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平成 30 年度「産業社会と人間」実践報告
「産業社会と人間」委員会 今野良祐・吉岡昌悟・對﨑加奈子・斉藤真吾
安藤

愛・古家幸瑛・多田省吾 ・藤野昌哉

「産業社会と人間」は総合学科の原則必履修科目である。生徒は「科目選択」と「多様な体験」を通
じて、キャリア意識を涵養しながら総合学科の具体のカリキュラムをデザインする。一方、SGH の取り
組みにも顕著に見られるように「課題研究活動」の重要性は近年高まり続けているが、今年度はその基
礎の部分に関しても、時間数減の中で本科目が担い、加えて、本学年が大学入試改革の施行学年である
ことも見据えて、カリキュラムの整理を必要とした。本報告では、その取り組みを紹介する。
キーワード キャリア教育 課題解決型学習 カリキュラム 総合学科 精選
０．はじめに

校においても総合学科の理念が内包された基幹

本年度の「産業社会と人間（以下、産社）」を実

科目として位置付けられる。当科目は昨年度まで

施するにあたって、1 年次担任団（本校では「産

は、本校開発科目である「産業理解」（平成 12～

業社会と人間」委員会は 1 年次担任団が兼ねる）

22 年度）あるいは「キャリアデザイン」
（平成 23

には大きく 2 つの課題があった。1 つ目は、この

～29 年度）と併せて、実質上 4 単位で実施してい

学年が大学入試改革（以下、新入試）の施行学年

た。しかしながら、本年度より教育課程の改定に

であり、従来の目標に加えて、やや流動的な改革

ともない、当科目単独の 2 単位として実施するこ

内容を見すえて「産社」の内容を整えていかなく

ととなった。このような変遷は、本邦におけるキ

てはならないこと。そして、2 つ目の課題は（1 つ

ャリア教育全体の研究の進捗と軌を一にしたり、

目と逆行するようだが）、教育課程の変遷にとも

あるいは研究開発的に一部先行したりして、輻輳

なって、これまで「産社」の補完科目として置か

的に連動している。まずは、以下、その流れを概

れていた「キャリアデザイン」の 2 時間がなくな

観したい。

り、実質週 4 時間で行われていた内容を、正味の
2 時間に可能な限り「精選」しなければならなく
なったこと、である。
新入試への対応とカリキュラムの精選、この 2
つの課題意識は、おそらく多くの方々と共有でき

１）キャリア教育としての「産社」の位置付け
そもそも、現行学習指導要領では「産業社会と
人間」の目標等については次のように規定1されて
いる。

るものだと思う。この実践報告が読まれる方々の
教育実践に何らかの寄与するところがあること
を願って、報告する。

産業社会における自己の在り方生き方に
ついて考えさせ、社会に積極的に寄与し、生
涯にわたって学習に取り組む意欲や態度を

１．科目の位置付けと本年度に特徴的な取り組み

養うとともに、生徒の主体的な各教科・科目

１－１．
「産社」の位置付けと補完科目の変遷

の選択に資するよう、就業体験等の体験的な

当該科目は総合学科の原則履修科目であり、本
1

文部科学省『高等学校学習指導要領』
（2009 年 3 月）

学習や調査・研究などを通して、次のような
Ｐ4 より

事項について指導することに配慮するもの

られている。

とする。
ア

したがって、
「産社」の位置付けは、高校段階で

社会生活や職業生活に必要な基本的

の学び全体の中で、
「基礎的・汎用的能力」に示す

な能力や態度及び望ましい勤労観、職業観の

４つの能力の発達を縦軸に考慮されるべきもの

育成

である。
（しかも、その高校段階での学び全体は生

イ

我が国の産業の発展とそれがもたら

した社会の変化についての考察
ウ

自己の将来の生き方や進路について

の考察及び各教科・科目の履修計画の作成

涯を通じたライフプランの中に位置付けられる
ように構想されるべきである。
）一方で、これらの
能力は従来の枠組みを統合・整理したもので、と
りわけキャリア発達にかかわる諸能力が「生涯を
通じて」必要であることを考慮して再構成したも

このように「産社」が目指すものは非常に理念

のである。したがって、学校の教育活動において

的であり、広範な内容を射程におさめる。しかし

キャリア教育を考える場合（特に評価などをふま

その一方で、具体的に育成したい能力や付けたい

えて）には「4 領域 8 能力」を通して考える方が

力が明示されているわけではない。この問題に対

より具体的である場合が多いと感じている。後述

して、キャリア教育の分野では、発達段階に応じ

するが、本年度、
「産社」の授業内容を精選するに

た望ましい能力や態度を明確化する試みがごく

あたって、また生徒に示す上で付けたい力として

初期から進められてきた。平成 14 年には国立教

準拠したのも「4 領域 8 能力の枠組み」であった

育政策研究所生徒指導研究センターが「職業観・

5

。

勤労観を育む学習プログラムの枠組み開発」の中
で、一つのモデル例として「4 領域 8 能力の枠組
み」2を提示した。この枠組みは平成 16 年のキャ
3

２）本校における課題意識と補完科目の変遷
このような流れをふまえて、本校の「産社」の

リア教育の推進に関する報告 によって広く知ら

位置づけ及びそれに対する問題意識を探ってい

れるようになったが、一方で課題も指摘されてき

くと、平成 11 年度までの段階で、まず意識されて

た。そこで挙げられた課題と別の分野・機関によ

いたのは学習指導要領上の目標、イ項目の「不足」

る各種の能力論（内閣府「人間力」
、経済産業省「社

であったようである。

会人基礎力」など）をふまえて、平成 23 年 1 月答
申4には「基礎的・汎用的能力」としてまとめられ

…学校と社会とを結びつける新たな学習活

た。この能力は「人間関係形成・社会形成能力」

動が必要であると考えた。
（中略）
「産業社会

「自己理解・自己管理能力」
「課題対応能力」
「キ

と人間」や既存の教科・科目だけでは、社会

ャリアプランニング能力」の 4 つの能力に、従来

全般に対する具体的な認識を十分に深めら

の枠組みを再構成したものである。次期学習指導

れるとは言い難い。
（中略）つまり、学校と社

要領では引き続き、この「基礎的・汎用的能力」

会の架け橋になり得る科目という命題を担

に示す 4 つの能力を統合的に捉えて、キャリア教

って「産業理解」は構想された。
（「「産業理解」

育全体の中でどのように育成していくかが求め

6 年目の実践報告」6「産業理解の開発理念」

2

人間関係形成能力（自他の理解能力、コミュニケーシ
ョン能力）
、情報活用能力（情報収集・探索能力、職業理
解能力）、将来設計能力（役割把握・認識能力、計画実行
能力）
、意思決定能力（選択能力・課題解決能力）を指
す。
3 「各学校においてキャリア教育を推進する際の参考と
して幅広く活用されることを期待したい」
（
「キャリア教
育の推進に関する総合的調査研究協力者会議報告書」
（平

成 16 年）より）
4 中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・
職業教育の在り方について（答申）
」
（平成 23 年 1 月）
5 なお、上述の答申においては「各学校においては、こ
の 4 つの能力を参考にしつつ、それぞれの課題を踏まえ
て具体の能力を設定し、工夫された教育を通じて達成す
ることが望まれる。
」とある。
6 『筑波大学附属坂戸高等学校研究紀要第 43 集』

項目より）
その為の手段として土曜の時間帯に「１年次の
その問題意識をふまえて補完科目として構想

通常の授業展開では難しい「少人数授業」を実現

されたのが「産業理解」
（２単位）であった。同実

し、
「学ぶ楽しさ」を生徒に実感させるとともに、

践報告には、
「産業のしくみ」から始まって、
「証

総合学科における学びのスキルを獲得させ、中高

券と株式」
「日銀・東証訪問」
（経済）
、
「情報化の

接続をスムーズにおこなうことをねらい」とする

功罪に関するディベート」
（情報）
、
「排気ガスの検

ゼミ形式の課題解決型の学習を展開し、また「学

出」
（環境）など現在では見られない興味深い学習

習活動の記録」をつけて毎回の授業で担当者に提

内容が報告されている一方、
「福祉講話」
「特別支

出することで、生徒の普段の生活（学びの姿勢）

援学校交流会」
（福祉）や「筑波大訪問」など現行

を確認していた8。これらは言い方こそ違うが、前

の「産社」のカリキュラムの中に統合されていっ

節の「基礎的・汎用的能力」のうち、
（ア）学びの

た内容があることがうかがえる。
「産業理解」自体

スキルが「課題対応能力」、
（イ）ソーシャル・ス

は「平成 12～14 年度文部科学省研究開発学校」の

キルが「人間関係形成能力」
、
（ウ）マネジメント・

指定をうけて開発されたものなので、この時点で

スキルが「自己管理能力」にそれぞれ対応してい

は「イ我が国の産業の発展とそれがもたらした社

ることがわかる。しかも、その（ア）学びのスキ

会の変化についての考察」を促すための具体的な

ル（＝課題対応能力）自体の中身も相当程度具体

授業実践の開発を目指したものであった。

化されている。たとえば、１授業（ゼミ）の流れ

平成 23 年度には、
「キャリアデザイン」が新た
に科目として設置された。
「産社」本体には前年ま

は必ず次のようなステップを踏むことが共有さ
れていた。

での「産業理解」の中身が精選されて「産社」の
中に盛り込まれるようになった。これは、新学習

⓪アイスブレイク：グループ内でのラポール

指導要領の告知（平成 21 年 3 月）をうけて、新た

（親密な信頼関係）を形成し、あとの活動を

な教育課程の編成を検討した結果、設定されたも

楽しく親密な雰囲気で進められるようにす

のだが、ここでの問題意識は、
「ア社会生活や職業

る。

生活に必要な基本的な能力」を具体化して、身に

①「知る（調べる）」
：講義・文献調査・ビデ

つけるためのカリキュラムであったようである。

オ視聴等を通して、テーマについての知識・
理解を深める。

…科目の目標については下記３点を掲げ

②「考える（整理する・まとめる）」
：ディス

た。いずれも「スキルの獲得」を生徒に意

カッション・アンケート調査・インタビュー

識的に伝えることをめざしている。

活動などを通して、テーマについてより深く

(ア) 本校での学びを進めるための基礎力

考察する。

（学びのスキル）を身につける。

③「発表する（伝える・発信する）」
：考察し

(イ) 場面に応じた行動を取る能力（ソーシ

たことについてレポートを作成するととも

ャル・スキル）を身につける。

に、グループ内で発表活動を行う。また、他

(ウ) 自己の生活をコントロールできる能力

者の発表を聞き評価する。

（マネジメント・スキル）を身につける。

④「批評する（評価する）」
：自己評価や相互

（
「平成 23 年度「キャリアデザイン」実践

評価活動を通して、パフォーマンスや作品を

7

報告」 より）
（2005）Ｐ45
7 『筑波大学附属坂戸高等学校研究紀要第 49 集』

客観的に評価したり他者との論戦を通して
（2011）P.P.15～16
8 同上、Ｐ15

完成度を高めたり今後の方向性を考える契
9

機とする 。

インしているかを見ていきたい。稿末〈資料１〉
が今年度の年間計画である。カリキュラムのそれ
ぞれの内容は、次項の実践報告に譲るとして、そ

ただ、このような平成 23 年度の開発時点で考

れぞれの活動内容を、前述の「4 領域 8 能力の枠

えられていたことは、実際の運用を通して徐々に

組み」で主としてねらいとする「付けたい力」に

「付けたい力」が焦点化し、変容していく。具体

応じて配置した模式図が〈資料２〉である。従来

的には平成 25 年度には既に「学びのスキル」の獲

の「様々な体験」を維持しながら、問題となる「課

得、つまり、課題対応能力の育成に「キャリアデ

題対応能力」の育成に「ヒアリング」
「アカデミッ

ザイン」の目的は焦点化されることとなった。そ

クスキルズ」
、また校外学習の中に「課題研究」を

の他の「ソーシャル・スキル」は「産業社会と人

配するなどして補完に努めた。一方で科目選択に

間」に、
「マネジメント・スキル」は平時の生活指

向けてキャリア意識の涵養は必須であるので、進

導の領分に整理されている。この課題対応能力の

路ガイダンスなどにはＨＲの時間を随時活用す

育成への傾斜は現在まで一貫して踏襲されてい

る、社会人講話を土曜日に実施するなど弾力的な

る。一方で、平成 24 年度の時点で、従来「産業理

運用を試みて、実施した。

解」で担っていた「社会に対する関心と知識」の

ただ、精選初年度の弊害として、学期によって

部分の減退と、そのことが生徒の情報収集などの

は各単元が輻輳的に進行するようなことも生じ、

行動を減退させていることなどへの危惧が示さ

生徒によっては、いま何を目的として活動が行わ

れている。

れているのかわかりづらいという声も聞こえて

やや長く紙幅をとってしまったが、ここまでの

きた。そこで〈資料３〉はそのような事態を受け

理路を整理すると、①「産社」は本校におけるキ

て、長く「産社」の標語として愛唱されてきた「自

ャリア教育全体の基幹として置かれ、②キャリア

己を知り、他者を知り、社会を知る」の枠組みを

教育の分野全体で、望ましい能力や態度は整理さ

軸に学びの向かう方向性を「職業」の観点を加え

れている。そこで、③本校では 3 年間を通じて、

て生徒に提示したものである。

それらの能力を発達段階に応じて総合的に育成
を目指してきたが、④それらの能力は「産社」だ
けでは補いきれず、補完科目の 2 単位が設定され

２．今年度に特徴的な取り組み
これまで述べてきた課題意識を達成するため

てきた。⑤補完する能力に関しても変遷が見られ、

に今年度実施した取り組みのなかで特徴的なも

近年は補完する内容として「課題対応能力」に重

のをあげる。

点化され、1 年次段階である程度の育成を目指し
ている。

（１）思考力・判断力・表現力の育成

こうした変遷をふまえて、本年度は⑥（平成 23

ひとつ目は、次期学習指導要領の柱のひとつで

年度に「産社」
「産業理解」の中身を精選して次期

ある「思考力・判断力・表現力」を付けたい力と

「産社」の中に盛り込んだように）カリキュラム

してカリキュラムの目標に組み込んだことであ

の中身を「付けたい力」をベースに「産業理解」

る。
「知識・技能」は各教科・科目の領分として、

や「キャリアデザイン」の中身を取り込みつつ精

また「学びに向かう力」はまさにキャリア教育、

選することを試みている。

「産社」の本来的に担うところであるが、従来「キ
ャリアデザイン」などで補完されていた部分を、

１－２．カリキュラムの精選と年間計画
では、具体的にどのようにカリキュラムをデザ
9

同上、Ｐ16

とりこんで実践しようということである。次項の
「実践報告」に後述するが、ヒアリングの「Ｂ項

目」の設問の工夫や「課題研究」に関連して行わ

ーションキャンプ」を例年実施している。コミュ

れているものがこれにあたる。

ニケーションキャンプは、本校で学校生活を送る
のに求められる生活習慣のガイダンスとしてだ

（２）学びの蓄積―e ポートフォリオ

けでなく、
「産業社会と人間」の第１回目の授業と

（３）学びの可視化―紙ポートフォリオ

して位置づけられ、以下の３つの目的を達成する

２つ目、３つ目は表裏の関係にあるが、紙を媒

ための役割を担っている。

体としたポートフォリオは従来、生徒の形成過程
を可視化し、評価するものとして「産社」以外で

（１）総合学科の生徒として、これから

も本校では利用されてきたものである。一方で、

様々な選択や意思決定をしていく上で必要

入試制度の改革、調査書に特別活動の記録が文量

な素地を養う。

にかかわらず付けられるようになることや、各大

（２）自身、他者がもつ個性や多様性を尊

学の入試でも、地域での交流活動など、エビデン

重し、受容することができる態度を養う。

スをともなった活動評価の機運が高まっている

（３）これからの高校生活における目標を

ことをうけて、近年は e ポートフォリオへの期待

思い描き、達成しようとする意欲を養う。

が高まっている。
本校でもベネッセ社の Classi を
用いて課題の提出管理や、情報の発信などを今年

これらの目的は、総合学科の学びにおいて必要

度から実施した。保存の簡便性や多量の保存に耐

不可欠な生徒の主体的・対話的な学習や、個々の

えること、検索が容易であることなど利点も多い。

生徒による科目選択や将来の職業選択を見据え

一方で、今年度は紙媒体のファイルも相変わらず

た学習のための素地を養うことを指向したもの

稼働させており、特に学期末のファイルの整理は

である。したがって、コミュニケーションキャン

重要な学習と位置付けている。紙ファイルには圧

プにおいては、入学して間もない生徒同士が協働

倒的な可視性があり、通時的にも、（内容の）
段階的にも成長の過程的にもフレキシブルに配
置が可能で、その為の整理を通じて、生徒は学び
の内面化をはかることができる。（実際に科目選
択の前には、生徒にファイルの内容を「近い未来
（科目選択・２・３年次の高校生活）
」
、
「中くらい
の未来（卒業後）
」
「遠い未来（生涯にわたって・
理想）
」に分ける活動を課した。
）この点は、残念
ながら未だ e ポートフォリオは追いついていない。
そこで、今年度はこれらを併用することで互いの
弱点を補う形を構想した。
以下、これまでの内容をふまえて活動の実際を
報告したい。

して活動するアクティビティを重要視しており、
これらの活動を通して生徒のコミュニケーショ
ンスキルの醸成を図っている。班編成においても
クラスや性別を問わず、クラス・男女混合の１０
名による活動班を１６班編成し、それぞれの班に
外部団体のインストラクター１名がファシリテ
ーターとして配置する。
本校では例年、コミュニケーションキャンプの
活動プログラムの計画は、担当する年次教員の裁
量によって決定される。今年度、本年次がコミュ
ニケーションキャンプの企画検討においてとり
わけ重視したことは、生徒が自身の学びの過程を
振り返る活動である。文部科学省（2017）「2021

３．実践報告

年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予

３－１．コミュニケーションキャンプ

告」においては、近年の大学入試改革の一環とし

１）目的

て、大学へ提出する調査書を始めとする書類につ

本校では、入学式の翌日から長野県黒姫高原に

いて、高等学校における生徒の学習状況の様子や

おいて、３泊４日の宿泊実習として「コミュニケ

特別活動の具体的内容や期間等の詳細な記述を

求めている。この高大接続改革の趣旨として、生

２）活動内容

徒の「学力の３要素」を多面的かつ総合的に評価

下記の表１は、今年度のコミュニケーションキ

することが挙げられ、例えば現行の調査書の「指

ャンプの活動内容を時系列で表したものである。

導上参考となる諸事項」の欄が拡充され、記載す

紙面ページの都合上、例年と活動内容がほとんど

る項目が細分化される等、高等学校在学時におけ

変化していないアクティビティの詳細に関して

る生徒の諸活動を全て記載する必要がある。本校

は割愛するが、ここでは生徒によるふり返り活動

においても、本年次より e ポートフォリオを活用

について述べる。

して、生徒の学びを電子データとして蓄積するこ

１日目の夜の講義の中で、２日目、３日目に行

とになり、生徒が自身の学習活動や特別活動の内

われるマウンテンバイク・ツーリングと森散策で

容をきめ細かく振り返り、記録することを習慣づ

の活動をコラージュとして作成する旨の説明を

けることが喫緊の課題となっている。こうした背

した。生徒への指示内容としては、コミュニケー

景を踏まえ、今年度のコミュニケーションキャン

ションキャンプにおける各班員の目的意識の共

プでは、生徒の活動班毎にカメラを貸与し、諸活

有、コラージュ作成に必要な素材（どのようなこ

動の中で適宜記録を蓄積させ、振り返りの活動の

とを書くか等）の検討、写真は１班につき１０名

中でコミュニケーションキャンプにおける学び

以内とする制限の説明であった。そして、プログ

の過程をコラージュとして模造紙に作成させる

ラムが終了した３日目の夜に各活動班で振り返

活動を導入した。

り活動を実施した。ふり返り活動は、①個人内で
のふり返りをしおりに記載する、②個人でのふり
返りを基に、班で共有する、③班での活動のふり
返りを模造紙に作成する、という手順でおこなっ
た。翌日４日目の午前に、各活動班が作成した模
造紙を掲示し、生徒全員が全ての活動班の模造紙
を評価した。

〈表１

今年度のコミュニケーションキャンプの活動内容〉
時間

プログラム

午前

移動・自己紹介

午後

アイスブレイク

内容
自己紹介カードに基づいて、氏名、キャンプネ

１日目

夜

午前

２日目

午後

夜

ーム、意気込み等を一人１分以内で発表する。
インストラクター主導による集団活動プログ
ラムを実施する。

講義「コミュニケーションキャンプの目

総合学科における学びの概要およびコミュニ

的と内容」

ケーションキャンプの活動内容を説明する。

マウンテンバイク・ツーリング（奇数班） ルートを班員同士で検討させ、マウンテンバイ
クで約 30 km を走行する。
指定された地図上の目的地へのルートを検討
森散策（偶数班）

させ、地図とコンパスを用いて到達する。

百人一首

クラス対抗で実施し、勝敗によって４日目の飯
盒炊爨の食材が変わる。

午前

マウンテンバイク・ツーリング（偶数班）

午後

森散策（奇数班）

３日目

班別振り返り
夜
室内レクリエーション

２日目と同様
２日目、３日目の活動の振り返りをし、モンタ
ージュを作成する。
※当初はキャンプファイヤーを予定していた
が、悪天候につき変更。

振り返り全体共有

班毎に作成した模造紙を全体で共有する。

飯盒炊爨（カレー作り）

班毎にカレーを作り、食事する。

移動・帰宅

一人一言感想を述べる。

午前
４日目
午後

３）成果
生徒には、コミュニケーションキャンプ前の平
成３０年４月３日（入学者説明会）に事前アンケ
ート（N=163）を、コミュニケーションキャンプ後

② 性格や将来など、自分自身のことを改めて考
えることができましたか。
③ 人に言われてするのではなく、自分で考えて
行動することができましたか。

の平成３０年４月１２日に事後アンケート

④ 困難なことがあってもあきらめず、最後まで

（N=161）をそれぞれ実施した。事後アンケートに

やり遂げようと努力することができました

おける質問項目は以下の１０個である。なお、事

か。

前アンケートにおいては「これまでのあなたはど
うであったか」という意味合いで、各質問項目の
表現を一部変えている。

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

[質問項目]（事後アンケート）

とへの挑戦を楽しんだりすることができまし

① 慣れない人々や環境の中で活動することの緊

たか。

張や不安が解消されましたか。

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。

ポイントの上昇がそれぞれ見られた。とりわけ、

⑧ 相手の身になって気持ちを理解したり、助け

項目③、⑦に関しては、総合学科での学びに求め

合って活動したりすることができましたか。

られる主体的・対話的な学習の実現に向けて、生

⑨ メンバーの特徴や状況を考え、よりよいグル

徒の学びの姿勢が形成されたことが窺える。その

ープにするために協力することができました

一方で、項目⑩に関しては、事前アンケートの評

か。

価値が 2.25 ポイント、事後アンケートの評価値

⑩ グループ活動を円滑に行うために、進んでリ

が 2.40 ポイントと低い水準であった。ほぼ初対

ーダーシップをとることができましたか。

面の班員とのグループ活動の中で自ら進んでリ

生徒にはこれらの質問項目について、４段階の

ーダーシップをとれるかどうかは、生徒自身の性

リッカート尺度（４：そう思う、３：ややそう思

格によるものが大きいと考えられるので、３泊４

う、２：あまりそう思わない、１：そう思わない）

日という短期間のプログラムでの大幅な改善を

で回答させた。各質問項目の平均値は表２の通り

期待することは困難ではあるが、アクティビティ

である。

の中で必ず一人１回はファシリテーターとして

事前アンケートと事後アンケートの結果と比
較すると、項目①は 0.42 ポイント、項目③は 0.44

の役割を果たすように内容を検討することは可
能であろう。今後の課題としたい。

ポイント、項目④は 0.55 ポイント、項目⑦は 0.59

〈表２

コミュニケーションキャンプにおける事前・事後アンケートの結果〉

種別/回答

４

３

２

１

平均

種別/回答

４

３

２

１

平均

事前 1

60

66

26

11

3.07

事前 6

83

61

16

3

3.37

事後 1

88

64

7

1

3.49

事後 6

107

46

8

0

3.61

事前 2

57

75

27

4

3.13

事前 7

29

65

55

14

2.67

事後 2

50

82

27

2

3.12

事後 7

68

69

22

2

3.26

事前 3

21

72

66

4

2.67

事前 8

54

93

14

2

3.22

事後 3

38

103

19

1

3.11

事後 8

68

80

11

2

3.33

事前 4

34

96

30

3

2.99

事前 9

55

92

14

2

3.23

事後 4

95

58

6

1

3.54

事後 9

64

77

19

1

3.27

事前 5

26

97

37

2

2.91

事前 10

13

45

75

30

2.25

事後 5

44

84

31

2

3.06

事後 10

20

42

81

18

2.40

（註１）各アンケートの回答数 N は、事前アンケートは N=163、事後アンケートは N=161 である。
（註２）事前５に関しては、未回答が１あるため、N=162 である。
（註３）事後１、事後４に関しては、未回答がそれぞれ１あるため、N=160 である。

