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令和元年度「産業社会と人間」実践報告
「産業社会と人間」委員会

渋木陽介・中井 毅・粟飯原匡伸・塚原康介
後藤巻子・浅野理就・髙畑啓一・古家幸瑛

産業社会と人間は、総合学科の原則履修科目である。生徒は、様々な人やものとの出会いや体験学習などを
通して、自己の生き方について探究する。本年度は、
「産業社会と人間」の 3 つの柱を見直し、スタディスキ
ルズの修得を目的とした学習を各教科で行った。さらに、入学直後に実施するコミュニケーションキャンプの
研修地の変更、7 月の阿賀町校外学習の新設といった新たな取り組みを行っている。本稿では、それらを含め
た本年度の実践を報告する。
キーワード

キャリア教育、グローカル、課題解決、社会課題

Ⅰ．はじめに
総合学科の原則履修科目である「産業社会と人間」
（以下、
産社）は、自己の生き方の探究を通して、望ましい勤労観
や職業感の育成、進路を選択する際に必要な能力と態度を
養い、豊かな社会を築くために積極的に寄与する意欲や態
度を育成することをねらいとしている。このねらいを達成
するため、各学校の特色を生かしながら地域との連携を図
り、見学や調査研究などの体験的な活動を取り入れた学習
を実施している。これらの学習は、本校の 3 年次必履修科
目である「卒業研究」の素地となるとともに、自らの進路
等を考慮した科目選択にも大きな役割を果たしている。
昨年度までの「産社」は、主に「自己・他者理解」
「職業・
学問を知る」
「履修計画」の 3 つの柱に整理されていた（図
1）
。そこでは、生徒は自己の在り方や生き方について考え、
バックキャスティング的な思考で履修計画が作成され、学

図 1 昨年度までの産業社会と人間のイメージ

びに対して積極的で主体的な姿勢を身につけていた。しか
しながら、昨年度は、スタディスキルズの修得を目的とし
た科目『キャリアデザイン』
（2 単位）の廃止により、
「産
社」の中にその内容が組み込まれ、生徒への課題量の増加、
計画の段階で単元が混在し生徒の目的意識の醸成が阻ま
れたという課題が残った（今野良祐 他、2019、p.20）
。こ
のようなことから、本年度は、
「産社」の目的や内容を 1 年
次必修科目担当教員（
「グローバルライフ」
「国語総合」等）
と共有し、レポートの書き方や文献の検索方法、グループ
ワークなど、スタディスキルズの修得を目的とした学習を
各教科で行った。それに伴い、
「産社」の 3 つの柱を「自分
を知る」
「地域(ローカル)を知る」
「世界(グローバル)を知る」
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に見直した（図 2）
。
図 2 本年度の産社のイメージ

Ⅱ．本年度の年間計画

「何を学ぶかどう生きるか」の活動として阿賀町校外学

本年度は、見直した 3 つの柱を軸とし、
「自分をみつめ

習を新たに導入し、地域のボランティア活動の推進に力を

る」
「何を学ぶかどう生きるか」
「社会の中で生きていくと

入れた。
「社会の中で生きていくということ」では、各体験

いうこと」
「社会の中でどう生きていくか」の 4 つの単元

活動や講演のふりかえりによる生徒の気づきを重要視し、

で年間計画を作成した（表 1）
。

科目選択を支援した。
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表 1 令和元年度「産社」年間計画

「社会の中でどう生きていくか」の活動として、昨年度

将来の進路選択、職業選択を視野に入れながら、自ら何

までカナダで実施していた校外学習を、インドネシア、タ

をすべきか考え行動し、その経験から得た学びを次の行動

イ、シンガポール・マレーシアの 3 コースから行先を選択

に活かしていく力、つまり「経験を学びに変える力」を育

する校外学習に変更した。これらの事前学習や事後学習を

む。そして、総合学科における生活・学習体制を学び「生

充実させ、
「人間関係形成・社会形成能力」
「自己理解・自

徒たち自身の気づきから生まれる学び」
「生徒たち同士の

己管理力」
「課題対応能力」
「キャリアプランニング能力」

関わり合いから生まれる学び」という基本姿勢を理解する。

といった「基礎的・汎用的能力」の育成に努めた。以降の
章では、
「産社」の各実践を報告する。なお、本年度の年間
計画では、昨年度まで実施してきた特別支援学校への訪問、

３）活動内容
昨年度までは 3 泊 4 日の活動であったが、本年度は 2 泊

職場体験、ヒアリングを廃止し、さらにライフプランの作

3 日と変更した（表 2）
。1 日目の午後、2 日目の全日、3 日

成及び発表を LHR に移行している。

目の午前がマーベラスに委託したプログラムである。
表 2 本年度の活動内容：計画時

Ⅲ．実践報告
１．自分をみつめる
（1）コミュニケーションキャンプ

1 日目

１）概要
新入生のコミュニケーションキャンプは、
昨年度まで 17

2 日目

年間にわたり長野県信濃町黒姫高原にて実施してきた。例
年、入学式翌日から実施し、プロジェクトアドベンチャー

3 日目

（以下、PA）
、マウンテンバイク、トレッキングなどの活

時間

プログラム

午前

移動・自己紹介

午後

アイスブレイク

午前
午後

野外アクティビティ

午前

野外アクティビティ

午後

移動・帰宅

動を通して、高校での学ぶ姿勢の認知や友達作りなどで一

1 日目は、研修地までの移動のバス車内で、事前にしお

定の成果を上げてきた。しかし、本校の教員のみで「経験

りに書き込んだメモに基づいて自己紹介を行った。研修地

→省察→概念化→実践」という「経験学習モデル」理論に

到着後の午後、全体を 7 つのグループに分け、室内の会場

当てはめた学習を計画するには多大な労力がかかってい

で活動を行った。内容はヘリウムリングや旗作りなどであ

た。そこで、本年度は効率的かつ効果的なコミュニケーシ

る（図 3）
。

ョンキャンプの実現を目的とし、外部業者と協働して新た
な内容を計画した。研修地を栃木県那須町に変更し、宿泊
施設は「サンバレー那須」とした。また、PA も外部業者
MARVELLOUS LABO Inc.（以下、マーベラス）に委託
した。
２）目的

図 3 ヘリウムリング（左）と旗作り（右）の様子

今回の研修全体の目標は、以下の 2 点である。教員は、
この目標を達成するプログラムを通して、生徒の身体の動

2 日目は降雪のため、マーベラスの施設での野外活動は

き、社会性、コミュニケーション、興味・関心、心理的安

中止となった。代わりに、宿泊施設内で 3 種類の活動をロ

定などを把握する。

ーテーションで行った。活動の中には、ブラインド体験な

①新しく知り合った新入生 158 名の仲間との友情を培う

ども含まれていた。3 日目は、午前にマーベラス様の施設

様々な個性を持った友人とのふれあいの中で、自分を磨
き、心の幅を広げ、共に生きることを学ぶ。これらを通し

を活用し野外活動を行った。生徒同士の協働が求められる、
「ウォール」と呼ばれるアクティビティを行った（図 4）
。

て、
「みんなにとって居心地が良く、一人一人の違いが受け
入れられるクラス・学年・学校」
「自分たちの力で、目標と
する自らの姿に向かっていけるクラス・学年・学校」を目
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標に掲げた集団となる。
②総合学科における学習姿勢について学ぶ
図 4 ブラインド体験（左）と「ウォール」
（右）の様子

４）成果・振り返り
入学式直後だったため、教員自身が生徒を理解する良い
機会となった。また、クラスを越えた友人関係、多くの人
とのコミュニケーションの大切さを理解させることがで
きた。5 月に実施した体育祭に向けての取り組みや様々な
授業のグループワークで、この経験が大いに役立ったと思
われる。
一方、
初めての PA 中心の取り組みになったため、
教員自身が PA を理解し、どういった点に注目して生徒を
観察すればより生徒理解に努めることができるか、観察方

う旨のふりかえりが多かった。特に、種子が赤く染色され

法についての課題が残った。

ていることに疑問を持った生徒が教員に質問し、その理由

従来のコミュニケーションキャンプでは、
「本校での学び

が農家の高齢化により種子を見やすくするために染色す

について」
「科目の履修・習得について」
「産社の取り組み

る必要が出てきたとものであるというやりとりから、考え

の基礎」
「時間を守る大切さ」
「話を聞く態度」
「学習態度」

て実行する必要性を感じたという感想が多くみられた。
疑
図 5 播種実習の様子

「教員団の意図」などの学校生活に対するガイダンスの機

問が学びのスタートになること、その疑問を共有すること

能があったが、今回はそれらをコミュニケーションキャン

が学び合いを行う上で重要であることを実感する良い機

プが終わった後日のオリエンテーションで実施した。それ

会となった。収穫の日は、栽培の面白さや収穫の喜びを感

らの影響が現在の生徒にどう影響があったのかは定かで

じるだけでなく、班ごとの管理の結果が生長にはっきりと

はないが、コミュニケーションキャンプの日程の中で、本

現れたことから、自分の行動や班としての活動を振り返る

校での生活の心構えや総合学科における学習姿勢などに

機会にもなった。

関する講義など、本校教員による生徒への働きかけができ
る時間を設けたほうが良いという意見もある。それらにつ

２．何を学ぶかどう生きるか

いては今後、議論を重ねていきたい。

（1）協働のためのアンガーマネジメント
阿賀町校外学習、ASEAN 校外学習の効果を最大限に発

（2）産社菜園

揮させるためには、生徒同士のグループ学習が円滑に行う

産社菜園は、
「コミュニケーションキャンプで養った協

ことが重要である。生徒たちが、改めて他者とのコミュニ

働する力を発揮すること」
「農体験を通して、阿賀町校外学

ケーションや自己感情のコントロールの方法を知識とし

習で農山村について考えるための知見を得ること」を目標

て獲得することで、効率的にグループ学習ができることを

に実施した。畑作業を通して食物の大切さと喜びを感じる

期待した。そこで、本校スクールカウンセラー藤生先生に

ことはもちろんのこと、作物の生育調査を通して、学校生

よる講演会を実施した。藤生先生の講演内容は次の 3 点で

活での自分の変化と植物の生長を照らし合わせ、これから

あった。

の学校生活に向けて自分を振り返ることも期待した。

・人のスキルには測定可能であるハードスキルと、測定で

本年度は、1 班 5 名のグループでスウィートコーンの栽
培を行った。授業の中で行ったことは、4 月の播種、5 月

きないソフトスキルがあること。そしてそれらの２つの
両方を持つことが重要であること。

の LHR での間引き、7 月の収穫のみである（図 5）
。教員

・今後のグループ学習を円滑に進めるためには、協働とコ

からの指導は適宜入るが、その他の管理については生徒た

ミュニケーションを伸ばす道筋を理解し、レベルを上げ

ちの自主性および班のチームワークに任されており、班内

る努力が重要であること。

でコミュニケーションと取って水やり等の当番を決め、そ

・コラボレーションとコミュニケーションの土台にはそれ

は土寄せをし、猛暑で雑草の伸びは早く、生徒たちは作物

話をしているとふりかえることができた」
「コラボレーシ

の生長に一喜一憂しながら共に 1 学期を過ごした。生徒の

ョンやコミュニケーションの質が向上する努力をしよう」

ふりかえりレポートには、
「ただ行う」のではなく、常に色

と述べる生徒が多くいた。そして、なによりも、この講話

んな事に疑問を持ち「考えて実行する」
「考えながら実行す

を実施したことで、教員と生徒がソフトスキルの重要性を

る」ことが大事だということが実習を通して分かったとい
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の結果が生長や収穫量に現れることとなる。特に本年度は、 ら基本となるのは「傾聴」であること。
気象の影響を大きく受けた。台風の影響で苗が倒れたとき
生徒のふりかえりレポートには、
「感情に任せてばかり

共有することができた。
「産社」の授業のみならず、様々な

歩である。

授業や特別活動の中で、相手も自分も大切にするアサーシ

これらから、生徒らは、
「障がい理解」のみならず、主体

ョントレーニング（自分も相手も大切にした自己表現を身

的かつ積極的に他者と関り行動する重要性を理解するこ

につけていくためのトレーニング）を意識させやすくなっ

とができた。夏休みのボランティア先の方々から、本校の

たことの効果は大きいのではないだろうか。

生徒の活動が指示待ちではなく積極的かつ主体的であっ

①コラボレーションを伸ばす道筋
レベル 1：自分ですべてを仕切る
レベル 2：横並びで勝手に進める
レベル 3：やりとりしながら進める
レベル 4：それぞれの強みを活かして弱みを補う
②コミュニケーションを伸ばす道筋
レベル 1：感情のままに行動する
レベル 2：一方通行でおしゃべりする
レベル 3：対話して他者を思い、考えを理解する
レベル 4：対話により互いが満足するストーリーを作る
（授業プリント抜粋）

たという高い評価を頂いたことは、この講演があったこと
が大きいと思われる。本講演会は坂戸市福祉教育推進事業
助成金で実施することができた。坂戸市福祉協議会に感謝
する。
（3）一般社団法人 fora による「キャリアゼミ」の実施
2019 年 4 月 19 日から実施した 26 期生の入学後はじめ
ての進路調査では、生徒の希望する進路は、大学 66.3％、
短期大学 2.2％、専門学校 12.7％、就職・その他 2.8％、未
定・未回答 16.0％だった。しかし、希望する学校学部学科
名もしくは職種について問うと、63 人（39.9％）の生徒が
決まっていないことがわかった。
「また、大学そのものを知
らず、具体的に大学での学びをイメージできていない生徒
も多くいた。

地域の課題を理解するためには、生徒が主体的、積極的

夏季休業前に、高校卒業後の進路について考える場を作
り、そうした進路に対する問題を積極的に解消するために、

に課題にアプローチすることが重要である。ボランティア

「何を学ぶかどう生きるか」の単元において、(株)リクル

を行うことで、生徒は地域の方々との交流を通して地域の

ートマーケティングパートナーズからの紹介を受け、一般

活性化へ関り、それと同時に、その地域の現状を理解する

社団法人 fora による「キャリアゼミ」プログラムを実施し

良い機会となる。この経験から、総合学科の専門科目への

た。
「キャリアゼミ」では、法人スタッフ 2 名、運営スタッ

関心を高め、さらに発展した学習へと展開していくことを

フを含めた大学生 9 名（慶應義塾大学、国際基督教大学、

期待している。そこで、坂戸市社会福祉協議会の吉田真由

上智大学、中央大学、東京大学、東京理科大学、早稲田大

美先生、盲導犬ユーザーの井出茂樹先生、盲導犬ロンドに

学など）が来校し、大学生それぞれが以下の 3 つのテーマ

よる講演会を実施した。吉田先生には、坂戸市で夏休みに

について話した。生徒は、それぞれの興味のある大学生の

行われる高校生向けのボランティアを紹介していただい

ブースを 3 カ所選び、
「先輩」の話を聞いた。

た。また、井出先生には障がい、福祉、バリアフリー、ボ

【テーマ】

ランティア、人権、道徳等について盲導犬ユーザーの経験

1．各大学生の学問分野選択の理由：なぜその学問分野への

から、生徒らに大変わかりやすく講演していただいた。ロ
ンドには盲導犬の賢さと仕事内容を実践して頂いた。生徒
らのふりかえりレポートから特に印象に残っていると判
断できる講演内容は以下の 2 点である。
・日本人はボランティアやバリアフリーが苦手である。そ

