなたが工夫し

たことを述べてください。また、もしもう一度ポスターを作る機会があった場合、そ

の際の改善点を他の人のポスターを参考に述べなさい。 

これは小泉吉宏の『愛のシッタカブッタ』の一部です。見てもらったように、これは

物事を見るときに陥りやすい過ちを表しています。これから得られる教訓は何か紙

に書き説明しなさい。（時間を与えて書かせ、一人ずつ発表させる）次に、その教訓

に基づいてあなたの卒業研究を評価しなさい。 

1/10 

ヒアリング⑤ 

いよいよ高校生活も締めくくりの時期です。今回のヒアリングでは、考えてきたライ

フプランを発表してもらいます。あなたの進路や人生など現時点でのあなたのライ

フプランを述べてください。持ち時間は４分です。では、どうぞ！ 

 

 

 

 



 

 

 

資料８：共通アンケートの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９：卒業研究テーマ一覧 

２２期生 4 3 ％ ２０期生 4 3 ％ １８期生 4 3 ％
１　高校での学習や体験に基づいた主題（テーマ設定）ができたか 3.19 58 58 82.3% 3.14 48 73 81.2% 2.97 36 84 76.9%
2　満足のいく（適切な）テーマを設定することができたか 3.07 42 71 80.1% 3.07 43 77 80.5% 2.90 32 83 73.7%
3　計画的に研究活動をおこなうことができたか 2.59 17 56 51.8% 2.51 21 51 48.3% 2.31 8 56 41.0%
4　卒業研究の時間を有効活用したか 3.01 36 71 75.9% 2.97 38 73 74.5% 2.88 32 80 71.8%
5　放課後や休日を利用して研究活動を行ったか 3.35 80 33 80.1% 3.11 62 49 74.5% 3.13 61 63 79.5%
6　校外の場所へ出かけたり、校外の人に対して聞き取り活動を行ったか 2.79 56 26 58.2% 2.53 42 38 53.7% 2.47 46 28 47.4%
7　指導教員のアドバイスを活用したか 3.43 76 51 90.1% 3.30 66 62 85.9% 3.22 61 74 86.5%
8　「卒業研究」のために読んだ参考図書や先行文献は何冊か 11.33 4.74 5.86
9　人前で自分の考えを発表する力が付いたか 3.33 58 68 89.4% 3.18 51 76 85.2% 3.15 51 81 84.6%
10　レポート作成を通して論理的な文章力が身についたか 2.91 24 83 75.9% 2.93 33 77 73.8% 2.71 21 82 66.0%
11　自分の設定した課題の解明に向けて主体的に努力したか 3.21 48 75 87.2% 2.93 34 76 73.8% 3.02 35 93 82.1%
12　満足のいくレポートが作成できたか 2.67 17 69 61.0% 2.61 24 59 55.7% 2.48 10 69 50.6%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーエンコーダとしてのモーターの運用高精度コントローラーの制作 広島東洋カープのセ・リーグ優勝によって起こった社会の変化は？経済効果とその他の地域貢献から考える

幼児期（年少3歳～年長7歳）の遊び～幼児の遊びから成長を読み取る～ ストレッチの効率を考える
趣味におけるレジンアレルギーへの対策の提案 マタニティ問題〜高校生発信から改善に近づける〜
ヘアケアの必要性～10代から見る意識と現状～ 今からでも直せる魚嫌い～魚レシピの提案～

坂戸市でワイナリー経営の立案～山梨・埼玉のワイナリー経営の現状からの考案～ molehill および surface　run　からみた筑坂におけるモグラの分布と動向
スパイスによる日本と本場カレーの違い～調理法でカレー嫌いを克服～ 経済的視点からアプリケーションの流行を予測する

筑坂の雑木林の調査～次世代へ～ なぜ地域によって畝の形は変わるのか
GPSを利用した自転車追跡システム 高校生からみた女子力
鶏を取り巻く環境～発酵と分解～ 日本に住む難民の生活について～在日クルド人の事例から～

足で使う調光器を作る これからの非常食のあるべきすがたとは
バブル時代前後のキャビンアテンダントの変化について（制服・化粧・サービス） 女性が働きやすくなるには～女性が働きやすい会社とは～
学校造林地における有機肥料の価値～草木炭によるカブの生育からの考案～ 筑波大学附属坂戸高校の危険を探る

自然言語処理による応答分の作成 精油を用いた水なし手洗い～手に付着した菌に対する精油の殺菌効果～
性教育の授業の作成～フィンランドと日本の教科書を比較して～ アトピー肌と環境に優しい繊維を考える

アボカド～種の可能性～ 日本の住宅街における無電柱化の推進
プロジェクションマッピング～簡易プロジェクターを使った効果的なプロジェクションマッピング作成～ 手入れされている人工林と手入れされていない人工林における植生及び土壌の違い

本が人に与える影響 高等学校にける21世紀型スキルの現状と課題
妖怪「ケッカイ」の構造に見る江戸時代以前の日本人の異常出産観 病は気から！？プラセボ効果の可能性　～高校生の心の健康の向上～

錠剤における先発医薬品と後発医薬品の違い マタニティスイーツ～妊婦さんが安心して食べられるおやつを～
幼児の栄養に対する関心を根付かせるための絵本作り 中学校の英語教科書の比較

橋の歴史と構造 越生町におけるナガミヒナゲシの危険性
日本の洋装化と西洋のジャポニズム ビー玉スターリングエンジンの小学校教育への応用の提案

筑坂の小麦粉と卵でカステラ作り 農業体験は農業に興味がない人に興味を持たせることができるのか―筑坂農業体験から考える―

伝統産業と大量生産の現状～伝統産業の産物は本当に優れているのか～ オリーブの葉を使ったカップケーキ～オリーブの葉の利用方法を増やす～
2020年東京オリンピックに向けた受動喫煙防止策の発案 ブランド農産物の新しいレシピ提案

カビ予防を主とした本の保存法を考える 宇宙エレベーターの運用における時刻表の作成
日照時間と着糖の関係 クリニックの看護師が外国人患者を対応する上での意識及び抱えている問題

黒姫高原共同生活から考える共同学習 共生教育の必要性について～カナダと日本の比較～
似顔絵セラピーの効果とは？ 一頭身キャラクター表から見る一頭身キャラクターの特徴

土壌から考えるダンゴムシの成長変化 「木組み」の安全性・利便性がもたらす住宅購入への影響
教育格差を超える数学教育 小学校中学年・高学年での土壌教育の方法の提案

なぜ人はパンに惹かれるのか？ 日本とアジア諸国の小学校英語の比較
メダカの暮らしやすい環境を考える 赤ちゃんポストのナゾ

自転車競技におけるシャウティング効果が最大パワー及びその持続時間に及ぶ影響 筑坂に生息する植物の場所ごとの植生
電磁誘導の発電効果 訪日外国人へ向けたインフラ対策

BGM×勉強＝？　～BGMが人に与える影響～ 高齢者の肌にうるおいを！――手作りハンドクリームで乾皮症予防――
家庭的な山羊乳を考える 病気の早期発見の重要性と生存率の関係性

ケージ飼いと平飼いが鶏と卵に与える影響 インコがもたらす血圧の変化



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコロードから考える～ロードキルの抑制～ 在留・在日外国人と日本人地球住民の「共生」～地域社会の一構成員としての共生に向けて～

犬と幸せに暮らせる社会を目指す～ペット先進国を参考に～ 共生社会を目指すために
日本の少子高齢化問題について移民政策成功国との比較から考える～文化の共生について～ 重複障害者に対する潜在的態度測定～重複障害者との共生を目指して～
埼玉県飯能市のエコツーリズムから見るエコツアーガイドの現状・課題 名前から見る人々の価値観

講義形式の授業からアクティブラーニングへ～数活のような数Ⅲ授業の提案～ ～Wi-Fiモジュールを用いたライントレースカーの無線化～
弱視の人の為のロービジョンケアを活用した校内のバリアフリーマップを作成する 植物の可能性　～新たな手洗い方の提案として～

観光被害を未然に防ぐために・・・～鎌倉を基準として～ バナナペーパーによる森林保全と地域開発の両立
ＬＧＢＴ いちじくで町おこし～特産品を用いた地域活性化～

食育を考えた子どものお弁当～オリジナル冷凍食品の提案～ 私はなぜ選択をするのか？～日本の多重国籍の制度について～
障がい児交流をもっと楽しく～QOLを高める新しいボランティア～ 盲導犬の障害理解教育における学びの持続性とその効果