３－２．菜園作り
産社での校内活動の始まりとして「自己を見つ
める」ために位置付けているのが菜園作りである。

っきりと現れたトウモロコシを前にして、班とし
ての活動を振り返り、また自分の行動の振り返り
の機会となった。

畑作業を通して食物の大切さと喜びを感じるこ
とはもちろんのこと、作物の生育調査を通して、

３－３．職場訪問

学校生活の自分の変化と植物の生長を照らし合

１）社会人講話「プロフェッショナルの話を聞く」

わせ、これからの学校生活に向けて自分を振り返

昨年度に引き続き、生徒の保護者に呼びかけ、

ることを目標として掲げている。

社会の第一線で活躍されている方の代表として

本年度は、生徒がトウモロコシ、保護者および

講話をお願いした。
「社会・仕事を知る」の単元の

教員がエダマメの栽培を行った。生徒は１班 8～

一つであるこの講話は、自分カルテの作成やグル

9 名のグループで管理を進めていくが、授業とし

ープでの話合いを通して自身の生き方や大切だ

ては４月に播種、５月に間引き、７月の収穫祭の

と思うことをまとめた活動と、夏休みに実施する

みである。教員からの指導は適宜入るが、その他

職場訪問をつなぐ役割を果たしている。生徒にと

の管理については生徒たちの自主性および班の

ってもっとも身近な大人である保護者が語るか

チームワークに任されており、班内でコミュニケ

らこそ、職業に対する思いや人生観などが心に響

ーションと取って水やり等の当番を決め、その結

き、単なる職業理解を超え自身の生き方と働くこ

果が生長や収穫量に現れることとなる。特に本年

とをつなげて見つめる機会となる。保護者の方に

度は気象の影響も受け、台風の影響で苗が倒れた

事前に趣旨を説明し協力をつのった結果、今年度

ときは土寄せをし、猛暑で雑草の伸びは早く、生

は 11 名の多彩な分野で活躍される講師をお招き

徒たちは作物の生長に一喜一憂しながら共に１

することができた。当日、生徒は関心が深い 2 つ

学期を過ごしてきた。さらに、新しい取り組みと

の講話を選んで聞いた。講師の方々は親と社会人

しては Classi を用いた生育調査、報告を行った

という 2 つの視点を絶妙に織り交ぜながら、まさ

ことである。調査レポートや観察した際の写真等

に今この時期の生徒に必要な話をわかりやすく

の提出をアプリで行うことで、生徒―教員間のみ

語ってくださり、どの会場でも熱心に聞き入り質

ならず、生徒間での情報共有が可能となると同時

問する生徒の姿が見られた。また、参加した保護

に、生徒の学びのデータとして蓄積することでポ

者からは、生徒の前で語ることで自分自身と職業

ートフォリオの機能も果たす。

の関わりを改めて見直す良いきっかけになった
との声が多数あがった。通常、保護者が授業に参
加する場合は見学形式が多いが、今回のような共
に授業を作る形式は多面的な効果が得られるこ
とを実感できた単元であった。

写真：トウモロコシの苗の生育調査

収穫祭の際には、栽培の面白さや収穫の喜びを
感じることはもとより、班ごとの管理の結果がは

２）夏期職場訪問～報告会
社会人講話をふまえて、今度は自分たちが職場

要があれば学校からの訪問受け入れの依頼書な
どの手続きは教員が行い、生徒の主体的な活動を

を訪問させていただき、自分たちの関心のある仕

後方から支援した。訪問先が確定したグループは、

事の実際や働くことを体験させていただく「職場

最後に訪問計画書を作成して、当日の職場までの

訪問」を夏季休業中に実施している。職場訪問は、

交通手段、体験内容、質問内容など改めて職場訪

実際の社会に目を向け、自らの足で社会に踏み出

問全体の計画を立てさせた。そのうえで、現実的

していく大切な機会である。また、訪問する職場

な計画になっているか、グループ全員が主体的に

は自分たちの関心のある職業分野であることか

取り組めているかなどを確認する事前指導を兼

ら、自らの将来や生き方を考える機会ともなる。

ねた審査会（集団面接）を実施する。

６月以降の授業では、自分カルテに書かれた関

今年度は表に示したように３５の事業所等に

心のある職業分野に従って、同じような関心を持

訪問受け入れを許可していただいた。数時間から

つ生徒を３～６名程度のグループに分け、希望訪

丸一日の訪問受け入れ（可能であれば職業体験）

問先を考えさせた。昨年度から生徒自身が訪問先

をさせていただき、訪問後は、Classi を用いて訪

を決め、アポどり交渉から計画・実施までを主体

問完了の報告と当日の写真を提出すること、そし

的に行うという方法に変更している。変更の理由

て訪問後１週間以内に記録シートとお礼状を提

としては、学校側が用意した体験先に生徒の希望

出させることとした。

する職種がなかったり、受け入れ数等の関係から

夏季休業が明けて９月の授業では、夏季休業中

第１希望の体験先でなかったりして意欲的に取

の職場訪問での学びをポスターにまとめ、ポスタ

り組めない生徒がいたという従来の問題を改善

ーセッションによって学びを共有する。ポスター

することを意図している。また、分野によっては

セッションは１発表当たり１５分として、３５の

企業や事業所等の訪問が難しい場合は、大学や専

グループの発表を４つの時間帯に割り振り、多く

門学校、研究施設などにおいて専門家の方に取材

の職場について報告が聞けるようにした。職場訪

をさせていただく形での訪問も許可している。

問およびそのふりかえり・ポスターセッションは、

希望訪問先が固まったグループから計画立案

希望する職業分野に進むためには、どのような進

書の作成に取りかかる。担当教員の許可を得たグ

路が望ましいのか。また、その進路を実現するた

ループは、自らアポどりの電話を入れ、訪問趣旨

めには高校でどのような学びが必要なのか。社会

の説明と日程調整を行う。中には、複数の職場か

で生きていくにはどのようなスキルを身につけ

ら立て続けに断られたり、内諾を得ていたのに急

ておくべきかなど、今後の生き方について多面的

遽キャンセルになってしまったりとなかなか訪

に考える契機となっている。

問先が確定せずに苦しんだグループもあった。必

写真 職場訪問での活動の様子

〈表３

実際に生徒が訪問した事業所等〉

３－３．ヒアリング
１）目的

関越病院

Ｊ Ｉ Ｃ Ａ 地球ひろ ば

イ ムス 富士見総合病院

サン リ オ ピ ュ ーロ ラ ン ド

光の家医療セン タ ー

HIS 川越支店

る。もともとは、本校の「文部科学省指定：平成

千代田保育園

ガ ーデン ヒ ルズ迎賓館

15～17 年度研究開発学校」で開発された科目「起

みのり 保育園

講談社

業基礎」
（平成 15～22 年実施）において開発され、

上広谷児童館

ルネサン ス ス ポーツ ク ラ ブ 西国分寺

坂戸市教育委員会学校教職員課

警視庁

日本科学未来館

天使の林檎

一定の「知識」を問うような筆記試験は必ずしも

日本工学院八王子ｷｬﾝﾊﾟ ｽ

ラ ・ ブ ラ ン シュ 大宮店

有効ではない。そこで、普通教科や専門教科とは

埼玉ト ヨ タ 鶴ヶ 島店

ソ ニ ーミ ュ ージッ ク エ ン タ ーテ イ ン メ ン ト

一味違った評価の工夫としてヒアリングは実践

JAXA 本社・ 調布航空宇宙セン タ ー

ス タ ジオ マ リ オ

されてきた。ところが、実施自体は散発的で、管

株式会社日立シス テ ムズ

キン グ レ コ ード

一般社団法人ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ協会

所沢市民文化セン タ － ミ ュ ーズ

しか実践報告が残されていない。また、カリキュ

岩瀬ア ト リ エ

埼玉県農業技術研究セン タ ー

ラムとしての位置づけも整理されておらず、運用

テ レ ビ 東京

加藤牧場

面での実践報告は豊富にあるのだが、カリキュラ

teamLab

陽子フ ァ ーム

ムとしての目的が学年によって「まちまち」であ

イ ン タ ース ク ール東京

佐島牧場

埼玉県動物指導セン タ ー

東武動物公園

「ヒアリング」は面接官 1 人に対し生徒 5 人に
よって行われる本校独自の口頭試問のことであ

取り組まれてきたものである。教科「産業」の授
業では、定期考査を実施することはなかなか容易
ではないし、様々な体験をしてきた生徒に対して

見の限りでは、前述の「起業基礎」、
「平成 26 年度
産業社会と人間」、
「平成 29 年度卒業研究」などで

るのが実態であったようである。
これまでの位置づけは、第一に、考査がない科
目の多い教科「産業」に「学期全体のふり返りの
契機」とするものである。実際に、生徒は自身の
ヒアリング時以外の待ち時間の課題は学期をふ
り返っての「アンケート」や「まとめ」の記述が
課されることが多く、「相互にふり返りの効果を
高める」ことがねらいであることがうかがえる。
第二は、単純に表現力の向上を期待してのもの。
学びの成果などを口頭でまとめて発話すること
が多いために、自己 PR や課題研究の発表などの
スキルに対しても親和性が高く、同時に試験の緊
張感の中でこれらを発揮するという面で、面接試
験などを想定しての現実的な進路対策という一
面もあったようである。そのほか第三に（瞬発的
な）思考力を育てるという目的を掲げている年度
もあった。
こうした推移をふまえて、今年度はヒアリン
グの目的を次のように整理した。

写真 職場訪問ポスターセッションの様子

①

学期全体のふり返りの契機

人による集団面接の形式で、いくつかの質問（Ａ

②

表現力・思考力の向上

Ｂ２種が標準）に対して指名された生徒から簡潔

③「付けたい力・学習のねらい」の発信と共有

に解答していく。クラスごとに 20 分程度の時間

③を加えたのは、
「活動あって学びなし」の状態

を設定し、指定の時間になったらグループごとに

を避けるためである。通常、教科「産業」科目は

指定されたヒアリング会場に移動する。移動の際

体験や活動が多く、そこが魅力でもあるが、一方

に他のクラスの生徒との接触を避けるため、廊下

で、生徒にとって学習としての位置づけが十分に

には誘導用の教員を配置することが望ましい。

為されない場合や、その為に自らに学期ごとの

解答の評価については、担当教員ごとに差が出

「評価」の理由に納得ができなかったり、その評

てしまうのを避けるため、
〈資料５〉のように評価

価の理由を軽視したりする場合がある。そこで、

用のマニュアルを毎回作成して、共通の基準によ

ヒアリングの質問によって、評価者側の観点を

って評価を出せるようにする。質問の内容によっ

「発信」し、
「学習」として生徒自身をして、思考

て評価の観点が設けられているが、評価の方式は、

する中で自身の中に落とし込ませる機能が重要

生徒の解答の状況にそってフローチャート式で

だと考えたのである。

評価するものと、ルーブリック式で評価するもの

そこで、質問項目をＡ・Ｂの 2 種類に分け、1 つ

を質問内容に応じて切り替えて併用している。こ

目の質問（Ａ項目）で、学習のふり返りと評価者

のように２種類の評価方法を併用することで、評

側の意図を考察できるような設問（たとえば、第

価の質を担保しながら話し合いや討論の形式に

3 回実施のＡ項目は「あなたの将来について、遠

しての評価も可能になっている。質問１つ当たり

い未来（○○○○な「人間」になりたい、理想）
、

５点満点、話す態度、聞く態度、姿勢なども５点

中くらいの未来（高校卒業後どうなりたい、何を

満点で評価に加え、質問項目数に応じて 1 回のヒ

したい）
、近い未来（高校在学中に○○を学びたい、

アリングで 15 点満点が標準である。また、試問

時間割選択）の３段階に分け、それぞれの内容を

担当者は 20 分の時間の残り時間の許す限りで「講

関連させて述べなさい。」
）
、2 つ目の質問（Ｂ項目）

評」を行うのが望ましい。前述の評価の観点、付

で、思考力を問うような設問（たとえば、第 2 回

けたい力の共有を目指す上では大事な指導の時

実施のＢ項目は「事前に配布した３つの時間割選

間となる。

択の例がどのような意図で選択されているか、話

ヒアリング以外の時間は、生徒は教室において

し合いなさい。その上で、グループとして「時間

「ふりかえりワークシート」に取り組むのが通常

割選択を行う上で大事なポイント」を１～３つ程

である。これらは、いわゆる定期考査の代わりと

度の内容にまとめなさい。」）をすることにした。

なることを生徒には伝えており、定められた時間

Ｂ項目については、次期学習指導要領の内容をふ

内で毎時の授業ワークシートを見返したりしな

まえてのもので、複数の情報を比較したり、総合

がら記述していく。ふりかえりワークシートの内

したりするような設問や抽象的な概念を自らの

容は、限られた時間の中で幅広い内容について目

学びや生活と結びつけるような設問としている。

を向けられることが望ましく、拡散しがちな産社

以下は具体的な運用について報告する。

の学習内容を整理することや学習成果の自覚に
つなげたい。

２）実施方法と内容
年５回の実施を目指したが、先述の時間数の削

３－４．時間割作成

減もあり、本年度は年４回の実施となった。実施

時間割の作成は、かなり理念的な指導要領上の

の詳細については稿末〈資料４〉の教員マニュア

目標の中でも具体的に触れられているように、

ルに示す。教員 1 人に対して各クラス生徒５～６

「これまでの体験や学び」
「自己の将来の生き方や

進路についての考察」を反映して作成することで、

かを生徒自らが見出す学びがより一層強調され

これ自体がキャリアプランニング活動の中核と

ている。すなわち、これまでは大学において求め

なるものである。「献立表の中から食べたいメニ

られてきた学びのスタイルが、これからは普通科

ューを選び出すような」選択にならないようにし

を含めた全国の高等学校において推進されてい

なければならない。そこで意識したことは次の２

くことになろう。

点である。

筑波大学見学会は、高校での学びと大学での学
びの違いを認識させる目的の下に、「産業社会と

１）選択する科目が具体的に想定できるようにす

人間」において例年行っている行事である。本校

ること

入学から約半年が経過している生徒は、産社を始

シラバスの配布、科目群主任による講話、科目

めとするこれまでの授業を通して、次年度から本

群授業見学などがこれにあたる。特に専門科目に

格的に始まる総合学科における学びのための素

関しては、体験授業の役割は大きく、年度によっ

地を身につけている。しかし、例年１２月上旬に

てはかなりの時間数を費やしているのだが、今年

行われている来年度の科目選択を目前に控えて

度は 2 時間を確保することができた。実際には、

いるにも関わらず、自身の興味・関心と学問との

2 者面談を通じての担任による指導もかなりのウ

関連性・親和性を見出せない生徒や、これまでの

ェイトを占めているように思われる。

中学・高等学校での学びとこれからの大学の学び
との違いを認識できていない生徒が少なからず

２） 科目選択を一時的なものとしてとらえさせ

いる。こうした生徒の現状とこれからの教育界の

るのではなく、時間軸・生活軸の中でとらえさせ

潮流を踏まえ、今年度の筑波大学見学の目的とし

ること

て、以下の３つを設定した。

生徒が自身のキャリア、多様な選択について考

（１）大学の講義や研究施設の見学を通して、

え、その中に科目選択を位置付けるようにするこ

「大学での学びとは何か」を考え、これか

とを目指す。今年度は前述のヒアリングの中で、

らの自身の進路選択に役立てる。

３つの選択時間割例を比較・分析して論じたり、

（２）学術研究の場としての大学を俯瞰し、卒

産社ファイルへの綴じ込みに、
「遠い未来」
「中く

業研究やＴ－ＧＡＰ等の課題研究活動に

らいの未来」
「近い未来」の中敷きを用意し、それ

必要な探究的学習スキルの素地を養う。

をもとにファイルへの綴じ込みを思考させたり
した。いずれにせよ科目選択をその時だけの単独

（３）筑波大学附属学校の生徒として、親大学
とのつながりを認識する。

の活動にしては全く意味がない。他のカリキュラ

筑波大学見学会に先立って行った生徒への事

ムとの有機的なつながりを作ることが重要であ

前指導では、これら３つの目的と、「「大学での

る。

学びとは何か」
（「学問を研究することとは何か」
）
について、筑波大学見学を通してあなたが考えた

３－５．筑波大学見学会

ことを 800 字以上のレポートにまとめなさい。
」

１）目的

という事後課題を明示することで、生徒が学びの

平成３０年改訂の高等学校学習指導要領にお
いては、
「総合的な学習の時間」が「総合的な探究
の時間」へと名称が改定された。この科目では、
「自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題
を自ら発見し、解決していくような学び」が重要
視され、今の学習が自身といかに関連しているの

見通しや目的意識を持って取り組めるようにし
た。

２）日程
１日を通して実施された今年度の筑波大学見
学会の内容として、
（１）大学教員・本校卒業生による全体講話
（２）大学教員による模擬授業体験
（３）研究施設見学・研究室訪問
の３つを設定した。
（１）大学教員・本校卒業生による全体講話
大学教員からは、筑波大学の学群・大学院等の
組織編成および大学における研究に関する講話
をいただいた。また本校卒業生からは、大学で専
攻している学問を深く知るためには、苦手な科目
を含め、学問の垣根を越えて学ぶ必要である旨の
説明があり、本校生徒にとっては総合学科におけ
る学びが大学における学びに直結することを認
識することができた様子であった。

（３） 研究施設見学・研究室訪問
右の表５に、今年度見学、訪問した施設や研究室
の一覧を示した。本校の科目群・系列に関連する
研究施設だけでなく、事前調査した生徒の興味・
関心に可能な限り対応できるように見学先を設
定した。
〈表５

筑波大学見学・見学施設、研究室一覧〉

No.

（２）大学教員による模擬授業体験
〈表４ 筑波大学見学・模擬授業体験講座一覧〉
No.

講座名

1

英語学入門

2

比較文化へのいざない

3

生物の不思議『なんでだろう？』を化学する

4

木材の基礎的性質と高度利用

5

環境問題を多様な視点から考える

6

人と人工知能

7

電気の未来

上記の〈表４〉に、今年度実施された模擬授

施設見学先

1

体育総合実験棟（SPEC）

2

生存ダイナミクス研究（TARA）センター

3

遺伝子実験センター

4

プラズマ実験センター

5

中央図書館

6

土壌化学研究室

7

天然物化学研究室

8

農産食品加工研究室

9

量子化学研究室

10

大学院教育研究科

業体験講座の一覧を示した。本校の科目群・系
列を踏まえて講座を設定し、可能な限り生徒の
希望に応じて受講する講座を決定した。

・ 私の考える大学の学びとは「自己責任」
「誰か
に支えてもらう」
「人生の準備段階」だと思い
ました。私は大学進学を目指し日々勉強をし
ていましたが、改めて大学について考えてみ
ると、難しい部分もあり、ほかの選択肢を考
えてみるのも良いのではないだろうかと考え
ることができたとともに安易な気持ちで大学
進学を目指すのではなく、何を学びに大学に
行きたいのか考えるきっかけになりました。
そしてこれを機に自分の人生計画をもう一度
見直し、科目選択に向け深く考えていきたい
なと思いました。（ＩＧ生、女子生徒）
・ 学問を研究するということは、自分の視野を
広げ、そして学問を追求し、理解し、学び合い
の中で深め合っていくことであると思う。私
３）事後レポートとまとめ

は高校時代の学びがあってこそ、大学での学

本年度の筑波大学見学会は、「１．目的」で列

びが存在すると思う。大学でより学問と身近

挙した３つの目的のうち、とりわけ１）を重視し

になり深めていくために、自主性と責任を経

た内容で実施した。以下に、事後課題において提

験を通し少しずつ積み上げ、身につけなけれ

出された生徒のレポート内容の一部を抜粋する。

ばならないと思う。（ＳＧ生、女子生徒）

「大学での学びとは何か」（「学問を研究するこ

・ 大学での学びは「学術的な分野の垣根を超え

ととは何か」）について、筑波大学見学を通して

たバランスの取れた学習」であると考える。

生徒がどのように考え、感じたのか、生徒の率直

なぜならどの学類においても他の学類が使う

な感想を参考にしていただきたい。

ような技術や用語を使っていたからである。
これまさに IB のコア科目にある「TOK」にと

・ 一番驚いたのは、最初に行われた本校の先輩

ても似ている。「知の領域」には境目がなく、

の講義の「大学での学びは科目と科目の違い

すべてが重なり、バランスが取れて初めて「学

があまりない」という話だ。私は科目ごとの

び」に近づけるという理論が大学の学びと共

学びに関しても専門的な分野に分かれる為、

通していると感じた。（ＩＢ生、男子生徒）

それぞれが独立していると考えていた。しか
し、実際は各科目の最終到達点が共通の内容
であるというような、科目同士の繋がりが見

３－６．福祉講話・特別支援交流会
福祉講話・特別支援交流会は、元来「産業理解」

えてくる内容であるといったことを知った。

で実施されていたカリキュラムであったが「他者

（ＩＧ生、男子生徒）

を知る」ことで「人間関係形成能力・社会形成能

・ 研究することは人の役に立つための行為であ

力」の育成を図る上で重要なカリキュラムとして

り、自分の好きなことにとことん取り組み、

位置付けられ、毎年「産社」の中に組み込まれて

学ぶことで誰かを救えるかもしれないという

いる。今年度は前段階として、「アイマスク活動」

のは素敵なことだと思いました。
（ＩＧ生、女

をすることや、「アサーショントレーニング」を

子生徒）

実施した〈稿末資料６〉上で、各クラス単位での

交流活動を行った。交流活動の相手校は以下の表

こで、
「マインドマップ」の手法を手がかりに、ラ

６の通りだが、筑波大学に多様な附属校があるこ

イフプラン作成に向けた材料集めに取り組ませ

とを活かして、毎年実施することが出来ている。

た。
「マインドマップ」は、イギリスのトニーブザ

〈表６

特別支援交流会交流校一覧〉

ン氏が 1970 年代に開発した思考法・発想法で、

交流校

日程

センターイメージから派生するブランチに関連

A：坂戸支援学級

11/20（火）3・4 限来校

する単語を乗せて、そこからさらに連想するよう

対応

にブランチを伸ばしていく。授業では、いきなり

11/20（火）訪問

ライフプランのマップを描かせるのではなく、一

B：附属聴覚特別支援

般的なマップの書き方を習得することに重点を

学校
C：附属大塚特別支援

11/13（火）訪問

いる内容をマップ化する課題）、②ペットボトル

学校
D：附属桐が丘特別支

置いた。①イルカの生態（簡易な文章に書かれて

11/20（火）訪問

援学校

（具体物からイメージをふくらませてマップ化す
る課題）の２種類の課題を課して、マップ化の手
法を定着させるようにした。そして冬休みの宿題

３－７．ライフプラン
３学期（本校では１２月～３月で設定）の「産
業社会と人間」は、１年間のまとめとしての「ラ
イフプラン」の作成および発表が中心的な活動と
なる。１・２学期の「産社社会と人間」の学習で
は、自己を見つめ直したり、多様な他者と協働し
たり、職業や社会の一端を垣間見たり、上級学校
を訪問するなどの経験を通して、
「高校で何をが
んばりたいか」
「社会で生きていくには何が必要
か」などを考える活動に取り組んできた。そして、
それらの活動をふまえて、自分がどのような生き
方をしたいのか。人生のＰＤＣＡをどのようにデ
ザインするのか。その中でも、すべての起点とな
るＰ（夢・目標）をどのようにデザインするか。
これらを「ライフプラン」という形で具現化する
ことが「産業社会と人間」での学びのまとめとな
り、２年次以降の学びや今後の人生の歩みの目標
としてもらうものである。
ライフプランの作成にあたっては、自分自身の
これまで（興味・関心・適性など）をふりかえる
ことと、近い未来（高校２・３年次）
、遠い未来（高
校卒業後～上級学校～社会生活）を現在の興味・
関心だけでなく、自分たちが社会に出るころの社
会のあり様や求められる人材像などをふまえて
具体的に描く取り組みにしたいと考えている。そ