進学を選んだのか
2．各分野で学ぶことのできる内容の説明：どんなことが学
べるのかを実際の学生生活を交えながら
3．今、学んでいることの有意義さ／将来との接続性：各学
問分野の意義、今後のライフプラン

れは、行動のパターンが「知る」
「覚える」
「考える」
「動

来校した大学生の学問分野は、土木工学、数学、文化人

く」という順番だからである。ボランティアに積極的に

類学、社会学（芸術学）
、情報学、スポーツ科学で、大学生

なるには「知る」
「覚える」
「動く」
「考える」というパタ

それぞれが大学で学んでいることを中心に、その学問の魅

ーンに変えるため「ともかくうごこう（知覚動考）
」を合

力を「先輩」目線で伝えていたのが印象的であった。なお

言葉にしていこう。

その後、生徒 1 人 1 校以上の大学等のオープンキャンパス

・福祉の思いやり算「＋（たすける）－（ひきうける）×（こ
えをかける）÷（いたわる）
」ことがバリアフリーの第一

訪問を、夏季休業中の宿題とした。
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（2）坂戸市の地域課題を知る

（4）阿賀町校外学習
１）概要

２）目的

期間：2019 年 7 月 16 日（火）～19 日（金）3 泊 4 日

阿賀町校外学習の目的は、以下の 3 つである。

場所：新潟県阿賀町周辺

・首都圏に住む生徒の日常からかけ離れた生活（食生活、

宿泊：1 日目～2 日目 阿賀町民泊、3 日目 ホテル角神泊

住環境、文化など）を体験する。
・異なる文化や考え方に触れることによって他者を理解す
る意識を養う。
・社会の課題先進地域の阿賀町で、地域の課題を見る、学
ぶ、体験する。

３）日程
７/１６
（火）
７:４５

本校出発

１２:１５

阿賀町到着

１３:００

開村式

阿賀町文化福祉会館
① 本校副校長あいさつ
② 阿賀町町長講演 神田一秋 氏
③ 諸連絡

１４:１５

ガイダンス

あがのがわ環境学舎３日目プログラムに関する事前講
義

１５:３０
１５:４５

一般社団法人あがのがわ環境学舎 山崎 陽 氏
民泊諸注意

１６:１５

民泊班の再確認、民泊時の注意点
民泊先へ向かう

７/１７
（水）
８:００

集合

民泊先から拠点集合（阿賀町津川 B＆G 海洋センター）

１０:００

アクティビテ

班別アクティビティのテーマ

ィ開始

Ａ 阿賀黎明中学校・高校 交流会
Ｂ 阿賀町職場体験 地域貢献活動をしよう

１６:００
１７:００

Ｃ 地域創生について考える 地域おこし隊との交流
終了

その後、各民先へ向かう

０８:２５

集合

民泊先から拠点集合（阿賀町津川 B＆G 海洋センター）

０８:５０

スタディプロ

あがのがわ環境学習ツアープログラム

グラム開始

①旧昭和電工(株)鹿瀬工場の光と影をたどるプログラム

７/１８
（木）

②現在の排水処理を視察するプログラム
１３:００

振り返り

グループごとに発表のためのポスター作成
協力：新潟大学

１６:３０

発表会

ポスター発表

閉村式

阿賀町観光協会 大堀洋之 氏
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７/１９
（金）
７:４５

３．社会の中で生きていくということ

とした。

（1）NPO 法人 SET による社会人講話

・大学の講義や研究施設の見学を通して「大学での学びと

本年度から、
「産社」のデザインを大幅に変更し、筑波大

は何か」を考え、これからの自身の進路選択に役立てる。

学附属の特別支援学校等との交流会をやめ、それに代替す

・学術研究の場としての大学を俯瞰し、T-GAP や卒業研究

るものとして、坂戸市社会福祉協議会等が実施している

等の課題研究活動に必要な探究的学習スキルの素地を

『夏！体験ボランティア』等のボランティア活動に参加す

養う。

ることを夏季休業の宿題とした。ねらいとしては、従来の
福祉体験を課外で実施したかったことと、地域にあるボラ

・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。

ンティア活動や社会貢献活動を生徒に知ってほしかった
からである。そこで夏季休業後、単元「社会の中で生きて

２）事前指導

いくということ」で、NPO 法人 SET から石渡博之氏をお

実施約 1 か月前、
「産社」の授業内で大学見学の事前指

招きして「地域社会に生きる」をテーマに講演をしていた

導を行った。ここでは、筑波大学の概要や訪問施設の説明

だいた。NPO 法人 SET は、2011 年に発生した東日本大

を行い、筑波大学 OB（本校勤務教員）による講演も実施

震災をきっかけに設立され、岩手県陸前高田市広田町を拠

した。事前指導を受けて、模擬授業体験講座や見学施設の

点に、市や地域住民とともに、
「まちづくり」と「ひとづく

一覧を提示し、生徒の選択希望を募った。できる限り生徒

り」に継続的に取り組んでいる団体である。

の希望通りになるよう班編成をおこなった。さらに、生徒

講演内容は、NPO 法人 SET の活動である中高生のキャ

は体験授業・施設への質問をそれぞれ 3 つ考え、それらを

リア教育プログラム「高田と僕らの未来開拓事業」
、地域ら

教員が集約し、大学各部局の担当者へ送付した。以下に、

しさを活かしたツーリズム「民泊事業」
、大学生の地域イン

模擬授業体験講座 1「乳利用の歴史から見る日本と社会」

ターン「Change Maker Study Program」などを、どうい

担当講師への質問例を示す。なお、例示は原文をそのまま

った理念のもと、どのようにして地域住民の理解を得なが

表示している。

ら進めてきたのかを「広田町愛」をほとばしらせながら語

（講座 1 への質問より抜粋）

るものであった。生徒は、7 月の阿賀町校外学習を通して

・乳利用は今と昔でどのように変わったのか

人口減少などの地域の課題について学んだ一方、地方が持

・今ではない、昔の乳利用等はあるのか

つ大きな魅力についても理解していた。講演の最後に石渡

・日本と世界それぞれで乳利用に大きな差はあるのか

氏が語った「地方は人が減っているから可能性がないので

・日本人が牛乳を飲むようになったのはいつ頃からですか

はなく、人口増加で失われた、人とのつながりを取り戻し、

・乳製品はいつごろ日本に入ってきたものですか

自分たちの生きる社会を大切にできる可能性に溢れてい

・もしも日本に牛乳が入ってこなかった場合、牛乳の代わ

る場所です」を生徒たちはどのように聞いただろうか。

りに何が主流に使われていると思いますか。
・なぜ乳利用について調べているのですか

（2）筑波大学見学

・乳利用の歴史が日本と社会にどうして関わりがあると思

１）目的

ったのですか

筑波大学見学は、大学での学びを体感することを目的と

・乳利用からわかる日本の今は？

し、
「産社」で例年実施している行事である。本年度は、2

・なぜ欧米化が浸透したのですか

年次以降の科目選択を 1 か月後に控えた 10 月末に実施し

・奈良時代にはもう放牧したのですか

た。入学以来、コミュニケーションキャンプや阿賀町校外

（以下略 質問は計 50 程度）

学習、
「産社」の授業をはじめ、さまざまな場面で、生徒た
来を意識して学ぶ生徒がいる一方、自分の興味や関心を、

３）内容
筑波大学見学は、終日行われた。内容は、以下の 3 つで

学びや進路に結び付ることができない生徒も少なくない。

ある。

そこで、自分たちの近未来にある大学の学びを体験し、直

①本校卒業生による全体講話

前に迫った科目選択を意識させるために、この時期に実施
することとした。
今年の筑波大学見学の目的は、前年を踏襲し以下の 3 つ

筑波大学教員でもある本校校長からの挨拶の後、本校卒
業生から講話をいただいた（図 6）
。
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ちは総合学科の基盤となる学びを経験してきた。自らの将

表 4 見学施設一覧（上）と訪問研究室一覧（下）
No.
１

図 6 卒業生の講話

施設名
生存ダイナミックス研究（TARA）センター

２

プラズマ研究センター

３

体育総合実験棟（SPEC）

４

中央図書館

No.

研究室名

１

土壌化学研究室

「もともと大学志望でなかった自分が、大学見学などを

２

天然物化学研究室

通じて大学志望に変わった」など、高校時代の体験談をい

３

農産食品加工研究室

ただいたほか、大学生活のお話、生徒たちを激励する話な

４

応用生物科学研究室

どをうかがった。生徒たちは、高校での学びが大学へつな
がること、今の努力が将来につながることを感じられたよ
うである。
②大学教員による模擬授業体験
今年度の模擬授業体験講座は、筑波大学教育推進部社会
連携課に打診し、本校の科目群を考慮して講座内容を設定
した（表 3）
。なお、生活・人間科学科目群に関係する社会
福祉の講座も希望したが、曜日の問題で対応できる講座が
なく実施できなかった。
表 3 模擬授業体験講座一覧
No.

講座名

１

乳利用の歴史から見る日本と社会

２

フィールドワークからみえる災害と文化

３
４
５
６
７
８

国際政治の見方
グローバル時代の教育課題
－移動する子どもへの対応－
生物の不思議『なんでだろう？』を
化学する
マイクロプラスチックス問題を
理解するために必要なこと
水災害と気候変動適応
コンピュータで作る人工社会

図 7 施設・研究室訪問の様子
見学会終了後、生徒は事後課題として、
「大学での学びと
は何か」と題する 800 字程度のレポートと各体験授業・各
施設を担当した先生方への礼状を作成した。これらは、先
生方へ全て送付している。以下、生徒が記述した模擬授業
に対するお礼状から感想等を抜粋する。
（生徒礼状より抜粋）
・乳利用の歴史がとても興味深く、その他の食品であって
も遡ってみると色々な歴史があるのだと思い、知りたい
と思いました。今ある全てのものには「なぜこうなった
のか」という意味があるのだと分かりました。私はまだ
本当にやりたいことが見つかっていないけれど、大学に
は自分の興味のあることを究めて研究している先生方
がたくさん居るので刺激を受けることが多く、自分が本
当にやりたいことが見つけられると思いました。大学に
行くのがとても楽しみになりました。
（No.1「乳利用の歴史から見る日本と社会」受講；女子）
・私は将来について考えると文系より理系の道に進んだ方
が選択肢が増えると考えていたのですが、私自身、理系

今年度も、多数の施設・研究室を見学させていただいた

の分野よりも文系の分野の方が興味があり悩んでいた

（表 4）
。生徒はまず、施設見学か研究室見学かを選択し、

ので、文系側の視点も社会には重要というお話を聞けて

研究室見学を選択したものは 2 か所の研究室を見学した。

良かったです。

2 年次からの科目選択の希望に沿った研究室を訪問する生
徒が大半であったが、なかには「このような機会でないと
見れない」と、あえて 2 年次から選択しない分野を見学す
る生徒もいた（図 7）
。

（No.2「フィールドワークからみえる災害と文化」受講：
女子）
・災害が起こるプロセスに自然よりも人の営みが大きく関
わっているということが分かりました。家の形、習慣、
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③研究施設見学・研究室訪問

その土地の人々の言い伝えや経験など、そこに住む人の

科の特色の一つとして、幅広い選択科目の中から生徒が自

生活によって、全く違う災害が起こることがある。そも

分の興味・関心、進路等に応じて科目を選択し学ぶことが

そも災害の定義が違うことがあって「人が作る文化」と

できることがあげられる。これは、生徒の個性をいかした

いうものの影響力の強さを感じました。災害というと科

主体的な学習を重視したものである。一方で、本校では 1

学分野という印象を強く持っていたので、文化というこ

年次のうちに 2 年次、3 年次の履修科目を選択しなくては

とがこんなに多面的に関わっているなんてとても新鮮

ならず、入学直後の生徒からは、進路についてじっくりと

でした。

考える時間がもっと必要という声もある。生徒が将来の進

（No.2「フィールドワークからみえる災害と文化」受講；
男子）

路について十分に考える機会が無いまま科目選択を迫ら
れることを避けるため、ガイダンスの機能の充実が重要と

・高校での授業と異なり、より実社会に結びついた学びが

なる。ガイダンスの機能とは、学校生活への適応、好まし

できるのが大学での学びなのだと、講義を通じて感じま

い人間関係の形成、生徒が主体的な選択やよりよい意思決

した。授業の最中も与えられたデータを自分の中で処理

定ができるよう、適切な情報提供や案内・説明、活動体験、

しつつ考えていかなくてはならないのも大学の授業な

相談活動などを学校として進めていくことを指している

のかなと思います。より速く情報を自らの思考につなげ

（文部科学省、2018）
。これは、学校の様々な場面で発揮

ていかなくてはならないのだと実感しました。

される機能であるが、特に「産社」においては、既述であ

（No.4「グローバル時代の教育課題－移動する子どもへの
対応」受講；女子）
・昔からの慣習といったものと科学との関わりを自分でも
調べて、研究してみたいと思いました。今回の授業で

るコミュケーションキャンプや産社菜園、阿賀町校外学習、
筑波大学見学などが活動体験にあたる。ここでは、上記以
外の「産社」におけるガイダンスの機能に関わる実践報告
を行う。

色々なことを知ったので、もっと詳しく調べて「知って
いる状態」から「説明までできる状態」まで理解を深め

１）科目群ガイダンスと教科別ガイダンス

て自分の知識として活用できるようにしていきたいと

本校は、多彩な選択科目を開設し、それらを『生物資源・

思います。自分は将来、生物学系の大学に行こうと思っ

環境科学』
『工学システム・情報』
『生活・人間科学』
『人文

ているので、今回学んだことも活かして頑張ろうと思い

社会・コミュニケーション』の 4 つの科目群に配置してい

ます。

る。生徒は、自分の興味・関心や進路に応じて、2 年次か

（No.5「生物の不思議『なんでだろう？』を化学する」受
講：女子）

ら属する科目群と履修科目を選択する。そのための情報提
供や案内・説明として、科目群ガイダンスと教科別ガイダ

・マルチエージェントシステムを用いた実験は個々が行う

ンスを実施した。科目群ガイダンスは 2 時間確保し、各科

動作から相互作用が生まれ、最終的にその全体がひとつ

目群主任からそれぞれの科目群の学びの特徴や主な進路

の現象を創発する結果を見てメカニズムを明らかにし

先、科目を選択する際の注意点（履修条件など）の説明が

ていると話されていたが、その中に感情を組み込むとき

あり、質疑応答の時間を設けた。教科別ガイダンスも 2 時

にはどのようなプログラムを入れているのか気になっ

間確保し、そのうちの 1 時間で専門科目の説明、残りの 1

た。
（中略）実験の中で特に興味をそそられたのはシェリ

時間で一般科目の説明を行った。ここでは、科目内容の説

ングの分居モデルのもので、最低値を６０％としている

明や履修上の注意点、1 年次中に取り組んでおいた方がい

のにもかかわらず、結果として９５％ほどの満足度でな

いことなどの助言をいただいた。

いと安定しないのは少し人間の建て前と本音の部分を
見ているようで面白かった。
（No.8「コンピュータで作る人工社会」受講：男子

２）科目群授業見学
時間割を作成する際、できるだけ具体的に科目をイメー
ジできることが必要であるが、既述のガイダンスだけでは
十分とは言えない。特に専門科目に関しては、授業をイメ
ージすることは困難であろう。そこで本年度は、2 年次の