手書き文字と機械文字の気持ちの伝わり方が違う理由 廃鶏を利用したナチュラルフォアグラの生産
スタンガンを使ったキノコ栽培～電気刺激でキノコは増えるのか～ 無農薬・無肥料の野菜を消費者に届ける

聴覚障碍者におけるEWS受信機の開発 外国籍高校生と日本高校生の協働による新たな社会貢献の可能性～バングラデシュを事例に～

埼玉県の特産品を用いたブランド卵の生産！？ 食品ロスに関する既存の取り組みから新しい取り組みを作る
非自然言語な日本語プログラミング言語の開発 なぜMichael Jacksonは世界的に売れたのか～曲の歌詞やスピーチから、彼の成功の秘訣と彼の「コトバ」のもつ影響力を探る～

プラナリアの食性調査～寒天を使用した飼料を与えて影響はあるのか～ 『光り輝く島』スリランカの紅茶文化を日本に！
筑坂の昆虫から見えること　～環境の現状を知る～ ほめることの効果～小学生の携帯電話利用と承認欲求の関連性～

朝霞市の高齢者の内的要因である転倒を減少し健康寿命を伸ばす提案 金刀比羅神宮から考える江戸時代から継続するﾞ神仏共生社会ﾞ
飼育展示スペースに凝らされる工夫の相違によるペンギンの行動と観覧者に与える影響 ナガミヒナゲシ論争の終結

家族で食べる糖質制限食 あの子のキラキラ投稿の裏側とは!?～ビジュアルコミュニケーションと承認欲求の関係～

地域活性化 その空き家、お貸し下さい。
ストーカー犯罪の新たな傾向とは？ ～恋愛感情のないストーカー犯罪～ アンケート結果から見る環境教育の進捗度差と提案

高校生の歯の健康における歯科保健指導の試み バナナの皮で河川の重金属汚染は改善可能か
重度障害者と楽しめるアダプテッドスポーツの開発 あなたならどっちに投票する!?～投票型ペットボトルキャップ回収の効果と分析～

小学校低学年へのコーディネーショントレーニングを取り入れた体育の授業の提案 腰椎分離症患者にとって心地よい椅子の座面とは
日本語教育の今日的課題とその解決方法について 異文化理解を妨げるものとは～アメリカ留学を通して～

筑坂校門前横断歩道からみた現代横断歩道問題とその解決策の提案 そろばんの活用から見い出す小学校算数の改善
食品添加物を使わずにソーセージの保存性能を高める 外国人宿泊客が宿泊施設に求めるサービスと日本文化

百貨店の海外の商品の買い付けについて～トレンドの流れを考える～ 畝高を変えてのイチゴの甘さの研究
服選びのコツ～ベストカラーによる自分好みのスタイルへ～ 自殺と精神疾患の認知度の向上

空手でおにぎりは美味しくなるのか？ 多文化社会におけるアイデンティティとは
リコピンを摂るメニュー開発 フィリピンの教育改革K-12が成功するには。

出力装置を内蔵しないピアノの可能性について ゲームAI制作から見える人工知能の役割
３次元AutoCADを用いた学校地図作成 魚は痛みを感じるのか

砂糖の依存性～メープルシロップを使って血糖値の上がりにくいおやつを作る～ 数値に見るプロイセン王国の興亡～数学的視点から歴史を捉える～
漫画の紙の光による変色を防ぐには 言語表現と成立過程から考える「女子王子様」キャラクタの性質

intel XOKを使う 安全に使える電動アシストシルバーカーの提案と軽量化
伝統工芸存続のための方法を見いだす



 

 

平成２９年度 国際教育推進委員会活動報告 
 

国際教育推進委員会   

建元喜寿・田村憲司･岡 聖美･松井一夫･ 

今野良祐・吉田賢一･吉岡昌悟･福田美紀･ 

仲本佳子･髙畑啓一･山本直佳･藤野昌哉･ 
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本校では、10 年前に国際教育推進委員会を発足してから、各方面で声高に叫ばれている「グローバル人材

の育成」を目指し、筑波大学附属坂戸高等学校では総合学科の特長を生かしながらさまざまな国際教育・ESD

の取り組みを行ってきた。平成 26 年度には、スーパーグローバルハイスクール（SGH）に指定され、平成 29

年 2 月には国際バカロレア日本語 DP 認定校となり、平成 30 年度からその 1 期生が入学する。今後、本校の

国際教育活動がどのように動いていくか、すべてが見通せるまではしばらく時間を要すると思われる。本稿で

は、本年度はじめてジャカルタで実施した、第 1 回インドネシア日本高校生 SDGs ミーティングおよび、10 回

目を迎えた海外卒業研究支援制度について報告した。  

 

キーワード   SGH 日本語 DP 国際教育  ESD（持続発展教育）  SDGｓ 

 

1. はじめに 

筑波大学附属坂戸高等学校（以下「本校」）では本校独

自の取り組みである「国際的視野に立った卒業研究の

支援プログラム」、ブラジル、タイ、カナダ、台湾、イ

ンドネシアなど各国からの留学生の受け入れ、ユネス

コスクールへの加盟、学校設定教科「国際」とその科目

の設置、そして本校が主催する「高校生国際 ESD シン

ポジウム」などを通して、総合学科高校だからこそ可能

である多角的な国際教育のあり方を模索しながら実践

を積み重ねてきた。そして、これまでの本校の実践の成

果をベースとして、平成 26 年から 5 年間、文部科学省

のスーパーグローバルハイスクール校の指定を受ける

ことになった。語学だけではなく、「グローバル社会に

おいて、自分は社会と将来どのようにかかわり、平和で

持続可能な社会を実現するために、自分は何ができる

か。」を生徒自身が考え、実践できることを重視してい

る。 

1946 年に地元の農業高校として発足してから 70 年、

1994 年からは日本初発の総合学科高校のパイオニアと

して 20 年以上歩みを重ね、平成 26 年度の SGH 指定後

は、総合学科を生かしたグローバル社会におけるキャ

リア教育の実践を積み重ねている。そしていよいよ、

2018 年 4 月から、国際バカロレア日本語 DP の 1 期生

が入学する。 

「総合学科」＋「SGH」＋「IB」の学校運営の中で、

国連持続開発目標 SDGs を実現できる人材育成を目指

し、筑坂（つくさか）の未来を考えた 2017 年度であっ

た。本稿では、本年度はじめてジャカルタで実施した、

第 1 回インドネシア日本高校生 SDGs ミーティングお

よび、10 回目を迎えた海外卒業研究支援制度について

報告する。 

 

 

 

 

第 1 回インドネシア日本高校生 SDGs ミーティング 

＠ジャカルタ 

―インドネシア 5 校、SGH 校 3 校が参加－ 

（2017 年 8 月 10 日 

於：インドネシア政府環境林業省ホール） 

 



 

 