として、自分自身をテーマとしたマインドマップ
の作成とマップを元に自分のライフプランを１
６００字程度の作文にまとめることを課した。マ
インドマップは、セントラルイメージ（テーマ）
から関連するワードを連想ゲームのように直観
的に紡ぎだしていくものである。自分自身の中で
言語化・整理されていない概念を見える化するこ
とができるのである。そして年明けになると、ラ
イフプランのＨＲ発表会や学年発表会でクラス
メイトの興味・関心や将来像などを共有し、自己
理解・他者理解を一層深めていく。中にはあまり
思い出したくない過去や、自分自身の見たくない
部分に向き合うことに苦悩した生徒もいたよう
である。一方で、そのようなハードルを乗り越え
ようとしている自分にも気づくことができ、前向
きに作文の執筆に取り組むことができていた。そ
してそのような思いを持っているのは自分だけ
ではないということに発表会を通して気づくこ
とができた。

３－８．校外学習
１）全体の概要
カナダ校外学習は、ブリティッシュコロンビア
州の都市バンクーバーで平成 31 年 3 月 12 日か
ら 19 日の 6 泊 8 日の日程で実施した（資料 1 行
程表参照）。過年度学年からこの時期のバンクー
バーは雨が多いと聞いていたが、今年度は全行程
で天候に恵まれ、全てのプログラムを滞りなく行
うことができた。今回のプログラムは「ホームス
テイ」
「現地学校との交流会」
「課題研究活動」の
3 つを大きな柱としている。25 期生はコミキャン
の 時 か ら 学 年 の 目 標 と し て 「 Challenge ！
Charge！Change！」を掲げているが、この校外
学習でも実際に現地にいったからこそできる体
験を大切にしたいという年次の思いがあった。そ
こで、生徒が自らテーマを掲げ、様々な人たちと
関わりながら多文化理解はもちろん自己理解を
深める体験ができるプログラムを活動の中心に
据えることとした。以下、3 つのプログラムを生
徒の反応を含め事後報告する。
２）ホームステイ
一つ目の柱であるホームステイは、ホストファ
ミリーとの「生活」を通して外国の習慣や文化を
肌で感じることを目的としている。現地の方の暮
らしぶりはホテルステイでは見ることができず、
ホームステイをしたからこそわかることが多い。
住環境や食事、家族のあり方など生徒にとって身
近な観点から関わることで、異文化のみならず日
本での自分の生活を改めて見つめる機会にもな
ると考え実施した。今回はバンクーバー市内から
少し離れたところにあるリッチモンド地区、バー
ナビー地区、サレー地区の 3 ヵ所に分散し、1 家
庭 2 人で 5 泊行った。ホームステイ先は出発 1 週
間前に決定、ホストファミリーの急な予定変更等
により当日まで若干の変更が生じたが、多くの生
徒は事前に知らされたホストファミリーの E メー
ルアドレスに挨拶のメールを出すなど出発前か
ら交流をしていた。
〈図表７ 生徒がライフプラン執筆前に作成し
た自分自身のマインドマップ〉

ホームステイはバンクーバーに到着した初日

から始まる。旅の疲れと緊張からこわばった表情

5 日目

の生徒が多かったが、ミートポイントに着くとホ

カナダに来てからいろいろな人と話して、日本

ストファミリーが非常に暖かいウェルカムセレ

よりもしっかり挨拶したり感謝を伝えたりして

モニーで迎えてくださったため、多少不安な顔は

いることに気づいた。初めて会った人にも名前を

していたものの元気に各家庭へと向かった。毎日

いって握手やハグをして、ご飯の時はつくってく

のプログラムはだいたい夕方には終わり、生徒は

れた人に感謝の言葉をいっていた。

それ以降翌日の朝までの時間をホストファミリ

6 日目

ーと過ごすことができる。更に、限られた滞在日

グランマがとても優しくしてくれたので、最後

数の中でできるだけ交流を深められるよう、滞在

ハグしてくれたときは涙が出そうだった。ホーム

期間中に週末を含め丸一日ホストファミリーと

ステイのおかげで英語にも慣れたし、前よりも会

過ごせる日を設けた。アメリカとの国境に連れて

話ができるようになった。

行ってもらった家庭もあれば、友達家族とともに
ショッピングモールへ行った生徒、ステイ先の子
どもの友人たちと遊びに行った生徒など過ごし

３）学校交流
二つめの柱である学校交流は、リッチモンド地

方は様々であった。生徒の日誌を見ると、3 日目

区 に あ る Richmond

Secondary

School と

くらいから英語にも慣れてきたという記入が目

Mcroberts Secondary

School に 2 クラスずつ

立った。それを考えると、あともう数日多く滞在

赴き丸 1 日交流を行った。Richmond Secondary

できれば、更に気づくこと・学ぶことが変わって

School はこの地区でもっとも歴史のある学校で

きただろうと感じる。多くの生徒がはじめは単語

あると同時に、IB プログラムを導入している学校

でしか話せず言葉の壁を感じたといっていたが、

でもある。Mcroberts Secondary

ホストファミリーがたどたどしい英語にも熱心

ンス語と英語のバイリンガル教育を取り入れて

に耳を傾けてくれたり、自分のいいたいことが伝

おり、芸術分野に力を入れている。どちらも工業、

わる経験をしたりする中で、日を追うごとに英語

商業、家庭科など本校にもある専門科目も開講し

に慣れてきた様子が見て取れる。壁と思っていた

ており、日本の総合学科に近い印象であった。こ

ものが”人と人の生のコミュニケーション”を

の学校交流は、同じ「高校生」同士だからできる

通じて取り除いていけることを実感し、改めて英

交流があり、それが互いをより深く知る助けにな

語学習への意欲を高める生徒もいた。

るとの考えから、年次としてどうしても入れたか

School はフラ

ったプログラムである。これまで本校のカナダ校
［生徒の反応～生徒の日誌から～］

外学習は 3 回行っているが、現地校と交流会をす

1 日目

るのは今回が初めてであった。他の国での交流会

英語があまり得意ではないから、ホームステイ

経験から、事前に学校間でやりとりをした上で交

先で話せない不安と緊張でディナーがのどを通

流会を作り上げていくものと想定していたが、実

らなかった。また、”Don’t be

際にはリッチモンド地区教育委員会及び間に立

Shy！”と何回

か言われたのが少し悔しかった。

つ現地業者を通してのやりとりしかできず、正直

4 日目

行く前はプログラムの全体像が見えない状況で

ホストシスターの友達と遊びに行った。現地の

あった。しかし、実際に行ってみたところ、いず

高校生の会話や遊び方をリアルに感じることが

れの学校も生徒がより密に交流を深められるよ

できた。少しずつ英語が話せるようになってきて、

うスケジュールを組み、学校をあげて交流会に取

レストランで店員さんに声をかけて紅茶をもら

り組んでくださっており、想像以上に充実した交

うことができた。成長した！

流会となった。

交流会前半はウェルカムセレモニーを行った

提示し、現地で実現可能な計画を立てることが、

後、生徒 1 人にバディが 1 人つき学校を案内して

本年度の取り組みである。前段階として、
「アカデ

もらいつつ、数学や理科、写真、調理、アート、

ミックスキルズ」の時間を設定し、その中で基本

CAD など多彩な授業に参加した。教室の作りはも

的な「調べ方」を学習している。図書館の活用、

ちろん、授業中の生徒の参加態度や話合いの仕方

書籍の見方、図鑑・年鑑類の活用、論文検索サイ

など日本と異なる雰囲気に驚く声も多く聞かれ

トの利用、論文の見方、参考文献の書き方などが

た。後半は本校生徒が日本文化をグループで紹介

指導項目になる。今年度は、時間数の都合で活動

する文化紹介を行った。訪れた現地校生徒の名前

も含め、2 時間にかなり凝縮した内容になってし

を本校生徒がひらがなに直し、それを現地校生徒

まった。
「問いを立てる」
〈資料７〉
「問いを深める」

本人が習字でしたためるという企画や、割り箸で

といったプロセスを経て、生徒には活動計画書を

鉄砲を作る企画、百人一首や 2 人羽織を紹介する

2 度にわたって出してもらった。1 度目は稿末の

企画、アニメ文化を伝える企画など内容は多岐に

〈資料８〉
「評価シート」に採点を記入した上で返

渡った。いずれの学校でも、非常に好評で現地校

却しており、課題研究を行う上でのポイントを簡

生徒が各ブースを楽しんでまわる様子が垣間見

略化して発信することによって、
「問いを深める」

えた。

ための手だてとしている。
事後の生徒の声としては、やはり「事前の調査

［生徒の反応～日誌から～］

や研究方法の設定が甘かった」ことや「研究課題

・同世代の子とは話しやすかったし、日本のテレ

の設定が漠然としすぎていた」
、
「実地のコミュニ

ビやアニメ、食べ物を知っている子が多くて嬉し

ケーションをとる段階で課題が見つかった」など

かった。様々な国の子がいて、服装も好きなもの

事前に予想された困難（たとえば〈資料８〉の評

もバラバラでとても自由なところだと思った。

価項目）がほとんどであった。事後の反省を通じ

・バディがとても親切に英語を伝えようとしてく

て、ようやく内面化されているようではある。２

れていたのが嬉しかった。カナダの学校の授業は

年次の「Ｔ－ＧＡＰ」で取り組みとしてどのよう

日本と違いドリンクを飲みながら受けたり、グル

に変わるかで成果を評価していきたい。

ープワークを多用していたりして自分の意見を
積極的に話していた。
・英語は苦手だし、バディが何をいっているのか

［生徒の研究課題］
ここでは生徒の特徴的な研究課題をいくつか

わからないところもあったけれど、バディの人が

挙げることで報告に代えたい。

友達とふざけ合ったりしているところを見ると、

○メープルシロップを日本で特産品にできるか

言語がただ違うだけで私たちと何ら変わらない

概要）国産の秩父で生産されているメープルシロ

んだなと思った。

ップの生産法や販売についてフィールドワーク

・バディと英語の失敗を恐れず多くの会話ができ

を行い、カナダの名産であるそれと比較研究を行

て本当によかった。文化交流会では多くの人に楽

う。実際にカナダでも森林での植生や販売店での

しみながら日本の文化をしってもらうことがで

扱い方などを調査した。

きてうれしかった。

○日本とカナダのボランティアにおける考え方
の違い

４）課題研究活動

概要）
「ボランティア」が法制によって義務化され

課題研究活動は、カナダ現地での研究活動を設

ているカナダでは、ボランティアに対してどのよ

定し、生徒自身が課題意識と見学コースに基づい

うな意識が醸成されているかを見る。実際にボラ

て目標設定を行う。その際に事前に活動計画書を

ンティア団体へのインタビューや活動への参加

率、意識調査を計画した。

たいへん良いことだが、アクティブラーニング等

○日本での住みやすさとは異なるバンクーバー

を念頭に置いた授業では、活動のふり返りや成果

の住みやすさ

物は提出の形をとることが多くなりがちであっ

概要）なぜバンクーバーが世界で最も住みやすい

た。全体としての課題の多さは「産社」の課題と

都市と言われているのか、日本の住みやすさとは

も重なって、生徒には負担が大きかったのではな

異なる要因となるものを明らかにする

いかと思う。結果として提出率が下がる、成果物

○若い人が海外に行くきっかけになるような観

の質が下がるということはなかっただろうか。

光本とは？

こうした問題は、今後も起こりうるはずで課題

概要）カナダにおける日本文化に対するイメージ

の量を全体として見すえられる立場がコントロ

期待するものなどを４種のインタビュー調査を

ールしていくような仕組みが今後は必要だろう。

しながら明らかにする。

さらに大事なのは、提出された課題のフィードバ

など

ックが課題の返却を通じて為されるように授業
４．課題と展望
ここまで、今年度の実践報告をしてきた。年度

者が精査することである。懸命に出した提出物に
きちんと反応がある、指導があるということが、

ごとの課題意識をなるべく継承しながら、新たな

生徒の学習への意欲を喚起する基本であるから

課題に取り組んできたつもりだが、やはり過渡期

だ。

のやや強引な運用は否めないように思う。ただ、

２）生徒との目的意識の共有

来年度も 2 単位での実施が決まっているので、今

もうひとつの課題はカリキュラムのねらい、目

年度の報告がいずれかの参考になれば、と思う。

的意識の共有である。ヒアリングなども通じて目

現時点で見えてきた課題を申し送り、本稿の結び

的意識の共有や指導の内面化をはかってきたつ

としたい。

もりであるが、やはり単元が週替わりになったり、

１）課題量のコントロールとフィードバックの質

同時並行で進んだりということが、生徒の目的意

的向上

識の醸成を阻んだ部分があるのではないか。

繰り返しになるが本年度は例年の単位数の半

科目、カリキュラムの精選は「マネジメント」

分で実施している。その為に、カリキュラムの内

として、今後必要な過程であることは疑いない。

容を精選しているが、これまでの研究開発の経緯

ただ、
「産社」が総合学科の基幹であることをふま

からすれば、本来的に削減しきれるものではない。

えて、
「拙速」に堕していなかったか、大事な機能

「産業理解」的な要素や、
「キャリアデザイン」の

を失いはしなかったか、は気にかかるところであ

初期の構想に入っていた要素なども、
「産社」が目

る。
「覆水盆に返らず」の故事にもあるように一度

指す生徒の望ましい達成段階を達成しようとす

取りやめたものを取り戻すのは難しい。
「T－GAP」

れば、必要だからこそ構想されてきたのである。

「卒業研究」の 3 年間を通じて経過を検証してい

もちろん、精選には指導内容自体を見直す効果も

きたいと思う。

あるが、全体として「教員・生徒の多忙感」は否

〈参考文献〉

めなかった。必要な学びを担保するために「ＬＨ

文部科学省『高等学校学習指導要領』（2009 年）

Ｒ」なども弾力的に運用したが、最も活用したの

文部科学省「キャリア教育の推進に関する総合的

は課題として、時間外の時間を運用することであ

調査研究協力者会議報告書」（2004 年）

った。そして、そうした指導にあてる労力も結局

中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教

時間外にあてざるをえない。

育・職業教育の在り方について（答申）」
（2011 年）

さらに、次期指導要領を見すえて今年度は授業
の方法を見直された教員が多かった。それ自体は
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H30

産業社会と人間

Ｎｏ 月

６時限

コミュニケーションキャンプ

4
4

13

「産業社会と人間」を知る～三年間の学び～

オリエンテーション

産社ガイダンス

2

4

20

菜園作りを通じて自己／他者理解を深める

協働体験

産社菜園作り(播種)

3

4

27

自己カルテ作成（仮）

自己を知る

自己分析ツール、アンガ－マネジメント

5

4

5

11

思考の深・広・鋭化～「学び」の共有～

ヒアリング①

Ａ 自己理解、Ｂ観察する力・細分化する思考

5

18

体育祭準備

5

5

25

筑坂での学びを知る

学びを知る

科目群主任講話／科目選択の諸注意

6

6

１

自ら動き、仕事と社会を知る

社会・仕事を知る

職場・施設訪問計画～ガイダンス・アポ取り

7

6

8

生涯学習について考える

学びを知る

学びの計画書作成

8

6

9

自ら動き、仕事と社会を知る

社会・仕事を知る

保護者講話（私はこう働く、社会貢献する、「学び」への思い）

9

6

15

筑坂での学びを知る

学びを考える

科目群授業見学

10

6

22

思考の深・広・鋭化～「学び」の共有～

ヒアリング②

Ａ 学びのデザイン、Ｂ 観察する力・発想力

11

6

29

筑坂での学びをデザインする

学びを考える

科目選択予備調査入力

1学期振り返り

期末考査期間

7

6

12

7

13

自己／他者理解を深める、社会／仕事を知る

協働体験・社会・仕事を知る

収穫祭準備＆ 職場・施設訪問直前指導

13

7

14

収穫を通じて自己／他者理解を深める

協働体験

菜園収穫祭（保護者と一緒に）

7

20

終業式

職場体験

実社会の中で「仕事」を体感する
社会を知る

社会・仕事を知る

体験（学び）を言語化する

社会・仕事を知る

振り返り
職場体験振り返り・発表準備（ポスターセッションとは）

9

7

9

14

2

9

21

体験（学び）を共有する

社会・仕事を知る

職場体験報告会・ポスターセッション

3

9

28

世界を知る（為の方法を知る）

（国際）社会を知る

アカデミックスキル（調ベ方・資料の見方）

4

10

5

世界を知る

（国際）社会を知る

校外学習事前指導・カナダを知る

5

10

12

学問と自分自身の生き方を考える

学びを考える

6

10

19

学問と自分自身の生き方を考える

学びを考える

筑波大見学

7

10

26

思考の深・広・鋭化～「学び」の共有～

ヒアリング③

Ａ 社会・自己・学習のあり方、Ｂ 観察する力、リテラシー

8

11

2

筑坂での学びをデザインする

学びを考える

時間割作成相談会・時間割作成（科目群科目）

9

11

月曜授業

9

他者との関わりの中で生き方を考える

他者を知る

交流会準備（福祉講話）・時間割作成（一般選択科目）

10 11

16

他者との関わりの中で生き方を考える

協働体験

特別支援校との交流会準備※実施は20日

11

23

11

30

勤労感謝の日

1

12

7

筑坂での学びをデザインする

学びを考える

2

12

14

自分が住む世界を考える

（国際）社会を知る

カナダ班別学習準備

3

12

15

自分が住む世界を考える

（国際）社会を知る

アカデミックスキル（調ベ方・資料の見方）／カナダ班別学習準備

12

21

冬期休業

自らの進む道を考える

総合

「ライフプラン」宿題

1

11

自らの進む道を考える

総合

「ライフプラン」ＨＲ発表①

4

計

５時限

1

1

三
学
期

各時限の内容

単元

7-10 自然体験を通じて自己/他者理解を深める コミニュケーションキャンプ

夏期休業中

二
学
期

主題

0

4

一
学
期

日

年間指導計画

授業時間割本入力

2学期振り返り

冬期直前指導

推薦入試採点日

1

18

5

1

22

自らの進む道を考える

総合

「ライフプラン」ＨＲ発表②

6

1

25

自らの進む道を考える

総合

「ライフプラン」ＨＲ発表会③・振り返り

7

2

1

１年間の学習内容を発表する

総合

「ライフプラン」年次発表会

8

2

8

１年間の学習内容を発表する

総合

研究大会準備＆リハーサル

9

2

15

１年間の学習内容を発表する

総合

研究大会（授業公開＋ライフプラン代表者発表）

10

2

22

思考の深・広・鋭化～「学び」の共有～

3

1

追考査日

3

8

卒業式

ヒアリング④／総合 Ａ 2年次への抱負、Ｂ 協働する力

年間振り返り

37

〈資料１ 平成 30 年度「産業社会と人間」年間計画〉

平成30年度「産業社会と人間」活動予定 模式図
キャリア設計能力

情報活用能力

意志決定能力

（学習進路計画・習慣形成など）

（情報収集応用・社会理解など）

（目標設定・自己調整評価など）

人間関係形成能力
（自己他者理解・表現力・協働性など）

コミュニケーションキャンプ
４月

自分カルテ

ヒアリング①

５月
科目群ガイダンス・進路講話
職場訪問計画・準備
６月

社会人講話

菜
園
作
り

ヒアリング②

時間割仮入力

収穫祭

７月
職場見学・体験
８月

職場訪問報告会・ふり返り

９月
産業研究
学問・上級学校研究
１０月

筑波大学見学

福祉講話

校外学習計画・準備

特別支援学校交流会
計画・準備

アカデミック
スキルズ

ヒアリング③

１１月

特別支援学校交流会
時間割作成相談会・面談など
時間割本入力

１２月

１月

ライフプラン作成・発表会・相互学習

総合学科研究大会
２月

３月

ヒアリング④

カナダ校外学習

2年次「T－GAP」、３年次「卒業研究」へ
社会を生き抜く力、人生を楽しむ力、周囲と助け合える力を育てよう！
〈資料２ 産社活動予定①（付けたい力ベース）〉

〈資料３ 産社活動予定②〉

〈資料４ ヒアリング教員マニュアル〉

〈資料５ ヒアリング質問項目と評価〉

〈資料６ ワークシート上：「アイマスク活動」下：「アサーショントレーニング」〉

〈資料７ ワークシート「問い」を立ててみよう〉
課題研究活動計画書

評価シート

評価の観点（ こ ん な と こ ろ を見ています。 ）
Ａ

課題（ 問い）
の設定が…
適切かつ 発展性
があります

Ｂ

調査方法が…

Ｃ

添付資料が…

①信頼で きる資料
先行研究をふまえ た
②課題と の関連性
価値ある調査で す
③書き方 全てＯ Ｋ ！

適切に設定
で きています

具体性もあり
適切で す

①～③のう ち
２つ

課題のサイ ズ や
性質が適切で は
ありません

国内で も調査
で きる内容で す

①～③のう ち
１つ

何が課題な のか
わかりません

どう やって調査する
のかわかりません

何ひ と つ な い

※チ ェ ック ポ イ ン ト ！「 適切で な い」 課題と は…
・ 論題が大きすぎる（ 「 愛につ いて」 「 カ ナダ の環境問題」 ）
・ 予想や予言（ 「 2040年世界は…」 ）
・ 「 how to」 もの（ 「 授業を眠く な らずに受けるには」 ）
・ 調べたこ と の羅列（ 「 カ ナダ にはどん な 先住民族がいるか」 ）
・ 調べれば すぐわかるもの
な どな ど。

☆総合的に見てあな たの活動計画は…
予想以上の素晴らし い
計画で す。 さ らに大きく
羽ば たいて下さ い。
現段階で 求められている
水準に達し ています。
次の段階に進もう ！

もう 少し の努力と 学習が
必要で す。 こ れまで の学び を
見直し て下さ い。
反省し てく ださ い。

〈資料８ 課題研究活動

左：評価（簡易版）シート、右：活動計画書〉

平成 30 年度「T-GAP」実践報告
北原立朗・塗田佳枝・安達昌宏・福田美紀
都志見 聖子・小石川 瞳・松川 想・嶋田昌夫
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、課題解決型の学習に取り組む学校
が増えている。SGHに指定されて以来、本校では２年次においてグループで身近な社会における課題を発見
し、解決学習に取り組む「T-GAP（Tsukusaka Global Action Programme）」という授業を開発してきた。本論
は、平成30年度に行われた実践について報告する。
キーワード：課題解決型学習、社会課題、ソーシャルアクション、アクティブラーニング
１．

年次の目標

同時に学期ごとにも対応する活動を行っていく。

グローバル化が著しい今日、経済・物流・通信
の世界共通化の動きに合わせ、教育も大きな転換
の期を迎えている。このような社会で、いざ生徒
たちが社会人となったときに必要となる人間性
とはなにか。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」であると考える。現
２年次（24 期）担任団は、この人間性の育成を卒
業時の目標とした。
具体的には、
「冒険・思索・礼節」というキーワ
ードを大切にしている。これは３年間を貫く学校