総合学科は、普通教育と専門教育を総合的に施す学科と

科目群選択科目の授業見学を実施した（表 5）
。授業見学は

して、平成 6 年度に新たな学科として設置された。総合学

2 時間確保し、2 時間続けて同じ科目を見学しても、1 時間
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（3）科目選択

ずつ違う科目を見学してもいいこととした。

〇国際連携協定校との関係性も SGH の終了とともに終わ
ると、これまでの継続性が担保されない。

表 5 見学対象科目・教科

〇複数年の探求学習機会を、大学が求めるレベルで保証す

科目名

教科

る必要性があるが、160 名一括の活動では観光重視にな

農と環境Ⅰ

農業

り実現が難しい。

産業電子技術

工業

プログラミング技術Ａ

工業

生活と福祉

家庭

ASEANを中心とした新しい校外学習を検討した。
その際、

福祉入門

福祉

生徒が以下の 3 つの力をつけることを目標とした。

簿記

商業

ことばと文化

国語

上記の問題を解決するとともに、これまでの実績をベー
スに3年間を通した課題研究活動を実現することを目指し、

・国際協働力の基礎
国際協働力とは、バックグラウンドの違う人たちとチ
ームを組んでプロジェクトを実施できる力と換言できる。
生徒らが成人して社会で活躍する頃には、グローバル化

３）今後の課題

の進展や技術革新により、社会構造や雇用環境が大きく

時間割作成に対しての支援に関しては、上記の他、担任

変化していることが予測される。こうした状況の下で、

による二者面談や 2 年生 3 年生による相談会、保護者の協

生徒全員が海外での経験やグローバル課題に触れる必要

力が大きな役割を担っている。今年度は、コミュニケーシ

がある。

ョンキャンプの変更や阿賀町校外学習の新設、海外校外学
習の変更等があったが、学校単位での新しい取り組みは今

・双方向のコミュニケーション力とそのための聞ききる力
の基礎

後もさらに増えることが想定される。こうした状況で、ど

意見を言い合うだけでは真の意味でのコミュニケーシ

の取り組みがどのように科目選択（進路選択）に影響を与

ョン力とは言えない。生徒は、双方向で相手に寄り添っ

えているのかを調査する必要があるだろう。調査結果から、

て話を聞く力（本当の Input）を身に付ける必要がある。

「産社」のより効果的な年間計画を実現しなくてはならな
い。

・自分で考え自分で決める力の基礎
現代では、様々な情報をテレビやインターネットなど
で簡単に得ることができるが、それらの情報は必ずしも

４．社会の中でどう生きていくか

正しい情報とは限らない。与えられた情報を無批判に受

（1）ASEAN 校外学習

け入れるのではなく、自分が納得いくまで調べるなどし

昨年度までの 1 年次のカナダ校外学習は、
「できるだけ

て、批判的に物事を考えることができる力を身に付ける

高校の早い段階で海外を経験させ、グローバルマインドを

必要がある。そのために、現地に赴き自分で確かめる重

早期に育成し、課題研究やキャリア選択に向かう。これを

要性を知る（1 次情報に触れる）機会を高校段階で提供

もって高校期におけるグローバル人材の育成を行う。
」と

することが重要である。

いうねらいのもと立ち上げたものであった。生徒の卒業研
究のテーマや進学先等の実績から、当初の目的を相当程度

以上のことから、新しい校外学習の行き先として、
「シン

達成しており、海外校外学習は継続して実施したい学校行

ガポール・マレーシア」
「タイ」
「インドネシア」の 3 コー

事である。一方で、カナダ校外学習を数年実施し、以下の

スを設定した。生徒は、この中から 1 コースを選択する。

ような問題が発生した。

行き先を選択するまでに、生徒と保護者に複数回にわたっ
て説明会を開き、さらに三者面談でも話し合う場を設け、

〇費用が掛かりすぎる（30 万円以上）
。

生徒だけでなく家族を巻き込んで真剣に校外学習先を考

〇時差や現地とのやりとり等で引率の負担が大きく、翌年

えるように促している。なお、本校外学習は 1 年次（令和

〇現有の教員のリソースだけでは、各学年が探求学習のコ
ンテンツ作りを毎年行うのは負担が大きく、継続的な質
向上もなかなか難しい。

2 年 3 月）に実施予定であったが、新型コロナウイルスの
感染拡大の影響を受け中止を決めた。ここでは、当初予定
していた各コースでの活動内容を紹介する。
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度の準備に支障が出る場合もある。

１）インドネシア校外学習
①インドネシアの特徴

タイは、20 世紀後半から 21 世紀にかけて長期にわたっ
て経済成長を遂げてきており、近年の GDP 成長率を見て

インドネシアは主要な 5 島と群島を含めた約 17,000 以

もタイ経済は堅調である。一方で、バンコク及び周辺部と

上の島々からなる国である。首都であるジャカルタは、近

その他地域とでは、1 人当たりの域内総生産（Gross

郊エリアを含む都市圏人口で世界 2 位（1 位は東京）であ

Regional Product）に大きな差がみられ、地域による経済

り、世界屈指の大都市である。高層ビルやショッピングモ

格差が問題となっている。家庭経済状況は学力に影響を及

ールが次々とでき発展の勢いが物凄い一方で、一歩路地に

ぼしており、地域による格差は経済のみでなく教育にもみ

入れば未開発地区も多く、貧富の差が激しい都市でもある。 られる。また、多くの日系企業が進出し現在もなお増加し
インドネシアの多くの島には、熱帯林をはじめとした豊か

ており、日本にとってタイは重要な国の一つである。

な自然、多くの野生生物が存在しており、それらは貴重な

②テーマと生徒の選択理由

観光資源ともなっている。しかし近年、急速な熱帯林減少

タイ校外学習のテーマは、
「経済発展」と「教育」である。

をはじめとする各種の環境問題も発生しており、それらの

生徒らは、急激な経済発展を遂げているタイの光と影や、

解決が急務の課題となっている。

タイの教育の現状について、現地の人との交流やインタビ

②テーマと生徒の選択理由

ューなどの実体験を通して学習する。発展途上国の経済に

インドネシア校外学習のテーマは、
「先進国と途上国」と

ついて興味のある生徒、将来教育関係の仕事に就きたい生

「環境問題」である。生徒らは、インドネシア（訪問先）

徒、外国人研修・技能実習制度など、現在日本と発展途上

が抱える社会問題に関する現地調査を行い、先進国と途上

国との間で起きている問題に興味のある生徒などが、タイ

国との格差や環境問題について、実体験を通して学習する。 を選択している。
将来世界の環境問題の解決に取り組んでみたい生徒、夏の

③活動内容

校外学習で訪れた新潟県阿賀町の問題との比較研究をし

タイでは、教育事業等で支援している財団や NGO の訪

てみたい生徒、インドネシア語の授業を履修しており実際

問、現地の学生との交流、現地企業やタイに進出している

に使ってみたい、イスラム教について学んでみたい生徒な

日系企業の訪問などを予定している。具体的には、タイ教

どがインドネシアを選択している。

育省を訪問し、タイの教育の実情と今後の動向について概

③活動内容

観する。また、バンコク市内のスラム地区に住む人々に対

インドネシアでは、環境問題の改善に取り組んでいる企

して教育事業等の支援を行っている財団を訪問する。そこ

業や環境問題が実際に発生している地域の訪問、現地の人

では、スラム地区の教育の実情についての説明をうけ、実

との交流などを予定している。具体的には、世界最大のパ

際に一部地域を案内していただく。そして、姉妹校である

イナップル缶詰施設を運営している企業、グレートジャイ

カセサート大学附属高等学校を訪問し、学生との交流活動

アント・パイナップル（GGP）を訪問する。GGP は、パ

を行う。これらの訪問や交流を通して、発展途上国の教育

イナップルのプランテーションと工場を 1 か所に設置し、

について理解を深めたり、日本の教育格差と比較したりし、

その環境を活かして環境問題の改善に取り組んでいる。生

世界の教育事情に目を向ける。上記のような教育に関係し

徒は、そこで現地企業がどのように環境問題と向き合って

た訪問先の他、現地企業やタイに進出している日系企業の

いるのかを学習する。さらに、サロンゲ村のグヌングデ・

訪問も予定している。そこでは、急激な経済発展を遂げて

パンランゴ国立公園付近の農村地帯での活動を予定して

いるバンコクやその他の地域の実情、さらに、日系企業と

いる。この国立公園では、森林保全の問題が発生しており、

発展途上国との関わりについて学習する。その他、教育や

サロンゲ村が直面している環境問題について実体験を通

経済に関する現在調整中の活動があるが、未確定の部分が

して学習する。その他、姉妹校であるボゴール農科大学コ

多いためその内容は研究紀要に残す。

ルニタ高等学校の生徒との交流活動やパシル・サロンゲ小
学校での交流会、モスク見学などの市内観察を通しての異

３）シンガポール・マレーシア校外学習

文化交流・体験も予定している。特に、コルニタ高等学校

①シンガポール・マレーシアの特徴
シンガポールとマレーシアは、様々な文化や民族、宗教

インドネシアコースの特徴の一つである。

が共存し、多文化共生が実現している国である。加えて、

２）タイ校外学習

国際的な観光地として不動の地位を築いている。一方で、

①タイの特徴

日本と同様に高齢化が進んでおり、生徒は共通の社会課題
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の生徒との共同生活や現地のご家庭でのホームステイは、

について学習することができる。さらに、マレーシアにも

先の家庭と交流、マレー料理をご馳走になったりなど、異

訪問することによって、シンガポールとの経済的な格差に

文化を肌で感じる貴重な経験をする。さらに、ゴム園や油

ついても体験を通じて学習することが期待される。

ヤシ園（パームオイル）
、コーヒー農園の見学を行う予定で

②シンガポール・マレーシア校外学習のテーマと生徒の選

ある。プライ村でのホームステイと、海外の農業に触れる

択理由

経験は、シンガポール・マレーシアコースの大きな特徴と

シンガポール・マレーシア校外学習のテーマは、
「多文化

なっている。

共生」と「パームオイル」である。シンガポールは、大き
く分けてマレー系、インド系、そして中華系の人々が共存

Ⅳ．おわりに

している国家である。そのため、
「多文化共生」を実体験す

本年度は、
「産社」の 3 つの柱を見直し実践した。本来

るうえで最適な訪問先である。また、マレーシアではパー

ならば、実践の評価を行うべきであるが、新型コロナウイ

ムオイルを生産する農園にホームステイする予定である。

ルス感染拡大防止のため休校が余儀なくされ、前述のアセ

必履修科目「グローバル・ライフ」で学習したパームオイ

アン校外学習は中止となった。加えて、生徒対象の「産社」

ルの問題点について、生徒は現場で学習することができる。 の評価アンケートも実施することができていない。諸生徒
シンガポールの綺麗な街に興味がある生徒、海外でのホー

らの「人間関係形成・社会形成能力」
「自己理解・自己管理

ムステイを体験してみたい生徒、海外の農業に興味のある

力」
「課題対応能力」
「キャリアプランニング能力」といっ

生徒などが、シンガポール・マレーシアを選択している。

た「基礎的・汎用的能力」の育成の評価については，2 年

③活動内容

次必履修科目「T-GAP」とあわせて報告したい。

アジア有数の大都市であるとともに世界有数の多民族
国家であるシンガポールでは、街中を歩くだけで多種多様
な人種や食事、建築物などから多文化共生を実感すること
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「平成 30 年度「産業社会と人間」

スである。ここでは、JTB シンガポール支店を訪れ、シン

実践報告」
『筑波大学附属坂戸高等学校研究紀要 第

ガポールの歴史や生活事情について観光業からの視点を
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光になることを避けるねらいがある。また、将来のキャリ
ア、観光業界、海外で働くことの魅力について、質疑応答
を交えつつ話をうかがう。2 つ目は、ニューウォーターコ
ースである。シンガポールは資源が乏しく、水も隣国のマ
レーシアから購入している現状があり、水問題はシンガポ
ールにとって大きな問題である。そのシンガポールが、ど
のように水をリサイクルして活用しているのか、ニューウ
ォーター・ビジター・センターを訪問して水問題について
考える。
3 つ目は、
シンガポール国立博物館コースである。
シンガポールは東南アジア随一の金融センターであり、経
済的には先進国に分類される。もともと漁民が暮らす田舎
町だったシンガポールが、どのように最先端の金融都市と
して成長を遂げたのか、JTB のオリジナルワークシートを
使いながら、国立博物館の見学を通じてシンガポールの歴
であるプライ村でのホームステイと農園等の見学を行う。
ここでは、現地の模擬結婚式に参加したり、ホームステイ
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史・文化を学習する。マレーシアでは、ゴムの生産が盛ん

地域探究や地域連携をベースにした高等学校
「探究的な学習」入門
～新潟県阿賀町・新潟大学との連携を事例として～
「産業社会と人間」委員会

粟飯原匡伸・渋木陽介・中井 毅・塚原康介
後藤巻子・浅野理就・髙畑啓一・古家幸瑛

近年、地域をテーマとした探究活動の実践報告が賑やかであり、それらには共通した条件がいくつかみら
れる。この条件は、地域と学校とが連携して、効果的な探究活動を実現するための条件として捉えることが
できる。都市部やその近隣の高校は、この条件を満たしにくく、効果的な地域探究を実現することが難しい
現状がある。本校は、2019 年 3 月に「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、事業実施にあたることになったことを受け、従来実施してきた海外での校外学習を再整備
すると同時に「産業社会と人間」をモデルチェンジし、ローカル・イシューの発見と解決をすることを目的
とした新潟県阿賀町での地域探究を組み込んだ。本稿では、新潟県阿賀町での地域探究のための拠点づくり
の過程について報告する。

キーワード

1.