２. 第 1回インドネシア日本高校生 SDGsミーティング

＠ジャカルタ 

SDGsとは、Sustainable Development Goals の略である。

2015 年 9 月、ニューヨーク国連本部において開催され

た「国連持続可能な開発サミット」で、193 の加盟国に

よって「我々の世界を変革する：持続可能な開発のため

の 2030 アジェンダ（2030 アジェンダ）」が。全会一致

で採択された。この、2030 アジェンダでは、「誰一人取

り残さない−No one will be left behind」を理念として、国

際社会が 2030 年までに貧困を撲滅し、持続可能な社会

を実現するための重要な指針として、17 の目標（ゴー

ル）が持続可能な開発目標（Sustainable Development 

Goals：SDGs）として設定された。 

これまで日本国内では、本校と交流実績を持つ海外

校との交流を深めて生徒の国際的な視野を広げるとと

もに、持続発展可能な社会を目指して地球的課題に主

体的に取り組む姿勢を涵養することを目的として、

2012 年から「高校生国際 ESD シンポジウム」を実施し

てきた。SGH 指定から組織した S-CIS（生徒国際教育委

員会：Student Committee of International Studies）のメン

バー（本校の 1～3 年次生で国際教育活動に興味のある

生徒が主体的に参加している）が中心となり、受付や会

場設営、照明や視聴覚機材の操作、全体司会やシンポジ

ウムのファシリテーターを行ってきた。この活動を海

外にもひろげ、本校と海外の学校との実質的な交流を

深め、さらには SGH の成果を国内だけではなく海外へ

も発信していくために、本年度、あらたな取り組みとし

て、平成 29 年 8 月 10 日、中央ジャカルタにあるイン

ドネシア政府環境林業省のホールにおいて、「第 1 回イ

ンドネシア日本高校生 SDGs ミーティング」を開催し

た。ESD は、広い概念的な言葉のため、各学校の ESD

活動をより具体的に位置づけ、それぞれの関連性を可

視化するツールとして有効であると考え、SDGs を用い

ることとした。 

当日は、日本から本校、大阪府立泉北高等学校、中部

大学春日丘高等学校の SGH3 校、インドネシアからは、

ボゴール農科大学附属コルニタ高等学校、インドネシ

ア政府環境林業省附属林業高等学校、プナブール高等

学校、ブカシ国立第 1 高等学校、ダルマガ国立第 1 高

等学校の 5 校、計 8 校が参加して実施した。各学校の

課題研究の発表を SDGs と関連付け、発表を行った。当

日は、ポスターセッションも行い、これまで「国際」で

実施してきた ESD シンポジウムのノウハウを生かした

国際シンポジウムを海外で実施することができた。 

  

 

日本でのノウハウを生かしたポスターセッション 

 

３.「国際的視野に立った卒業研究の支援プログラム」 

平成 20 年度より実施しているこのプログラムは、3

年次の学校指定必履修科目「卒業研究」で国際的なテー

マを扱う研究を行う（または行おうとしている）生徒に

対し渡航費の援助を行うものである。20 年度から 28 年

度までの 9 年間で計 55 名の生徒がこのプログラムに応

募し、うち 18 名の生徒を引率教員とともに海外の各国

へ送り出してきた。 

29 年度においては２年次生を対象に募集した結果、

5 名の生徒が応募した。なお、それぞれの生徒の研究テ

ーマと応募理由は下記の通りであった。 

 

 

CIS において「海外への渡航により卒業研究の深化が

十分期待できるか」「費用に問題はないか」「実現可能性

は十分か」などの観点から書類及び各生徒によるプレ

ゼンテーションにより選考を行った結果、生徒 A1 名を

支援対象とすることに決定した。このプログラムは、国

や地域は指定せずに実施してきたが、毎年、予算が厳し

くなってくる中で、遠方への派遣が厳しいこと、また 2

年次「T-GAP」でアセアンに関する活動を行っているこ

とから、渡航先をアセアン＋２（中国・韓国）に限るこ

ととした。 

生徒 希望渡航国 研究テーマ 

A フィリピン 
フィリピンにおける女性の

社会進出に関する研究 

B ベトナム 
ベトナムの特別支援教育に

ついて 

C タイ タイの日本語教育について 

D 中国 中国の水質問題について 

E フィリピン 
フィリピンの英語教育につ

いて 



 

 

フィリピン渡航に関しては、昨年度国際連携協定を

締結したフィリピン大学附属ルーラル高等学校、本校

の英語科教員（フィリピン出身）が連携して準備を行っ

た。内容も、非常にすぐれたもので、SGH 開発科目「グ

ローバルライフ」・「T-GAP」などの効果が出ていると考

えられた。 

 

４. 生徒の変容について 

 SGH 指定 4 年目に入り、全校を対象にした国際教育

活動も浸透してきた。生徒の変容に関しては、詳細は本

校の SGH 報告書に譲るが、文部科学省が SGH の成果

指標にしている「卒業時における生徒の４技能の総合

的な英語力として CEFR の B1～B2 レベルの生徒の割

合」は、指定前はわずかに３％であったが、英検 2 級取

得者が大幅に増加し、さらに英検準 1 級合格者もでた。 

 卒業生の追跡調査でも、大学入学後に海外に留学し

たり、国際交流基金の「日本語パートナーズ事業」によ

り日本語教師として、アセアンの国で日本語教師とし

て活躍する卒業生もでている。今後、このような卒業生

の追跡調査も含めて、生徒の変容をとらえていきたい。 

 

５. おわりに 

1946 年に地元の農業高校として発足してから 70 年、

1994 年からは日本初発の総合学科高校のパイオニアと

して 20 年以上歩みを重ね、平成 26 年度の SGH 指定後

は、総合学科を生かしたグローバル社会におけるキャ

リア教育の実践を積み重ねている。そしていよいよ、

2018年 4 月から、国際バカロレア日本語 DPの 1期生が

入学する。 

 
第 6 回高校生国際 ESD シンポジウム＠東京は本年度

も大盛況 

 

ポスターには SDGｓのマークを記載にてわかりやす

く工夫した 

 

カセサート大学附属高等学校とも国際連携協定締結 

 

様々な企業、団体との連携もすすみました 

 

ブラジル、タイ、カナダ、台湾、インドネシアなど各

国からの留学生の受け入れ、ユネスコスクールへの加

盟、学校設定教科「国際」とその科目の設置、そして本

校が主催する「高校生国際 ESDシンポジウム」などを通

して、総合学科高校だからこそ可能である多角的な国

際教育のあり方を模索しながら実践を積み重ねてきた。

そして、これまでの本校の実践の成果をベースとして、

平成 26年から 5年間、文部科学省のスーパーグローバ

ルハイスクール校の指定を受けることになった。 

「総合学科」＋「SGH」＋「IB」の学校運営の中で、

国連持続開発目標 SDGsを実現できる人材育成を目指し、

筑坂（つくさか）の未来を考えた 2017 年度であった。 



 

 

※なお、SGH の平成 29 年度の内容は、第 4 年次報告と

して別途まとめている。SGH の詳細については、そちら

を参照ねがう。 

 

 

 

 

 

【資料】平成 29 年度 国際教育・ESD 活動一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 内     容 

４月 インドネシア・バンドン第一職業高校 生徒 4名、教員 2名が来校 

5 月 AIMSプログラム筑波大学留学生 41名来校・2年次生と交流 

６月 台湾・復興実験高級中学 生徒８３名、教員３名が来校 

6 月 長野県上田高校主催「北陸新幹線サミット」生徒 10名参加・発表 

７月 韓国ユネスコ国内委員会招へい日本教職員韓国派遣プログラム 教員１名参加 

７月 3年生１名が姉妹校インドネシア環境林業省附属高校に 1年留学へ 

７月 3年生１名が姉妹校フィリピン大学附属ルーラル高校に 1年留学へ 

８月 国際フィールドワーク（インドネシア）実施 生徒７名教員２名参加 

8 月 第 1 回日本インドネシア高校生 SDGsミーティング＠ジャカルタ開催 

８月 第１回全国高校教育模擬国連大会 生徒１６名 教員２名参加 

8 月 京畿外国語高校主催模擬国連大会 生徒 3名 教員１名参加 

８月 
国際フィールドワーク入門（黒姫高原）実施 生徒 23名、教員 3名、筑波大学留学生

2名参加 

8 月 
国際ピエール・ド・クーベルタン・ユースフォーラム（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ）生徒２名 教員１名

参加 

8 月 教員４名が海外校外学習視察・現地打ち合わせでカナダ・トロントに渡航 

９月 インドネシア・台湾・カナダから３名の留学生が来校（１年間） 

10 月 姉妹校コルニタ高校から５名の留学生が来校（３週間） 

10 月 タイ・カセサート大学附属高校カンペンセン校舎 教員視察受け入れ・研究協議 

10 月 福井県立高志高校（SGH校）生徒 25名、教員 3名来校、卒業研究発表会で交流 

11 月 インドネシア・フィリピン・タイより生徒 8名・教員 4名ホームステイ受け入れ 

11 月 高校生国際 ESDシンポジウム＠東京 201７（第６回）開催 

11 月 第３回 SGH生徒成果発表会開催 海外校・SGH校 20校によるポスターセッション 

11 月 タイ・カセサート大学附属高等学校と協定校提携調印 

11 月 AIMSプログラム筑波大学留学生 42名来校・1年次生と交流 

11 月 SGH全国高校生フォーラム 生徒１名発表、教員２名参加 

12 月 フィリピン大学附属ルーラル高校スタディツアー 生徒５名、教員１名が来校 

12 月 SGH国際 FW「インドネシア・ボゴールリーダー会議」教員 2名、生徒 2名渡航 

1 月 イオン 1％クラブ日本プログラム インドネシア生徒 16名来校 

2 月 「国際的な視野に立った卒業研究支援 P」 生徒１名・教員２名がフィリピン渡航 

２月 第４回 SGH研究大会・第 2１回総合学科研究大会開催 

２月 東京学芸大学主催 SSH/SGH 課題研究成果発表会 生徒８名参加・発表 

２月 栃木県立佐野高校「海外グローバル研修課題研究発表コンテスト」生徒１名招待発表 

３月 1年次海外校外学習（カナダ・トロント）実施 

３月 イオン 1％クラブ日本プログラム 生徒 16名インドネシア渡航 



 