本年度の「T-GAP」では、
「失敗を恐れずに、ま

生活を通して身に付けてほしい人間性を表した

ずは自分たちで出来ることを考え、そして行動し

言葉である。
「冒険」とは未知なるものに対して主

てみよう」をコンセプトとした。つまり、生徒た

体的に行動し、与えられた知識でなく体験を通し

ちの自主性とアイデアを大切にし、失敗すること

て学び取る姿勢、
「思索」は物事を深く掘り下げ、

も学習の一部と考え、可能な限り教員が手を出さ

表面的な理解ではなく高い抽象度を用いて探究

ず、多くの体験をさせることを目指したのである。

する思考、
「礼節」は多角的・多面的に周りを見渡

このような進め方である以上、当然生徒の活動に

し、無数の価値や視点を見出そうとする態度を表

差が出るのは避けられない。しかし大人の敷いた

す。これは本校の生活目標である「自由・自律・

レールに乗るだけではなく自ら課題設定をして

自覚」にもそれぞれ対応している。このキーワー

計画し行動するという流れは、生徒自身が授業を

ドの獲得に向けた実際の活動の流れを右にイメ

作り上げていくことでもあり、これからの社会を

ージ図として表した。
「冒険・思索・礼節」に対応

生きていく彼らにとって最も必要な学習活動だ

する学習活動を年次ごとにスパイラルに配置し、

と考えている。

前述の「冒険・思索・礼節」を「T-GAP」の各

るかは当該年次によってやや異なる。例えば、平

学期の活動に重ねてみると、１学期は「冒険」と

成 28 年度・29 年度では、下記の資質・能力が重

して外に出て見聞を広め、２学期は「思索」とし

点項目として育成が目指されている。

て自分たちの学びを深め実践し、３学期は「礼節」
としてこれまでの活動をまとめて他者に発信す

【平成 28 年度】

ることで外部に及ぼす客観的な価値を考えると

① アジア地域、特に ASEAN に関する基礎的・

いうことになる。以下、その詳細について報告す

基本的な理解を図りながら、国際的な日本の立

る。

場や役割について考察できる視点、② 国際的
な視点を持って身近な課題を発見し、協働しな

２．
「T-GAP」について

がらその課題を解決しようとする態度、③ 自

（１）科目の位置づけ

らの興味関心をもとに課題を発見し、その課題

「 T-GAP 」 は Tsukusaka Global Action

について客観的な視点を持って探求していく

Programme の頭文字を取ってつけられたもので、

ための方法について理解し、積極的に実践しよ

本校 SGH 研究開発科目の１つであり、学校設定

うとする態度

教科「国際科」
（２単位）として開講している。２

【平成 29 年度】

年次での学びの柱となるこの科目では、生徒たち

① 自ら社会課題を設定し、解決に向けて考え

が社会課題を発見・設定し、高校生ができる解決

て動く力、② 設定した社会課題の解決に向け

策を考え、グループでアクションとして実行する

て、グループで取り組む力、③ アクションした

ことを課している。本校のキャリア教育が、１年

内容を適切なスタイルでプレゼンし、文章にま

次「産業社会と人間（以下、
「産社」
）
」
・
「キャリア

とめる力

デザイン（以下、
「CD」
）
」
、２年次「T-GAP」、３
年次「卒業研究（以下、
「卒研」
）
」という流れの中

24 期生の１年次「産社」
・
「CD」の授業を通し、

で、２年次の「T-GAP」は、グループで課題発見・

獲得したスキルを活かしつつ、３年次「卒業研究」

解決活動を中心に行った経験を、
「卒研」において

へつなげることを意識しながら、① 自分の興味

求められる個々人の研究活動に活かすという意

に基づくテーマを複数の立場で見る力、② 見つ

図で構成されている。
「T-GAP」のような課題発見

けた問題について、学校内外の人や組織と関わる

解決型の授業は、本校も認定校となっている国際

ことで解決のアプローチを知り、考え、行動する

バ カ ロ レ ア プ ロ グ ラ ム の コ ア 科 目 「 CAS

力の育成に注力して取り組み、これらを通し、困

（Creativity, Action, Service）
」で、社会への奉

難な状況にも負けず、課題に前向きに向き合い続

仕活動などが求められているように、近年国内外

ける態度を養うことを目指した。これらを踏まえ、

の多くの学校で取り組まれ始めている。授業は、

生徒に対しては年度当初のガイダンスで、目標と

毎週土曜日（１・２時間目）に開講し、基本的に

して （a）自分が生きる社会の現状を知り、見つ

は２年次担任団の教員８名で担当する。

けた課題について多様な人と関わることで解決
の方法を考え、行動に移す、
（b）自分の興味に基

（２）本年度の基本構想

づくテーマを複数の観点から見たり、それらのつ

「T-GAP」は、平成 27 年度の試行的実施以来、

ながりを意識したりできるようになる、
（c）活動

本年度で４回目の実施であり、生徒の実態に応じ

の過程で新しいスキルを習得することなどを通

て改良を重ねながら科目開発が進められてきた。

して、自分の長所・成長すべき点を認識する、の

科目目標や授業の大きな枠組みは大きく変わら

３点にして示した。

ないが、養いたい資質や能力のどれに焦点を当て

（３）年間計画

をふりかえって大切だと考えたことは何か、②

本年の「T-GAP」では、２学期に自分たちにと

私達が生きている社会はどんな社会だと考える

って身近な場で何らかの課題解決を目指して取

か、自分たちはその中でどう生きていくか、とい

り組む活動を最終目標である「アクションⅡ」と

う問いでグループディスカッションを行った。こ

して据え、その課題設定が妥当かアドバイスを受

れは、カナダで触れた多文化主義やグローバル化

け、活動の実施に必要となる知識やスキルを習得

の進む社会の中でどのように主体的に関わって

することを目的に、当該の社会課題を扱う外部団

いくか考えることを通し、後の「T-GAP」におい

体を探し、夏季休業中に訪問することを「アクシ

て、自分の生きる社会で実際に起きている課題を

ョンⅠ」として課すという構成にした。その中で、

解決する、つまり、アクションを起こすための心

「T-GAP」が３年次「卒研」との間に位置づくこ

構えをもたせることを狙いとして行った。当日は、

とも意識して、３回の活動・計画に関わる発表会

保護者にもディスカッションに加わっていただ

（ポスターセッション、またはパワーポイント形

き、活発な意見交換が行われていた。

式）並びに２回の報告書の提出を組み込み、生徒
の探求学習に関わるスキルの向上を図った。そし

（２）「アクションⅠ」計画の指導

て、アクションを終えた３学期は、
「プレ卒研」と

既述の通り、本年度の「T-GAP」は「アクショ

して、３年次の研究のための準備期間とした。次

ンⅠ」と「アクションⅡ」の二段構えで実施した。

節から各学期の詳細を述べて行く。年間計画は資

最終的に、自分たちの身近なところで課題解決の

料１に示しているので併せて参照されたい。

ための行動を起こす「アクションⅡ」実施を目標
に、そもそも課題の設定が妥当かを確認し、その

３．１学期 －「アクションⅠ」実施に向けて－

ために必要となる知識やスキルを習得するため、

（１）pre T-GAP（カナダ校外学習・事後学習）

該当する社会課題を扱う外部団体を訪問するこ

SGH に指定されて以降、 生徒に早期に海外経

とを「アクションⅠ」として位置づけ、夏季休業

験を積ませ、海外への興味関心を喚起することを

中に行うことを課した。生徒に対しては、資料２

目的に、１年次３月にカナダへの校外学習を実施

のような形で年間を通した「T-GAP」の活動の流

するようになった。一方で、年度の切り替わりに

れを提示した。

重なり、帰国後十分にふりかえりができないまま、

まず、課題を発見・設定するにあたっては、

「T-GAP」に移行していたことから、24 期生では

生徒個人で興味を持つことやそれに関わる課

４月の授業を pre T-GAP とし、カナダ校外学習・

題、自身の特技などをワークシート（資料５）

事後学習を兼ねた「T-GAP」のイントロダクショ

に書き出し、いくつか活動の候補を出させた。

ンを行った。その１つとして、① カナダ校外学習

それらで出た内容から分野を大きく４つに分け
て各会場に生徒を集め、それぞれの希望を発表
させた上で、同様の興味関心を持った生徒で３
〜５人のグループを結成させた。その後、班内
で取り組む社会課題を調査し、高校生が取り組
めそうな課題解決のための活動（＝「アクショ
ンⅡ」）を考えさせた。その前段階である「アク
ションⅠ」として、活動の実現のために必要と
なる知識や情報を得るなど、アドバイスを受け
たり、共に活動したりすることを目的に、該当

校外学習ふりかえりディスカッション

する課題に取り組む外部の団体（NPO、企業、

地方自治体等）を探し、訪問計画を生徒主体で

における職場体験で生徒自身が訪問先を決め、交

立てさせた。社会課題を発見し、適切な訪問先

渉から計画・実施まで主体となって行った経験を

を探し、決定するために、ワークシートを用

活かし、ほとんどの班が関連団体を訪問できた。

い、文献やインターネット上の情報を用いなが

「アクションⅠ」のふりかえり活動としては、

ら取り組みたい分野の調査・情報収集をするこ

活動内容や学んだことをまとめた報告書の提出、

とを課した。また「アクションⅠ」の計画立案

ポスターセッション形式の活動報告会を行い、こ

にあたっては、各グループ分野に応じた担当教

れに併せてアンケート調査を実施した。ポスター

員が付き、適宜アドバイスをもらいながら進め

セッションは、昨年度から数えて３回目であり、

た。その後最終確認として、年次の教員複数名

資料作成技術、並びにプレゼンテーション能力の

で活動審査会を行い、活動の安全性、並びに訪

向上が感じられた。報告書については、A4 用紙２

問先・活動が妥当であるか、事前調査は十分に

〜３枚程度で、
「① 問題意識、② アクション全体

行われているかを確認している。

の対象・目的（活動の意義）、③ 先行研究のまと

「アクションⅠ」実施前には、各班の計画を

め ④ アクションⅠの内容（訪問先・活動）、⑤

発表するとともに、互いの計画にアドバイスを

考察 / 今後の展望（アクションⅡに向けて）、⑥

し、より有意義な活動ができるようにすること

参考引用文献（３つ以上）
」についてまとめるよう

を目的として、活動計画発表会を設けた。１グ

指示した。

ループあたり10分（発表時間６分、質疑３分）
で、パワーポイントを用いた形式で、５会場に
分かれて行った。当日は、生徒同士で互いの計
画にアドバイスをし合ったのみならず、参観し
ていた保護者の方から活動に関する助言も多く
頂戴し、アクションの妥当性や実施計画につい
て見直す機会となったようであった。

アクションⅠ活動報告会ポスターセッション

夏季休業中に行った「アクションⅠ」は基本的
には外部での活動となるため、実際の活動内容は
教員には見えにくい。学びの様子は本年度より導
入した Classi（ベネッセ）を用いて実施したアン
ケート調査から伺い知ることができたので、ここ
でいくつか紹介したい。
「アクションⅠ」の意義に
関する質問では、有効回答数 125 人（159 人中）
アクションⅠ計画発表会

（３）「アクションⅠ」活動実践
計画発表会を終え、生徒たちは各々夏季休業中
に「アクションⅠ」を実施した。一部、交渉が難
航した班や、突発的なトラブルで夏季休業中の訪
問が叶わなかった班もあったが、昨年度の「産社」

のうち、「意義があった」と答えた生徒が 67 人
（41.6%）、
「やや意義があった」
が 49 人
（30.4%）、
「想定とは異なったが意義があった」が 6 人
（3.7%）と、約８割の生徒がアクションⅠについ
て何らかの意義を感じていた。その理由として、
「今、何が問題になっているのか想像や考えだけ
で活動していたが、こうして訪問したことにより

現実を見える形で学ぶことが出来たため。また、

既存の活動に取り組む生徒も多かった前年度ま

分野のプロに話を聞くことで普段目を付けない

でのT-GAP活動と比べると、今年度の生徒は学

ところに目を付けることが出来たり、事前調査の

校内外の人を対象にした啓蒙活動などを自ら企

内容を深めることが出来たりとかなり充実した

画し、実施しようとする班が多く、生徒の創造

ものになったから。
」という感想をはじめ、課題の

性や自主性がかなり求められる内容であった。

最前線で活動している人の話を聞き、課題解決に

新たな「アイデアを生み出す」ことはとても難

必要となる知識や情報を獲得することができた

しいことである。ましてやそのアイデアを他者

様子が伺える感想が多く見られた。一方で、
「私達

との共同活動で、しかも限られた時間と制約の

が計画していたアクションⅡでの活動があまり

中で実現させるためには数々のハードルをクリ

意義のないものだと確信出来たため。」といった

アする必要があり、安全面など配慮しなければ

感想もあり、場合によっては課題の設定が適切で

ならないことも多く出てきた。そのため、活動

なかったことに気付かされ、軌道修正を余儀なく

にあたって留意すべき点をまとめ、全体に説明

されたグループもあった。しかし、これらの気づ

し、１学期と同様の活動計画書の提出に加えて

きは、実際に現場に行ったからこそ得られたもの

面談チェックシートを配布し、教員との面談を

であり、生徒に示した科目目標の（a）のうち、社

しながら安全性を確認する過程を加えた。この

会の現状を知り、課題について多様な人と関わり、

ように、必要な準備を確認し、活動につなげて

解決の方法を考えるという部分、
（b）の複数の観

いった一方で、多くのグループがアクションの

点から見る、という部分に相当する。このように

アイデアを生み出すこと、実現させるための計

「アクションⅠ」を通し、社会の課題について知

画書作り、審査会に通ることに２学期の多くの

見を深め、課題に関わる多様な考え方に触れる中

時間を割くこととなり、活動自体に余裕を持っ

で、自身の認識や考え方を変容させていったこと

て取り組めなかった班が出てしまった。

が伺い知れる。各班の活動内容・訪問先は、資料
２に掲載したのでそちらを参照されたい。

（２）「アクションⅡ」活動実践
11月下旬を目処に実施するように期限を設定

４．２学期 －「アクションⅡ」実施に向けて－

した「アクションⅡ」であるが、実現が困難と

（１）
「アクションⅡ」計画の指導

思われたアイデアをみごとに実現したチームか

「アクションⅠ」での学びをもとに、２学期

ら、期限までに思うような形での実施がかなわ

は各班「アクションⅡ」を再考し、実施し、活

なかったグループまで見られるなど、活動内容

動の報告会までを行った。興味関心の変化等か

や実現度には幅があったのは否めない。しか

ら、一部メンバー変更の生じたグループもあっ
たが、概ね「アクションⅠ」から継続して活動
を続けた。
「アクションⅠ」では、主に外部団体を訪問
し、既存の活動に参加するという形であったの
に対し、
「アクションⅡ」は生徒が主体となっ
て、身の回りの社会や世界での「課題」を生徒
自身で見出し、その課題に向けて実現可能な活
動をチームで考えて実現させる、というもので
あり、１学期に比べて難易度が高い活動であっ
たと言える。NPO法人やボランティア団体での

アクションⅡ「アダプテットスポーツの普及」

し、
「アクションⅡ」の実現について、生徒たち
は０から１を作ることの難しさ、アイデアを実
現させることの大変さを体験から理解したので
はないだろうか。各班が最終的にどのような活
動を行ったかについては、「活動一覧」
（資料
３）としてまとめてあるので、参照していただ
きたい。
「アクションⅡ」のふりかえり活動は、パワーポ
イントを用いた活動報告会に加えて、「アクショ

アクションⅡ「古墳の魅力を広める」

ンⅠ」と同様に報告書の提出を課し、アンケート
調査を実施した。活動報告会は、１グループあた
り９分（発表時間６～７分、質疑１～２分）を目
安に５会場に分かれて実施した。活動内容の発表
に加えて、
「T-GAP」全体のふりかえりとして、
「ク
ロストーク」と題し、グループ混合の班を新たに
作り、
「T-GAP を通して学んだこと」について自
由にディスカッションさせた。ディスカッション
では「協力すること」
、
「計画性の大事さ」
、
「楽し
く取り組むこと」といった意見が多く出た。中に
は、
「複数人で同じ課題について考えると、様々な

アクションⅡ「ゲームの有効性を考える」

視座・アプローチを産み、より良い考えを作る」
ことができる一方で、
「協同することの難しさも
出てくる」といった意見もあった。
「T-GAP」の活
動全体によって、生徒が異なる背景を持つ他者と
関わりながら、考えを変容させ、小さいながらも
行動を起こし、他者に何らかの影響を与えたこと
を通して、様々なことを学び、成長した様子を垣
間見ることができた。
報告書については、Ａ４用紙３〜５枚程度で、
「１．課題設定 （１）課題と設定理由（２）文献
調査

２．活動内容（１）活動の目的と方法 （２）

アクションⅡ「障害者の疑似体験ワークショップ」

アクションⅠについて（３）アクションⅡについ

を置いた基準を作成し、評価したが、
「卒研」につ

て（４）成果と課題 ３．考察 ４．T-GAP に取り

なげることを鑑みると、３学期の「卒研」に向け

組んで

た指導の中だけではなく、１〜２学期の「T-GAP」

＜参考引用文献＞ 」についてまとめる

よう指示した。
「これに関しては、本年度に入って

の指導計画にリサーチスキルの指導を何度か組

具体的なレポートの書き方等について指導する

み込むことも必要だったと考えられる。

時間は設けられなかったため、体裁や引用などの
基本的なルールが守られていない報告書が多く
なってしまった。そのため、書かれた内容に重き

５．３学期 －「卒業研究」に向けて－
（１）10 月：
「研究とは何か」を知る
科目としての「卒業研究」は３年次に置かれて
いるが、例年「T-GAP」の活動の終了後あるいは
並行した２年次 10～11 月に研究のガイダンスを
始めている。
本年度は 10 月 20 日に筑波大学教授である校
長の研究講話を行った。研究になるように課題を
設定すること、何より楽しんで取り組むのが大事
であること等、研究の心構えを知った上で翌週の
３年次生による「卒業研究」発表会に臨むことが
できた。
毎年「卒業研究」で課題としてあがるのが、テ
ーマ設定の難しさである。その原因として、高校
生が扱えるレベルまで絞り込めないことが考え
られる。研究初心者としては当然であり、試行錯
誤しながら進めていくしかないのだが、一方で生
徒は最初から完全なテーマを作ろうとして苦し
みがちである。そこで本年度は初回に右図を示し、

があることに気づかせた。冬休みには関連する本

計画を立てるまでは何度でも修正する必要があ

や論文を読む課題に取り組ませた。

ることを説明した。またテーマも、
「○○について」

１月には、研究計画を立てるために、研究の対

という形式では漠然としていて抽象的なレベル

象と方法について説明した。ここまでが２年次で

から抜け出しにくい。よって初めの数ヶ月は「テ

行った研究ガイダンスであり、以降は各自で進め

ーマ設定」でなく「
『問い』を立てる」と称し、取

させた。とは言え、この時点での「問い」はまだ

り組みたいテーマを「問い」
（疑問形）で示させる

広く抽象的であり、どのように絞り込んでいくの

ことにした。

か、どんな研究方法を取るのかを自力で考えるの
は難しい。そこで年次外も含め、自身のテーマに

（２）12～１月：
「問い」を立てる
「T-GAP」アクションⅡ報告会が終わった 12

近い専門分野を持つ教員との面談を課して、研究
の方向性を見つけさせた。

月上旬から、本格的にプレ卒業研究に入った。ま
ず個人で興味・関心から問いをできるだけ多く立

（３）２～３月：研究計画を作る

てる作業を経た後、科目群ごとに５～６名のグル

２月上旬には、研究計画を共有する活動を設定

ープを作り、それぞれが作った問いを回覧・添削

した。構想発表会の前に研究のタイプやテーマは

する活動を行った。他の人が立てた問い、書き込

様々であることに気づき、計画を練り直す機会と

んでもらったコメントを見ることで新たな視点

させるためである。テーマ・科目群混合の５～６

を得ることができたようである。

名のグループを作り、１人につき発表とアドバイ

次に、先行研究を調べるために必要となる文献

スやコメントで 10 分を使った。中には計画がほ

の読み方を指導した。年次全体への説明の後、科

ぼ白紙に近い状態で悩みを相談する時間になっ

目群ごとに共通の論文を与え、問いと答え、論の

ていた生徒もいたが、「友達からのアドバイスで

立て方に注目して読ませるとともに、多様な論点

テーマに対する不安が少し減った」「もう動き始

めている人がいるから早くしなくては」
「他の人

６．まとめ

の計画を聞いて自分の研究の参考になることが

以上、本年度「T-GAP」の主な内容を学期ごと

あった」等のふりかえりの記述からこの時間を有

に報告してきた。年度末に行った Classi のアンケ

意義に使ったことがうかがえた。

ートと生徒のふりかえりをもとに考察したい。

期末考査後の３月中旬には、ジャンルが近い生

年度当初に掲げた目標の（a）自分が生きる社会

徒を７会場に分けて構想発表会を行った。例年は

の現状を知り、見つけた課題について多様な人と

「研究の動機・目的・方法・進捗状況・参考文献」

関わることで解決の方法を考え、行動に移す（b）

などをスライドで発表させることが多いが、本年

自分の興味に基づくテーマを複数の観点から見

度は「研究内容（「問い」を立てた動機・
「問い」

たり、それらのつながりを意識したりできるよう

の説明）
、対象・方法、
『問い』に関するキーワー

になる（c）活動の過程で新しいスキルを習得する

ド、今後に向けて、参考文献リスト」をレジュメ

ことなどを通して、自分の長所・成長すべき点を

にして３～５分で発表させた。また発表後の質疑

認識するという目標は、概ね達成された様子が生

に加え、アドバイスや疑問点を付箋に書かせて最

徒のアンケート、ふりかえりから見て取れる。

後に交換させた。
レジュメ発表の効果としては、現時点のアイデ

まず「T-GAP」全体を通した学びについてであ
るが、「T-GAP での活動にどのくらいの意義があ

アを文章でまとめる過程で問いや対象を修正し

りましたか」という設問に対して、54%（87 人）

たり、資料を手元に置いて聞くことで他者の研究

の生徒が「意義があった」、35.4%（57 人）の生徒

への理解を深めたりする機会になったことが挙

が「やや意義があった」と回答し、概ね生徒たち

げられる。ふりかえりからは「
（似ているテーマの

は肯定的な意見を持っているようである。

人と）情報を共有して研究が行えるとよりよいも

「T-GAP での活動を通して社会や課題に対す

のができるのではないか」「１人で進めるのでな

るものの見方や考え方は変わりましたか」という

く多くの人と関わりながら進めていくことが大

設問に対しては、41%（66 人）が「変わった」
、

切だと学んだ」など、研究は一人きりで行う閉じ

34.8%（56 人）が「やや変わった」と答えている。

たものではなく、他者と関わりながら磨いていく

自由記述では、
「今取り上げられている問題の裏

ものとの意識が見えて興味深い。これは、１年次

にもまた別の問題があること、そしてそれは実際

の「産社」
「CD」
、11 月まで取り組んだ「T-GAP」

に体験しないとわからないと言うことがわかっ

アクションのグループ活動によるところが大き

た」「今までは完全にサービスを受ける側の視点

いと思われるが、12 月の問いづくり、２月の計画

でしか問題や見解をできなかったが、提供側に回

共有、３月の構想発表会と、他者とともに問いを

ることで提供側の苦労や頑張り、また問題も見つ

考えてきた成果とも考えられる。４月以降に始ま

けることができた」といったふりかえりが見られ

る、初めての本格的な「研究」では思い通りに行

た。社会課題は複雑で相互に絡み合っているから

かないことも多いだろう。その時に同じゼミの仲

こそ、一方向から見るだけでは不十分で、多角的

間と励まし合いながら、前向きに取り組んでいっ

に見ることが大切であることに気づくことがで

てほしい。

きたようである。

一方、構想発表会では先行研究の調査不足が目

「最初は、皆やりたいこともバラバラだったし、

立ち、研究の対象や方法に関しても検討すべき余

やりたいことも特に見つからなくて大変だった

地が大きい。２年次に立てた「問い」が３年次の

けど、もし 1 人だったら、否定してくれる人もい

最終レポートでは具体的な形となり、
「答え」を示

ないし、話を広げていく人もいなくて進まなかっ

すことができるように、今後指導していきたい。

たと思う。結果的にまとめることが出来たのは皆
の個性や協力性あったからこそだと思う。」とい

うふりかえりのように、ものの見方の違う仲間と

業日が土曜日という関係から、部活等での年次教

共に課題に取り組むことで、それを乗り越えるア

員の出張が避けられず、生徒の実態を把握し、統

イデアを生み出すことができる、ということを理

一基準で安全性を担保するためであった。しかし、

解したと同時に、自分とは異なる他者と協働する

それに伴い、活動自体よりもアイデアを生み出す

ことの難しさを痛感した生徒も多かったようだ。

時間や、実現可能性を確認し、アドバイスを受け

学年全体へのアンケートからも、他者との協働

る面談・審査会に時間を割く班が多くなってしま

に関わるスキルが身についたと回答する生徒が

った。そのため、授業時間内だけでは活動が完結

多数見られた。「T-GAP」を通して成長したと考

せず、放課後などに「T-GAP」活動に取り組んだ

えるもの（資料４）として「課題や問題を見つけ、

生徒が想定以上に多くいた。そのため、部活動な

解決や改善に向けて取り組む力」
（14.2%, 67 人）

ど課外活動との両立に悩んだ生徒を出してしま

を抑え、最も多かったのが「慣れない人々や環境

ったことも反省すべき点の１つである。「アクシ

の中で活動する力」
（15%, 71 人）や「人に言われ

ョンⅠ」に相当する外部団体へアプローチし、活

てするのではなく、自分で考えて行動する力」

動へのアドバイスをもらうことを早めに終わら

（12.7%, 60 人）であり、その他にも「メンバー

せ、比較的ゆとりがある夏季休業期間に「アクシ

の特徴や状況を考え、より良いグループにするた

ョンⅡ」に相当する生徒たち主体の活動の準備を

めに協力する力」
（11%, 52 人）といったスキルが

し、無理なく２学期に入ってから活動が実施でき

上位に挙がっていた。年度当初の目標であった（c）

るよう、グループの活動を継続して指導する方法

活動の過程で新しいスキルを習得することなど

なども考えられる。

を通して、自分の長所・成長すべき点を認識する

次に、リサーチスキルの指導不足である。先述

ことに対し、「T-GAP」での活動を通し、生徒に

の通り今年度の「T-GAP」では、３回の口頭発表

とって特に他者との協働のために必要となるス

の機会、２回のレポート提出を課したが、特にレ

キルを知り、その意義とともに実際にそうあるこ

ポート作成スキルについては課題が残る。24 期生

との難しさを多くの生徒たちが体験を持って認

では、探求学習のテキストとして『学びの技―14

識することができたのは成果であるといえよう。

歳からの探求・論文・プレゼンテーション』
（後藤

ここで、今年度の「T-GAP」実践を通して出て

芳文ほか、玉川大学出版）を１年次より持たせ、

きた課題についても示しておく。第一に、アクシ

これをもとに最低限守るべきルールについて指

ョン実施までのスケジュールが過密であったこ

導した。しかし、２年次「T-GAP」の授業時間内

とが挙げられる。４月に前年度のカナダ校外学習

では、レポート作成に関わるスキルを説明する時

の事後学習に時間を割いたことは、グローバル化

間を設けられず、基本的には該当ページを伝え、

が進み、多様化する社会の中での生き方・関わり

生徒たちが自習として参照する形となった。課題

方について考えるなど、
「T-GAP」への移行には有

として出すだけではなく、書き方を指導する機会

意義だった一方で、やはりアクションの始動が遅

を１・２学期の間に設けておくことで、より充実

くなってしまったところは否めない。特に、９月

したレポートになり、３学期のプレ卒研にもつな

末から１ヶ月半で計画から実行まで到達させた

がると考えられる。ただし、アクションを構成す

「アクションⅡ」は、初めて課題発見解決型の学

る段においてもそうであったが、講義型で一斉に

習に取り組む生徒が多い現状を鑑みると厳しい

指導をしてもなかなか生徒には届かない部分が

部分があった。また、本年度は各グループに担当

あり、実践の中から学ぶことも多い。レポート作

教員は決められていたものの、基本的には共通の

成のスキルについて、本校でもより生徒の身につ

面談や審査会で状況確認を行う形を取った。これ

くように様々な工夫を凝らしてきているが、来年

は、本年度は実質６人で担当しており、更には授

度の「卒研」本格実施に向けて、より良い指導の

あり方を考えていきたい。資料５は、活動班の指

は、生徒が自由に何かに挑戦し、安心して失敗で

導にあたった教員が本年度の実践について述べ

きる場を提供することで、困難な状況にも負けず、

たものであるので、併せてご覧頂ければ幸いであ

課題に前向きに向き合い続ける態度、そして異な

る。

る他者と協働する姿勢を養うことであり、生徒た

最後に、高校生にできる「課題解決」について

ちはこれらについて体験を通し、認識することが

述べる。本校の「T-GAP」のように、課題解決型

できた。これから、24 期生は本格的に「卒研」に

の学習が多くの学校で取り入れられているとい

向かっていく。
「T-GAP」での活動から取り組むテ

うことは冒頭で述べた通りである。課題解決型学

ーマを見出した生徒もいる。１年次の「産社」、

習は、決まった正解はなく、生徒がグループでの

「CD」、そして「T-GAP」で学んだことを活かし

議論やアクションを通して問題解決へのアプロ

ながら前向きに学びに取り組む姿勢を忘れずに、

ーチ方法を学ぶという、物事を学ぶ過程を重視す

本校での学びを完成させることを期待し、引き続

るものである。

き指導していきたい。

昨今、課題解決型学習における活動実績が大学
入試等で評価されるようになりつつある。進路に
役立つか否かという観点からこういった活動の
良し悪しが判断され、教員をはじめとする大人が
子どもに失敗させまいと、時に活動のレールを敷
いてしまったりすることがあるように感じられ
る。生徒もまた、自分が持っている本来の課題認
識に基づいてではなく、大人の正解を当てに来る
こともあるのではないだろうかという疑問が残
る。柔軟な発想で社会に変革をもたらすような素
晴らしいアイデアを考え、実現に至る高校生も世
界中に存在するが、大人でさえ手をこまねく社会