地域探究、地域連携、探究的な学習、課題発見、新潟県阿賀町、高大連携、他校との連携

はじめに

ぞれの学校の教職員が自前で地域と連携を０から模索し、

地域を高校の探究活動の主要テーマとした実践報告が

作り、授業化していると言った声が多い。また、地域連携

ここ数年ずいぶんと賑やかだ。この場合の〈地域〉は、そ

に興味を持っているものの、そもそも連携構築のノウハウ

の高校があるきわめて狭い地域を指しており、どんなに広

がなく、途方に暮れていると言った声もある。

く見積もっても都道府県をまたぐことはない。そして、地

本校は、埼玉県坂戸市にありながら、筑波大学附属の

域探究の先進校として頻繁に名前を聞く、たとえば、島根

一高校ということもあり、長い歴史の中で坂戸市や埼玉県

県立隠岐島前高等学校、福島県立ふたば未来学園高等学校、 と柔軟な連携が行われていたかといえば、必ずしもそうと
までは言えない。それぞれの教員がそれぞれかかわりのあ

のほとんどは地方にある高校で、報告された事例を読む限

る生徒を中心として地域とかかわってきたことは、本校の

りにおいて高校の所在地の地方自治体や地域住民が全面

過去の研究大会の資料集からも読み取れる。そして、坂戸

的に協力をしているのが特徴だ。それらの地域は、人口減

市も東武東上線、関越自動車道、圏央道が走り、ベッドタ

少に端を発し、行き過ぎた高齢化、生産年齢人口の消失、

ウンとしてのポテンシャルが高く、
「地方」としてイシュー

地場産業の衰退、公的サービスの減少などが複合的に絡み

が視覚化されにくい。また坂戸市は東西に長く、電車を利

合い、コンデンス・イシューともいえる状況に長らくあり、

用する本校生徒にとっては移動の便が悪く、課題を抱えた、

ここ数年で新たに高校を地域活性化の拠点と考えている。

たとえば城山地区や東坂戸地区（2019 年 台風 19 号で浸

そのため、地域と学校とが連携しやすい。もちろん、連携

水被害）での活動は制限されてしまう。同じように静岡県

するにあたり、地域住民、学校の教職員、地域連携コーデ

浜松市にある静岡県立天竜高等学校は、広大な浜松市の中

ィネーターなどの努力があったことは想像に難くない。

山間地域との玄関口に位置する高校で、地域とかかわりあ

一方、その他の地域では、本校の研究大会に毎年足を運
んでくださる学校の教職員の方々から聞く話として、それ

いながら探究活動を行う「天竜探究」という授業があるが、
山間地域に限界集落が点在していたり、集落までの交通が
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大分県立安心院高等学校など、数えればきりがないが、そ

確保できなかったりするために、課題先進地域の中山間地

分析から、
「高校時代までに（転出前に）地元企業を知った

域との連携が十分に進んでいるとは言えない。

ことが、転出後も出身地への愛着として残り、U ターン希

つまり、高校が地域を探究する場合、いくつかの条件が
必要であると考えられる。1 つは、ソーシャル・イシュー

望につながっている。
」とまとめている（下図）
。
一方、岡田 豊（2019）は、人口の一極集中の分析に伴

の濃縮化（コンデンス・イシュー）が自明であること、1 つ

い、地方創生の 4 つの国の基本目標のうち、これまでの

は、地域が高校を地域創生の拠点と認識していること、1 つ

①「地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする」

は、地域がコンパクトであり高校生の移動範囲が限定的で

②「地方への新しいひとの流れをつくる」

あること。しかし、大都市部またはその近隣の高校の多く

③「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」

は、これらの条件を満たしにくく、地域探究が大きく制限

④「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとと

されてしまうのが現状だろう。

もに、地域と地域を連携する」

そこで本校は、平成 31 年度「産業社会と人間」の地域探
究では、その拠点を県外に求めることにした。これはいま

の状況からとりわけ②が達成できていないと指摘してい

まで SGH の指定を受ける以前から、ASEAN 諸国、特にイ

る。特に、大学進学後、就職段階において、東京圏以外で

ンドネシアでの国際的な探究活動、研究実践のノウハウが

は「高学歴化が進む若い女性」にとって魅力的な仕事を提

あったこと、それを構築した教員がいたこと、また近年、

供できていないことを問題点としてあげている。

校内に筑坂ボランティアセンターを開設し、坂戸市に広く
ボランティアの窓口を設置し、双方的な交流を行ってきた

さて、2019 年 11 月に 2 つの興味深い報告書がまとめら
れた。

ことが大きい。本稿は、新潟県阿賀町での地域探究のため

1 つは、斎藤薫「地域を元気にする存在としての高校生

の拠点づくりの軌跡を追うものである。あわよくば、地域

の可能性」である。この報告書は、「クールジャパン高校

連携、地域探究のカリキュラム作りに腐心されている先生

生ストーリーコンテスト」から、地域を元気にする“人財”

方の一助となることを願う。

としての高校生の可能性について考察したものである。そ
の中で、高校生の関わりが地域にもたらす効果と可能性を

まず、昨今の高校教育での〈地域〉言説を追ってみた
い。平成 31 年 4 月 22 日第 2 期「まち・ひと・しごと創生
総合戦略」策定に関する有識者会議（第 3 回）で文部科学

次の 5 つとした。
① 新たな地域資源の発掘
② 地域活性化への興味と関心、貢献できる新たな人材の創
出

省から提出された「高校と地域づくりについて」では、労

③ 地域の大人世代の気づきや変化を促す

働政策研究・研修機構「地方における雇用創出 ―人材還流

④ 若者の地域への愛着の醸成

の可能性を探る―」平成 29 年 3 月 31 日

⑤ 長期的には域外からの移住、定住の促進につながる関係

（https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2017/188.html）の調査

人口の増加
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2. 昨今の〈高校生×地域〉言説のまとめ

もう 1 つは、喜多下 悠貴、阿部 剛志「『魅力ある高校

装置のようなものになっている。そもそも「産業社会と人

づくり（高校魅力化）』をいかに評価するか ～『高校魅力

間」という共通言語を持つ総合学科は、どの学校において

化評価システム』の開発を事例として～」である。「高校

も、時間割選択や職業・キャリア選択に膨大な時間を割い

魅力化」の定義を水谷（2018）の資料から取りながら、地

ている。それは、古い調査になるが、文科省が平成 21 年度

域・教育魅力化プラットフォームと協働し、地域と高校と

に実施した「総合学科、学校設定科目「産業社会と人間」

の連携による高校づくりが、生徒に与える効果を測ろうと

に関する調査」で、
「産業社会と人間」の目標（学校回答）

するものである。どちらかといえば、島根県立隠岐島前高

としてあげられているものは、
「自己の将来の生き方・働き

等学校の取り組みを評価しようとする意図が強い。

方や進路について考察する」の割合が圧倒的に高く、
「産業
社会と人間」という名称からもっともイメージしやすそう
な「我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化に
ついて考察する」が最も低いことからもわかる。
蛇足だが、こうした〈職業・キャリア観〉への偏重は、
必ずしも総合学科高校に限定されていることではない。
2020 年に英語 4 技能・探究学習推進協会（ESIBLA）が創刊
した『探究学習白書 2020』で、全国の中学校や高校の教員
を対象に探究学習の実施状況を独自調査した結果によれ
ば、よく扱われるテーマ(複数回答)は「職業」が最も多く
54.1％、次いで「国際理解」が 43.6％、
「環境」が 35.7％

結論として、島根県における魅力化校は、全国平均に比
べ、地域への貢献性、参画性等への意識において、25pt 以

である。校種別でみると、中学校では「職業」69.3％と、
群を抜いている。また、生徒に人気のあるテーマ(複数回

上の非常に大きな差がみられるほか、
「先生、保護者以外に、 答)として、教員が回答しているものも「職業」が 33.2％
地域に気軽に話せる大人がいる」という、地域社会と高校

と、群を抜いており、次に「国際理解」22.4％である。な

生の繋がりにおいても、差は 29.3pt と大きくなっている。

お、本白書は実に多角的な観点から調査を行っており、各

また、
「主体性、協働性、探究性に係る意識においても、同

学校の教員がどのような意識で総合な学習（探究）の時間

様の傾向が得られている」としている。

を実施しているのかが立体的に知ることができる。
さて、2016 年の本校の「研究大会資料集」では、教科間

3.本校研究大会分科会 B（または 3）会場のサブテーマの
変遷についての確認

連携の例として、2 つの本校設定科目が紹介されている。
それぞれのまとめでそのメリットとして強調されている

2016 年度

ことは、授業 A では「ビジネスというすべての分野と関連

セッション 3 教科間連携による学校設定科目の運営

できる科目が軸となって総合学科のあらゆる教科がつな

2017 年度

がってい」くことは「総合学科の良さを最大限に活かした

セッション 3 高等学校の地域連携・協働について

形態」とあり、授業 B では「普通教科と専門教科の教科間

2018 年度

連携はそれぞれが有する教科の独自性を共有することで、

セッション B 高等学校の地域連携・協働について

より深い学びを生徒に提供できる。
（総合学科の弱点の解

2019 年度

消に繋がるのではないか？）
」とし、さらなる可能性として、

セッション B 新潟県阿賀町・新潟大学との連携を事例に

「総合学科にある非常勤と教員の授業の質を解消する」こ

本セッションは、この数年、
「連携」について情報共有す

とまでを挙げている。
「連携」が校内に限った内向的で閉ざ

る場として存在してきた。総合学科高校、専門高校にとっ

されているにもかかわらず、設定されている到達点は高い。

て、この「連携」は使い慣れた、使いやすい、使い古され

2016 年度までの本校の教育実践の中で、そうした狙いに対

たキーワードだろう。それが、顕在的であるか、潜在的で

して、どれだけの達成があったのか検証されてはいないが、

あるかは別として。

この閉じられた「連携」は 2017 年度からひとまず外へと
向かっていく。
「はじめに」の中でも述べたが、本校はこの

か〈自己選択・決定〉とかという総合学科が好きそうなテ

ように必ずしも柔軟に地域と連携してきたとはいえない。

ーマをつなぎ、
〈総合学科の魅力〉を浮き上がらせるための

2016 年段階にあってもなお閉鎖された連携に限定化され
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本校にとって、
「連携」は生徒の〈職業・キャリア観〉と

ているのだ。

2018 年度の資料集では、分科会 B での「連携」の位置づ

2017 年度からメインテーマが「総合学科を活かした外部

けを、
「外部人材、外部資金を介した受動的な地域連携を前

連携による学校教育活動の活性化」となった。そのためそ

提とするのではなく、元来、総合学科高校が持っている地

の年の「研究大会資料集」では、
「新しい時代の教育や地方

域や実社会とのつながりをもとに、教育活動のなかで主体

創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今

的に連携し、協働していくことを第一義としたい」とある。

後の推進方策について（答申）
」を冒頭に据え、
「キャリア

これは、文科省が進める「地域との協働による高等学校教

教育」
、
「新学習指導要領」
、
「地域活性」といった用語を並

育改革の推進」やそれより以前の「コミュニティ・スクー

べている。またこの年は、参加者間での情報共有の前に、

ル（学校運営協議会制度）
」構想などからの教育改革の流れ

大正大学 地域構想研究所 特任教授 浦崎太郎先生にお越

の中で、総合学科高校的なコンテンツを十分に見直すこと

しいただいて、高校と地域とが連携するうえで高校と地域

で、より魅力的で能動的なカリキュラム設計が可能になる

が抱えやすいギャップや、連携がうまくいくために地域側、 のではないかという総合学科の可能性を端緒としている。
高校側に必要なモノ・コトについて実践例を交えながら講

そして、同時に、本校の「連携」も〈職業・キャリア観〉

演していただいている。資料集には、
「T-GAP」
（総合的な学

から〈地域創生〉へのフェーズへと移行していった。

習の時間）の協力団体一覧、保健体育科の授業におけるオ

それと同時に「地域を知る探究や地域の課題を学ぶとい

リンピック・パラリンピックに関連する外部団体との連携、 う緩やかな連携を超え、
「高等学校」が中心化された「地方
福祉科科目における市内中学校の特別支援学級との連携、

創生」に当事者とされた高校が未来的にどれだけ貢献でき

農業科科目における(株)ヤオコー（筆者注：埼玉県を中心

るかはやや疑問である。
」とまとめた。

に関東圏に 172 店舗あるスーパーマーケット）との連携を
紹介している。そして「学校と社会の間で学びをつなぐキ
ャリア教育の一層の充実が求められている」と締められて

文部科学省「地域との協働による高等学校教育改革推進事業（2019 年度予算）
」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1407659.htm
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いる。

4.阿賀町校外学習について

効活用し、それぞれの探究活動場所への移動プランを観

本校では、2019 年 3 月に「WWL（ワールド・ワイド・

光協会が立て、実施可能であったことである。これらは

ラーニング）コンソーシアム構築支援事業」の実施機関

「はじめに」で述べた高校生にとって理想的な探究フィ

に筑波大学が指定され、本校が、その拠点校として、事

ールドと高いマッチングを示している。

業実施にあたることになったことを受け、従来実施して

目的は以下の３点。

きた海外での校外学習を再整備すると同時に、新たに

・首都圏に住む生徒の日常からかけ離れた生活（食生

「産業社会と人間」をモデルチェンジし、その中に、ロ

活、住環境、文化など）を体験する。

ーカル・イシューの発見と解決をすることを目的とした

・異なる文化や考え方に触れることによって他者を理

県外でのフィールドワークを組み込んだ。別途、高大連

解する意識を養う。

携が可能な探究活動のフィールドとして２年がかりで選

・社会の課題先進地域の阿賀町で、地域の課題を見

定していた新潟県阿賀町に決めた。阿賀町とした理由

る、学ぶ、体験する。

は、第一に、教育旅行と民泊の受け入れを約 20 年にわ

概要

たり実施しており、安全で安心な民泊が担保されていた

期間：２０１９年７月１６日(火)～１９日(金)

こと、次に、阿賀町役場が阿賀町観光協会を通じて極め

場所： 新潟県阿賀町周辺

て協力的に本校生徒の探究活動をサポートしてくれよう

宿泊：１日目～２日目 阿賀町民泊

としていたこと、最後に、本校で用意した観光バスを有

３日目 ホテル角神泊

７ /１ ６ （ 火 ）
７ :４ ５

本校出発

１ ２ :１ ５

阿賀町到着

阿賀町文化福祉会館

１ ３ :０ ０

開村式

①

本校副校長あいさつ

②

阿賀町町長講演

③

諸連絡

１ ４ :１ ５

ガイダンス

神田一秋

氏

あがのがわ環境学舎３日目プログラムに関する事
前講義

１ ５ :４ ５

民泊諸注意

一般社団法人あがのがわ環境学舎

山崎

陽

氏

民泊班の再確認、民泊時の注意点
７ /１ ７ （ 水 ）
８ :０ ０
１ ０ :０ ０

集合

民泊先から拠点集合
（ 阿 賀 町 津 川 B＆ G 海 洋 セ ン タ

ア ク テ ィ ビ テ ィ

ー）

開始

班別アクティビティのテーマ

１ ６ :０ ０

Ａ

阿賀黎明中学校・高校

Ｂ

阿賀町職場体験

Ｃ

地域創生について考える

交流会

地域貢献活動をしよう
地域おこし隊との

交流
７ /１ ８ （ 木 ）
０ ８ :２ ５

集合

民泊先から拠点集合
（ 阿 賀 町 津 川 B＆ G 海 洋 セ ン タ

０ ８ :５ ０

ス タ デ ィ プ ロ グ

ー）

ラム開始

あがのがわ環境学習ツアープログラム
① 旧 昭 和 電 工 (株 )鹿 瀬 工 場 の 光 と 影 を た ど る プ ロ

１ ３ :０ ０

振り返り

１ ６ :３ ０

発表会

グラム
②現在の排水処理を視察するプログラム
グループごとに発表のためのポスター作成
協力：新潟大学
ポスター発表

７ /１ ９ （ 金 ）
７ :４ ５

閉村式

阿賀町観光協会

大堀洋之 氏

１ １ :０ ０

新潟大学

新潟大学の学生と合流

１ ８ :３ ０

本校帰着
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大学生との交流会、キャンパスツアー等

このツアーで、民泊を選択した理由としては、前述した
通り、本校は WWL の拠点校として「国際フィールドワー

阿賀黎明高等学校 教頭 尾上博司氏と交流会の詳細
について共有

クを通じて持続可能な国際社会を創る人材育成システム
の構築」をテーマとして掲げており、本プログラムは海外

2019.05.21～22

でのフィールドワークやホームステイの前段階として設

阿賀町 本校校長 田村 訪問

計し、実施するものだったためである。

阿賀黎明高校、黎明学舎、阿賀町役場、阿賀町観光協会

以下、準備から振り返り段階を記す。
（役職については
当時。
）

2019.06.02
大学教育学会ラウンドテーブル参加（於：玉川大学）

2018.02.23

「長期学外学修(ギャップイヤー)による人材育成のデザイ

（株）JTB 川越支店に、福島、伊豆、新潟を中心に地域学

ン」発表

習と民泊ができる場所の調査を依頼

2019.07.16～19

2018.03.08
阿賀町観光協会 大堀洋之氏、坂上英男氏、JTB 細木咲
帆氏によるプレゼン
2018.03.21～22 新潟県訪問
観光協会 大堀氏による阿賀町案内・概要説明
新潟県「大学生の力を生かした集落活性化事業」成果報