世界遺産を素材とした地理教育・ESD 実践の試み 

―科目「世界遺産で学ぶ地理」の開発と実践― 

 

地理歴史科  今野 良祐 

 

世界遺産は、地球や人類の歴史のなかで生まれ、受け継がれてきた「人類共通の遺産」を保護することを目

的としている。世界遺産登録に沸く自治体と地域住民の姿が報じられている一方で、遺産に押し寄せる観光客

と延々と続く大渋滞など、遺産の持続可能性を脅かすような状況すら報告されている。保護すべき世界遺産と

観光収入に依存する地域との共存は、社会や地域の持続可能性を主題とする地理教育における ESD の大切な

学習テーマである。本科目は世界遺産検定 3 級の公式テキストで取り上げられている 100 件の世界遺産を地

理で学習する項目に照らし合わせて構想した世界遺産を素材とした地理教育・ESD 実践の試みである。 

 

キーワード   地理教育   世界遺産  ESD  地歴融合  持続可能な社会 

 

１．はじめに 

2018 年 3 月末に次期高等学校学習指導要領が告示され、

地理歴史科必履修科目として「地理総合」「歴史総合」が設

置されることになった。地理教育関係者が 30 年来にわた

って地理必修化に向けて、多方面に活動してきた成果がよ

うやく結実する。 

今回の改訂に大きく寄与したのが、2011年8月に出され

た「新しい高校地理・歴史教育の創造 －グローバル化に対

応した時空間認識の育成－」である。本提言は、2006年の

いわゆる世界史未履修問題に端を発して、地理歴史科にお

いて時間認識と空間認識のバランスのとれた教育を目指

して検討されたもので、科目の内容・教授法だけでなく大

学入試・教員養成の改革案なども盛り込まれた。地理歴史

科の科目配置については、必履修科目として世界史Aと日

本史 A を統合した「歴史基礎」と地理 A を改変した「地

理基礎」の新設（当時）が提言された。また、単位数の関

係で２つの基礎科目の新設が難しい場合は地理歴史科の

総合科目としての「地歴基礎」の新設にも触れられていた。 

地理を専門としながら世界史をメインで授業を受け持

っていた筆者は、日々の実践を重ねる中で、必然的に地歴

融合についての思索を深めることとなった。先述の提言に

おける「地歴基礎」新設案は今次改訂では実現こそしなか

ったものの、筆者を地歴融合研究にいざなってくれた。さ

らに、2011年にユネスコスクールに加盟したことで、学校

全体としての ESD の推進とともに、地理歴史科教育にお

けるESDのあり方を模索していた。そこで、教材として着

目したのが世界遺産であった。ユネスコおよび ESD の主

要な分野として世界遺産教育が掲げられていること、そし

て世界遺産は地理・歴史など多面的・多角的な理解が求め

られることから地歴融合の教材として適していることな

どから、新科目開発の構想に至った。 

 

２．世界遺産教育・ESDと地理教育 

 2005年よりわが国の提唱によってスタートしたESD（持

続可能な開発のための教育）の視点が 2009 年告示の学習

指導要領より明文化されるようになった。ESDはこれまで

の社会構築のあり方を反省し、新しい時代に対応した社会

を構築するための学際的な知識、価値観の変革・創造およ

びそれらの実行に必須の能力・態度の形成を目指した教育

の考え方であり、その充実は国際的潮流である。従前に引

き続き、次期学習指導要領では「持続可能な社会づくり」

や「よりよい社会の実現」と文言を変えながらも、すべて

の科目で ESD の視点が盛り込まれており、社会的要請は

強まっている。 

持続可能な社会やよりよい社会のあり方を考えるうえ

でまず必要なのが、これまでの社会の持続不可能な状態の

経緯、原因、影響などの構造的な理解を深めることである。

その際に、社会の諸事象を学習対象とする地理歴史科の場

合、地理においては歴史的背景をふまえたり、歴史におい

ては地理的条件と関連付けたりと学際的な視野からの理

解や考察が必要である。そのうえで伝統や文化的な背景や

地域性などを考慮しながら、地域に応じた適切な改善策を

議論していく。「持続可能な社会づくり」を考える際には、

より一層の地歴連携の充実が必要となると考えられる。地

理と歴史がそれぞれ必履修科目となったことを契機に、双

方がより一層歩み寄り、主題学習や単元レベルにとどまら



 