付箋を使って課題点やアイデアを共有する

課題に対し、高校生が限られた時間内で有効な手
立てを見出すことは、現実として難しい。だから
こそ、授業として課題解決学習を行う場合、教員
や大人が素晴らしいと思えた活動であるか以前
に、それが生徒自身の関心に基づいて主体的に取
り組まれている活動であるか、それを通して他者
との協働性が育まれているかといったことこそ
が最も優先されるべきことであり、我々教員は忘
れてはならないと考える。
本年度の「T-GAP」において、特に「アクショ
ンⅡ」の活動では、予想通り生徒たちはアイデア
を出すことに多くの時間を割き、出来た計画を実
現するために話し合い、時に意見の対立からのグ
ループ分裂なども見られた。しかしそのような状
況であっても、教員は極力生徒たちの力に任せ、
じっと待つという方針で臨んだ。
「T-GAP」の意義

保護者を交え「課題」を考えるディスカッション

【資料１】平成３０年度 T-GAP 年間指導計画
回

月 日

1

4月9日

プレ T-GAP(カナダ校外学習振り返り)

個人テーマ・レポート発表準備

2

4 月 10 日

プレ T-GAP(カナダ校外学習振り返り)

個人テーマ・レポート発表準備

3

4 月 14 日

プレ T-GAP(カナダ校外学習振り返り)

カナダ校外学習発表会

4

4 月 21 日

プレ T-GAP(カナダ校外学習振り返り)

「私たちはどのような社会で生きていくのか」

5

4 月 28 日

ガイダンス

T-GAP のイントロダクションと活動目標

6

5 月 12 日

課題学習（アクションⅠ）

グループディスカッション・構想シート記入

7

5 月 26 日

課題学習（アクションⅠ）

グループづくり・アクションⅠの内容を考える①

8

6月2日

課題学習（アクションⅠ）

アクションⅠの内容を考える② ・計画書作成①

9

6月9日

課題学習（アクションⅠ）

アクションⅠ計画書作り②

10

6 月 16 日

課題学習（アクションⅠ）

アクションⅠ審査会

11

6 月 23 日

課題学習（アクションⅠ）

構想発表会準備

12

7 月 14 日

課題学習（アクションⅠ）

アクションⅠ構想発表会

夏季休業中

課題学習（アクションⅠ）

アクションⅠ活動

13

9 月 15 日

課題学習（アクションⅠ）

活動報告会準備

14

9 月 22 日

課題学習（アクションⅠ）

アクションⅠ活動報告会（ポスターセッション）

15

9 月 29 日

ガイダンス

グループ再編成・アクションⅡを考える

16

10 月 6 日

課題学習（アクションⅡ）

アクションⅡ計画・審査会①

課題学習（アクションⅡ）

アクションⅡ計画・審査会②

プレ卒業研究

卒研ガイダンス①校長研究講話・「問い」を立てる

課題学習（アクションⅡ）

アクションⅡふりかえり

課題学習（アクションⅡ）

活動発表会準備

17
18
19
20

10 月 13
日
10 月 20
日
11 月 10
日
11 月 17
日

単

元

内

容

21

12 月 1 日

課題学習（アクションⅡ）

アクションⅡ活動報告会

23

12 月 8 日

課題学習（アクションⅡ）

アクションⅡ代表者報告会・卒研「問い」づくり

プレ卒業研究

卒研ガイダンス②文献を読む

冬期休業

プレ卒業研究

卒研に向けた参考文献を読む（宿題）

25

1 月 12 日

プレ卒業研究

卒研ガイダンス③研究計画を作る

26

1 月 19 日

プレ卒業研究

テーマ探し・研究計画作成

27

1 月 26 日

プレ卒業研究

テーマ探し・研究計画作成

28

2月9日

プレ卒業研究

研究計画の共有

24

12 月 15
日

29

2 月 16 日

研究大会

研究大会 T-GAP 発表

30

3月1日

Ｔ－ＧＡＰ（卒研に向けて）

構想発表会準備

31

3 月 13 日

Ｔ－ＧＡＰ（卒研に向けて）

構想発表会直前準備

32

3 月 15 日

Ｔ－ＧＡＰ（卒研に向けて）

卒業研究構想発表会

【資料２】T-GAP アクションⅠ訪問先一覧
班

訪問場所

1

農業技術研究センター

子ども対象の農業体験の企画

2

農家カフェ・ベリーズ

収穫祭開催

3

NPO法人フードバンク狛江

4

八景島シーパラダイス

5

埼玉県立川の博物館

6

日本の食品ロスと貧困問題の解決
魚による癒やし効果の測定
中学生に向けた指標生物に関する講座開催
森林環境保全

7

ピットイン今村

8

ニンテンドーゲームフロント

9

アートファクトリー玄

10

NICT-情報通信研究機構/NTT技術史料館

11

株式会社チアリー

12

ＮＰＯ法人「不登校生徒」

13

東松山障害者就労支援センターザック

14

活動概要

集英社 Seventeen編集部

バイクのデモラン、試乗
ゲームの試遊会開催
分別を意識するゴミ箱作成
動画編集・公開
小中学生対象のプログラミング教室
不登校児・保護者に向けたホームページ作成
障害者と共に働くための活動
ファッションショーの開催

15
16

坂戸市立南小学校

英語教室の開催

17

埼玉県庁観光課

外国人観光客向け埼玉ＰＲ動画の作成

18

女子栄養大学

和食を通した子ども・高齢者との交流

19

ピースワンコ・ジャパン 世田谷譲渡センター

20

NPO法人 おさかなポスト

21

ペットショップコジマ 浦和店

22

NPO法人 持続可能な社会をつくる元気ネット

23

千代田保育園

24

かすかべこども食堂ひなた

25

日本礼儀作法協会

26

伝統工芸青山スクエア

27

株式会社プルークス

筑坂のＰＲ動画作成

28

越谷市立光陽中学校

社会問題を考える音楽作成

29

百舌鳥古市古墳群

30

川越クレアモール献血ルーム

31

埼玉医科大学病院

32

ＮＰＯ法人クラブしっきーず

33

澤の屋旅館

34

東京隅田川ユースホステル

子どもに向けた異文化体験

35

埼玉県障害者交流センター

福祉に関わるホームページ、ポスター作成

36

日本バスケットボール協会

スポーツの普及活動支援

37

つくしんぼクラブ（学童）

子供向けスポーツ教育

38

ＮＫＦＣ（サッカーチーム）

39

Let's Go 車椅子バスケットボール

40

メットライフドーム

ペット譲渡の広報活動
外来種の保護活動
動物の殺処分を減らす
食品ロスについてのワークショップ
野菜の大切さを子どもに伝える
貧困問題を子どもと考える
訪日外国人を対象日本のマナーの動画作成
東武東上線伝統工芸品のマップ作成

古墳模型の作成
中・高校生に向けた献血ＰＲ
子ども・病院・ビジネスに関わる活動
小学生対象外遊び考案
訪日外国人へのサポート

小学向けサッカー教室開講
パラスポーツの普及活動
小学生への野球講習会

【資料３】T-GAP アクションⅡ活動内容一覧
班

活動概要／タイトル

活動内容

協力団体

a1

小中学生対象食に関するワークショップ

小豆の収穫体験と調理・食事会・食育の講義

a2

セキュリティに対しての動画制作活動

セキュリティ人材不足に対して知識を知ってもらい興味を持ってもら
う活動

a3

小学校中・高学年のための英語教室開催

小学生に興味を持ってもらえる英語の授業の実践

a4

小学生対象食に関するワークショップ

食品ロスに関するワークショップ（小学５年生対象・総合的な学習の
坂戸市立坂戸小学校
時間）

a5

入院小児患者のための遊具の作成・贈呈

入院小児患者のための遊具を作成し、小児患者に送る

坂戸市立南小学校

チクチク会

パラスポーツを広めるためシッティンブバレー(座ったままバレー)を
行うイベント開催
野菜スタンプを作るワークショップを子供たちと行い野菜に興味を
持ってもらう活動

a6

パラスポーツ普及のための体験会

a7

野菜スタンプを作るワークショップ

b1

食品ロス削減のために

フードロス削減のためののポスターを作製し飲食店に掲示してもらう

b2

小学生向けプログラミング教員の講習会

小学生向けのプログラミング教室の開催し体験してもらう

株式会社チアリ
ースタープログラミングスクール

b3

埼玉県の魅力を伝えるため

行田市の観光場所の撮影をしＰＲ動画を作成する

埼玉県庁観光課

b4

子ども食堂での勉強会開催

子ども食堂の運営の手伝い、学習活動のサポートを行う

かすかべ子ども食堂ひなた

b5

自分たちが考えた遊びで小学生の体力向上

自分たちで考えた遊びをＮＰＯ法人しっきーずに所属する子供と一緒
NPO法人しっきーず
に行う

b6

野球振興のため小学生対象の野球教室を開く

小学生対象の野球指導法を考え、体験してもらう。

b7

小学生への異文化ワークショップ

留学生の児童とともにクイズや遊びを通した異文化交流会の開催

c1

ヒト・魚のどちらもが心地よく過ごせるために

魚を教室に飼うことで生徒のストレス軽減への影響調査

c2

親子世代へのe-スポーツの意義の普及と意識改善

親子でゲーム体験をしてもらいゲームの有意義性の調査する

c3

障害者サポートのためのワークショップの開催

障害者の疑似体験や、障害に関する講義を行うワークショップを校内
で行う。

c4

埼玉の工芸品マップを作る

観光客に向けた埼玉の工芸品マップを作り東上線駅に置いてもらう

c5

訪日留学生に対するシェア活動

c6

子供たちに音楽やダンスの楽しさを伝える

c7

森林保護に対する意識向上のための広報活動

個別相談待ちの中学生対象に森林保全の大切さをレクチャー

d1

若い人にバイクの魅力を伝える

バイクの安全運転教室の実施

d2

お年寄りと子どものための料理交流会

調理を通した小学生とお年寄りの交流会

d3

殺処分の現状を知ってもらう

自分たちで育てた花の苗を配布し殺処分の現状のための募金活動

埼玉県動物指導センター

d4

筑坂の知名度を上げるためのＰV作成

中学生・保護者に対する筑坂の知名度を上げる動画作成・公開

株式会社プルークス

d5

外見だけじゃない！ヘルプマークの心の代弁

①障がい者理解につながるHP作成②筑波大学での広報活動

埼玉県障者センター

d6

地域の川を考える

川の環境保護につながるポスターを作り掲示してもらう。

川の博物館・環境学館いずみ

e1

いじめ問題を考えさせるためのPCゲーム作成

希望者を集めゲームをやってもらい感想を聞く。

e2

小学校5.6年生に向けた英語の授業の実践

英語の得手不得手が出る時期に向けた英語の授業実践

e3

外来種問題と向き合う

外来種の問題点と解決法を考え、る。

e4

古墳を校内に作る

古墳を作り伝統文化を考え、古墳についてしってもらう活動

e5

バスケが出来る環境を届けるために募金活動

バスケットボール施設を国内に増やすための、バスケットボールの試
日本バスケットボール協会
合会場来場者に向けた募金活動

e6

子どもに対しての農業ミニ体験

筑坂で開催される子供食堂参加者との野菜収穫体験

f1

分別しやすいゴミ箱を作る

ゴミ問題解決のためのゴミの分別を促すボックスの設置

f2

筑坂女子のためのファッションを考える

筑坂女子生徒に向けたファッション雑誌の作成とファッションに対す
る調査活動

f3

殺処分の現状と保護施設の存在

動物の殺処分の現状を知ってもらうワークショップの開催

f4

若者の献血に対する意識向上

献血車を校内に呼び献血を呼びかけ、献血の必要性を広める広報活動 日本赤十字社

f5

外遊び推奨のため新たな遊びを考える

楽しいドッジボールのルールを考えポスターにして小学校に掲示

f6

礼儀作法に関する動画作成

外国人に役立つ日本の礼儀作法の見本例を動画で配信

上広谷児童館

坂戸市立南小学校

邦人留学生向けの日本についての紹介ガイドブックを作成し、ホテル
や施設などに置いてもらう
近隣幼稚園でイーブイマーチの踊りを通して音楽やダンスの魅力を伝
坂戸ひまわり幼稚園
える

子供食堂

鶴ヶ島市立藤小学校

【資料４】T-GAP 事後アンケート
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【資料５】教員から見た T-GAP での学びの意義・生徒の変容・運営上の課題
本年度の実践にあたった教員が、T-GAP での学びの意義や生徒の変容、計画・運営上の成果や課題を記し
た。
[a]
前年度の校外学習の振り返りから、
「グローバル」
「多文化共生」についての考えを深め、社会で問題となっ
ていることに目を向けるところから T-GAP の活動が始まった。その後、仲間とのディスカッションなどを通
して、興味のあることがどのように社会と繋がっているか、そこにはどのような問題があり、自分たちはどの
ようなアクションを起こすことが出来るのか考えていった。はじめからやりたいことが明確なグループ、興味
はあるがどのように自分たちが関わっていけば良いか分からないグループ、何から手をつけて良いのか分か
らないグループなど、スタート地点もそれぞれ。生徒たちは、与えられた課題をただこなすだけではない、
「自
由」だからこその難しさも感じていたようだ。また、一つのプロジェクトを成功させるためには多くの人の協
力が必要なこと、一つ一つの行動には意味があること、先を見通して計画を立てる必要があることなど、試行
錯誤を繰り返しながら学んでいた。
「卒業研究」とは違い、グループで取り組むところにもこの科目の意義はあると考える。同じような興味関
心を持ち、同じゴールを目指していても、すれ違いは起こる。どのようにしたら相手に伝わるのか、どのよう
にして折り合いをつけていくのか、悩みながらも前に進まなければならない中で、自然と「協働学習」を学ん
でいった。体験を通して学んだことは、難しい参考書を読むよりも多くのことを教えてくれる。社会に出たら
必ず他人と関わり合い、協力しながら生きていく。その縮図とも言えるこの活動を通して生徒が得たものは大
きいだろう。生徒たちは、これから「個」に返り、卒業研究を進めていく。この１年間で学んだことを生かし
て、それぞれの集大成となる研究を行ってほしい。
（外国語科 小石川 瞳）
[b]
T-GAP は、1 年次と 3 年次の学びをつなぐ大きな役割を担っている。この 2 年次での活動の良し悪しが、
その後の進路選択に影響することも、現 3 年次の進路選択の様子から見ることができる。特に、本校では、
3 年次に個人での課題研究である「卒業研究」が控えており、T-GAP におけるグループでの課題解決型の学
習は、卒業研究に必要な能力・スキルの下地を作るうえで重要な過程（課程）である。T-GAP では、自らの
興味関心に合わせて課題を見つけ、同じような課題意識を持った仲間とグループを作り、協力して課題の解
決を行っていく。課題を設定するための論文検索や解決方法を考えるためのエビデンスの収集など、基礎的
な研究スキルを身に着けることが求められた。なれない作業ということもあり課題設定や計画立案では、多
くのグループが苦労していた様子であった。また、グループ内での役割分担や協力が、アクションを起こす
うえでとても重要な要素となっており、ときには意見が対立しながらも、最善の解決策を求めて試行錯誤を
して活動を行うことで、他者との協働の難しさや重要性を感じていたのではないだろうか。まとめの発表で
は、活動を通して、学校内外の人々を巻き込んでいき、学内にとどまらない活動を行うことで、視野の広が
りや新たな気づきを得ていることを確認することができた。特に、普段の学校生活では見ることができない
生徒たちの表情や行動を、アクションの中で垣間見ることができたことは、とても新鮮であった。普段の授
業では考えるだけで終わってしまうことが多いが、T-GAP では実際にアクションを起こしその効果や影響を
肌で感じることができるところに、この授業の意義があるのではないだろうか。（保健体育科

松川 想）

[c]
アクションⅡまでを振り返ってみると、特に２学期が慌ただしかった。９月末から１ヶ月半で実行まで到達させ
る計画は、初めてプロジェクト型学習（PBL）に取り組む生徒が多い現状を考えると無理があったように思う。ま
た課題の設定や解決方法を考えさせる上で必要な情報収集や原因の分析、先行事例の調査はアクションⅠに関連す

る学習活動であったが、期日までに審査を通すことが優先され、十分に時間を取ることができなかった（アクショ
ンⅡでも同様）
。これらのリサーチスキルについて１学期のうちにある程度指導しておくと、３学期の「プレ卒業研
究」にもスムーズに移行できる。
本年度は授業日をほぼ６名の教員で担当し活動班への目配りが行き届かなかった点、１年次末に実施する校外学
習の事後学習を充実させようとすると「T-GAP」の開始が遅くなる点などを考えると、上記の課題はやむを得ない
ところもある。重要なのは「T-GAP」の重心を PBL のどこに置くかということだろう。自分たちでアクションを
起こすという「提案・実行」を重視するなら、審査でなく担当者面談制にして夏休みにアクション（本年度のアク
ションⅡ）を行い、自己評価と修正を経て２学期に再度アクションを実施する方法も有効だと考える。
本年度の「T-GAP」は３つの目標を設定している。12 月実施のアンケートでは、活動の性質上、目標（a）
（b）
の多様な視点や当事者意識、協働の重要性へのコメントが多いことは予想されたが、
（c）の自己について触れた生
徒もいた。特に班内の衝突や計画の難航など困難を乗り越える過程で短所を克服したり自身の成長を感じたりして
いる。PBL の場合、どんな結果が出せたかよりも、先回りせず自由にさせてみて結果から何に気づけるか、得たこ
と・考えたことを次の行動に活かせるかが重要になってくる（もちろん最低限のガイダンスは必要であるが、何が
最低限かというのも議論すべき問題である）
。これから始まる「卒業研究」も関わっていく社会でも、物事は単純か
つ簡単には進まない。失敗から学ぶ場を提供できること、困難な状況でもあきらめず前向きに取り組む気持ちを育
てられることが「T-GAP」の意義ではないだろうか。
（国語科 塗田 佳枝）
[d]
T-GAP のアクションを実施するまでに生徒たちはいくつかの活動経験を積んできている。主なものは１年次「産
業社会と人間」における職場・施設訪問と「キャリアデザイン」で準備し、校外学習カナダで実施したトロント市
内班別自主研修である。職場・施設訪問は前年までは学校が事前に準備した場所を訪問していたが、この学年から
は活動班で見学先を決めアポイントメントを取るやり方に変えた。これは T-GAP でのアクションを先取りする新
しいチャレンジであった。しかし、交渉が進まない班も見られたが多くの企業が CRS 活動の一環として訪問者を
受け入れる体制が整っていたため順調に計画を遂行することができた。トロント市内班別研修は異国での活動であ
ったため計画通り進まない班もあった。その中で校外での活動は如何に計画・準備、そしてシミュレーションが大
切かに気づかされる貴重な経験となった。
これらを基に T-GAP のアクションを実施してきたが予想以上に険しい道のりとなったようだ。企業に CRS 活動
の土台は出来て来たのは確かだが、見学や体験の受け入れはあっても高校生との活動、協働といったアクションに
なるとハードルが高かったようだった。ましてや NPO 法人やサークルなどの小規模の団体になると受け入れが難
しかったり、形だけの活動にとどまってしまったりしたケースが見られた。さらには校内における活動においてす
らアクションへの理解が得られないものがあったのは残念であった。そんな茨の道を進んだ甲斐もあり、この一年
で生徒たちはタフに育ったような気がする。失敗を恐れずチャレンジする力が次第に身に付いてきたようだ。この
力が次年度生徒一人一人で行う「卒業研究」で開花することを期待している。
（農業科 嶋田 昌夫）

平成 30 年度「卒業研究」実践報告
卒業研究委員会

加藤敦子・中井毅・粟飯原匡伸・吉田賢一・金城幸廣・後藤巻子
小澤真尚・吉岡静・嶋田昌夫・安達昌宏・渋木陽介・北原立朗
松井一夫・中臺昇一・熊倉悠貴・古家幸瑛

「卒業研究」は、総合学科原則必履修科目である。特に、本校が SGH に指定されて以来、課題研究活動の重
要度は増していく一方である。本校のカリキュラムは、3 年次の「卒業研究」に向けて、さまざまなスキルや
経験が収斂していくスタイルとなっている。では、1 年次及び 2 年次の取り組みは、本当に「卒業研究」の執
筆に向けて有効に機能したのだろうか。本報告は、今年度の「卒業研究」の取り組みを紹介するとともに、生
徒のアンケート結果を分析する。
キーワード
1.

課題研究

アカデミック・スキルズ SGH

カリキュラム

科目概要

・科目：
「卒業研究」 学校指定必履修科目 2 単位
・評価：5 段階で評価し評定する。
・担当：16 名（そのうち、8 名は 3 年次学年団の教員）
教科

人数

教科

人数

国語科

2

農業科

3

数学科

1

工業科

2

理科

1

商業科

1

地歴科

1

家庭科

2

公民科

1

福祉科

1

外国語科

1

合計：16 名

（1）1 年次
総合的学習の時間（キャリア・デザイン）において、課
題研究を遂行するための基本的なスキルをトレーニング

なお、運営方法は、
「ゼミ」形式を採用した。すなわち、教

した。具体的には、年度末に実施されるカナダ校外学習を

員 1 人が約 10 名の生徒を指導する形である。その結果、

素材とし、グループでカナダに関連するテーマを設定し、

指導教員には指導・評価・フィードバック一体型の研究指

調べ学習に取り組んだ。特筆すべき点は、グループ学習の

導が求められる。

ガイドラインとして、
『アカデミック・スキルズ 大学生の
ための知的技法入門』
（慶應義塾大学出版会）を全員に配布

2.