阿賀町校外学習
2019.08.07
阿賀町観光協会 大堀氏、ホテル角神、JTB 細木氏来校
振り返りと来年度の打ち合わせ
2019.11.10
AP 事業テーマⅣ「長期学外学修プログラム（ギャップ

告会参加（03.22）

イヤー）
」合同総括シンポジウム参加 新潟大学の学長等

2018.07.27

との意見交換と振り返り

新潟大学創生学部 准教授 澤邉潤氏とメールにて意
見交換

本校の阿賀町校外学習の準備には、上記のように阿賀町

2018.07.31～08.03 阿賀町下見

役場はじめ、観光協会、阿賀黎明高等学校、新潟大学の

阿賀町役場 総務課、農林商工課、観光振興課、まちづ

方々の全面的な協力があったことを特に記しておく。

くり観光課、阿賀町集落支援員、阿賀町教育委員会、阿賀
町観光協会、阿賀町郷土資料館、あがのがわ環境学舎、黎

5.阿賀黎明高等学校との交流について

明学舎、阿賀黎明中学・高等学校、阿賀町総合福祉保健セ

本校は、従来より、国際フィールドワークや校外学習等

ンター「やまぶきの里」
、山崎糀屋、越後ファーム、阿賀ウ

で、海外の高校生との探究活動を通した交流を頻繁に実

ッド、ホテル角神、新潟大学

施してきた。そのため、国内版校外学習の計画にあたって

2018.11.20

も、早い段階から町内唯一の高等学校である阿賀黎明高

阿賀町教育長より本校校長田村憲司宛に書簡が届く
2018.12.19
新潟大学 澤邉氏来校 打ち合わせ
2019.01.29～30 阿賀町訪問

等学校の生徒との交流を模索していた。阿賀黎明高等学
校には阿賀町の歴史や魅力を学ぶ教科「地域学」があり、
また公営塾の黎明学舎が併設され、生徒たちのキャリア
観の醸成を担っている。しかし、生徒数が少ないこと、合

新潟大学 澤邉氏、木村氏に同行。阿賀町役場、阿賀町観

同で探究活動を行うには町のキャパシティが大きくない

光協会、麒麟山酒造、SUZUVEL、新潟県粟島浦村総合政策

ことから、本校からの参加人数を限定して交流すること

室

とした。そこで、高校生間交流型探究活動を希望する本校

2019.03.26 シンポジウム「高大接続の将来像」参加

の生徒には、課題を出し、その内容によって選抜を行った。

2019.05.11
１年次保護者会 あがのがわ環境学舎による保護者向
けガイダンス
2019.05.13
「産業社会と人間」澤邉氏講演
2019.05.16

課題の目的は２点あり、交流を行う際に不用意かつ不本
意な地方蔑視や差別を行わないため、地域活性化の取り
組みをすでに行っている阿賀黎明高等学校の高校生との
スキル・熱量の差を事前に埋めるためである。
課題は以下のとおり。
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於：一橋大学一橋講堂 澤邉氏と意見交換

課題１

とはない。ボランティアはどうしても現実的に目の前に

google で〔高校生 地域活性化〕で検索し、高校生が地

困っている人がいる以上、アクションが中心となる。阿賀

域活性化に参画している事例を探し、紹介しなさい。

町校外学習のような県外での探究活動のメリットは、少

課題２

し距離を置いたところから社会的な課題を見つめること

地域活性化に高校生が参画する意義について、あなたの

ができることにあるのではないだろうか。

考えを書きなさい。
課題３

6.新潟大学との連携

google マップで「新潟県立阿賀黎明中学校・高等学校」

2017 年度まで開講されていた本校設置科目「キャリア

から「住吉神社 （〒959-4402 新潟県東蒲原郡阿賀町

デザイン」
（2 単位）では、高大連携の中で 2015 年度から

津川 3395）
」までを、高校生としてどんな地域ブランデ

は大学の初年次教育を模して、アカデミックスキルズのテ

ィング、シビックプライドの醸成、シティプロモーショ

キストを生徒ひとりひとりに用意し、研究の仕方、論文の

ンの推進が可能か、具体的に計画して説明しなさい。図

書き方などを指導する場としていた。2018 年度から廃止

や写真を添付しても構わない。もし、書ききれない場合

されたため、
「産業社会と人間」の中でアカデミックスキル

は、別紙を各自用意して追加すること。

ズの単元を入れようとすると窮屈なスケジュールを余儀

実際に、
「産業社会と人間」や「グローバルライフ〈共

なくされた。また、本校が入学式後に実施しているコミュ

生分野〉
」においても地域活性化や高校生による地域貢献

ニケーションキャンプも 2019 年度から大幅に内容が変更

の授業は行ってきたが、生徒ひとりひとりが主体的に地

され、クラスづくりやチームビルディングに特化した PA

域について調査していくことは意味があった。全国では

を中心としたものとしたため、結果的に、高校入学時オリ

さまざまな高校生たちがもうすでに魅力的な地域探究や

エンテーションやスタディスキルズのレクチャーが除外

地域との連携を実践していることに生徒たちは驚いてい

されてしまった。

た。またわれわれ教員側が予想していなかったこととし

それらによって、生徒のアカデミックスキルズの習得に

ては、課題３で出題したことが、阿賀黎明高校の生徒たち

対し、より効率的で合理的な方法を模索しなければいけな

が自覚していたなかった阿賀町の魅力の発掘、再発見に

かった。特に、フィールドワークの仕方、情報のまとめ方、

つながるもので、その地域に住む高校生たちにとっては

ポスター作成のスキル、発表スキルについては、最優先的

当たり前の日常だったものが、他県に住む本校の生徒か

に希望していた。

ら見ると実は新しく魅力に富んだものであるという理解

「キャリアデザイン」が担っていたアカデミックスキル

を得るきっかけとなった。
〈資料１〉高校生との交流グル

ズやスタディスキルズを習得する場として、大学との連携

ープの選抜課題の回答は２つの例ではあるが、これ以外

を強く希望していた。学年が早い段階での大学の研究室と

の生徒も、特に課題３については、高齢者や小中学生など

の連携が、
「卒業研究」
（3 年次 3 単位）で論文を書く生徒

と交流や協働しながら、町を盛り上げていくイメージが

たちの動機になってほしいという思いもあった。

作られている。上段の生徒は、高齢者の参加イベントを作

阿賀町を校外学習の候補地をしてから、阿賀町でのフィ

ったり、店舗同士の連携や商店街でのスタンプラリーを

ールドワークをしている大学を探している中で、
「新潟日

考えたりしたようだ。下段の生徒は、計画段階から観光協

報 モ ア 」 2018 年 6 月 14 日 （ http://www.niigata-

会や行政、商工会などにプレゼンをしていくことが描か

nippo.co.jp/news/local/20180614399820.html 現在ペー

れている。それらのアイデアはおそらくは課題１で調査

ジは削除されているため記事の閲覧不可）で新潟大学の学

した、現在、地域活性化にかかわっている高校生たちの実

生の活動と、
「地元学入門」という授業を知る。そこで、新

践例を調べていくなかで獲得した観点ではないだろうか。 潟大学の「地元学入門」のシラバス（2018/03/21 更新
http://syllabus.niigata-u.ac.jp/
高校生として独善的に計画するのではなく、多くの人を
巻き込み、かかわってもらいながら計画を実践していこ
うとすることの大切さをこの課題によって学んだのだろ

syllabusHtml/2018/84/84_180G3913_ja_JP.html）を参
考に、阿賀町校外学習の設計をすることにした。

う。
中で、多くの生徒たちを近隣の地域に送り出してきたが、
なかなかその施設やグループ、地域について調査するこ
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筆者は、校内ボランティアセンターの運営をしていく

「地元学入門」
科目の概要／Course Outline
新潟県「阿賀町」をフィールドとして、現地で活躍す

民の方々に参加していただけるようになるとよいだろう。
翌 19 日のランチ会とその後の交流会には、12 人の学生
が参加し、大学生活や学問について熱心に高校生に話した。

る方々や関係のある人々の知見に触れ、
「実際に現場に
出て考える」ことを通じて、受講生が新潟の文化（食・
自然・歴史等）の魅力に気づき、活性化につながるプラ
ンを提案するためのフィールドワーク入門科目である。
この科目を通じて、地域創生、まちづくりに向けた課題
発見や関連する学修への動機づけを高めることを目的
とする。
科目のねらい／Course Objectives
本科目では、
「阿賀町」の地域資源（歴史、風土、自然、
水、環境等）についてフィールドワークを通じて体感す
る。フィールドワークやグループワークを踏まえて、学
生視点での阿賀町の地域資源、魅力の再発見・再確認を
ねらう。
講義では事前学修、学外学修（1 日のフィールドワー
ク）
、事後学修で構成する。事前学習では、外部有識者
からのレクチャーを踏まえ、
「ものごとをみる視点」
「流
通」を意識して、フィールドワークのデザインを考える。
そのうえで、チームでの学外学修（フィールドワーク）
、
事後学修（プレゼンテーション）によって、
「ものを視
る力」
「デザイン力」の重要性を実感し、地域資源を活
用した新しい企画や提案にチャレンジする。
学習の到達目標／Specific Learning Objectives
本科目では、以下の 3 つを学習の到達目標とする。
①問題意識を明確にしてフィールドワーク設計ができ
る
②ターゲットを意識した提案型プレゼンテーションが
できる
③グループ活動において協働的なメンバーシップを発
揮できる
それから、2018 年 7 月 27 日新潟大学に協力をお願いし
たところ、快諾していただき、今に至る。
そもそも前述したように、阿賀町校外学習のプランは、
新潟大学の「地元学入門」を種としている。また澤邉先生

大学生がメンターとなって、
「先輩としてのキャリア」を話
すことで、高校生はより身近な未来として自分をイメージ
することができたようだ。教員が真面目に話す以上に、高

には企画段階から阿賀町内での人脈作りまで（公私ともに） 校生への訴求効果が高い。それは生徒のアンケート結果か
らも十分読み取れた。また大学図書館の見学では、多くの
幅広く協力していただいた。校外学習中 7 月 18 日午後以
降の振り返り会とポスター発表では、新潟大学創生学部か

高校生が膨大な蔵書に驚いていた。

ら澤邉氏、教育・学生支援機構から上畠洋佑氏と木村裕斗
氏、学生 5 名に、振り返りのファシリテーション、発表サ
明学舎のスタッフの方々が参加し、ご意見やご助言をいた
だいた。将来的には、班別アクティビティ先の方や地元住
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ポートを行っていただいた。発表会には、民泊先の方、黎

7．カリキュラムマネイジメントと校外学習

くことを指示した。授業は２時間を設定し、授業内で生徒

この項でいう「カリキュラムマネイジメント」とは、本

に下書き原稿、清書の作成をさせた。クラスによっては２

来的な意味ではなく、阿賀町校外学習を補強するための周

時間では終わらなかった。クラスによっては、小グループ

辺領域の授業を念頭に置いたものである。2019 年度時点

内で発表させ、さらに１時間追加した場合があった。

では、残念ながら阿賀町校外学習や「産業社会と人間」を
中心にカリキュラムデザインが行われているとは言えず、

このフォトエッセイについては、国語総合の中で「書く」
観点で評価した。ルーブリックは、稿末の＜資料＞参照。

教育課程も再編成されていない。今後、そうした流れにな
っていくことを望んでいる。
しかし、
その嚆矢として、
2019
年度は、筆者が担当する国語総合と「グローバルライフ」
との連携を紹介したい。
2019 年度は事前事後学習をそれぞれ「グローバルライ
フ」
（共生分野）と「国語総合」で実施した。

8.生徒による学びの自己評価（2019 年 11 月実施）
本校では 11 月下旬から 12 月上旬にかけて、時間割選択
がある。その前の段階で、改めて阿賀町校外学習を振り返
り、どのような力がついたと考えるかのアンケートを行っ
た。アンケートの回答は、googel フォームから投稿させた。

まず、
「グローバルライフ」の〈共生〉分野では、全 5 時

この手のアンケートの場合、事後アンケートであれば、心

間の授業で、坂戸市内の社会課題と課題解決についての授

情やその変化を問うものが多い印象が強い。そうしたアン

業を行った。

ケートの有用性は否定しないものの、総合学科として、社

第 1 回 ボランティアについて考える、共生社会につい

会との連続性を考えたときに、具体的に生徒自身がその体

て考える

験を通してどのような力を獲得したと考えるのかを問う

第 2 回 自分のクラスの社会課題について、解決のため

アンケートを行いたいと考えた。回答項目としては、経済

の具体案を考える

産業省の「人生 100 年時代の社会人基礎力」に本校独自の

自分たちで考えた課題解決方法を実践してみる

項目を加えたものとした。また生徒たちの自由記述欄は、

第 3 回 坂戸市の社会課題について知る

（株）ユーザーローカルの AI テキストマイニング

「第 6 次坂戸市総合振興計画後期基本計画」

（https://textmining.userlocal.jp/）を利用し、解析し

https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/2/876.html

た。

「第 2 次阿賀町総合計画」 (平成 27 年度～平成 36 年
度 )http://www.town.aga.niigata.jp/gyousei/about/02so

【産社】阿賀町での経験がどういかされているか・影響

ugou/index.html を比較する

されているか自覚するアンケート

第 4 回 高校生が考える社会貢献アワード（坂戸市の
社会課題をテーマとして）

設問 1 「町長さんの話」は、今皆さんの生活にどのよう

第 5 回 振り返りと改善案の提出

な部分にいかされている、もしくは影響していますか？

「産業社会と人間」における阿賀町校外学習のガイダン
スと並行して、
「第6 次坂戸市総合振興計画後期基本計画」

課題発見力

内でキーワード化している〈シビックプラウド〉と〈シテ

傾聴力（相手の意見を丁寧に

ィプロモーション〉について丁寧な理解を促すことで、阿

聞く力）

賀町への視線がポジティブになる印象を授業者として持

思いやり

33 人(8.3%)

福祉に対する見方

31 人(7.8%)

放され、地方ならではの特徴的な魅力の発掘に意識が向い
ていく。そうした地方や地域課題に対するポジティブな生
徒の意識は、阿賀町校外学習を実施するうえで大きな意味
があった。受け入れ団体や民泊先から好意的な振り返りコ
メントをいただいたのは、この事前準備、事前学習があっ
たからといっても過言ではない。
次に事後学習として行った「国語総合」では、校外学
習実施前に９月の授業でフォトエッセイを作成する旨を
生徒に告知し、阿賀町を象徴する一枚の写真を選択してお

いかされていない・影響され
ていない

42 人(10.5%)

27 人(6.8%)

（複数選択可）
設問 2 「設問 1 で選択したものについて答えてくださ
い。阿賀町でのどのような経験が、どのようにいかされ
ているのか・影響されているのかを、理由を具体的に書
いてください。
」という設問に対する生徒の回答のワード
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った。生徒は都会に比べて何もないというマインドから解