ない地歴連携・融合の授業開発について活性化させ、持続

可能な社会づくりに資する地理歴史科教育を創造してい

く必要がある。その切り口として本研究では世界遺産に活

路を見出した次第である。 

世界遺産は 1972 年のユネスコ総会で採択された「世界

の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（世界遺産条

約）」によって、世界各地の顕著な普遍的価値を持つ文化遺

産及び自然遺産を、人類共通の宝物として世界遺産登録す

ることで保護し、次世代に継承していくことを目的として

いる。つまり世界遺産物件そのものと遺産地域を持続可能

なものにしていくことを目指しているのである。その世界

遺産は 2017 年 7 月の第 41 回世界遺産委員会を経て総数

1,073 件となった。現在では旅行会社の世界遺産ツアーや

雑誌や書籍で特集が組まれるなど世代を問わず人気を博

している。しかし、世界遺産の本質的な意味合いを理解し

ている人は決して多くはないのが実情である。淡野（2006）

は、世界遺産条約に基づく活動には、より一層の啓発教育

が不可欠であり、学校における体系化された教育が必要で

あることを指摘している。つまり、学校教育における世界

遺産教育（WHE: World Heritage Education）の充実が不可欠

であるという。 

世界遺産教育について語る時、田淵（2011）による以下

(a)～(c)の３つの分類が紹介されることが多い。 

(a) 世界遺産についての教育（Education about the World 

Heritage）は、世界遺産の理念や各世界遺産の遺産価値を学

ぶなど、一般的に多く実施されているであろう授業や単元

の中で主題的に世界遺産を取り上げた教育形態のことを

指す。世界遺産検定の対策授業などは、世界遺産について

の知識・理解の習得に留まり、「世界遺産＝世界が認めたお

墨付きの観光スポット」のような認識を養い、ややもする

と世界遺産制度や世界遺産そのものを善のものとしてし

かとらえられず、ひいては世界遺産をめぐる諸問題の遠因

に寄与することになりかねない。この点は、世界遺産教育

において十分に注意を払わなくてはならないだろう。 

(b) 世界遺産のための教育（Education for the World 

Heritage）は、本来の世界遺産制度の目的である保存や保全

のために、世界遺産に対して私たちがどのようにふるまう

べきかを考えるものである。この段階まで学習することで、

(a)で指摘した課題を乗り越えることができよう。 

(c) 世界遺産を通しての教育（Education through the World 

Heritage）は、先述の(a)と(b)の学習をふまえたうえで、さら

に世界遺産を切り口として、国際理解教育、平和教育、人

権教育、環境教育などの教育分野に思考の間口を広げてい

くものである。世界遺産は、人類の歴史、宗教や生活文化、

地球の歴史、生態系など人文・自然などの多岐にわたる観

点からの価値を持つものである。したがって、その学習領

域は地理歴史科のみならず、理科や芸術など多岐にわたる。

そして、教科・科目を横断する先述の教育分野においても、

世界遺産を切り口としての学習は十分にその機能を果た

すことができる。また、「負の遺産」や「危機遺産」など、

よりよい未来の創造のために目を背けてはならない人類

の負の歴史や危機に瀕しており存在が危ぶまれている遺

産などに対して、人々に啓発を呼びかける側面も持ってい

る。 

世界遺産教育は本来的に世界遺産と登録地域の持続可

能性を議論したり、持続可能な社会を志向している点で

ESDは密接なかかわりを持つ教育であるといえよう。 

学校教育における世界遺産教育について、現行のカリキ

ュラムの中では社会科、地理歴史科、あるいは総合的な学

習の時間などでのトピックの一つとして登場してくるケ

ースが多く、世界遺産制度の理念や遺産価値などを扱った

体系的な世界遺産教育が行われているとは言い難い。特に

社会科・地理歴史科のなかでも地理における世界遺産教育

の実践事例については、必ずしも多いとは言えない（岩田、

2016）。そこで淡野（2006、2007、2010）は、小学校・中学

校の社会科地理的分野、高等学校地理での世界遺産の教材

化の構想を示している。また、神野・淡野（2010）は、地

理において世界遺産が扱えていない理由として、以下の 3

点を指摘している。①教科書や学習指導要領における世界

遺産の扱いが極めて不安定な扱いであること。②世界遺産

に対する認知や理解が指導者側にも十分ではない点。③し

たがって、数多くの世界遺産がある中で、指導者の目線で

どれをどう選択すればよいのかが判断しがたい点である。

これらの課題を克服するために、「地理教育で世界遺産を

教える」から「地理教育を世界遺産で教える」というよう

に発想を転換し、世界遺産を切り口とした地理教育の教材

化を試みた。しかし、授業展開案の提示のみにとどまって

おり、年間の授業としてどのように取り組まれたかについ

ては触れられていない。 

そこで筆者は、年間を通して世界遺産を切り口とした地

理教育を構想し、世界遺産教育と地理教育の両立を試みた。

神野・淡野（2010）が指摘した課題を克服するために世界

遺産検定3級の公式テキストで取り上げられている100件

の世界遺産を地理 A で学習する項目に照らし合わせて配

当し、年間の授業計画を構想した。 

３．「世界遺産で学ぶ地理」の授業の実際 

 2 年次一般選択科目（2 単位 2 時間連続）の「世界遺産

で学ぶ地理」として開講しており、毎年 30 名程度が選択



 

している。授業では地理 A 教科書、世界史 A 教科書、地

図帳、そして世界遺産検定3級公式テキストをサブテキス

トとして活用した。 

基本的には2時間で1話完結型の授業展開とし、中間考

査を実施しない代わりに前時の内容に関する小テストを

毎時間実施して、段階的に内容の定着を図っている。 

 

【１学期の各授業の概要】 

＜第1回＞ 日本の世界遺産、世界遺産の登録基準 

冒頭に科目の概要を説明したのち、日本の世界遺産 20

件を文化遺産と自然遺産に分類するなかで「富士山」の位

置づけを考える。この活動を通して、何が世界遺産の条件

となっているかを考え、世界遺産の登録基準を学ぶ。 

 

＜第2回＞ 富士山から見る世界の大地形 

 冒頭に世界遺産登録基準の小テストを実施。成層火山の

美しい姿が芸術や信仰の対象となった文化遺産としての

「富士山」の姿を学ぶ。富士山周辺の地形図の読図を通し

て、世界遺産の構成物件を把握する。富士山のような火山

や地殻変動が活発な地域の分布を、プレートテクトニクス

理論を通して把握する。 

 

＜第3回＞ 自然遺産から見る日本列島の地体構造 

 「サガルマータ国立公園」の位置するヒマラヤ山脈など

の大山脈はどのように形成されたのかを、プレートとテク

トニクス理論による地殻変動のしくみと造山帯の分布か

ら学ぶ。あわせて断層湖（構造湖）についても触れる。ま

た、日本の自然遺産の共通点から日本列島付近の地体構造

を学ぶ。 

 

＜第4回＞ 外的営力がつくる地形と世界遺産 

 冒頭に世界遺産条約に関する小テストを実施。世界遺産

条約締結のきっかけとなった「ヌビアの遺跡群」の救済の

事例から、河川のはたらきを学び、関連する世界遺産を紹

介する。外的営力がつくる地形として河川の侵食・運搬・

堆積による地形に加えて、氷食地形やカルスト地形、さん

ご地形なども取り上げる。 

 

＜第5回＞ 植物の分布をコントロールする気候 

 冒頭に地形と世界遺産の小テストを実施。洋上のアルプ

スと呼ばれる「屋久島」は、北海道（亜寒帯）から沖縄（亜

熱帯）までの植物の垂直分布がみられる。植物の生育と分

布には気温と降水が関わっており、熱帯から寒帯までの代

表的な植生を紹介する。また、気候区分の表し方を理解し、

気圧の高低や季節風など気候の基本的なしくみを理解す

る。 

 

＜第6回＞ 生物多様性を支える気候 

 冒頭に日本の世界遺産についての小テストを実施。映像

をまじえて「白神山地」や「知床」の生物多様性のしくみ

を理解する。続けて、生物多様性を支える流氷がなぜ知床

にやってくるのかを、大陸の西岸気候と東岸気候の違いか

ら考える。あわせて「白川郷」に特徴的な合掌造りが必要

な理由も考える。 

 

＜第7回＞ 熱帯と乾燥帯の世界遺産 

 冒頭に世界遺産申請手順についての小テストを実施。月

末から始まる世界遺産委員会とそこで登録が審議される

「明治日本の産業革命遺産」について注目を促す。世界の

多様な気候の中でも南米とアフリカの熱帯・乾燥帯地域の

みを取り上げて、関連する世界遺産を把握する。なぜ高温

多雨地域や乾燥地域などの地域差が生じるのかを大気大

循環のしくみから理解する。 

 

＜第8回＞ 広がる宗教・交わる宗教と世界遺産 

 すでに世界史 A でキリスト教の宗教改革まで学習して

いることをふまえて、主な世界宗教の誕生から伝播の過程

と関連する世界遺産を紹介する。各宗教を代表する建造物

だけでなく、異文化の融合した宗教建築を確認する。 

 

＜第9回＞ 日本の神社仏閣と世界遺産 

 日本の神社仏閣に関する世界遺産が、いつの時代の代表

的物件として語られるかを考えたうえで、すでに中学校ま

でに学習している神仏習合、仏教伝来、キリスト教伝来、

神仏分離などの簡単な日本宗教史をおさらいし、そこに世

界遺産物件を位置づける。 

 

＜第10回＞ １学期のおさらい＆過去問チャレンジ 

 １学期に取り上げた世界遺産に関して補足説明を行う。

また、世界遺産検定３級の過去問にチャレンジし、次週の

期末考査に備える。 

 

＜1学期期末考査＞ 

出題範囲は、地形、気候・植生、宗教などの地理項目と

関連する世界遺産とした。 



 

２年世界遺産で学ぶ地理 

     1 学期に取り上げた世界遺産（地形・気候分野）     

 

授業タイトル 地理項目 世界遺産 登録年 （ⅰ） （ⅱ） （ⅲ） （ⅳ） （ⅴ） （ⅵ） （ⅶ） （ⅷ） （ⅸ） （ⅹ）

4月15日 日本の世界遺産

小テスト① - 世界遺産登録基準

富士山－信仰の対象と芸術の源泉 2013

トンガリロ国立公園 1990

シンクヴェトリル国立公園 2004

ハワイ火山国立公園 1987

カムチャツカ火山群 1996

提出課題① - 日本の世界遺産マップ

サガルマータ国立公園 1979

カナディアン・ロッキー山脈国立公園群 1984

ユングフラウ－アレッチュのスイス・アルプス 2001

ピレネー山脈のペルデュ山 1997

バイカル湖 1996

マラウイ湖国立公園 1984

小テスト② - 日本の世界遺産

小笠原諸島 2011

知床 2005

白神山地 1993

屋久島 1993

小テスト③ - 世界遺産のはじまり

堆積平野 ヌビアの遺跡群 1979

メンフィスのピラミッド地帯 1979

原爆ドーム 1996

イグアスの滝 1984

ヴィクトリアの滝 1989

グランドキャニオン国立公園 1979

ユングフラウ－アレッチュのスイス・アルプス 2001

ロス・グラシアレス氷河 1981

フィヨルド ノルウェー西部フィヨルド 2005

中国南方カルスト 2007

ハ・ロン湾 1994

さんご地形 グレートバリアリーフ 1981

小テスト④ - 地形と世界遺産

屋久島 1993

グランドキャニオン国立公園 1979

小テスト⑤ - 世界遺産の登録申請基準

落葉広葉樹 白神山地 1993

西岸気候と東岸気候、季節風 知床 2005

日本の気候 白川郷・五箇山 1995

提出課題② - 気候のまとめ

大気大循環 タッシリ・ナジェール 1982

熱帯雨林 中央アマゾン自然保護区 2000

ンゴロンゴロ自然保護区 1979

セレンゲティ国立公園 1981

乾燥帯 ナスカとフマーナ平原の地上絵 1994

小テスト⑥ - 気候と世界遺産

１学期のおさらい 地形・気候分野 １学期に取り上げた世界遺産

ガイダンス、世界遺産分類・基準

6月17日 生物多様性を支え
る気候

6月21日 熱帯と乾燥帯の世
界遺産

6月24日

5月6日

6月3日

外的営力がつくる地
形と世界遺産

外的営力がつくる地
形と世界遺産

5月20日

5月27日

6月10日

サバナ

植物の分布をコント
ロールする気候

植生垂直分布、気候区分

日本の地体構造

三角州

侵食、V字谷

氷食、U字谷

カルスト地形

富士山から見る世
界の大地形

火山

富士山から見る世
界の大地形

新期造山帯

断層湖

自然遺産から見る
日本列島の地体構
造

4月22日



 