学びのシークエンス

本校では、3 年間の集大成として、個人研究活動に取り組

し、共通言語化したことである。
ブレーンストーミング、資料検索、先行研究レビュー、

む必要がある。もちろん、一朝一夕に個人研究を完成させ

文献の引用方法、そしてプレゼンテーション技法は、課題

ることはできない。そのため、
「卒業研究」に向けて、1 年

研究を遂行する上で基盤となるアカデミック・スキルズで

次よりさまざまなシカケを準備している。カリキュラム上

ある。1 年次から『アカデミック・スキルズ』を課題研究

は、次のデザインを採用している。

の共通言語とすることができたことは、特筆すべき点であ
ろう。
他にも、ソーシャルアクションに取り組む NPO の職員
や教育実習生による卒業論文のプレゼンテーションの機
会を設け、典型的なソーシャルアクションや調査・研究に

触れる機会を意識的に設定した。

4.

評価について

（2）2 年次

項目3 の3 資質がどの程度備わったかどうかを判断する材

「T-GAP（つくさか・グローバルアクションプロジェク

料として、①論文、②個別面談、③プレゼンテーション（中

ト）
」において、生徒はグループでソーシャルアクションに

間発表、最終発表）
、及び④日報の 4 つを評価材料とした。

取り組んだ。ソーシャルアクションに取り組むこと自体が

例年、
「卒研ファイル」を評価材料として使用してきたが、

意義のあることだが、その過程で、
「卒業研究」のためのス

今年度は新たに「日報」の提出を義務づけた。そのネライ

キルトレーニングにも同時に取り組んだ。

は、毎週の卒業研究の取り組みを振り返り、取り組みの内

具体的には、設定した社会課題に関する先行研究を読む

容や反省点を記入することで、リフレクションや「学びに

こと、その内容を踏まえた社会課題レポートを 3,000 字で

向かう力」を鍛えたいと考えたからである。それぞれのパ

執筆すること、そしてアクションの内容をプレゼンテーシ

フォーマンスが、どの資質・能力を評価する上で活用され

ョンすることを課した。

るかは、表 1 を参照されたい。

最終発表会が終了し後は、いよいよ個人研究に移行した。
2 年次 12 月から個人研究テーマのブレーンストーミング

表：評価材料と評価の観点について

に取り組む、冬休みの課題として先行研究レビューの作成

評価材料

評価する資質・能力

を課した。
一連のプロセスにおいて共通したことは、1 年次より取

・スキル
論文

り組んでいる『アカデミック・スキルズ』を活用したこと

評価する。

である。すなわち、生徒は、1 年次及び 2 年次の取り組み

個別面談

を通じて、資料検索や先行研究の重要性を理解し、その上

プレゼンテーション

で「卒業研究」に移行するのである。

（中間、最終）
日報

3.

科目のネライ

３資質すべてを総合的に
思考・判断・表現

学びに向かう力

欠課時数（4 回となった時 学びに向かう力

生徒は、個人研究を完成させなければならない。そして、

点で評価 1 段階下げ）

成果物の形式は、口頭発表と論文である。そのため、生徒

遅刻回数（3 回となった時 学びに向かう力

には以下の力を身につけることが期待される。

点で評価 1 段階下げ）

（１）学びに向かう力・人間性

＊評価ウェイト：1 学期（30％）＋2 学期（60％）＋3 学

・主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力

期（10％）＝合計 100％

（先行研究の尊重）
。
・自己の感情や行動を統制する能力

1 学期の評価ウェイトが 2 学期よりも低い理由は、特に農

（成果物の締め切りの厳守）
。

業系の生徒が作物の生育に時間がかかることを考慮した

・自らの思考のプロセス等を客観的に捉える力

からである。その代わり、2 学期には最終成果物である論

（論理的に研究を組み立てる力）
。

文が提出されることもあり、評価ウェイトを重めに設定し

（２）個別テーマに関する知識・技能

た。

（３）思考力・判断力・表現力等

そして、途中経過となる第一次原稿と第二次原稿が提出

・問題発見・解決に必要な情報を収集・蓄積するとともに、

された後、指導教員によるフィードバック面談の時間を設

既存の知識に加え、必要となる新たな知識・技能を獲得し、

定した。授業時間の制約があり、1 人あたり約 10 分の面談

知識・技能を適切に組み合わせて、それらを活用しながら

を実施した。

問題を解決していくために必要となる思考。
・必要な情報を選択し、解決の方向性や方法を比較・選択

5.

し、結論を決定していくために必要な判断や意思決定。

ゼミ形式を採用した。指導教員 1 名につき約 10 名の生徒

・伝える相手や状況に応じた表現。

が割り当てられた。なお、年間指導計画については資料 1

（プレゼンテーション、論文作法の獲得）

を、そして各ゼミの取り組みと「卒業研究」のタイトルに

授業運営と内容

ついては、資料 2 を参照されたい。

生徒アンケートの結果と分析

6.

年度末に生徒アンケートを実施した。156 名の生徒が回
答した。その結果を分析する。なお、回答はすべて 4 点法
とした。

（3）校外の場所へ出かけたり、校外の人に対して聞き取り
活動をおこうことができたか
60

（4：よくできた 3：できた 2：できなかった 1：わか
らない）
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（1）高校での学習（授業）や体験にもとづいた主題（テー

30
20

マ）設定ができたか
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77 名の生徒が、
「よくできた」または「できた」と回答

40

した。すなわち、履修者の約半数が校外でフィールドワー

30

クや聞き取り調査を実施したのである。当然、研究テーマ

20

によっては文献調査やデータ分析だけで対応できる場合

10
0

も多い。しかし、たとえそうだとしても、大学の教授から
4
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1

129 名の生徒が「よくできた」又は「できた」と回答し

アドバイスをもらったり、市役所に行ってデータをもらっ
たり、校外に積極的に出て行く姿勢は全体的に強かった。

た。その背景には、SGH 研究開発科目「グローバル・ライ

おそらく、2 年次「T-GAP」において、校外の団体や NPO

フ」において社会課題を授業内で扱ってきたこと、そして

との活動を奨励した結果、校外へ出て行くことのハードル

各専門教科においても「卒業研究」の種となる内容を扱っ

が下がったことが要因として分析できる。

てきたことがあるだろう。概ね総合学科での学びが、個人
研究活動につながっていることが読み取れる。

（4）人前で自分の考えを発表する力を身につけることが
できたか

（2）計画的に研究活動をおこなうことができたか
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プレゼンテーションは、中間発表と最終発表の 2 回実施

2 の「できなかった」を選択した生徒が 52 名いる。たし

した。2 年次「T-GAP」においても PPT を用いたプレゼン

かに、原稿の提出期限に間に合わなかった生徒が、毎回数

テーションには取り組んでいたため、生徒は発表に慣れて

名いた。また、生徒による振り返りシートにも、
「大学入試

いたと思われる。

と卒業研究の論文提出が重なったため、タイムマネジメン

その副産物として、
「AO 入試のプレゼンテーションにお

トが難しかった」という意見が複数寄せられた。また、最

いても卒業研究の発表が役立った」という意見が寄せられ

終プレゼンテーションを実施した後に最終原稿の締め切

た。

りを設定したが、最終原稿を提出してから最終プレゼンに
臨みたいという意見も複数寄せられた。

（5）論文作成をとおして論理的な文章力を身につけるこ

（7）卒研を通して、身の回りや社会・世界に興味や疑問を

とができたか

持つなど、視野を広げることができたか

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80
70
60
50
40
30
20
10
0
4

3

2

1

133 名の生徒が、
「よくできた」または「できた」と回答
した。その要因は、形成的評価の一環としてフィードバッ
ク面談の時間を設けたことだと推察される。
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（8）卒研を通して、自身のキャリア形成や進路決定をする
ことができたか
60

今年度は、第一次原稿及び第二次原稿の提出後、ひとり
10 分程度フィードバック面談を実施した。指導教員は、提
出された原稿を読み込み、コメントを付した上でフィード
バックを与えている。指導、形成的評価、フィードバック、

50
40
30

最終原稿の完成というプロセスが機能したと評価できる
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（10）卒研を通して、社会の課題や地域の課題に取り組み、
課題（問題）解決しようとすることができたか
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質問（6）～（10）の結果から、生徒は課題研究に取り組
むことを、かなり好意的に捉えている。そして、自分自身
と地域との関わりや進路を考える上で「卒業研究」が有効
だったと評価している。特に、課題研究に取り組んだ経験
が、志望する学部学科系統の学びを知るための機会になっ
た生徒が多かったようである。

（11）
「卒業研究」のために読んだ参考図書や先行文献は何
冊か
平均すると 8,6 冊だった。この量が多いか少ないかは判
断することができない。しかし、1 年次から『アカデミッ
ク・スキルズ』に基づき、先行研究の重要性を再三に渡り
強調したため、研究分野に関する先行研究を 1 冊も消化し
ない生徒は皆無であった。
7.

結語
調査・研究を完成させるためには、一定の助走期間が必

要である。すなわち、研究テーマの決定、先行研究の読み
混み、調査、分析、そして論文の執筆である。これらのス
テップを、すべて 3 年次のうちに行うことは難しい。その
ため、個人研究活動を遂行する上で必要となる視点やスキ
ルを、3 年間かけて養成していく必要がある。
その意味で、1 年次「キャリア・デザイン」
、2 年次「TGAP」は、個人研究のテーマについて考え、基盤的なアカ
デミック・スキルズをトレーニングする上で、最適な学び
のシークエンスだった。今後は、アカデミック・スキルズ
の習得と研究テーマに関する深掘りを同時並行で進めて
いくためのシカケが一層重要となってくるだろう。

【資料１】年間指導計画

総合科学科第23期生 「卒業研究」年間スケジュール 予定
Date

To Do

備考

0

4月5日 卒研テーマ再入力（google form）⇒割り振りのための資料。 15：30：卒研委員会

1

4月11日 3限：卒研ガイダンス、進め方、評価方法。4限：各ゼミにて自己紹介・研究紹介。

2

4月18日 各ゼミにて調査、指導等。

3

4月25日 各ゼミにて調査、指導等。

5

5月9日 3限：第一次原稿スペック説明。各ゼミにて調査、指導等。

6

5月16日 各ゼミにて調査、指導等。

7

5月23日 3限：中間発表会スペック説明。各ゼミにて調査、指導等。

8

5月30日 各ゼミにて調査、指導等。

9

6月6日 第一次原稿提出日！

10

6月13日 3限：中間発表会フィードバック

11

6月20日 中間発表会！

12

6月27日 個人面談！

13

7月4日 各ゼミにて第一次原稿フィードバック。

14

9月5日 3限：2学期の卒研のながれ、最終原稿のスペック説明。

15

9月12日 各ゼミにて調査、指導等。

16

9月19日 各ゼミにて調査、指導等。第二次原稿提出日！

17

10月3日 分野別発表会スペック説明。

18 10月10日 各ゼミにて調査、指導等。
19 10月17日 各ゼミにて調査、指導等。
20 10月24日 卒研分野別発表会！（福井県立高志高校訪問）
21

午後：健康診断。

11月7日 3限：分野別発表会のフィードバック。

22 11月14日 個人面談！
23 11月21日 最終原稿提出日！
24

12月5日 ゼミ代表発表大会①

25 12月12日 ゼミ代表発表大会②
26 12月19日 卒研振り返りシート、及び卒研アンケートの記入。
27

1月16日 原稿の最終チェック、印刷、製本①

28

1月23日 原稿の最終チェック、印刷、製本②

3学期の予定は流動
的です。

【資料 2】各ゼミの紹介
【論文タイトル一覧】
ムスリム用ガイドマップ作り ―川越に焦点を当てて―
幼稚園における統合教育のための園舎を考える ―建築と障がい―
ゆめの園交流企画への農作業導入がもたらす効果 ―農福連携の視点から―
就労継続Ｂ型支援作業所の現状と工賃問題

―埼玉・東京の５つの作業所を事例として―

高齢者への偏見を解消するために子ども食堂は有効か

―子ども食堂を活用した地域参加―

地域活性化のための資金調達 ―自治体の事例より―
東日本大震災を受け防災グッズを再改良する
高校生のＳＮＳ利用から見るＳＮＳが若者、社会にもたらす影響とは
現代短歌についての考察

―現代歌人穂村弘の歌集、歌論集をもとに―

昭和期翻訳から見る『若草物語』における女性像
【講評】
本ゼミ生徒は、人文社会学系の研究を行った。本ゼミの特徴として、ムスリム用観光ガイドマップ、統合保育、
農福連携、子ども食堂、自治体のクラウドファンディングやふるさと納税、東日本大震災、Instagram、twitter
を中心とした SNS など現在的なキーワードをタイトルに入れた生徒が多いことがあげられる。先行研究や論
文がない（少ない）中で、類似する論文を探し、自身の研究の道標としたことは、評価できよう。高校生が社
会学的な研究を行う場合、アンケート調査やただ体験しただけのフィールドワーク的研究に偏りがちだが、ゼ
ミ生は適切に論文や先行事例を踏まえることが十分にできた。テーマの多くは 1 年次の「産業社会と人間」、
2 年次の「T-GAP」の授業から取られ、3 年間の学びの累積として、卒業論文を作成することができた分、研
究の背景や調査に多くの時間を割くことができている。特に、第二鶴ヶ島ゆめの園で 1 年次からボランティア
を継続的に行ってきた生徒 3 人は、その経験をもとにそれぞれの専門分野を生かし、論文にまとめた。福祉を
先行する生徒以外が総合学科のカリキュラムの特性を生かし、合科的に論文化したことは、本校の学びの理想
的な表象ともいえよう。
「生物資源・環境科学科目群」選択の生徒は農業経験から、ゆめの園の利用者と一緒
になって畑を耕し、その様子をビデオに記録し、調査の 1 つとし、「ゆめの園交流企画への農作業導入がもた
らす効果 ―農福連携の視点から―」にまとめた。最近、農福連携は、全国に広がりを見せているが、本論文
では、畑を借りる機会があるものの福祉作業所側に農業ができる人材がなく手つかずになっている現状が明
らかにされた。また、
「工学システム・情報科学科目群」選択の生徒は、ゆめの園との交流会を重ねる中で、
障がいと建築をテーマに研究を行いたいと思い、「幼稚園における統合教育のための園舎を考える

―建築と

障がい―」と題した論文をまとめた。本論文は、東京電機大学未来科学部建築学科の大崎淳史先生の助言をい
ただくことで、筆者が当初持っていた建築観を超え、人の営みの在り様や町やコミュニティの在り方をも含め
た考察がなされた形跡を見ることができた。卒業研究を超え、これからも生徒たちが身近にある多様な社会の
課題に触れていくことを期待する。
【所感】
1 年次からの取り組みとして、特筆すべき点は 2 つある。1 つは、『アカデミック・スキルズ 大学生のための
知的技法入門』
（慶應義塾大学出版会、2005 年）を取り入れたことである。もう 1 つは、積極的に官公庁の文
書や学術論文を積極的に読ませたことである。研究は、とっさの思い付きや「美しい」テーマによって構成さ
れるわけではなく、地道な調査・フィールドワークや膨大な先行研究の読み込みと、論文作法によって構成さ
れることを生徒たちは見事に証明した。
ゼミ担当者 粟飯原匡伸（国語科）

【論文タイトル一覧】
発展途上国における問題解決のためのボランティア活動
ファイトレメディエ－ションよる植物浄化
地方における里山の有効利用法積極的な里山保全が地域復興につながる
真正粘菌の発芽条件
ビニ－ルマルチに代わるマルチでのトウモロコシ栽培実験
緑のカ－テン植物ごとの温度低減効果の違い
土壌改良によるヒマワリの巨大化
バイオエネルギ－これからの未来
耕作放棄地を利用した地産地消の経済
【講評】
「真正粘菌の発芽条件」は、生物資源学類インターンシップを受講した卒業研究である。本生徒は幼少のころ
より自然科学に興味関心があり、自分で工夫して理科的な研究を繰り返し行ってきた。粘菌の性質と美しさに
魅了され、子実体を自然下より採取し、自宅で飼育してきた。しかし、変形体を自然下ではなかなかみつける
ことができず、ならば子実体の胞子から変形体を自分で育てようと考えたのが本研究の動機である。粘菌の研
究者はほとんどいなく、先行研究もなかった。研究方法を筑波大学生物資源学類の山岡先生より助言を受け、
こつこつと実験を繰り返し、粘菌の発芽条件を明らかにすることができた。日本菌学会高校生ポスター部門で
優秀賞を受賞した。
他のテーマは科学論文として見ればまだまだ至らな
い点は多いが生徒たちが自分で工夫し、失敗を重ね、成
果を上げ、自分で進める研究活動を行うことができたと
評価している。
授業の最後に、卒業研究を実施して後輩たちに贈る
「卒研セブンスルール～卒業研究で重要な７つのこと」
を渋木班、安達班でディスカッションした。これらの内
容をみても卒業研究の効果が高いことがうかがえる。
【所感】
本ゼミの生徒らはそれぞれの興味関心を他の生徒た
ちに伝えたり、他の生徒たちにアドバイスを求めたりと
協働する場面が非常に多いと感じた。 T-GAP のグルー
プで協働する力が、個別テーマを解決する卒業研究でも
大きな効果を挙げていると考えた。
ゼミ担当者代理

渋木陽介（農業科）

【論文タイトル一覧】
偏平足に対する対策‐足底板を通して‐
科学技術の発達による接客業の形態に生じる変化‐変なホテルを事例に考える‐
総合学科における新しい校舎に関する研究‐生徒の教室移動の観点から‐
直売所の比較から考える地域農業の現状‐都市と農村の直売所を踏まえて‐
観光名所での駅名変更における経済効果‐東武鉄道を事例として‐
偏平足はなぜ疲れやすいのか
友人関係作りの特徴‐構成的グループエンカウンター教育普及度から見るいじめとのつながり‐
バンドのミュージックビデオにおける特徴と関連性
日本人の有給休暇取得に対する考えと他国との比較
【講評】
「偏平足に対する対策‐足底板を通して‐」と「偏平足はなぜ疲れやすいのか」は、どちらも自分自身が偏平
足で苦労をしており、その改善策を研究テーマにしたものである。前者は安価な足底板を自作して偏平足の改
善に取り組み、一定の変化が見える結果となった。自作の足底板を完成させるまでの試行錯誤が結果につなが
った。後者は健常足と偏平足の違いに着目し、先行研究から両者を比較して、自らの足に影響を与える取り組
みを計画していたが、実践するまでに至らなかったのが残念であった。しかし、偏平足に関してかなり専門的
な内容にまで踏み込んで先行研究に当たったことはよかった。
「科学技術の発達による接客業の形態に生じる変化‐変なホテルを事例に考える‐」は、接客ロボットの導入
が人間の仕事に与える影響や接客ロボットのメリットとデメリットなど幅広く接客ロボットと人間の接客業
における違いについて比較した。接客ロボットを導入しているホテルの口コミサイトから宿泊者が感じたこ
ととして書きこまれていた賛否両方の意見を整理したことで、本来であれば大がかりな調査が必要なところ
を簡略化できた。また、実際に変なホテルに宿泊して接客ロボットの接客を体験したことで、接客ロボットの
対応が具体的に述べられている点もわかりやすかった。最近になって変なホテルが接客ロボットの在り方に
ついて検討している点にも触れられたので今後の進展も期待できる。
「直売所の比較から考える地域農業の現状‐都市と農村の直売所を踏まえて‐」は、都市と農村の直売所を比
較することで農業の衰退原因を考察した研究である。それぞれの直売所の経営者とそこに委託販売している
農家を対象に現状調査を行った。データを集めるために何度も現地調査を行ったことは評価できる。また、本
研究は農業の視点と商業の視点の両者から研究を深めようと試みられており、総合学科らしい研究テーマで
ある。
【所感】
多様な研究テーマが集まったゼミで、担当者が専門ではない分野ばかりであったため、生徒自身のモチベー
ションが研究の良しあしに影響を与えていた。そのため積極的に研究活動ができたものとそうではなかった
ものとの間に大きく差が出てしまった。その中でも、上述の研究は興味深くよく取り組んだ研究であった。
ゼミ担当者 小澤真尚（数学科）

【論文タイトル一覧】
外国人観光客に対する日本観光業の配慮―韓国人観光客をターゲットに―
洋画を活用した英語教育～英語勉強への動機付け～
球体関節人形の制作
筑波大学付属坂戸高校の英語教育における英会話への有効性について
車いす障がい者でも着られるオシャレ服―ロリータ・ゴシックロリータ―
やさしい日本語～在日外国人との壁をなくそう～
自然食による血中成分の変化〜オーガニック食品で身体を変える
現代における中学生が持つ英語への興味と今後
アメリカ英語とイギリス英語の違いを踏まえて－イギリス旅行者向けガイドブック作り
地域の日本語ボランティア（千代田日本語の会）に“談話型コミュニケーション”を取り入れる意義と可能
性
【講評】
「筑波大学付属坂戸高校の英語教育における英会話への有効性について」は、音読練習や発話練習を多用する
本校の英語授業の効果を検証しようと試みた研究である。正確で流暢な英会話力を身につけるため高校段階
の学習者にとって不可欠なのは語彙力の強化である。そこで、単語の学習方法を研究した文献を調査したとこ
ろ、写字学習が黙読学習より効果が高い傾向にあることを発見した。そして、本校の学習方法を検証するため
黙読学習を音読学習に替えて比較実験を行うことにした。同レベルの被験者を 2 つのグループに分け、実験群
には音読学習、統制群には写字学習を一定時間させた後、単語テストを実施した。その結果、音読学習をした
グループの得点の方が高く、本校の学習方法は有効であり、安心して授業を受けることができると結論づけた。
授業方法を科学的に検証しようとした姿勢が評価に値する。
「地域の日本語ボランティア（千代田日本語の会）に“談話型コミュニケーション”を取り入れる意義と可能
性」は、外国からの技能実習生にボランティアとして日本語を教えたとき、上手く教えることができなかった
ため、その改善策を模索した研究である。先行研究を調査したところ、談話型コミュニケーション（一定のテ
ーマについて自由に会話する）があることを知り、その効果の検証を試みた。レベルの近い被験者の一方には
談話型コミュニケーションを行った後、文法中心の通常の授業を展開し、もう一方には通常の授業だけを展開
した。この方法で一定期間教えた後、授業の様子を録音し、ボランティアと学習者の発話時間を分析したとこ
ろ、談話型コミュニケーションを取り入れた方が学習者とボランティアの発話量が 1 対 1 に近く、学習が活発
に行われている傾向を示した。動機が純粋で、社会貢献への意欲が高く、大変なエネルギーを費やして取り組
んだ点に敬意を表する。
【所感】
本年次は 1 年次の「キャリアデザイン」において校外学習の目的地カナダに関する文献研究中心のグループ研
究を行った。2 年次の「T-GAP」では社会的課題を解決すべく校外の組織に働きかけて何らかのアクションを
企画し実行するグループ研究を行った。こうした取り組みを経て、2 年次の後半に卒業研究のテーマを決め、
先行研究の文献調査を行った。このように、卒業研究に必要な知識や基本的な技術が 1 年次より段階を踏んで
導入されてきたことが、生徒の卒業研究への意欲に繋がり、一定の成果をあげる大きな要因になったと考える。
ゼミ担当者 加藤敦子（外国語科）