50 人(12.5%)

クラウド。
（スコアが高い単語を複数選び出し、その値に
応じた大きさで図示しているもの。
）

課題発見力

55 人(10.3%)

人間関係

39 人(7.3%)

実行力

38 人(7.1%)

外部の人と連携する力

38 人(7.1%)

発信力（自分の意見を伝える力）

35 人(6.5%)

設問 6 「設問 5 で選択したものについて答えてくださ
い。阿賀町でのどのような経験が、どのようにいかされ
ているのか・影響されているのかを、理由を具体的に書
いてください。
」という設問に対する生徒の回答のワード
設問 3 「民泊」は、今皆さんの生活にどのような部分に

クラウド。
（スコアが高い単語を複数選び出し、その値に

いかされている、もしくは影響していますか？（複数選

応じた大きさで図示しているもの。
）

択可）
思いやり

73 人(17.5%)

人間関係

54 人(12.9%)

外部の人と連携する力

36 人(8.6%)

生活サイクル（リズム） 34 人(8.2%)
規範意識（社会のルール
や人との約束を守る力）

28 人(6.7%)

設問4 「設問3で選択したものについて答えてください。
阿賀町でのどのような経験が、どのようにいかされている
のか・影響されているのかを、理由を具体的に書いてくだ
さい。
」という設問に対する生徒の回答のワードクラウド。

設問 7 「あがのがわ環境学舎ツアープログラム」は、今
皆さんの生活にどのような部分にいかされている、もしく
は影響していますか？（複数選択可）

（スコアが高い単語を複数選び出し、その値に応じた大き

課題発見力

さで図示しているもの。
）

傾聴力（相手の意見を丁寧
に聞く力）
外部の人と連携する力
規範意識（社会のルールや
人との約束を守る力）
いかされていない・影響さ
れていない

44 人(14.4%)
34 人(11.1%)
26 人(8.5%)
25 人(8.2%)
25 人(8.2%)

設問 5 「アクティビティ」は、今皆さんの生活にどのよ
か？（複数選択可）
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うな部分にいかされている、もしくは影響しています

設問8 「設問7で選択したものについて答えてください。

設問 11 「新潟大学訪問」は、今皆さんの生活にどのよう

阿賀町でのどのような経験が、どのようにいかされている

な部分にいかされている、もしくは影響していますか？

のか・影響されているのかを、理由を具体的に書いてくだ

（複数選択可）

さい。
」という設問に対する生徒の回答のワードクラウド。
（スコアが高い単語を複数選び出し、その値に応じた大き
さで図示しているもの。
）

進路選択（進学・就職）

108 人(35.2%)

人生設計

32 人(10.4%)

時間割選択

26 人(8.5%)

授業でのモチベーション

22 人(7.2%)

いかされていない・影響されていない

15 人(4.9%)

設問 12 「設問 11 で選択したものについて答えてくださ
い。阿賀町でのどのような経験が、どのようにいかされ
ているのか・影響されているのかを、理由を具体的に書
いてください。
」という設問に対する生徒の回答のワード
クラウド。
（スコアが高い単語を複数選び出し、その値に
設問 9 「ポスター作成時に新潟大学の先生・大学生から

応じた大きさで図示しているもの。
）

アドバイスをいただいた経験」は、今皆さんの生活にどの
ような部分にいかされている、もしくは影響しています
か？（複数選択可）
創造力

38 人(9.8%)

計画力

37 人(9.5%)

発信力（自分の意見を伝える
力）
傾聴力（相手の意見を丁寧に聞
く力）
実行力

35 人(9.0%)
30 人(7.7%)
28 人(7.2%)
設問 13 「ホテル泊」は、今皆さんの生活にどのような部

設問 10 「設問 9 で選択したものについて答えてくださ

分にいかされている、もしくは影響していますか？（複数

い。阿賀町でのどのような経験が、どのようにいかされて

選択可）
人間関係

ください。
」という設問に対する生徒の回答のワードクラ

規範意識（社会のルールや人との約

ウド。
（スコアが高い単語を複数選び出し、その値に応じた

束を守る力）

大きさで図示しているもの。
）

いかされていない・影響されていな
い

56 人(19.0%)
41 人(13.9%)
41 人(13.9%)

生活サイクル（リズム）

30 人(10.2%)

思いやり

30 人(10.2%)
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いるのか・影響されているのかを、理由を具体的に書いて

設問 14 「設問 13 で選択したものについて答えてくださ
い。阿賀町でのどのような経験が、どのようにいかされて
いるのか・影響されているのかを、理由を具体的に書いて
ください。
」という設問に対する生徒の回答のワードクラ
ウド。
（スコアが高い単語を複数選び出し、その値に応じた

26

大きさで図示しているもの。
）
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【資料１】高校生との交流グループの選抜課題の回答

〈資料２〉国語総合 夏休みの課題 阿賀町フォトエッセイ

このフォトエッセイについては、国語総合の中で「書く」観点で評価した。ルーブリックを以下に記
す。
写真のキャッチ―さ

写真の説明

エッセイの内容

語句、文法、構成など

２

５

補完性が極めて優れ

読み手の注意を引き付ける

段落の有（1）
・無

ている

２・０

誤字脱字の無（1）
・有

適切な説明がついて

ポジティブ・明るい内容２・ 語彙・文法の適当性の有

いる

０

１

説明がなにかある

テーマとの合致（阿賀町の

０

説明が 5 行未満であ

印象）※１３・２・１

る

結論と内容の密着性 ※ ２

写真が強く興味を引
き付ける

１

写真がなにかある

０

写真がない

３

（1）
・無

３・２・１
※１

写真についての説明に限定化されず、広く阿賀町の社会課題や阿賀町全体の雰囲気への言及のレベ
ルで評価する

※２ 最終段落が「また行きたい」
「魅力を知ってほしい」など取ってつけたようなまとめではなく、主張
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との関連性のレベルで評価する

令和元年度「Ｔ－ＧＡＰ」実践報告
今野良祐 吉岡昌悟 対﨑加奈子 斉藤真吾
藤井未也子 岩井香奈 井上卓也 中臺昇一
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、課題解決型の探究学習は近
年の学校教育の一大潮流である。本校ではSGHに指定されて以来、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、令和元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．はじめに

ィールドワークを取入れた体系的な探究型カリ

１－１ 「Ｔ－ＧＡＰ」の位置付け

キュラムを開発する役目を担っている。SDGs の

「 T-GAP 」 は Tsukusaka Global Action

「課題解決」を目指し、
「国際 FW」や「高校生国

Progremme（※生徒向けには Project と称する）

際 SDGs 会議」
などの種々の取り組みを持ちつつ、

の頭文字を取ってつけられたもので、本校が SGH

今後も 3 年間を通じた「産社」から「卒研」まで

を実施するにあたって開発された科目の１つで

の流れは、全校的に行われる課題対応能力の育成

ある。今年度も引き続き、本校のキャリア教育・

の基幹となるものである。

課題解決型学習の基幹を担うものとして実施さ

２年次「T-GAP」は、生徒たちが社会課題を発

れる運びとなった。前年度までは学校設定教科

見・設定し、高校生ができる解決策を考え、グル

「国際科」
（２単位）として開講されていたが、今

ープで「ソーシャル・アクション」として実行す

年度は教育課程の改編にともなって科目名はそ

ることに重きを置く。このような課題設定・調査・

のままに、教育課程上は「総合的学習の時間」と

計画・実行・検証のサイクルを経験することで、

して実施された。

「卒業研究」への連接を担っている。

本校のカリキュラム開発上の重点として３年
間を通じた全校的なキャリア教育の取り組みが

授業は、隔週土曜日（１～３時間目）に開講し、
基本的には２年次担任団の教員８名で担当した。

挙げられる。１年次「産業社会と人間（以下、
「産
１－２

本年度までの「T-GAP」の運用と課題

下、
「卒研」
）」の一連の流れの中でキャリア形成に

前述のように「T-GAP」は、SGH を実施するに

資する基礎的、汎用的能力1を総合的に育成するこ

あたって開発された科目の１つであるが、その蓄

とが目指されている。そして、そうした能力の中

積の中で、申し送られてきた課題を順次挙げてい

でも、近年では「課題対応能力」に注目が集まっ

きたい。

ている。
特に、今年度は SGH の発展型である WWL（ワ

【H30 年度（24 期生）
】
①アクション実施までのスケジュールが過

ールド・ワイド・ラーニング）事業が構想され、

密であったこと

その初年度にあたる。その中で、本校は国内外フ

②（研究的な）リサーチスキルの指導不足

1

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）
では基礎的、汎用的能力として「人間関係形成・社会形

成能力」
「自己理解・自己管理能力」
「課題対応能力」
「キ
ャリアプランニング能力」の４つの能力に整理されてい
る。
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社」
）」
、２年次「T-GAP」
、３年次「卒業研究（以

③教員が「レール」を敷き過ぎることの弊害
【H29 年度（23 期生）
】

した。
①社会課題を設定し、解決の為の方策を考え、

①評価指標とフィードバック体制の開発

実行すること（計画作成の過程・質、実行力）

※H28 年度（22 期生）課題の申し送りなし

②目的に向けて、他者に働きかけ、協働するこ

前年度、前々年度の本科目の運用には若干の異

と（グループ活動、他団体との折衝など）

同がある。
「課題解決学習」
「卒研への連接」とい

③活動内容を適切な様式で表現すること（プレ

う骨子は、共通するが、それぞれ運用の仕方、重

ゼンテーション、レポートの作成などの質）

点項目が異なっている。前々年度の「T-GAP」は、

ねらいは前年度、前々年度とほとんど異なると

生徒を全体で４つのグループに分け、ある程度、

ころがないが、今年度の特徴としては③に多様な

生徒の意欲と発達段階に応じたプログラムを準

発表機会を設け、推奨したことである。

備したのが特徴である。D のグループには「グロ

（２）本年度の「T-GAP」の概要

ーバル」な諸課題までを射程におさめ考えさせ、

本年度の授業について、概要を以下にまとめて

C のグループは「福島」での F．W．をもとに課

おく。年間計画は【資料①】に示した。

題解決に臨み、B は PDCA サイクルを１から回

【運営体制など】

し、社会課題に取り組むこと、A はある程度既存

・変則隔週土曜日の１～３限（２単位）
。

の社会貢献活動に取り組むことまでを課されて

・担当教員は８名で、夏休み以降は担当として１

いた。（つまり、ABCD の順で段階を置く。）

人の教員が５～７グループ、約 20 名ほどの生徒

一方、前年度の「T-GAP」は「アクション」が

を担当した。

「Ⅰ」と「Ⅱ」の二段構えで実施されている点に

・全員が行う主な発表機会としては以下のような

特徴があり、最初から２学期に自分たちにとって

ものがある。

身近な場で何らかの課題解決を目指して取り組

①活動計画書とその審査（６月末～７月初）

む活動を最終目標である「アクションⅡ」として

②中間報告会（９月、夏季休業中の成果報告）

据え、その課題設定が妥当かアドバイスを受け、

③個人報告書（11 月、個人による成果報告書）

活動の実施に必要となる知識やスキルを習得す

④最終報告会（12 月、ポスターセッション）

ることを目的に、当該の社会課題を扱う外部団体

これに団体によって、代表に選ばれての発表や、

を探し、夏季休業中に訪問することを「アクショ

外部団体（マイプロなど）での発表が加わる。

ンⅠ」として課すという構成になっていた。

【評価とフィードバックの体制】

いずれも運用にあたっては生徒のセーフティ

・評価物としては次のようなものが挙げられる。

ネット（生徒がうまく指導にのれなかった時のた

各種プリント、活動の記録、事業計画書類一式、

めの手立て）が考えられているわけだが、前々年

事業審査のパフォーマンス、ヒアリング、中間報

度に関しては、最初から段階に応じて生徒の選択

告会レジュメ・発表、最終報告会ポスター、個人

を通じて負担感を軽減する、一方、前年度に関し

報告書、外部団体での発表

ては、
「アクション」に至るまでに丁寧に時間をか
けることによって負担感を軽減するというよう

２．指導の実際

に手段が異なっている。これらの知見を踏まえて、

（１）カナダ校外学習成果発表会（３月末～４月

本年度の「T-GAP」を構想した。

はじめ）

１－３ 本年度の基本計画

の機会が設けられている。その中で「個人研究」

（１）
「T-GAP」の目的

として、それぞれが課題を設定し、現地で「何ら

まず、本年度の科目のねらいを次のように設定

かの調査」をすることになっていた。その成果は
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本年次は 1 年次の終わりに「カナダ校外学習」

春休み期間にまとめることとし、今年度の「T-

して、外部での発表の場を積極的に設けること、

GAP」の最初の時間に発表を行った。

があり、
「マイプロジェクトアワード」を全体に紹

ここで、こうした活動を設定するねらいは、
①探究学習の初歩を経験し（「失敗」を含め）得

介する意図もあった。
続いて、年次担任団より各種の NPO・NGO 団

た課題や知見を相互にフィードバックするこ

体の活動や探し方を紹介する講演、また、実際の

とで「探究」が主となる「T-GAP」の導入とす

NGO 活動に参加した際の経験談をもとに講演を

ること

お願いした。

②難度の高い「海外での調査」を先に経験する
ことによって、本年度、
「国内で」の活動にかか
る心理的な負担を相対的に軽減し、諸活動の活

（３）
「活動計画」
「審査」
（６月～７月はじめ）
PDCA サイクルについて説明をした上で、６月

性化を促すこと

を P（Plan）の時期と定め、生徒には次のような

である。果たして、生徒は様々な知見を得たが、

手順で計画を進めてもらった。

その全体的な課題は次のようにまとめられた。

①まず、発起人が事業申請書を申請する。ここ

①研究目的が不明瞭であること（
「何を明らか

では「事業」の概要を示す。

にしたいのか」が不明確）

②申請書はそのまま、一定期間、公募掲示板に

②F.W.で得たデータの分析方法が不適切であ

掲示される。

ること（「客観性」をどう確保するか）

③①と同時に発起人は「事業計画書」を受け取

③多く、
「研究」というよりは、
「調べ学習」に

り、こちらの作成を目指す

留まっていること

④事業計画書が完成した段階で「事務局」に提

いずれも、
「探究活動」
「研究活動」の際に陥り

出する（書類審査）

がちなことばかりであり、この時点でこれらのこ

⑤書類審査に通過した後に「審査会」を設定

とを意識できたことは大変有意義であったと思

⑥「審査会」に通過した後に、その団体に担当

われる。また、その前段階として「事前準備（調

教諭が決められ、相談のもと計画に沿って「ア

査）
」
「時間の確保」がいかに大事か、ということ

クション」の実施を目指す。

も生徒から多数挙がったところである。これらの

「公募」期間を設定したことには２つのねらい

反省をとりまとめ、全体にフィードバックした上

がある。ひとつは、生徒が自主的にグループを編

で「T-GAP」をスタートした。

成し、活動するにあたって、個人的な人間関係に
依拠することが大いにあり、その是正に一役買う

（２）講演・
「社会課題を知る」
「解決のための取

ことを期待して、である。その中には、あまりグ

り組みを知る」（５月）

ループを組むことを好まない生徒であっても、目

「T-GAP」のキックオフとして、まず、各種の

的や役割をはっきり期待される中であれば、グル

社会課題としてどのようなものがあり、どのよう

ープに参加し易くなったり、互いに認め合ったり

な解決のための取り組みがあるのかを、グローバ

することが期待できると考えたからである。もう

ルな視点あるいは高校生としての取り組みを、講

ひとつは、単純に、グループ相互の情報共有を進

演を中心に「知る」ことから始めた。まず、最初

めることで、隣接する課題に取り組む同士で情報

に高校生の視点から社会課題を解決する取り組

交換をしたり、あるいは合併したりということが

みを促し、またその発表の場として展開されてい

あっても良いと考えていた。
実際に、グループの作成にあたっては、勿論、

表して竹田和広氏（一般社団法人ウィルドア代表）

普段の人間関係がベースになっていることが多

に講演をお願いした。本年度の取り組みの特徴と

いが、普段は見られないメンバーの組み合わせや、
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る「マイプロジェクトアワード関東事務局」を代