【２学期の各授業の概要】 

＜第11回＞ 勝手にニッポン地域遺産いいんかい？ 

 夏休みの宿題として埼玉県内の景勝地について、世界遺

産登録基準をあてはめて「地域遺産」を見つめなおす。本

時は持ち寄った地域遺産についての発表に取り組む。 

 

＜第12回＞ 地域遺産マップづくり（文化祭展示） 

 前時で各生徒が発表した地域遺産について、解説ボード

の作成とともに、埼玉県全域を示した 20 万分の 1 地勢図

にマッピングし、文化祭にて展示する。 

 

＜第13回＞ 明治日本の産業革命遺産から見る産業の発展 

 手工業から機械制工業へ、軽工業から産業革命を経て重

工業・重化学工業へという産業の発達について概観したの

ちに、「明治日本の産業革命遺産」を題材に、日本における

産業革命の経過と関連遺産を学ぶ。また、同時期に重工業

分野ではないが官営模範工場として生糸を生産していた

「富岡製糸場」や農業に向かない地域から屋根裏での養蚕

が盛んであった「白川郷・五箇山」に触れる。 

 

＜第14回＞ ヨーロッパ地誌①：産業の発展 

 日本の産業遺産をふまえて、イギリスにおける産業革命

の展開を地理的に考察する。既に世界史Ａで産業革命は綿

工業の技術革新が契機になったことを学び終えており、ペ

ニン山脈西側のランカシャー地方が偏西風の影響で湿潤

であることが綿糸の生産に適していたことやペニン山脈

から採掘される石炭を用いた蒸気機関による機械化が進

んだことなどの地理的条件を確認した。また、ダービー製

鉄法の開発によって鉄鋼業が活発化し、原料・製品輸送の

ための鉄道や「アイアンブリッジ」などに援用されていっ

たことにも触れる。産業化の一方で生じた労働問題の改善

のために「ニュー・ラナーク」におけるロバート・オーウ

ェンの施策にも注目した。ヨーロッパの他の地域における

産業に関する世界遺産にも触れる。 

 

＜第15回＞ ヨーロッパ地誌②：ヨーロッパの統合 

 自然環境、産業、経済水準などの視点からヨーロッパ地

域の地域的多様性の状況について確認したのちに、「ヴィ

ッテンベルクの教会群」などをもとに民族・宗教の地域性

に着目する。最後にヨーロッパの地域性を特徴づける歴史

的展開とキリスト教諸宗派の分布をふまえて、教会や宮殿

などの世界遺産建築をもとにヨーロッパの主要建築様式

を確認する。 

 

＜第16回＞ 南北アメリカ・オセアニア地誌 

：移民による国づくり 

 冒頭にヨーロッパ世界遺産の建築様式の発展史に関す

る小テストを実施。本時ではヨーロッパ人が移住または進

出した地域として南北アメリカ、オセアニアを扱う。大航

海時代以降にヨーロッパ人の進出を受けたラテンアメリ

カの古代文明の世界遺産やアボリジニの聖地である「ウル

ル」などに触れて、先住民や多民族間の共存や混血などの

様子を学ぶ。中世に世界経済を動かした「ポトシ」と「石

見銀山」や「オペラハウス」などの現代的建築の世界遺産

についても触れる。 

 

＜第17回＞ 中央・西・南アジア・アフリカ地誌： 

ヨーロッパ支配からの脱却 

 冒頭に南北アメリカ・オセアニア地誌に関する小テスト

を実施。本時は 19 世紀帝国主義時代以降欧米からの支配

を受けていた地域を中心に扱う。支配の名残を残すアフリ

カの２つの負の遺産について学ぶ。とはいえ人類のふるさ

とである「アワッシュ川」や「大ジンバブエ」など負の側

面だけではないことにも触れる。古代から東西交通の要所

であった西アジアではいくつかの世界遺産とともに危機

遺産を取り上げる。 

 

＜第18回＞ 東南アジア・韓国・中国地誌 

：世界の成長センター 

 冒頭に中央～西・南アジア・アフリカ地誌に関する小テ

ストを実施。本時は戦後に第三世界として独自の発展を遂

げ、今や世界の成長センターを評される東南アジア・東ア

ジア地域を扱う。東南アジアでは大陸部と島しょ部に分け

て地域的特色を把握し、熱帯雨林気候(Af)とサバナ気候

(Aw)、仏教文化圏とイスラム文化圏、帝国主義時代の英仏

の支配と大航海時代以降の海洋覇権国家による支配の地

域差などをいくつかの世界遺産をもとに学ぶ。「万里の長

城」をもとに遊牧民と農耕民の南北間の相克と現代におけ

る東西間の人の流れに着目して、経済大国中国の特徴を学

ぶ。 

 

＜第19回＞ ２学期のおさらい 

 ２学期に取り上げた世界遺産を、地体構造、気候区分、

宗教分布の世界地図にマッピングして復習する。 

 

＜2学期期末考査＞ 

 出題範囲は、産業、世界各地域の地誌的なトピックと関

連する世界遺産とした。 



 

２年世界遺産で学ぶ地理 

   ２学期に取り上げた世界遺産（宗教・産業・世界地誌）   

 