【論文タイトル一覧】
医療用ロボットについて
バスレフ方スピ－カ－の設計 －バスレフダクトの長さで何が変わるか－
ペットボトルロケットから考える翼の特製
立体投影スクリ－ンの作成と構造解析－Gate box を夢見て－
ディ－プラ－ニングの構造の解析
照明でつくる癒やしの空間
RaspberryPi を用いた温湿度・気圧測定調査ロボットの製作
都市・まちに影響する新国立競技場
倒れにくい自転車を作る
MikuMikuDance を用いた 3DCG コンテンツの活用 3DCG フリ－ゲ－ムの開発
ドア開放事故防止装置の開発
【講評】
本ゼミでは「工学システム・情報科学群」の生徒を受け持った。今年度のテーマ設定の条件を踏まえ、どの生
徒も工学あるいは情報分野の内容を取り扱った。研究内容は実際に何らかの製作を通して考察を得る方法が
例年に比べて多かった。近年はスマートフォン上で簡単に使用できる様々なアプリケーションや、Raspberry Pi
や Arduino などの教育用に開発された小型コンピュータが広く普及される時代となった。これにより学生にお
いては研究のための様々な機器を安価で手に入れられるため、卒業研究においても研究方法に幅が大きく広
がっていることを感じている。今回の卒業研究の中でも、それらの機器やアプリケーションソフトを活用する
生徒が多く、自らのスマートフォンで製作状況や実験をその場で動画に記録し、あるいはデータを集計してい
る様子が見てとれた。一例を挙げると「ペットボトルロケットから考える翼の特製」をテーマにした研究では、
翼の形状を変えたペットボトルロケットを数多く飛ばし、その飛行軌道をその場でスマートフォンに動画で
記録し、画像やデータをすぐにパソコンに取り込み、翼の形状による影響を解析していた。こういった身のま
わりにある機能を自在に活かす
スキルも卒業研究を通して得た大きな成果と思われる。
反省点としては、製作が完成まで十分に行うことが出来ず、あるいは製作はしたがその製作物を活用した調
査まで行うことが出来ず、研究目的まで果たせない生徒も多数いたことは否めない。この理由として、当初の
研究計画の設定と共に、ものを実際に製作するということの生徒自身の認識の甘さ、あるいは製作するための
素材や機器の調達に多くの労力を費やしたことがあげられる。ものを製作するということを授業では行って
いても、その行程はあくまで用意されたものであり、自分のオリジナルなものを製作するということとは別物
である。今回の卒業研究ではそういった課題を知るとともに、工学や情報分野を携わるために、いかに基礎的
な知識や技能が必要であるかということを体験を通して感じたことは、本ゼミ全ての生徒にとって反省と共
に大きな収穫であったと言えよう。
【所感】
4 月からの約半年間の活動を見てきたが、終始生徒たちは卒業研究に対して真摯に取り組んでいた。なかには
研究に行き詰まり、途中でテーマを変更する者もいたが、紆余曲折ありながら自分自身が見出した目的に向か
って自主的に学び活動するという学習形態は、総合学科である本校の最も大切な部分である。その活動に対し
て全ての生徒が最後まで熱心に行えたことは、年次指導をはじめとする 3 年間の成果であると言えよう。次年
度以降も大切に引き継ぎたいと思う。
ゼミ担当者 北原立朗（工業科）

【論文タイトル一覧】
AI の深層学習とその過程について
距離センサによる歩きスマホ対策
子どもたちとロボット－子育てに利用する抵抗とこれから－
耳にぴったりなイヤホン－新たな時代の問題点と解決を目指し－
プログラミング言語 Python を利用したサービス等の製作記録
Live2D を用いたゲーム制作－その過程から考察する Live2D の可能性－
旅の思い出を全国に放つ自己満足アプリ
クラッキングの特徴とその傾向からみる自動防衛 AI の開発案
私たちとこれからの情報社会
小中学生を対象としたプログラミング教材
【講評】
本ゼミ生徒は、工学システム情報科学系の生徒であった。生徒は機器等の製作を伴うものや、パソコンを活用
した、情報分野の応用的要素が多くあった。以下に代表的な例を示す。
「AI の深層学習とその過程について」は、コンピュータ等使用した学習とその際に発生する問題及びその対
応策についての有効性を目的とし、一定の結論を得ることができた。結果の分析においては、かなり詳細な分
析がなされていた。
「距離センサによる歩きスマホ対策」は、近年問題となっている歩きスマホについて考え、それを防ぎ事故な
どを減らす目的として研究をおこなっていた。実際に作品の制作においては、機器の選定を行い、基盤等を購
入し、製作を行った。その後、動作させるためのプログラムを完成させた。物を検出すると反応するセンサを
用いて LED を点灯させる装置とし、種々の課題は残ったが今後に繋がるものである。
「クラッキングの特徴とその傾向からみる自動防衛 AI の開発案」は、悪意のあるハッキングを防ぐための AI
の作成案を作るために、クラッキングの種類や手法の分析を行い、これらを AI に行わせることが可能かを研
究したものである。結論として、クラッキングに対して AI で防御することは技術的に可能であるが、費用や
要する時間の面で、種々の課題が残ったようである。発展として、AI 以外のものからクラッキングを防げる
と思われる手法が紹介されている。今後については研究により分析したデータを元に、各種課題を乗り越える
開発案が望まれる。
「私たちとこれからの情報化社会」は、小型コンピュータ（ラズベリーパイ）を用いて新しい装置を作製し、
多くの人に情報化社会について、考えてもらうことが趣旨であった。実験装置として、独自の水槽を作製し、
金魚とのコミュニケーションを行う内容は、極めてユニークで、工夫に満ちたものであった。
「小中学生を対象としたプログラミング教材」は今後小学生からプログラミングが必修化されることを踏まえ、
プログラミングに興味・関心を持たせる視点にたち、将来プログラミングに関心を持たせるような意義のある
研究であった。
【所感】
情報科学分野の生徒はプログラミングを活用し、研究内容として、情報科学の研究が多くあった。また、工
学情報実習で学んだことを活かし、
「距離センサによる歩きスマホ対策」の例にあるように実験装置の独創的
な製作もあった。工学・情報科学分野に高い関心を持ち、工学システム・情報科学関連の各種科目を参考にし
た面もあり、今後の更なる飛躍が期待される。
ゼミ担当者 金城幸廣（工業科）

【論文タイトル一覧】
子どものお絵かきから見る精神状態 ―虐待早期発見を目指して―
どのような工作遊びが子どもの自発性を育むか ―第二仲よし保育園の 6 歳児を例として―
男性看護師のストレスと改善方法を考える
幸福とコミュニケーションの関係性についての研究 ―地域活性化を目指して―
福祉的視点から見る東京ディズニーランドの改善点
父親がイクメンになるために ―助産師が行うケアの実際―
手で触れる医療

―タクティールケアの効果的な手順の考案―

精神障害と異常犯罪の関係性 ―偏見をなくすための方法―
高校生の罪の意識
ベトナム福祉ビジネスの可能性と必要性
農福連携 ―特別支援学校での応用―
【講評】
本ゼミの生徒は福祉系のテーマを設定した生徒である。本ゼミの生徒の特徴は、学校内だけに研究が留まら
ないところである。自ら外部機関とコンタクトを取り、卒業研究のテーマや内容を丁寧に説明し、外部の協力
を得た。まずそこが評価できる第一のポイントである。次に評価できるポイントとしては、丁寧に先行研究を
調査することで、関連する研究のすでに明らかになっているところ、まだ明らかになっていないところを明確
にし、自分自身の研究の意義を説明できたところにある。どのテーマもあまり先行研究が多いテーマではなか
ったが、類似する先行研究を丁寧にあたり、自らの研究の意義や到達点を明らかにすることが出来ていた。
「どのような工作遊びが子どもの自発性を育むか ―第二仲よし保育園の 6 歳児を例として―」は、自発性を
育む遊びの特徴について、保育園の協力を得て、保育士に対するインタビュー調査と自ら考えた遊びを実行す
ることによってデータを集めて分析した。今回は特に創作遊びに着目して研究を行った。創作遊びは作った後
も遊べることが大事で、子ども同士で遊びを発展させることができる自由度が大切であることが確認された。
「ベトナム福祉ビジネスの可能性と必要性」は、ベトナムでどのような福祉サービスが求められるかを調査し
た研究である。現地の知り合いを頼りに、現地の人がどのような福祉サービスを必要としているのかについて
アンケート調査を行った。先行研究により、ベトナムは日本の高度経済成長と同じような段階に有り、これか
ら日本と同じような福祉的ニーズが高まることが予想されることが明らかになり、現地の人たちは今日本で
求められている福祉サービスを必要とはしていなくても、これからニーズが高まっていくことが明らかにな
った。

【所感】
今年度の生徒たちは、これまでの生徒に比べて主体的に動く力のある生徒たちが多く、教員としてはもう少
し慎重にして欲しい…と思うこともなくはなかったが、外部の大人に対しても物怖じすることなく自ら積極
的に関わりをもっていた。その理由を考えると、この学年は 1、2 年生のときに外部のひとと関わる機会を作
ってきたことにあるのではないだろうか。特に、2 年次の T-GAP では必ずどの生徒も外部で活動することを
課してきた。その経験が卒業研究の取組みに影響を与えたのではないだろうか。1、2 年次からの学びが成果
として結び付いたと言えるだろう。
ゼミ担当者 熊倉悠貴（福祉科）

【論文タイトル一覧】
花粉症から引き起こされる果物アレルギーの対処法と食事メニューの提案
コミュニケーションスキルの向上

～家庭での生活や習慣との関連～

調理実習から見る食物アレルギーへの対策
セルフメディケーションについて

－調理実習での代替について－

～薬剤師の在り方、薬剤師に求められる力について～

廃食用油の最も有効な活用 －市によるリサイクルの状況－
アロマが与える影響
高齢者の健康維持のための献立作成 －「日本人の長寿を支える健康な食事」を事例として－
その「いただきます」安全ですか

食品添加物？なにそれ美味しいの？

食物アレルギーに罹る要因と低リスク治療法の発見 ～自然寛容が困難な罹患者のために～

【講評】
「花粉症から引き起こされる果物アレルギーの対処法と食事メニューの提案」
花粉症患者が果物アレルギーを発症する要因を探すことを研究の導入とし、免疫力改善を試み食事メニュ
ーを提案した研究である。この生徒の場合先行研究の数々をよく読みこなしており、花粉症と果物アレルギー
との関連発症のメカニズムについても可能な限り明確に説明されている。果物摂取ができないアレルギー発
症者への想いに寄り添い食生活の QOL 向上を試みる努力をよく行っていて、調理と栄養に関する実践と考察
は見事である。
「調理実習から見る食物アレルギーへの対策 －調理実習での代替について－」
研究にあたって生命に関わる内容の重要性から先行事例についてよく調査している。昨年度選択授業実習で
アレルギー対策をするクラスメイトと指導者の存在を知り、授業で一般生徒に対し説明が充分に行われない
ことを疑問視することが動機となった。故に教科書にアレルギー対応の記載があるかを比較・調査した努力と
内容は素晴らしく、更にアレルギー罹患者が調理実習や給食時において疎外感を持たないよう配慮する優し
い視点をもって研究に取り組んでいる点は大きな価値を持つ。研究は授業を考案するところまで具体的に発
展させていて高く評価できる。
「食物アレルギーに罹る要因と低リスク治療法の発見

～自然寛容が困難な罹患者のために～」

自身に罹患体験があり新たな治療法の探究を試みた。リスクを伴うため試行を積むことができず、先行事例の
論文調査と現行の治療法の理解を中心とする研究が中心であるため当然行き詰まりを見せていたが、治療法
の原理などを見やすくまとめよく理解に努めていた。当初の研究目的に到達することはできなくとも、あらゆ
る角度からの方策や問題点を分類してまとめていくなど研究結果の構成が行えるとなお良い。
【所感】
同ゼミにはアレルギーに関する研究テーマを設定した生徒が 3 名おり、それぞれに観点の異なる取り上げ
方をして興味深い。自身の罹患体験や実習受講を通じ対策の一部始終を見ていたなど様々な経験が動機に繋
がっている。各々の生徒が他者の研究を尊重して参考にしている点も良かった。
ゼミ担当者 後藤 巻子（家庭科）

【論文タイトル一覧】
日本食アフリカ進出の可能性 チュニジアを事例にして
葉酸を含んだ坂戸の野菜を利用したパンの商品開発
埼玉県坂戸市における新規導入作物キヌアの優良品種選定作物学的観点から適応品種を選抜する
キャベツ由来の酵素液に植物ホルモンの効果をもつのか
西洋野菜の機能性を活かした日本人に合う健康的なレシピの提案
えひめ AI でうどん粉病は防除できるか
コマツナにとって適度な成育距離固定種、F1 種の違いに着目して
二次林土壌と畑地土壌の比較 植林が土壌の理科学性へ及ぼす影響
学校の里山造林地のクヌギ・コナラ林の生育の現状
カカオ果殻の利用法の提案
筑坂産食品の加工実践筑坂の特産品を目指して
【講評】
「カカオ果殻の利用法の提案」
「日本食アフリカ進出の可能性」「二次林土壌と畑地土壌の比較」
「埼玉県坂戸
市における新規導入作物キヌアの優良品種選定」は、生物資源学類インターンシップを受講した卒業研究であ
る。テーマ設定から研究目的、研究方法まで筑波大学生物資源学類の先生、大学院生の支援を受けた。
「二次林土壌と畑土壌の比較」では、本校造成の学校の森の土壌を化学的に分析し、土壌の緩衝能の向上が
落葉の堆積にあることを証明した。
「日本食アフリカ進出の可能性」では、実際にチュニジア人にあう味噌の
味を調査、また、現地日本食レストランの現状についてＳＮＳを利用した聞き取り調査を行いチュニジアにイ
ンスタントみそ汁の輸入を企業に提案することができた。「埼玉県坂戸市における新規導入作物キヌアの優良
品種選定」では、手に入りにくいキヌアの様々な種子を生徒自身が日本大学、東京農業大学、日本キヌア協会
に支援を依頼し、およそ 400 日にわたる実験を継続し行い、埼玉県に適するキヌアの品種について提案するこ
とができた。本研究は、毎日新聞社主催の毎日農業記録賞優秀賞にも選ばれた。いずれの研究も科学論文とし
て見ればまだまだ至らない点は多いが生徒たちが自分で工夫し、失敗を重ね、成果を上げ、自分で進める研究
活動を行うことができたと評価している。
このような研究活動を実施することができたのは、生徒たちが普段の農業科目の講義や実習、様々な課外実習
に積極的に取り組み、卒業研究のテーマ設定を常に意識していたからだと生徒らは語る。さらに筑波大学生物
資源学類インターンシップのプログラムによる支援は、生徒らに多くの先行研究、事前調査が要求され、研究
者による具体的なアドバイスを受けることで多くを学び、高い意識で研究に取り組むことができたからでは
ないだろうか。
【所感】
生物資源学類インターンシップを受講しなかった生徒らは、資料の収集、実験方法の改善が必要な生徒が多
い。生物資源学類インターンシップ等高大連携の一層の発展とともに、自然科学、社会科学の研究手法を学ぶ
ことができる農業科目の単元設定と実施が求められる。
ゼミ担当者 渋木陽介（農業科）

【論文タイトル一覧】
代用卵殻によるニワトリふ化卵の精度向上
生ごみの堆肥化
庭園作成 ―女性が活躍できる社会を目指して―
農協の事業体制改革による日本農業の変化
トマトの力は白髪改善に効果を及ぼすのか？ ―トマトの含むリコピンの可能性―
未来の筑坂生(1 系)が卒業研究で統計学を容易に利用できるような参考書の制作
犬の吠える行動と散歩の関係性 ―人間と犬が共に歩む道―
大手コ－ヒ－チェ－ン店の CSR 活動についての効果と考察
ヨ－ヨ－による色・音・動きが鶏に与える影響
エンリッチドケ－ジと日本人

【講評】
本ゼミの生徒 10 名は、全員が生物資源・環境科学科目群を選択していため研究のきっかけが科目群での学び
や体験から得た問題意識であるものが多かった。
「代用卵殻によるニワトリふ化卵の精度向上」は 2 年次で体験した鶏卵の人工ふ化実験を基に取り組んだ。
本校の実験では古来から行われてきた数個の種卵や発生途中の胚を犠牲にする方法を取っていたのに対し、
千葉県立生浜高校の田原先生が成功させた「無殻培養法」を更に簡易化することを目的に研究を行った。結果
としては簡易化には及ばなかったが、田原先生に指導を受けに行ったり、何度も何度も実験を繰り返したりす
る姿は評価に値した。
農業や環境に関する研究は季節の影響を受けやすいため長期間かかるものや、やり直しがきかないものが
多い中、
「生ごみの堆肥化」を行った生徒はそれを見越して 2 年次より実験を開始した。その甲斐もあり信憑
性のあるデータの取得や分析をすることができた。
これまでこの分野の実験はデータ数を十分に集めることができずに分析せざるを得ないものや、せっかく
データを集めても信憑性に欠ける統計処理を行う研究が目立った。そこを問題意識にしたのが「未来の筑坂生
(1 系)が卒業研究で統計学を容易に利用できるような参考書の制作」である。次年度以降の研究に活かされる
ことを期待している。
今年度は学年全体で先行研究の調査に重きを置き指導を行った。その先行研究を堂々と否定するに至った
のが「犬の吠える行動と散歩の関係性」であった。夏休みを利用し 100 頭以上の犬の飼い主に対し路上での聞
き取り調査を実施し、それに基づく考察を行った。その地道な努力が実を結んだ研究となった。
【所感】
「卒業研究」を指導する上での醍醐味は研究を通して生徒が成長していく様子を目の当たりにできることで
はないだろうか。特に失敗を繰り返し、何度も挫折してきた生徒程、たとえその研究結果が思わしくなくても
得るものは大きいように思える。しかしながら、その体験の大切さを生徒に気づかせたいものの、なかなかう
まくいかないのが「卒業研究」指導の難しさではないだろうか。
そんな中、本ゼミでは「人との出会い」や「信憑性の高いデータ処理」
、
「論理的な研究」に力を入れ指導し
てきた。結果、文献調査やアンケートだけでなく人に会いに行ったもの、実験計画を緻密に立てられた生徒は
充実した研究につながったように思われる。しかし、それを論文にまとめる際に論理性に欠けるものが多かっ
た。本校の生徒は推薦入試で大学受験する者が多いため研究発表の時期や論文作成と被ってしまい十分な時
間が取れなかったのが残念であった。
ゼミ担当 嶋田昌夫（農業科）

【論文タイトル一覧】
東芝の不正会計から考えられること ～なぜ不正会計が起きるのか～
地域社会への貢献 ～CSR 活動を事例として～
～サービスにおける間接的獲得利益～

Softbank SUPER FRIDAY

比較から分かる児童館の運営状況
使いやすい手帳の開発

－手帳の使い方を参考にして－

日本のサッカークラブが海外のサッカークラブに勝つ為の経営方法
～海外のクラブとの比較から考える～
オタクの経済効果について
学力の向上について
POP 広告が与える消費者の購買意志決定への影響
YouTube の広告効果
【講評】
「東芝の不正会計から考えられること

～なぜ不正会計が起きるのか～」は、2015 年に発覚した、株式会社

東芝の利益水増し問題について調査・研究したものである。コーポレートガバナンスについて先進的に取り組
んでいたとされる東芝でなぜ不正会計が発生したのか、様々な資料を調査したほか、その解決方法についても
模索している。本生徒は、不正解決に向けて法整備が有効であるとしており、この論文執筆の経験も、自身が
進学する大学法学部での学びにつながればと考える。
「Softbank SUPER FRIDAY

～サービスにおける間接的獲得利益～」は、2016 年 10 月から実施されたソフト

バンク株式会社の顧客獲得戦略を研究し、その成果の分析や、新たなビジネス展開の模索をしたものである。
総務省によって示されたガイドラインなど、当該企業がこの戦略に至った背景についても
触れているが、財務諸表の詳細分析が本研究のハイライトである。論文の分析数値はコンパクトにまとまって
いるが、それを導くために粘り強い努力があったことは想像に難くない。
「使いやすい手帳の開発

－手帳の使い方を参考にして－」は、手帳の使いやすさを調査し、自らも学生向け

の手帳を開発しようというものである。本生徒が「文具好き」であることがそもそもの研究の出発点であった
が、手帳作成会社の社長とコンタクトを取り、ビックサイトで開催された文具展示会を訪れインタビューする
など、研究は想定外の方向へと広がっていった。また「左利き用の月間ページ」を開発するなど、高校生なら
ではのアイデアも秀逸である。
「POP 広告が与える消費者の購買意志決定への影響」は、店舗のポップ広告が顧客にどのような影響を与える
のか、本校の購買で自作のポップ広告を試用しながら研究をおこなった。本生徒はもともと美術に関心があり、
本校でマーケティングに興味を持った。ポップの作成では補色色環などの色彩に関する知識、消費者行動では
AIDMA の法則といったマーケティングの知識を活用し、自分の興味関心に従って、自ら積極的に研究を進め
た本校の生徒らしい研究である。
【所感】
本班はビジネス系授業を選択する生徒が多く、身近なこと、実務的な事柄から研究をスタートするものが論
文の多数を占めた。企業や地域の方々と積極的にコンタクトを取り、調査活動するものも多く、頼もしく感じ
たが、一方で様々な壁に阻まれ思うような調査が出来ない生徒も見られた。「YouTube の広告効果」を調査し
た生徒などは、ユーチューバ－マネジメント会社からも中学校からもアンケートを断られ、本人のやる気は十
分だっただけに気の毒であった。
ゼミ担当者 中井毅（商業科）

【論文タイトル一覧】
硬くならない体づくり－筑坂生の怪我・生活習慣から－
オリンピックの理想と現実 ―理想的なオリンピック教育の提案―
バソリスの分布と大陸地殻の形成
児童英語教育から見る日本語への影響 －公立小学校におけるイマージョン教育の可能性－
高校生が効果的に外国人と国際交流するとは －校外学習を通して－
学校生活充実のためのライティングとは －ディスカッションを事例に－
密閉された水槽で行う魚の飼育 －水槽内環境から－
ジョロウグモの場所の選好性 In 筑坂 －ジョロウグモの生態－
サッカーの試合に勝つために －ボトムアップ理論を活用して－
総合学科における生徒の自己理解が進路選択に与える影響

【講評】
「児童英語教育から見る日本語への影響 －公立小学校におけるイマージョン教育の可能性－」は、小学校に
おける早期英語教育に着目し、発達段階における母語である日本語の獲得に対する影響にも配慮しながら、イ
マージョン教育への可能性を探ったものである。実際に新座市立東野小学校において、2 年生を対象にした生
活科を同内容で英語と日本語で行い、理解度の比較を行うなど大変興味深い取り組みを行った。事前に小学校
教諭から指導を受けながら英語・日本語により教案を作成し、授業の構成や到達点を設定して授業を行った。
また、授業後には児童へ丁寧に聞き取りやアンケートを行い、その結果を分析することで実際に児童が英語を
どの様に捉え、またどの様に活用しているかを明らかにしたことは高い評価に値する。色々と物議を醸しだし
ている公立小学校での早期英語教育に対して、一石を投じるような研究であると思う。将来、英語教員を目指
す本人にとっても貴重な機会になったと思う。これからもこのテーマを継続して研究して行くことを強く望
む。
「高校生が効果的に外国人と国際交流するとは －校外学習を通して－」は、1 年次に行ったカナダ校外学習
を振り返りながら、どうしたら効果的に高校生が外国人と交流できるかという方法論を探求したものである。
学年の生徒にアンケートを取り、校外学習での体験や感想を分析した。それだけに留まらず、自ら浅草に出向
き外国人観光客にインタビューを重ね、外国人の視点から日本人学生に期待される国際交流とは何か、という
事にアプローチした点は大変興味深い。
「総合学科における生徒の自己理解が進路選択に与える影響」は、本人が総合学科である本校に入学して、科
目選択や進学で悩みながらも進路実現をしたという本人の体験を元に、筑坂のこれからにも踏み込んだ興味
深い研究である。この卒業研究に取り組むに辺り、本校で出版した文献や論文など先行研究を十分に読み込ん
で、筑坂総合学科の意義や背景を理解して調査、研究を行った。３年次を対象に行ったアンケートを分析する
ことにより、現在の本校が抱える理想と現実に迫ったことは非常に価値のあることだと思う。本校の科目選択
の方法などにも具体的な提案がされており、現場にもフィードバックできる内容である。また、高校生活で得
た経験を生かしたテーマ設定である点も、本校の「卒業研究」としてふさわしいものと考えている。
【所感】
卒業研究に意欲的に取り組む生徒とそうではない生徒との差が激しいと感じた。意欲的に取り組んだ生徒は
計画を立てながら、自らの力で研究を切り開こうという心意気が見られ、完成させた成果物は素晴らしいもの
になった。卒業研究を通して得た様々な経験を、今後の人生に活かして欲しいと願う。
ゼミ担当者 中臺昇一（理科）