グループをなかなか組まない生徒が目的を共有

施できた順調な団体がある一方で、この時期に該

するグループに入って最後まで活動する様子な

当する施設や団体と連絡をとり、あるいは訪問を

どが見ることができた。

させていただく中で計画が大きく変更され、もっ

一方で、事業計画書の作成はかなり難航した。

と多くの同種の施設に訪問しないと実態や課題

特に「社会課題」の設定は難しく、そこに至るま

がわからない、などさまざまな新たな「発見」が

での適切な資料集めや調査が、上手くいっていな

ある団体も多かった。つまり、D（Do）の段階で

い様子が散見された。また、課題を発見しても、

現実的な諸課題との違いに気づき、C（Check）、

それに対して、自分たちが「できること」の適切

計画が見直された団体も半数以上あった。これも、

な「第一歩」を見出すことが難しかったようであ

PDCA のサイクルを考える上では非常に適切な

る。このあたりの課題は「卒業研究」でも必ず経

学びで、中間報告会の段階では、この修正をどの

験することなので、ここで生徒に考えてもらうこ

ようにした（しようと思う）かが多く報告されて

とは、ねらいとするところなのだが、一方で、毎

いた。なお、この中間報告会では「フィードバッ

年もう少し適切なやり方はないものかと考えて

ク」に重点を置き、質疑をやや変則で行った。発

しまう。少なくとも、リサーチスキルの習得に関

表を終えたグループの人数だけ聴衆の班を作り、

しては一考の余地があると考える。

「相互質問（相談）会」の形式を作り、グループ

結果的に本年度は、全 49 団体ですべての生徒
が事業を立ち上げることができた【資料②】
。これ

の一人一人が様々な意見をなるべく持ち帰れる
ようにしたのである。

は、一年次の阿賀町校外学習の裏番組（7 月 16～
19 日）として、学年で持つ時間がまとまって取れ

（５）再アクション・再リサーチ期（１０月～１

たことが要因としては大きい。この期間に外部団

１月はじめ）

体として「教育と探求社」にも入ってもらい、主

中間報告の反省、あるいは成果を受けて、一度

に事業が立ち上がらない団体、十数団体に対して

全体で担当教諭と面談をする機会を設けた。その

ブラッシュアップをしてもらったことや、審査を

うえで今後の方針を決定してもらった。ここでは、

粘り強く行ってもらったことによって結果的に

大きく３つの方針に分かれる。ひとつは順調に推

「立ち上げれてしまった」という側面があるよう

移しているグループに関しては、すでに PDCA の

に思う。このことに関しては「課題」の項目に述

サイクルを１周は終えているので、このまま「個

べたい。一学期の終わりには、生徒一人一人に対

人報告書」
「最終報告会」の準備に移行してもらう

して「ヒアリング」を実施した（
「ヒアリング」に

ことも可能であり、実際にそのように進めたグル

ついては本校研究紀要第 56 集掲載の『平成 30 年

ープも一定数あった。もうひとつは、順調かそう

度「産業社会と人間」実践報告』をご参照いただ

でないかに関わらず、再度の継続したアクション

きたい）
。これによって、メンバーの一人一人がグ

を計画するグループである。一般に、そうした複

ループとしての目的と自分の役割を共有してい

数のサイクルを周回しているグループは非常に

るかをはかり、フィードバックの機会にすること

厚みを持った良い活動ができている。一度目のア

が目的となる。

クションが何らかの理由で不調に終わっていて
も、粘り強い取り組みによってその失敗をきちん

（４）第１次アクション期と中間報告（７月～９

と補っているからである。最後は、PDCA のサイ

月）

クルは回しきれなかったものの、その失敗の原因

と連絡をとりながらそれぞれ「アクション」を起
こしていく時期として設定された。そのように実

を分析し、
「個人報告書」として残すことで「卒業
研究」につなげていくことを選ぶグループである。
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夏季休業は、先述の通り、各団体が各担当教諭

（６）個人報告書（１１月中旬）

③ある程度教員の促しが必要な生徒も事業が

「個人報告書」に関しては、
【資料③】の個人報

立ち上げられたために、企画を推進しきれず負

告書の手引きを参照いただきたい。3 年次で取り

担感が大きかったであろうこと。特に人数が少

組む「卒業研究」を見据えて、論文としての書き

ない団体でその傾向が顕著であったこと。

方を中心に据えている。
概して、前々年度の課題意識には応えられたも
（７）最終発表会と代表者発表（１２月はじめ）

のの、前年度の課題を持ち越してしまった形であ

全員が発表する最後の機会が、
「最終発表会」で

る。また、新たな課題として、負担感・課題量を

ある。ポスターセッションの形式で全 49 団体の

どう軽減するか、
「活動」の適切な配分は大変悩ま

発表を実施した。当日は免許状更新講習の会場に

しい問題である。

もなっており、外部の先生方に対して発表する機

順調に進められる生徒に関して言えば、カナダ

会にも恵まれた。教員評価と生徒の相互評価を加

校外学習の課題研究で取り組んだ研究テーマや

える中で、12 月末の代表者発表のグループを選出

３年次で取り組む卒業研究、そして高校卒業後の

した。

進路を見据えてプロジェクトの社会課題（活動テ

最終発表会以降は「T-GAP」をふり返りながら、

ーマ）を設定する者も多くみられ、T-GAP として

次年度の「卒業研究」への接続が主となる（
「プレ

の授業期間が終了した後も、継続して活動してい

卒研」と生徒には称している）が、一方で、グル

る等、T-GAP での取り組みが卒業研究や進路意識

ーの中には継続的に取り組みや発表を続ける団

の醸成への原動力となっていることを改めて認

体もある。本校主催の「高校生国際 ESD シンポ

識させられる。

ジウム」や「研究大会」での発表や先述の「マイ

本校は生徒「全員」に対して、３年間を通じた

プロジェクトアワード関東サミット」などでの発

教育活動として、課題解決学習を設定している。

表である。

こうした取り組みは全国でもそう多くないであ
ろうと考えられる。その根幹には多様な体験を通

３．本年度の成果と課題

して多様な学びを保証するという総合学科とし

（１）成果について

ての基本的な姿勢があるわけだが、教育活動であ

①外部発表の契機を増やしたこと

る以上、あらゆる生徒がなるべく多くの学びがで

②連携する（お世話になった）団体の延べ数が

きるような仕組みを考究しなくてはならない。そ

増加したこと（
【資料④】
）

の意味で、
「T-GAP」はまだまだこれからの研究が

③審査会・報告会・報告書など各種評価のルー

必要な科目であることは間違いない。この報告が

ブリックなどをある程度整えられたこと

次年度以降の取り組みに何らか資するところが

④「記述」に関してある程度指導の枠組み（手

あるようにと願っている。同時に、今年度の 25 期

引き・サンプルなど）を整えられたこと

の生徒たちが「産社」
、
「T-GAP」で学んだことを活

⑤Classi のアンケート機能を用いて、未把握に

かしながら本校での学びを完成させることを期

なりがちな個人個人の活動や学習段階をある

待して、引き続き指導していきたい。

し、フィードバックに努めたこと

（生徒現況調査の活用）

参考文献

（２）課題について

中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・

①アクション実施までのスケジュールが過密

職業教育の在り方について（答申）
」（平成 23 年 1

であったこと

月）

②（研究的な）リサーチスキルの指導不足

『筑波大学附属坂戸高等学校研究紀要』
第 40～56 集

33

程度把握

【資料①】

令和元年度
回

月日

時間数

単元

1

4月13日

3

校外学習成果発表会

2

4月27日

3

T-GAPガイダンス①

T-GAP 年間指導計画
内容

備考

ｶﾅﾀ成果発表・振り返り
T-GAP活動の流れ、評価説明

GW
3

5月11日

3

講演会・ワークショップ

4

5月25日

3

T-GAPガイダンス②

アクションの実際、NPO・NGOの探し方

5

6月8日

3

GAPグループ活動①

課題設定、ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ作成

審査会①

6

6月15日

3

GAPグループ活動②

課題設定、ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ作成

審査会②

7

7月6日

3

GAPグループ活動③

課題設定、ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ作成

審査会③

8

7月16日

3

GAP活動計画書〆切

全グループが提出

審査会④

9

～7/19

3

ヒアリング①

マイプロジェクト関東事務局竹田様講演

夏期休業（GAP活動を実践する）
10

9月14日

3

GAP中間報告準備

11

9月28日

3

GAP中間報告会

12

10月12日

3

GAP中間報告反省会①

13

10月26日

3

GAP中間報告反省会②

14

11月9日

3

ヒアリング②

15

11月16日

3

活動報告書（個人）作成

16

12月7日

3

T-GAP最終報告会

17

12月21日

3

プレ卒研①

GAP発表会のガイダンス及び準備
グループごとに中間報告

保護者参観有

中間報告を受けて、再アクション、再
リサーチ等、深める時間とする。また、
最終報告会の準備。

個人報告書を作成・提出する
グループごとに最終報告会

免許更新講習授業公開

ＴーＧＡＰ最終報告会代表者発表

冬期休業（宿題：卒業研究構想）
18

1月25日

3

プレ卒研②

19

2月8日

3

プレ卒研③

20

2月14日

T-GAP活動報告ステージ発表
卒研個人テーマ 構想発表会

【資料②】プロジェクト団体一覧（2019 年 12 月末現在）
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3月学年末後

ＴーＧＡＰ反省会・卒研キックオフ
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【資料③】 個人報告書の手引き（冒頭ページの一部分）

個人報告書の手引き

目

次

要旨（アブストラクト）
第１章
第１節 課題設定の背景
第２節 事業目的

第２章

）

本事業の意義

第１節 ○○○○（社会課題）とは
第２節 先行事例
第１項 先行研究Ａ
第２項 先行事例Ｂ …など

第３章

事業報告

第１節 事業準備
第１項 文献調査
第２項 インタビュー
第３項 視察・訪問 …など

第２節 活動内容・報告
第３節 活動結果・効果

第４章

事業成果

第１節 事業成果
第２節 今後の課題・展望

36

参考文献

【資料④】

【25 期生 T-GAP2019

お世話になった＆ご協力いただいた皆様】

NPO 法人・社会教育団体様
若葉ナーシングホーム，グループホーム暖家鶴ヶ島，康保会玉淀園，カルテット児童養護施設，いわつき乳児院，あい
の実(児童養護施設)，児童養護施設さんあい，ニチイケアセンター千代田，若葉デイサービスセンター，NPO 法人園芸福
祉普及協会 粕谷芳則様，NPO 法人カローレ，NPO 法人桑の実クラブ マルベリー，NPO 法人 Baby ぽっけと，NPO
法人くき CAP 増田知巳様，NPO 法人ぱぱとままになるまえに 西出博美様，NPO 法人キッズドア代表 渡辺由美子
様，ＮＰＯ法人 Chance For All 代表理事 中山勇魚様，NPO 法人にゃいるどはーと代表 東江ルミ子様，NPO 法人動
物シェルター「Rencontrer Mignon」，NPO 法人 mamacare，NPO 法人鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会 細貝光
義様 今國喜栄様 柏木美之様 Hero Makers 埼玉，さいたま子ども食堂ネットワーク，赤坂氷川神社雅楽会，鶴ヶ島里山
サポートクラブ代表 小澤邦彦様，北坂戸ぽんわか 平山雄大様 大石多栄子様，オープンフィールドキッズ運営チーム
岡本行弘様 岡本麗子様 菅原直紀様 鈴木拓海様 岩永たくや様，ときがわカンパニー 風間崇志様，春皐園 町田康
寛様，てぃにー⭐てぃにー，レインボーさいたまの会代表 加藤岳様，学生団体 SustainableGame，動物愛護ふれあいセ
ンター，鶴ヶ島市大橋児童館 館長，ボランティア団体「ひだまりサロン」，子ども食堂「じゃがいも」，子ども食堂コミ
ュニティカフェ｢ひだまり｣ 上蓑礼子様，子ども食堂「ひこうき雲」会長 河野 和様，三芳おなかまこども食堂，千代田
第二わんぱくクラブ，坂戸市はらっぱクラブ，鶴ヶ島市ありんこクラブ，鶴ヶ島市第２ありんこクラブ，富士見市放課後
児童クラブ，つるせ台小学校放課後児童クラブ 内山美樹様，東坂戸三芳野児童センター館長 福吉久雄様，坂戸市千代
田児童センター，ふじみ野市上野台子育て支援センター，環境カウンセラー 上領園子様
企業様
ベルク坂戸八幡店，ヤオコーワカバウォーク店，ヤオコー若葉駅西口店，ヤオコー月の輪駅前店，JA いるま野坂戸農産
物直売所，イオンリテール株式会社 環境・社会貢献部 中ノ理子様，保護猫カフェねこかつ川越店 梅田達也様，スエ
トシ牧場代表 藤原直樹様，世界初の野菜スイーツ専門店「イグレック パル ポタジエ」，ルピナス，パン・ケーキ教室
「makana」廣谷様，studio add 代表 加藤茂様，本田技研工業株式会社サスティナビリティ企画部 青木康彰様，Classi
株式会社，トイザらス富士見店，東京おもちゃ美術館，喫茶ぽにーてーる店長 坂口様，角仲林業代表取締役社長 山中
浩義様
学校・役所関係様
川越市立大塚小学校，坂戸市立坂戸小学校，坂戸市立南小学校，坂戸市立浅羽野小学校，鶴ヶ島市立栄小学校，鶴ヶ島
市立第二小学校，鶴ヶ島市立藤小学校，鶴ヶ島市立長久保小学校，鶴ヶ島市立南小学校，鶴ヶ島市立第一小学校，坂戸市
立千代田中学校，坂戸市立坂戸中学校，所沢市立所沢中央中学校，ふじみ野市立大井中学校，富士見市立富士見台中学校，
学校説明会に来校された中学生と親御さん，埼玉県内公立・私立高校の公民科教員の皆様，城西大学勝浦ゼミの学生の皆
様、信州大学農学部 加藤正人様，立正大学社会福祉学部社会福祉学科 鈴木浩之様，精密林業計測株式会社 代表取締
役 竹中悠輝様，埼玉県庁福祉部少子化対策局長 内田貴之様，埼玉県庁福祉部こども安全課 服部孝様，坂戸市役所，
新座市役所，坂戸市環境産業部環境政策課 井川紀彦様，富士見市社会福祉事業団 前田明子様，ふじみ野市立子育て支
援センター所長 樋口良江様，鶴ヶ島西市民センター
筑波大学・本校関係様
筑波大学附属聴覚支援学校，筑波大学附属大塚特別支援学校 石飛了一先生，工業科：北原立朗先生 工場様，農業科：
渋木陽介先生，白石充先生，梅澤智先生，家庭科：後藤巻子先生，石田光枝先生，萩原香代子先生，福祉科：熊倉悠貴先
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生，保健体育科：藤原亮治先生，多田省吾先生，渡會愛梨先生