授業タイトル 地理項目 世界遺産 登録年 （ⅰ） （ⅱ） （ⅲ） （ⅳ） （ⅴ） （ⅵ） （ⅶ） （ⅷ） （ⅸ） （ⅹ）

9月2日
勝手にニッポン地域
遺産委員会

地域遺産

キリスト教、イスラーム、仏教の聖地 エルサレム旧市街とその城壁群 1981/1982

ローマ歴史地区 1980

ヴァティカン市国 1984

ブッダの生誕地ルンビニー 1997

敦煌の莫高窟 1987

ビザンツ×イスラームの融合 イスタンブル歴史地区 1985

ヒンドゥー建築×仏教建築 アンコールの遺跡群 1992

イスラーム圏×仏教建築 ボロブドゥールの仏教寺院群 1991

ヒンドゥー圏×イスラーム建築 タージ・マハル 1983

キリスト圏×イスラーム建築 グラナダのアルハンブラ宮殿など（省略） 1984

仏教伝来 法隆寺地域の仏教建造物 1993

奈良仏教と鎮護国家 古都奈良の文化財 1998

平安仏教と比叡山 古都京都の文化財 1994

修験道と高野山 紀伊山地の霊場と参詣道 2004

奥州藤原氏と極楽浄土 平泉―仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群― 2011

神道と寝殿造り 厳島神社 1996

神仏習合と徳川家康 日光の社寺 1999

鉄鋼・造船・石炭産業 明治日本の産業革命遺産 2015

製糸業、官営模範工場 富岡製糸場と絹産業遺産群 2014

養蚕、煙硝生産 白川郷・五箇山の合掌造り集落 1995

アイアンブリッジ峡谷 1986

ニュー・ラナーク 2001

ルール工業地帯 エッセンのツォルフェライン炭鉱業遺産群 2001

伝統工芸 ヴェネツィアとその潟 1987

トカイ地方のワイン産地の歴史的文化的景観 2002

サン＝テミリオン地域 1999

干拓地 キンデルダイク-エルスハウトの風車群 1997

アテネのアクロポリス 1987

デロス島 1990

ローマ建築 ローマ歴史地区 1980/1990

サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路 1993

ピサのドゥオーモ広場 1987/2007

アヴィニョンの歴史地区 1995

パリのセーヌ河岸 1991

イスタンブル歴史地区 1985

モスクワのクレムリンと赤の広場 1990

フィレンツェの歴史地区 1982

ヴァティカン市国 1984

ヴェルサイユ宮殿と庭園 1979/2007

シェーンブルン宮殿と庭園 1996

宗教改革 アイスレーベンとヴィッテンベルクのルター記念建造物群 1996

自由と平等の象徴 自由の女神 1984

マチュ・ピチュ 1983

チチェン・イツァの古代都市 1988

ナスカとフマーナ平原の地上絵 1994

ラパ・ニュイ国立公園 1995

ポトシ市街 1987

石見銀山遺跡とその文化的景観 2007

アボリジニの聖地 ウルル、カタ・ジュタ国立公園 1987/1994

シドニー・オペラハウス 2007

ブラジリア 1987

人類の誕生 アワッシュ川下流域 1980

伝説の都市トンブクトゥ 1988

大ジンバブエ遺跡 1986

ゴレ島 1978

ロベン島 1999

地中海世界 フェニキア都市ビブロス 1984

アケメネス朝ペルシア ペルセポリス 1979

ティムール朝 文化交差路サマルカンド 2001

危機遺産 バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群 2003/危2003

ベトナム＝中国＋フランスの影響 フエの歴史的建造物群 1993

棚田 コルディリェーラ山脈の棚田 1995

始皇帝陵と兵馬俑坑 1987

万里の長城 1987

曲阜の孔廟、孔林、孔府 1994

北京と瀋陽の故宮 1987/2004

チベット ラサのポタラ宮歴史地区 1994/2001

中韓をむすぶ琉球 琉球王国のグスク及び関連遺産群 2000

宗廟 1995

高敞、和順、江華の支石墓跡 2000

キリスト教

仏教

9月29日
日本の神社仏閣と

世界遺産

9月16日
広がる宗教・交わる

宗教と世界遺産

10月14日

11月4日

11月11日
ヨーロッパ②：ヨー
ロッパの統合

ヨーロッパ①：産業
の発展

明治日本の産業革
命遺産から見る産
業の発展

イギリス産業革命

バロック建築

ルネサンス建築

ビザンツ建築

ワイン産地

ギリシア建築

ロマネスク建築

東南アジア・韓国・
中国：世界の成長
センター

中華帝国をめぐって

朝鮮半島の遺跡

11月12日

ゴシック建築

11月5日
中央・西アジア・アフ
リカ：ヨーロッパ支配
からの脱却

ラテンアメリカの古代文明

鉱山

アフリカの中世都市

負の遺産

現代的建築

11月18日
南北アメリカ・オセア
ニア：移民による国
づくり



 

【３学期の各授業の概要】 

＜第20回＞ 検定直前対策＆世界遺産検定受験 

12月中旬の世界遺産検定受験に向けて、これまで学んで

きた内容を踏まえて対策問題に取り組む。 

 

＜第21回＞ 世界遺産の光と影 

 班ごとに担当する日本の世界遺産について、新聞の特集

記事（表１）をもとにして、世界遺産を取り巻く現状を把

握し、4枚のフリップに起承転結をまとめさせた。 

 

写真１ 生徒が作成した「白神山地」をめぐる状況 

 

 

＜第22回＞ 世界遺産地域の問題構造分析 

 世界遺産登録は地域にとって Positive Impact としてとら

えられるものもあれば、Negative Impactになってしまうケ

ースもある。世界遺産登録によって生じる現象を、PIとNI

でポストイットの色を分けて、ブレインストーミングで列

挙する。その後、出てきたキーワードを用いて、ポスター

を作成し、世界遺産地域の問題構造を分析する。また、レ

ポート課題として日本の世界遺産が抱える課題の共通点

を挙げさせた。 

 

写真２ 生徒が作成した世界遺産登録地域の問題構造図 

 

 

 表１ 「世界遺産の光と影」で取り扱った新聞記事一覧 

  

シリーズ・記事名 記事日付 主要キャプション

白神山地を守る　世界自然遺産20年① 2013/11/14 食害の主　繁殖の兆し　シカの脅威

白神山地を守る　世界自然遺産20年⑤ 2013/11/22 難しい駆除　先手必須　植生の維持

白神山地を生かす　世界自然遺産20年① 2013/12/15 マタギの猟場奪う　入山規制

白神山地を生かす　世界自然遺産20年② 2013/12/16 経済配慮　条例「ノー」　入山規制

変わる自然遺産　屋久島から① 2009/5/18 原生林壊す　過剰な来訪者

変わる自然遺産　屋久島から② 2009/5/19 食べ尽くされて裸の森

変わる自然遺産　屋久島から③ 2009/5/20 産卵率低下　光が悪影響

変わる自然遺産　屋久島から⑤ 2009/5/22 島の生態系　守る強める

知床を活かす①　世界遺産10年 2015/6/9 「守る」「呼ぶ」両立探る　接点はガイド増す役割

知床を活かす③　世界遺産10年 2015/6/11 遭難続き　登山道どうする　「自然のまま」か整備か

知床を活かす④　世界遺産10年 2015/6/12 ヒグマと人との距離模索　共存へ生態や血縁調査も

知床を活かす⑤　世界遺産10年 2015/6/13 観光客「冬枯れ」どう解消　南北の違い　戦略に投影

世界自然遺産　小笠原を守る① 2011/7/4 豊かな固有種残すため

世界自然遺産　小笠原を守る② 2011/7/6 森はフェンスの向こう

世界自然遺産　小笠原を守る③ 2011/7/7 上陸ルール　在り方模索

世界自然遺産　小笠原を守る④ 2011/7/8 空港構想　島民ほんろう

石見銀山、はや世界遺産効果 2007/7/22 観光客2.5倍、満車　人口450人、人出40万人

世界遺産・石見銀山　観光ラッシュ　弱る環境 2008/5/18 排ガス・振動、悩む住民　コウモリ2300匹→250匹

世界遺産　観光ジレンマ 2008/6/15 島根・石見銀山　希少コウモリ10分の1

世界遺産　楽じゃない 2011/6/21 騒音ゴミ「観光公害」／費用が重荷　断念も　郷土の魅力考える契機

途上の世界遺産　富士山　登録から1年① 2014/6/17 景観守る意識育つか　看板い基準、改修に費用の壁　行政「強力な規制は困難」

途上の世界遺産　富士山　登録から１年② 2014/6/18 観光の圧力「平穏」危機　湖面と山小屋、改善へ一歩

途上の世界遺産　富士山　登録から１年③ 2014/6/19 軽装・弾丸･･･無謀登山　閉山期間中の事故も絶えず

途上の世界遺産　富士山　登録から１年④ 2014/6/20 信仰の歴史に再び光　「御師の家」や山麗の古道

世界遺産の先に　「登録」後を考える① 2014/6/23 製糸場関係者の決意　快挙「ゴールではない」　修理前倒しへ募金活動

世界遺産の先に　「登録」後を考える② 2014/6/24 保存と活用のバランス　遺構で公開拡大できず　復元・修復に難、見学者増に壁

世界遺産の先に　「登録」後を考える③ 2014/6/25 外国人観光客への対応　多言語ガイド、スマホでも　解説員一人、外部協力で充実を

世界遺産の先に　「登録」後を考える④ 2014/6/26 地域活性化への生かし方　特需のカギ握る団体客　周辺回遊・滞在させる戦略急務

（記事は朝日新聞　聞蔵II ビジュアルを用いて取得したものである）
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＜第 23回＞ 世界遺産地域の問題構造プレゼン 

 前時に作成したポスターを用いて、各世界遺産地域の

問題構造をプレゼンしあう。各班の半分が話し手に、半

分が聞き手になって、全グループのプレゼンを聞いて回

るワールドカフェ方式の改造版という手法をとった。最

後に世界遺産地域の持続可能性を考えていくうえで優

先すべき事項を 9 つ（図１：A 地域活性化、B 環境保全、

C 規制・制限、D 観光収入 UP、E インフラ整備、F 文

化の維持、G 地元住民生活、H 理念の啓発、I 制度の見

直し）提示し、ダイヤモンドランキング（表２）を作成

させるレポートを課した。 

 