【論文タイトル一覧】
栄養補助食品（サプリメント）の肌への影響－野菜と栄養補助食品（サプリメント）の比較から－
子どもの健康にいいお菓子について
絵柄から見る印象の違いについて－絵柄の特徴とそれぞれの魅力－
口に入れても安全な文房具－おやさいクレヨンについて－
戦略性の高い保育士とは
安全な子供服の選択－服に潜む危険から子供を守るために－
着心地の良いコスプレ衣装を作る－機能性とクオリティの共存を目指して－
美髪に近づこう－市販と美容室のトリートメントの違い－
コンビニ食は危険？
教科目名から感じる色彩－筑坂生の視点から－
食事信条の多様性を教育に－その現状と可能性－
【講評】
「安全な子供服の選択－服に潜む危険から子供を守るために－」は、子供服をデザイン重視で選ぶ人が多く子
供服が原因の事故が多発している現在、安全性への配慮も伝える必要があると考え、オリジナルのリーフレッ
トを制作し、子供服購入時の意識変化について調査したものである。リーフレット制作にあたり、複数の論文
やガイドライン等から必要な情報を集め的確に分析をしている。また、制作した物の効果を図るため乳幼児を
もつ保護者の方々にアンケートを実施するなど、主体的に行動し研究を進めている点が評価できる。新たな課
題も発見でき、今後も継続した研究を望む内容である。
「教科目名から感じる色彩－筑坂生の視点から－」は、色が及ぼす人間への影響を、教科目と色彩の関係につ
いて着目し調査したものである。先行研究から自分の興味関心を引き出し、筑坂の個性豊かな専門教科につい
ても調査するというオリジナルな研究である。アンケート実施から結果集計・提示、まとめまでとても計画性
が見られる主体的な取り組みであった。決まった教科カラーをノートやファイルなどに取り入れることで、生
徒の分かりやすさにつながると考えた本生徒は、各教員室をそのカラーで装飾するという方法で結果を提示
した。この方法は斬新で、高校生ならではの発想だと感じた。しっかり最後まで内容がまとまっている、整頓
された卒業研究である。
「食事信条の多様性を教育に－その現状と可能性－」は、在留外国人の増加に伴って食の多様性が生まれつつ
あることから、ヴィーガンやベジタリアンについての理解や教育が必要であると考え、日本の食育の現状を調
査したものである。調査は、坂戸市内全小学校へのアンケート実施やベジタリアンへのインタビュー、日本ベ
ジタリアン協会への問い合わせなど多くの人や機関に対して行った。研究するにあたって、様々な観点から調
査・分析を行っており、視野を広くもって研究を進めている点が高く評価できる。最後に展望を示しその課題
を解決するための方策も言及できており、卒業研究として好ましいものであると考える。
【所感】
本ゼミはアンケート調査やボランティア、制作など活動を行う生徒が多かったが意欲的に行うことが出来
ていた。途中方向性に悩みテーマを変更した生徒もいるが、全員最後までしっかり自分の研究に責任を持ち、
主体的に努力する姿勢が見られた。
ゼミ担当者 古家幸瑛（家庭科）

【論文タイトル一覧】
石田三成が目指した政治思想
自殺と安楽死
飛鳥・奈良時代における女性天皇即位の背景
偽書「ウエツフミ」の中の宇宙観
パラリンピックへの関心をあげる
バーチャルアイドルの進化と私たちにもたらした影響
戊辰 150 周年の観光の課題 ―会津白虎隊と二本松少年隊の知名度の差―
小学校教諭の体育科保健に対する困難感の実態
性別とは何か―ジェンダー平等にむけて―
電車、バス、そして自転車 ―川越市自転車まちづくり―
【講評】
「石田三成が目指した政治思想」では、豊臣秀吉の家臣として活躍した石田三成の政治思想を考察し、その政
治思想が今日の社会にどのような影響を与えているのかを考察した。長浜市石田町の石田会館に史料調査に
も出向いている。
「自殺と安楽死」では、自殺をするというのは行ってしまえば生産性がない事であり悲しむ
人も多数存在する。自殺について、今一度真剣に考えることを主張している。「飛鳥・奈良時代における女性
天皇即位の背景」では、飛鳥・奈良時代に女性天皇が集中して即位した理由を明らかにし、その他の時代に女
性天皇が即位できなかった理由を各時代の時代背景、政治的背景をもとに比較している。
「偽書『ウエツフミ』
の中の宇宙観」では、
「ウエツフミ」に登場する星の元は何であるのか。また、星の神が現れることによって
古事記とどういった違いが生じるのか、
「ウエツフミ」はいつごろ作られているのかなどの疑問を明らかにし
ている。
「パラリンピックへの関心をあげる」では、テレビで放送されるのはオリンピックばかりでパラリン
ピックを取り上げている番組は少ないため、パラリンピックへの関心を上げるためには、障害者スポーツを小
学校の時点で教育の現場に取り入れること、パラリンピックのテレビ放送をユニバーサル放送だけにせず、通
常放送もすることが必要であるという提案をしている。「バーチャルアイドルの進化と私たちにもたらした影
響」では、バーチャルアイドルコンテンツビジネスの影響と今後のバーチャルアイドルコンテンツの新たな可
能について考え、沼津市観光戦略課へのインタビューも行った。
「戊辰 150 周年の観光の課題

―会津白虎隊

と二本松少年隊の知名度の差―」では、会津若松市と二本松市の観光㏚の差はなぜ生まれたのかを考察するこ
とで戊辰 150 周年の歴史を再認識し、今後の観光の発展につながる提案を行った。現地で地元の方にインタビ
ュー調査やフィールド調査も実施した。「小学校教諭の体育科保健に対する困難感の実態」では、学校での保
健教育で、小学校教諭が困難に感じている単元をアンケート調査等をもちいて明らかにすることで、養護教諭
とともに授業をおこなっていくという提案をしている。
「性別とは何か―ジェンダー平等にむけて―」では、自分らしく生きられる社会の実現に向け、日本の社会に
潜むジェンダー平等の実現を妨げている要因を明らかにしている。「電車、バス、そして自転車 ―川越市自
転車まちづくり―」では、様々な環境問題が原因で起こる海面上昇や地球温暖化などに対応するため、自転車
を活用することの大切さを訴えてる。
【所感】
本ゼミ生徒は、歴史関係及び社会科学・社会問題・教育問題・交通問題などの多様な分野にわたっての研究を
行った。本ゼミの特徴は、多様な分野にわたっているため、生徒自身が自己の研究分野以外の生徒の研究に触
れることができることが大きな特徴であった。
ゼミ担当者 松井一夫（地歴科）

【論文タイトル一覧】
蛇の信仰－民衆の蛇に対する印象改善－
傷ついた心を癒す音楽の共通性
芸術的観点から見る簡易的なスチームパンクアイテムの自主制作
古典作品シューティングゲームの制作及びそれを用いた理解度強化
性犯罪と性教育の相関－どうして被害者を責めるのか－
日常系ライトノベルと一般小説における妹の描かれ方を比較する
グローバル化に対応できる環境作り－「外国にルーツを持つ生徒達に対する学習支援」－
キャッチコピーにおける短歌－チョコレート広告を事例に－
高校生の化粧に対する様々な批判的な意見の訳－明治時代、教育現場で積極的に取り入れられていた女学生
の化粧－
源氏物語と紅楼夢 ─理想の女性とは─
【講評】
「古典作品シューティングゲームの制作及びそれを用いた理解度強化」は、古典嫌いの高校生を減らすことを
目的とし、古典知識の習得を補助するゲームの作成をしている。このような目的に対して、これまでは古典漫
画が用いられることが多かったが、本生徒はゲームに注目し、目的を達成しようとしたアイデアが斬新で興味
深い。さらに、研究の正当性を証明するために丁寧に先行研究や関係資料を読み込んでいる点、ゲームを 1 人
で制作し完成させた点、適切な現代悟訳を文献や辞書を用いて自作している点など、努力の様が見られる卒業
研究であったことが評価できる。
「性犯罪と性教育の相関－どうして被害者を責めるのか－」は、日本における性犯罪の暗数を調査し、原因の
一端となっている社会風潮やその根源にある「教育」に注目し、
「日本の性教育」の歴史的変遷や国際的な「ジ
ェンダー」や「性教育」に関わるデータを集め考察を行った研究である。特に「性教育」の先進的な国の英語
資料を正確に分析できている点、全く質の異なる様々な資料を十分に活用し読み手を納得させる考察を行っ
ている点は高く評価できる。さらに、本生徒は SDGｓの 5『ジェンダー平等の実現』を意識し研究を進めてお
り、その内容も社会的な示唆に富んだものであるといえる。
「グローバル化に対応できる環境作り－『外国にルーツを持つ生徒達に対する学習支援』－」は、本人の体験
を元に、年々増加傾向にある「外国にルーツを持つ生徒」への適切な学習支援とは何かを研究したものである。
調査に当たっては、テーマに関わるデータを収集し分析・考察しただけではなく、自分にもできることはない
かと考えて中学「現代社会」の補助教材を作成している。実際に、この補助教材を見てもらい、外国にルーツ
を持つ生徒が日本語を学ぶ上で困難に感じる点を導き出すなど、学外での調査を丁寧に行っている点が評価
できる。さらに、本生徒は普段から日本語ボランティアに参加しており、高校生活で得た経験を生かしたテー
マ設定である点も、本校の「卒業研究」としてふさわしいものと考えている。
【所感】
本ゼミでは、中々テーマの決まらない生徒が数名いたが、面談を重ねるうちに自分の好きなことを研究するよ
うになった。面談で感じたのは、生徒は自分の興味や疑問が本当に研究になるのかどうか不安を抱いていると
いうことだ。そこで、ゼミ教員は自分の体験や研究の道筋を提示し「好きなこと」が立派な研究になることを
示す必要性を感じた。論文執筆に際しての指導が不足し考察で失速してしまった生徒や資料の収集が甘い生
徒がいたという反省点はあるが、全員が「研究」になるように新しい視点での考察を試みようとしている印象
を受けた。

ゼミ担当者

吉岡静（国語科）

【論文タイトル一覧】
①

ベトナム人技能実習生の労働問題の実態―日越友好関係に向けて―

②

持続可能なパーム油を―日本の消費者とパーム油の関係―

③

ベーシックインカムとは―フィンランドを事例に―

④

日本の今後の PBM についての考察

⑤

ムスリムフレンドリー食の対応の現状と課題

⑥

人工言語はなぜ廃れたのか―エスペラントの批判的検討―

⑦

日本の英語教育をどう改善するべきか―台湾、韓国、インドネシアそしてフィリピンの英語教育を日本

と比較する―
⑧

日本国憲法に込められた意思とは―GHQ 草案と憲法研究会草案の比較―

⑨

フィリピンで女性の社会進出を支える者は何か―ヤヤの存在とジェンダー政策―

【講評】
本ゼミが重視したことは、自らの研究テーマをディフェンスすることである。言い換えれば、生徒は先行研
究や統計データを駆使し、自らの研究テーマに取り組む社会的意義を説明することが求められた。たとえば、
論文④は日本において PBM（患者主体の輸血治療）が普及していないことを、先行研究やデータを用いて説
明し、海外の PBM の事例を日本に導入することの可能性について考察した。
加えて、本ゼミでは、できる範囲で自らの足を使ってデータを収集するように促した。その結果、9 人中 6
人の生徒が、何らかの形で学外での調査や活動に取り組むに至った。たとえば、論文①は、日本で就労中のベ
トナム人技能実習生に自力でアポイントメンを取り付け、インタビュー調査を実施することができた。また、
論文⑤は、東京都内にあるハラール認定レストランをすべて洗い出し、集中して立地している台東区役所に出
向き、ハラール認証を後押しする区の政策について調査した。加えて、論文⑨は、フィリピンで女性の社会進
出を支えているファクターを分析するルため、フィリピンに出向き、働く女性やヤヤというお手伝いさんを雇
っている家族にインタビューを試みた。いずれの調査も、先行研究や報道等では見落とされがちなことを発見
し、研究としての新規性をある程度達成することができたと評価している。
一方で、考察が不十分になった研究も散見される。たとえば、論文③はベーシックインカムという極めて今
日的なテーマで研究に取り組もうとしたが、先行事例がほぼ皆無に等しく、高校生が取り組む課題研究として
はテーマが広すぎた。また、論文⑦も、比較対象が台湾、韓国、インドネシア、フィリピン、そして日本の 5
つの国と地域であり、調査するには広範すぎたと思われる。従って、指導に当たっては、限られた時間の中で、
高校生が取り組む課題研究活動として適切なリサーチクエスチョンとテーマに絞り込んでいくためのガイダ
ンスが必要である。
【所感】
体裁として『アカデミック・スキルズ 大学生のための知的技法入門』
（慶應義塾大学出版会、2005 年）を活
用したことは、論文を書くという面において効果的であった。また、一部の生徒には小笠原喜康（2009）『新
版 大学生のためのレポート・論文術』
（講談社現代新書）も活用するように指導した。調査・研究は、最終的
にはプレゼンや論文というスタイルで集約される。もちろん、そこに至るまでのプロセスを指導することは極
めて重要であるが、それと同時に、最終成果物を重視することも忘れてはいけない。今後の課題研究活動にお
いても、問いを錬成し、調査し、その成果を論文というかたちで編成するための知的技法に関する指導が、大
切になってくる。
ゼミ担当者：吉田賢一（公民科）

【資料 3】1 学期「中間発表会」生徒用コメントシート

23期生 中間発表会
発表者氏名

コメントシート

発表者氏名

記述者氏名

コメント・應援メッセージ

記述者氏名

コメント・應援メッセージ

記述者氏名

コメント・應援メッセージ

※各発表について感想やアドバイスを書こう。自分の発表については書かなくてOK。
記述者氏名

評価の観点

先行研究・目的

コメント・應援メッセージ

先行研究・目的

研究方法・計画

評価の観点

研究方法・計画

発表者氏名

発表態度
記述者氏名

発表態度
発表者氏名

評価の観点

先行研究・目的

コメント・應援メッセージ

先行研究・目的

研究方法・計画

評価の観点

研究方法・計画

発表者氏名

発表態度
記述者氏名

発表態度
発表者氏名

先行研究・目的

評価の観点

先行研究・目的

研究方法・計画

コメント・應援メッセージ

研究方法・計画

発表態度

評価の観点

発表態度

【資料 4】2 学期「最終発表会」教員用評価シート

研究、統計等を用いているかどうか

①研究・活動・制作のテーマ：先行

卒研2018「最終発表」教員用評価シート

内容

ス1点とする（棒読み、PPTなし、な

分がある場合は、合計点からマイナ

口頭発表として明らかに不適切な部

③分析・考察・結論の妥当性

各5点 ②調査・活動内容・制作物の妥当性
（4）

発表
0点
ど）

メモ欄
2点以下の生徒については、その理由
をお書きください。

合計点

内容：観点①～③を総合評価する（基準点：4）①～③のうち突出して良い部分があれば加点、明らかに不十分な部分があれば減点。
発表：点数化はしない。明らかに不適切な部分があると認められる場合のみ、減点とする。

【資料 5】最終原稿ルーブリック

観点１：体裁

観点２

観点３

観点４

１

要約、章立て（目次）、参考
文献一覧が過不足なく書か 不足が見受けられる
れている。

4

過不足なく書かれている。

4

5

根拠を挙げて説明しようとし
複数のデータ、先行研究、
ているが、やや独善的な意 根拠を挙げて説明できてい 先行事例等を活用して効果
見が見受けられる。
る。
的に説明できている。

2

調査・制作・活動の背景（な
ぜ、その調査・制作・活動に
取り組むのか？）

自らの調査・制作・活動結 分析、考察結果に、先行研
果を分析し、その考察結果 究にはないオリジナルな観
は研究テーマに迫る上で妥 点が含まれている。
当な内容である。

先行研究や事例を活かし
ながら、調査・制作・活
動に取り組み、且つオリ
ジナルの視点も含まれて
いる。

調査・制作・活動内容が研 調査・制作・活動内容が研
究テーマにやや合致しない 究テーマを追求するうえで
部分がある。
妥当である。

自らの調査・制作・活動の
結果があるにも関わらず、
分析・考察が質・量ともにや
や不十分である。

調査・制作・活動の妥当性
（自らのテーマに沿う調査・
制作・活動になっていると認
めらるかどうか？）

分析・考察の妥当性（調査・
制作・活動結果の分析が、
研究テーマに合致している
かどうか？）

平成３０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･深澤孝之･今野良祐・
吉田賢一･吉岡昌悟･福田美紀･髙畑啓一・
吉岡

静・斉藤真吾・岩井香奈

本校では、11 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 期生が入学した。今後、本校の国際
教育活動がどのように動いていくか、総合学科と IB の双方の良さを融合させながらすすめていくことになる
が、今しばらく時間を要する。本稿では、本年度 2 回目を迎えた、第 2 回インドネシア日本高校生 SDGs ミー
ティングおよび、11 回目を迎えた海外卒業研究支援制度を中心に報告した。
キーワード

SGH 日本語 DP 国際教育

ESD（持続発展教育）

１．はじめに

SDGｓ WWL

1946 年に地元の農業高校として発足してか

筑波大学附属坂戸高等学校（以下「本校」）で

ら 70 年あまり、1994 年からは日本初発の総合

は、本校独自の取り組みである「国際的視野に

学科高校のパイオニアとして 20 年以上歩みを

立った卒業研究の支援プログラム」
、ブラジル、

重ね、平成 26 年度の SGH 指定後は、総合学科

タイ、カナダ、台湾、インドネシアなど各国か

を生かしたグローバル社会におけるキャリア教

らの留学生の受け入れ、ユネスコスクールへの

育の実践を積み重ねている。そしていよいよ、

加盟、学校設定教科「国際」とその科目の設置、

2018 年 4 月には、国際バカロレア日本語 DP の

そして本校が主催する「高校生国際 ESD シンポ

1 期生が入学した。

ジウム」などを通して、総合学科高校だからこ

2018 年度は SGH 指定の最終年度であった。

そ可能である多角的な国際教育のあり方を模索

ポスト SGH を考えながら、
「総合学科」＋「SGH」

しながら実践を積み重ねてきた。そして、これ

＋「IB」の学校運営の中で、国連持続開発目標

までの本校の実践の成果をベースとして、平成

SDGs を実現できる人材育成を目指し、筑坂（つ

26 年から 5 年間、文部科学省のスーパーグロー

くさか）の 2030 年の姿を考えながらの 2018 年

バルハイスクール校の指定を受けることになっ

度であった。本稿では、本年度、2 回目を迎えた

た。語学だけではなく、
「グローバル社会におい

ジャカルタにおける、第２回インドネシア日本

て、自分は社会と将来どのようにかかわり、平

高校生 SDGs ミーティングおよび、11 回目を迎

和で持続可能な社会を実現するために、自分は

えた海外卒業研究支援制度を中心に報告する。

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。

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
第 2 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 6 校、SGH 校 2 校が参加－
（2018 年 8 月 9 日
於：インドネシア政府環境林業省本庁ホール）

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、昨年度から、あら
たな取り組みとして、
「インドネシア日本高校生
SDGs ミーティング」を開始した。
2 回目となる本年度は、これまでの本校のイ
ンドネシアにおける実績から「日本インドネシ

２．第２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

ア国交樹立 60 周年記念事業」の 認定をうけ、
平成 30 年 8 月 9 日、昨年に引き続き中央ジャ

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

カルタにあるインドネシア政府環境林業省のホ
ールにおいて実施した。本大会でも、SDGｓは、
両国、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
て国を越えて機能した。
当日は、日本から本校、中部大学春日丘高等
学校の SGH2 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、南タンゲ
ラン第 2 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、ウムルクロ高等学
校の計 6 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、ポス
ターセッションも日本における大会と同様に行
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
海外で運営することができた。来年度は SGH の

指定が終了してしまうが、昨年度、本年度の海

CIS において「海外への渡航により卒業研究

外における 2 回の開催県警を何らかの形で活か

の深化が十分期待できるか」
「費用に問題はない

していきたい。

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 A の 1 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、本年度も渡航先

日イの高校生による SDGs 宣言

をアセアン＋２（中国・韓国）に限ることとし
３．「国際的視野に立った卒業研究の支援プロ

た。
４．生徒の変容について

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

SGH 指定最終年となり、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、

している）生徒に対し渡航費の援助を行うもので

詳細は本校の SGH 報告書に譲るが、文部科学省

ある。20 年度から 29 年度までの 10 年間で計 60

が SGH の成果指標にしている「卒業時における

名の生徒がこのプログラムに応募し、うち 19 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。

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

30 年度においては２年次生を対象に 2 回募集

かに３％であったが、とくに SGH 指定後に新設

した結果、のべで 6 名の生徒が応募した。なお、

した SG クラスは、英検 2 級取得者が大幅に増加

それぞれの生徒の研究テーマと応募理由は下記の

し、英検準 1 級合格者だけではなく 1 級合格者も

通りであった。

でた。さらに、CEFR も B1～B2 レベルも 80％に
達した。

希望渡航先

研究テーマ

シンガポー
A

持続可能なツーリズムに関する研究
ル
インドネシ

C

台湾

D

徒の変容も測定を開始している。附属学校群の国
際教育の成果が、学校群や国内にとどまらず、世

インドネシアの農村部の小学生を対象

B
ア

現在、本校だけではなく、国際連携協定校の生

とした環境教育プログラムの開発

界に波及していく様子もとらえていきたい。
本年度の研究大会では、卒業生のパネルディス

持続可能なツーリズムに関する研究

カッションを実施した。大学入学後に海外に留学

フィリピン

フェアトレードに関する研究

したり、国際交流基金の「日本語パートナーズ事

インドネシ

インドネシアの農村部の小学生を対象

業」により日本語教師として、タイ・インドネシ

とした環境教育プログラムの開発

ア等の国で日本語教師として活躍する卒業生もで

E
ア

ている。商社に就職し、海外での活動を開始する

シンガポー
F

海運に関する研究
ル

卒業生もいる。これらの先輩の活躍は、生徒の良

合学科」＋「SGH」＋「IB」の学校運営の中で、

きロールモデルであるといえる。今後、このよう

筑坂（つくさか）の良さを活かした、国際教育

な卒業生の追跡調査も含めて、生徒の変容をとら

を来年度以降も展開していきたい。

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
を積み重ねてきた。そして、2018 年 4 月から、
愛媛大学附属高校との連携による国際交流
国際バカロレア日本語 DP の 1 期生が入学した。
本校の国際教育は、これまでブラジル、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、

愛媛大附・本校・国際連携校合同ミーティング

第 7 回高校生国際 ESD シンポジウム・第 4 回全
国 SGH 校生徒成果発表会は本年度も満員の参加

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

企業連携例（アジアペーパーアンドパルプ社）

「高校生国際 ESD シンポジウム」などを通して、

※なお、SGH の平成 30 年度の内容は、第 5 年次

総合学科高校だからこそ可能である多角的な国

報告として別途まとめている。SGH の詳細につ

際教育のあり方を模索しながら実践を積み重ね

いては、そちらを参照ねがう。

てきた。
2019 年度からは 3 年間、WWL（ワールド・ワ
イド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事
業の拠点校として事業を担うこととなった。
「総

【資料】平成 30 年度 国際教育・ESD 活動一覧
月

内

容

４月

1 年次 SG クラス「グローバルパスポート」
（1 単位）開講

４月

タイから１名の留学生が来校（８カ月）

６月

「関東甲信越北陸地区ＳＧＨ高校課題研究発表会（北陸新幹線サミット）
」へ生徒１７名参加

６月

AIMS プログラム筑波大学留学生３４名来校・１・２年次生と交流

６月

さくらサイエンスプラン・ハイスクールプログラムでインドネシア高校生来校

６月

フィリピン、インドネシアの姉妹校に１年間留学していた 2 名が帰国

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

７月

3 年生２名が姉妹校ボゴール農科大学附属コルニタ高校に 1 年留学へ

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

１年生１名がアメリカ高校に 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

8月

第２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

国際フィールドワーク入門（黒姫高原）実施

8月

教員 2 名が海外校外学習視察・現地打ち合わせでバンクーバーに渡航

９月

台湾・デンマークから２名の留学生が来校（１年間）

教員１名参加

生徒７名教員２名参加

生徒 29 名、教員 3 名、筑波大学留学生 2 名参加

10 月

姉妹校コルニタ高校から７名の留学生が来校（３週間）

10 月

福井県立高志高等学校生徒 25 名、教員２名来校

10 月

京畿外国語高等学校生徒５５名、教員 5 名来校

10 月

インドネシア・アルファセンタウリ高校

11 月

台湾・小港高級中学

11 月

インドネシア・フィリピン・タイより生徒１１名・教員５名ホームステイ受け入れ

11 月

第７回高校生国際 ESD シンポジウムを開催

11 月

第４回 SGH 生徒成果発表会開催

12 月

SGH 全国高校生フォーラムにて３年生１名がポスター発表

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２２名、教員４名が来校

生徒１１名、教員２名が来校

海外校・SGH 校 20 校によるポスターセッション

生徒４名、教員１名が来校

1月

東京学芸大学主催 SSH/SGH 課題研究成果発表会

生徒８名、教員１名参加

１月

タイ・カセサート大学附属高校カンペンセン校舎

２月

第５回 SGH 研究大会・第 2２回総合学科研究大会を開催

２月

関東地方 ESD 活動支援センター 地域意見交換会 in 埼玉 2019 を開催

３月

1 年次海外校外学習（カナダ・バンクーバー）実施

３月

「国際的な視野に立った卒業研究支援 P」

教員 2 名訪問・研究協議

生徒１名・教員２名がシンガポール渡航
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