写真３ 生徒が作成した「白神山地」の紹介ポスター 

 

＜第 24回＞ 世界遺産地域の持続可能性を考える 

 最後の授業は前時のダイヤモンドランキングをもと

にして、世界遺産とその地域の持続可能性を考えるうえ

で最も重要なことは何かというテーマについてクラス

全体でディスカッションを行った。ダイヤモンドランキ

ングの９つの指標は、図２に掲げたとおり、Nature（自

然・環境）、Society（社会・文化）の対立構造・ジレンマ

に、Economy（経済）の論理が介入してくるなかで、どの

ような Who decide?（意思決定）していくかといった開発

コンパスで用いられる 4 つの象限にあてはめて抽出した

ものである。ディスカッションでは、それぞれの立場が

最優先だ・最も大切だという議論から、やがてそれぞれ

を成立・両立させるために、ベースとなる指標や他の指

標を包含する指標を探るような議論にシフトしていっ

た。議論の最中に、相手の主張に納得し、立場を替える

者も数名出てきた。 

 

表２ ダイヤモンドランキング概況 

 

 

図１ ダイヤモンドランキングの９つの指標 

 

n=29
得点
平均

最優先
人数

後回し
人数

（事後）
最優先

A 2.79 1 0 1

B 4.10 8 0 7

C 3.24 2 1 5

D 2.03 0 11 0

E 2.24 0 6 0

F 3.59 4 1 4

G 3.38 6 1 2

H 3.21 5 1 7

I 2.41 3 8 3

ダイヤモンド・ランキング概況

※最優先５点～後回し１点として計算

A 地域活性化 

観光地化が図られることで

雇用が生まれ、地域活性化や

町おこしにつながる 

B 環境保全 

生態系、絶滅危惧種や希少動

物の保護、外来種の侵入防止

などの環境保全を図る 

C 規制・制限 

条例などで遺産地域への入

場規制・入場料徴収による過

剰な立入を制限する 

D 観光収入 UP 

登録によって知名度が向上

し、観光客の増加、観光収入

の増加を図る 

E インフラ整備 

遺産地域へのアクセスや利

便性向上のため、交通手段な

どのインフラ拡充整備 

F 文化の維持 

遺産価値として長い年月を

かけて育まれた文化の維持

や景観の保護を図る 

G 地元住民生活 

遺産地域の地元住民が観光

客のマナーや騒音等に影響

されず安心して生活できる 

H 理念の啓発 

メディアや教育などで世界

遺産の理念を啓発し、住民や

観光客の意識改善を図る 

 I  制度の見直し 

世界遺産登録の条件や増え

続ける登録数など、世界遺産

制度そのものを見直す 

 



 

図２ ダイヤモンドランキングの９つの指標 

 

 

＜３学期最終レポート＞ 

授業でのディスカッションをふまえて、世界遺産

を持続可能なものにするためには遺産地域の生活

（経済発展・開発）と世界遺産としての価値の維持

（景観・環境保全）のどちらを重視すべきか。または

それらの両立をどのように図るべきだと考えるかを

問うた。以下に列挙する解答を得た。 

 

Point 1．遺産地域の生活（経済発展・開発） 

vs 世界遺産としての価値の維持（景観・環境保全） 

・地域の人々の生活や経済発展がなければそもそも

世界遺産は持続可能なものにはならない。 

・経済発展は世界遺産の価値が守られてこそのもの

だ。 

・「大切に守ろう」という意識により、世界遺産が廃

れない観光資源となり、地域の経済発展につなが

る。 

・世界遺産の本質的な目的は文化継承や自然の保護

である。ありのままの姿を維持すること。 

・環境は一度悪くなると元に戻すのが難しい。景観

や環境を守ることは地域住民の生活を守ることに

つながる。 

・遺産としての価値が無くなってしまったら、登録

解除など持続可能どころではない。 

・経済発展を優先してしまうと、いずれ収入源であ

る遺産も成り立たなくなってしまう。 

・「人類の宝」を守るためにそのベースとなる環境を

保全しなければならない。 

・遺産地域と生活地域を分けるべきだ。 

・教育が必要である。観光客に「世界遺産≠観光スポ

ット」であることを再認識してもらう。 

・遺産価値の方が地域住民よりも長い歴史を有する

もので、後世に受け継いでいくべきだ。ただし地域

住民にとっても旨みが必要だ。違う形の保護のか

たちも認めていく必要がある。 

・世界遺産登録以前の状況を考えると、地域住民の

生活と遺産価値の維持は同格に並ぶ。対立構造で

はない。 

 

Point 2．対立を超えて、開発と環境の両立を図るには 

・地域住民が世界遺産登録前と変わらない生活が送

れることが大前提。 

・景観や環境が守られ続けていくことは、地域住民

にとってもうれしいことであるはず。地域住民へ

の恩返し。 

・遺産価値の維持と地域住民の生活の両立を実現す

るには、まず保護すべき最低限の範囲やきまりを

設ける。 

・入場制限・規制。入場を禁止して VR で疑似体験。 

・遺産価値の維持と地域住民の生活のどちらかを成

立させるためにどちらかが成り立たないというジ

レンマは本来存在せず、必然的に両立は図らなけ

ればならない。遺産ありきではない地域を目指す

ことが最善策。 

・世界遺産のシステムやルールを見直すこと。一人

一人が「人類の宝物」という意識を持つことが必要

である。 

・国ではなく地域が誇りを持って発信できる環境づ

くりが必要。 

 

４．おわりに 

 本科目の開発においては、淡野（2010）をはじめと

する先行研究で指摘されていた課題を受けて、地理

の授業に年間を通して世界遺産を組み込んだ形で取

り組んだ。やや強引に取り上げた個所も散見される

が、各単元に配当して年間を通して取り扱うことに

概ね支障はない。自然遺産を取り上げた授業では、自

然地理学習が遺産価値の理解に大きく貢献してくれ

た。また、宗教や産業に関わる遺産を取り上げた授業

では、同じ 2 年次で学ぶ必履修科目の世界史 A での

既習事項をふまえながら、地歴融合単元として空間

＜ダイヤモンド・ランキングの９つの指標＞ 

 Nature  
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decide ? 

 

 Society  

B：環境保全 

C：規制・制限 

D：観光収入 UP 

E：インフラ整備 

F：文化の維持 

G：地元住民生活 

H：理念の啓発 

I：制度の見直し 

 

A：地域活性化 



 

認識と時間認識の両輪で取り扱うことができた。最

後に世界地誌のなかで、多くの文化遺産を取り上げ

る形をとったが、やはり歴史的な事項の登場が優勢

であり、世界地誌単元として、また地歴融合単元とし

ては課題が残る形となった。 

1 年間の学びの成果として世界遺産検定 3 級に合

格するという目標を設定したために、生徒にとって

はややもすると検定対策授業のようにとられがちで

あったが、授業を重ねるうちに、世界遺産について魅

了されるだけでなく、地理の面白さや奥深さに気付

いてくれる生徒も一定数いたことが最後の感想コメ

ントから伺うことができた。世界遺産についての教

育（Education about the World Heritage）による世界遺

産の光の部分だけを学ぶのでなく、世界遺産地域に

おいて世界遺産登録によって生じた諸問題などの陰

や負の側面にもしっかりと目を向けるなど、世界遺

産を通しての教育（ Education through the World 

Heritage）の側面も持たせることで、地理教育として

内容の充実が図れるだけでなく、世界遺産を切り口

とした ESD としても機能するようになった。 

次期学習指導要領下の地理歴史科では、地歴融合

科目の実現こそ無かったが、地理・歴史双方において

それぞれの科目の独自性を発揮しつつも、地理にお

いては歴史的背景をふまえての考察、歴史において

は地理的条件との関連付けを図るなど各科目におい

て地歴融合の研究と実践は不可欠である。地理歴史

科の教科書や資料集等には世界遺産に関する情報が

散りばめられている。世界遺産を切り口とした地歴

融合型の授業、また、世界遺産を切り口とした ESD

授業の開発と実践のより一層の深化が望まれる。そ

して、ESD や世界遺産教育において、地理教育が持

つコンテンツとスキルの有用性と重要性をもっと発

信していく必要がある。本実践がその嚆矢となるこ

とができれば、筆者にとって望外の喜びである。 
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