【活動の様子 写真レビュー】
◇T-GAP キックオフ（5 月 11 日） “社会課題”を知る”～講演会 一般社団法人ウィルドア代表竹田様～

◇プロジェクト活動の様子（7 月～12 月）※団体名末尾の番号は団体一覧表の通番に対応

Agricalchildren (1)

スポニティ (41)

ぽんテリング (48)

NEOM (16)

環境教育社 (34)

plaformers (20)

フリーファミリー (44)

文化財防衛隊 (45)

好き嫌いをなくし隊（40）

◇最終報告会（12 月 7 日ポスターセッション、12 月 21 日代表者発表）
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【最終報告会の際に披露した 1 年間の活動ダイジェスト動画（個人での視聴に留めてください！）
】

令和元年度「卒業研究」実践報告
卒業研究委員会 塗田佳枝・北原立朗・嶋田昌夫・福田美紀・都志見聖子・安藤愛
水沼久夫・金城幸廣・浅野理就・岩井香奈・後藤巻子・渋木陽介
對﨑加奈子・古家幸瑛・吉岡昌悟・渡會愛梨
「卒業研究」の実践で例年指摘される課題のうち、本年度はテーマ設定に注目し、２年次後半の導入期の指
導に時間をかけた。その中で研究を「自分の問いを作り答えを出すこと」と定義し、問いを６回提出させた。
年度末の生徒の自己評価によると、本年度の目標は概ね達成できたと言える。本校の教育課程におけるアカデ
ミック・スキルの育成の位置づけや探究活動に対する教員の共通理解、運営上の問題など、課題は依然として
残るが、多様な学びを設定できる総合学科で探究学習を行う意味は大きい。

キーワード

課題研究 探究学習導入期の指導 「問い」の設定 ルーブリック アカデミック・スキル

１．本校における「卒業研究」の課題

【H30 年度（23 期生）
】

「課題研究」は総合学科高校の最終年次に置かれる科目
であり、学習指導要領では「多様な教科・科目の選択履修

①個人研究を行う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性

によって深められた知的好奇心等に基づいて自ら課題を

上記の課題は、研究を進める順に「テーマ設定の指導」
「ア

設定し、その課題の解決を図る学習を通して、問題解決能

カデミック・スキルの指導」
「評価基準の設定による担当者

力や自発的、創造的な学習態度を育てるとともに、自己の

の差の軽減」
、加えて「本校のカリキュラムにおけるアカデ

将来の進路選択を含め人間としての在り方生き方につい

ミック・スキル育成の位置付け」に分けられるだろう。

て考察させる」ことが目標として示されている。
「T-GAP」などの各年次特有の科目・活動は最終的に「卒

２．本年度の基本計画
２－１ 「卒業研究」に至るまで

業研究」に向かい、卒業後の学ぶ姿勢を育むことをもねら

本年度３年次生（以下、24 期生とする）は、１年次で一

って計画されている。
「卒業研究」の実践は 20 年以上の蓄

斉に取り組む科目・活動として「産業社会と人間」ととも

積があるが、例年、課題として指摘されることは共通して

に「キャリアデザイン」
（総合的な学習の時間）があった最

いるように思われる。たとえば過去５年間の実践で課題と

後の年次である。
「キャリアデザイン」では、１学期に調査

（１）

して挙げられているのは以下の点である

。

【H26 年度（19 期生）
】

の基礎的なスキルを知りレポートを書く方法、２学期以降
はカナダ校外学習の事前学習の中で文献の読み方やスラ

①テーマ設定に関する指導の見直しと体系化

イドを用いたグループ発表の方法を学習した。
「産業社会

②教員間の評価規準（ルーブリック）の作成

と人間」では、生徒自らが訪問する企業や団体を探してイ

【H27 年度（20 期生）
】
①担当教員による指導の差の軽減（テーマ設定からアウ
トライン作成、レポート執筆に関わる指導）
②３年間を見通した年次の授業・活動の設定とともに本
校のカリキュラム全体における系統性の検討
【H29 年度（22 期生）
】
①担当者が決まる（筆者注：３年次になる）前段階での
テーマ設定の指導のあり方
②論文作成に関するきめ細やかな指導

ンタビューする活動から、電話やメールでの依頼やインタ
ビューの方法などを学んでいる。
２年次の「T-GAP」は、24 期生までは SGH 研究開発科
目として実施された。グループで課題発見・解決を行うソ
ーシャル・アクション型の学習活動であり、個人で行う「卒
業研究」への橋渡しとなる科目である。24 期生担任団は本
科目において、①自分の興味に基づくテーマを複数の立場
で見る力、②見つけた問題について、学校内外の人や組織
と関わることで解決のアプローチを知り、考え、行動する
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本校でも、普通・専門教科の授業や「産業社会と人間」

力、③困難な状況でも負けず、課題に向き合い続ける態度
を養うことを主な目的とした。
なお、
『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１年次から
持たせ、調査の方法・レポート作成・発表等の折に触れて
参照させている。

…問いの適切さ
②［研究の計画・実施］計画力・実証力
…資料収集や実験・スケジュール管理の有効性
③［資料・データの分析］分析力・テーマに関わる知
識 …客観性・妥当性
④［レポートの作成］論理的に書く力・情報整理力
…一貫性

２－２ 基本構想
本年度の「卒業研究」を構想するにあたっては、以下の
方針を立てた。
①「研究とは自分で『問い』を作り、
『答え』を出すこと
である」ことを理解させる。
②研究のサイクルを試行錯誤させながら体験させる。
③導入期に時間をかける。

⑤［研究成果の発表］論理的に説明する力・場を作る
姿勢…協働性
※主に①③④はレポート、②は活動記録・学期末面
談、⑤は発表会・ゼミ活動で評価。
【評価の割合】
〈１学期（全体の３０％）
〉
①２年次構想発表会２０％

②活動記録１０％

前章の課題の中では、研究が本格的に始まる前（２年次３

③取り組み状況（面談）１０％ ④中間発表会４０％

学期）のテーマ設定に注目した。自分の興味を実現可能な

⑤第１次レポート２０％

テーマに絞り込んでいくことは、研究初心者の高校生には

〈２学期（全体の５０％）
〉

難しい。調査を進める過程で目的が変わった結果、目的と

①活動記録１０％ ②取り組み状況（面談）１０％

結論が対応していないレポートになることもある。そこで

③最終発表会３０％ ④第２次レポート１０％

研究を「問いを設定し答えを出す」ことと示し、テーマを

⑤最終レポート４０％

「問い」の形で具体的に表現させ、複数回提出させること

〈３学期（全体の２０％）
〉

にした。また初めて担当する教員もいるため、同じように

①まとめの文章５０％

評価できる枠組みを作ることも考えた。

③その他、記録類１０％

２－３ 本年度の概要
本年度の授業について、概要を以下にまとめておく。年
間計画は資料①に示した。
【運営体制など】

②諸活動ﾜｰｸｼｰﾄ４０％

３．指導の実際
３－１ プレ卒業研究（２年次３学期「Ｔ-ＧＡＰ」
）
例年「T-GAP」の活動終了後、あるいは２学期の途中に
１回目の研究ガイダンスが行われる。24 期生は 10 月下旬

・水曜日の３・４限（２単位）
。５限は「総合的な学習の

に筑波大学農学系教授である校長の講話を行い、ガイダン

時間」と「数学Ⅲ」の選択制であり、約 130 名の生徒

スを始めた。テーマを問いの形で示すことで研究のイメー

は週３時間を研究に使うことができる。

ジをつかませようとしたのは前述の通りだが、ここで強調

・担当教員は 16 名で、１人の教員がテーマの近い 10 名

したのが問いは修正されていくということである。最初か

の生徒を担当する。テーマは本校における授業（科目

ら完全なものを作ろうとして思考停止に陥るのでなく、先

群・一般選択科目等）や活動で得たことから設定させ

行研究を調べたり研究方法を考えたりする中で問いが明

（資料②）
、個人での研究とする。

確になっていくことを、フロー図を用いて説明した（資料

・最終レポートは 40 字×40 行で本文 15 枚以上とし、11

③［a］
）
。

月末に提出する。
①自分の「問い」に向き合い「答え」を考える活動を通

（１）問いを立てる（１２～１月）
「T-GAP」が終わった 12 月上旬から、
「プレ卒研」を本

して、探究を楽しむ心や知的好奇心を育む。

格的に始めた。まず各自の興味・関心から問いをできるだ

②探究活動に必要なスキル・態度を身につける。

け多く立てさせた。次に科目群ごとに５～６名のグループ

【評価の観点】 ※「［活動の段階］／スキル・態度／評価のポイ

を作り、それぞれが作った問いを回覧・添削する活動を行

ント」の順に表示

った。他の人の問い、もらったコメントから新たな視点を

①［課題の設定］課題発見力(＋仮説設定力)

得ることができたようである（資料③［b］
）
。
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【目標】

続いて、文献の読み方を指導した。科目群ごとに共通の

で行うが、基本的には班ごとの指導になる。
「卒業研究」の

論文を与え、問いと答え、根拠の示し方に注目させ、多様

時間はパソコン室や農場等で作業をする者が多く、活動が

な論点があることに気づかせた（資料③［c］
）
。冬休みには

見えにくい。そこで毎回「活動記録」に活動状況の報告と

自らの問いに関連する論文や書籍を読む宿題を出した。

次回の予定を書かせた。発表やレポートに反映されない取

１月には、３月の構想発表会に向けて研究計画を作成さ

り組み状況を評価する機会としては、学期末に 1 人 10 分

せるため、研究の対象と方法について説明した（資料③

程度の個人面談を設けた。面談では生徒に自己評価と理由

［d］
）
。ただ自分の問いが研究になるのか、実現可能なのか

を説明させて評価をすり合わせるとともに、教員からレポ

を生徒一人で考えることは難しいため、自身のテーマに近

ート等のフィードバックを行った。

い専門分野を持つ教員との面談を課した。

また平日に校外での活動を希望する場合は、５限「総合
演習」
、６限「LHR」までを使う水曜日３～６限のみ認めた

（２）計画の作成・共有（２月）
テーマや研究方法の多様性に気づき、計画を練り直す機

（ただし「数学Ⅲ」選択者の５限は公欠とはならない）
。活
動先にはまず生徒が連絡を取り、依頼文書が必要と言われ

会として、研究計画を共有する活動を２月上旬に設定した。 た場合は担当教員が対応することとした。今年は約 10 名
テーマ・科目群混合の５～６名のグループを作り、１人に

の生徒が「校外活動承認願」を提出した。

つき 10 分ほどで計画の説明と他のメンバーからのアドバ
イス・コメント交換を行った。ふりかえりの「友達からの

（２）論文の構造を知る

アドバイスでテーマに対する不安が少し減った」
「他の人

中間発表会や第１次レポートの内容を考える時期であ

の計画を聞いて自分の研究の参考になることがあった」等

る５月中旬に、論文の構成に関する全体ガイダンスを行っ

の記述から、ある程度ねらいは達成できたと思われる。

た（資料③［e］
）
。かなりの情報量を短い時間で説明したた
め、説明した教員・生徒ともに消化不良の感が残った。各

（３）構想発表会（３月）

担当教員が少人数の班で、質問を受けながら説明したほう

期末考査後の３月中旬には、テーマが近い生徒を７会場

が効果があったように思う。いずれの形態にしても、説明

に分けて構想発表会を行った。スライド発表の年度もある

を聞いた後は生徒自身が「問い（目的）
」と「答え（結論）
」

が、本年度はレジュメによる発表にした。文章にまとめる

の対応を意識しながらアウトライン（目次）を作り、教員

過程で問いや対象を修正したり、資料を手元に置いて聞く

の指導を受けつつ練り上げていかなければならない。この

ことで他者の研究への理解を深めたりさせるためである。

点については、16 名の教員が共通認識を持って指導できる

具体的には①研究内容（
「問い」を立てた動機・
「問い」の

ように、運営担当が気を配る必要があるだろう。

説明）
、②対象・方法、③「問い」に関するキーワード、④
今後に向けて、⑤参考文献リストを３～５分で発表させた。 （３）発表会
また発表後の質疑に加え、アドバイスや疑問点を書いた付
箋を交換させた。

１学期末の第１次レポートと２学期末の最終レポート
の提出前に、研究をまとめ意見をもらう場として２回の発

ふりかえりからは「
（似ているテーマの人と：筆者注）情

表会を設定した。１学期の中間発表会は質疑の時間を十分

報を共有して研究が行えるとよりよいものができるので

に取れるよう、班別で行った。２学期の最終発表会は、１・

はないか」
「１人で進めるのでなく多くの人と関わりなが

２年次も参加する学校行事となる。班別の 16 会場とする

ら進めていくことが大切だと学んだ」など、研究は一人き

か２班合同の８会場とするか、スライド発表かポスターセ

りで行う閉じたものではなく、他者と関わりながら磨いて

ッション形式かは年度によって異なるが、本年度は各会場

いくものとの意識が見えて興味深い。一方、先行研究の調

の代表者による学年発表会を１日（２時間）で行う都合上、

査不足が目立ち、当然ではあるが研究の対象や方法につい

８会場で実施した。質疑を含めて８分という短い時間の中

て検討が必要な点が課題として現れた。

で、分かりやすく発表しようと直前まで改善する姿が見ら

３－２ ３年次「卒業研究」

るため適切な調査を行い、
『答え（結論）
』を示している」
、

（１）日々の活動

「資料：見やすく、説明の助けとなる資料を作っている」
、

３年次になると、担当教員が決まり「卒業研究」の科目
が本格的に始まる。ガイダンスやレポート等の説明は全体

「発表態度：聞き手を意識し、分かりやすく説明している」
の３項目で行った。スライド資料の提出期限超過、発表時
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れた。最終発表会の評価は、
「内容：
『問い』を明らかにす

間の大幅な超過・不足については、資料、発表態度をそれ

21 は「卒業研究」に関するもので、２～８は平成 30 年度、

ぞれ減点した。

29 年度と共通の項目にした。設問 11～20 は入学前と１年
次３月に実施した項目であり、変化を見ることにした。な

（４）レポートとルーブリック
レポートは、１学期末に本文５枚、夏休み明けの９月に
本文 10 枚、２学期末に本文 15 枚の３回提出させた。この

お肯定率は、
「４・３」の選択者が回答者に占める割合であ
る。
また「卒業研究」に関しては、高校での学習・活動と研

うち第１次・第２次レポートは途中段階であることから、

究の関連、研究の苦労や自身の成長、授業への要望等を記

前年度と同様、形式面を中心に評価し（資料④［a］
［b］
）
、

述式でも回答させた。４－１以降で「・」で示しているの

内容については最終レポートに向けた改善点をコメント

が、生徒のコメントである。

の記述や口頭で返した。最終レポートで「内容」の評価項
目に立てたのは、
「問い」
「根拠」
「結論」の３点である（資

以下、生徒のふりかえりと担当教員の所感（資料⑥）と
をあわせ、本年度の取り組みについて総括する。

料④［c］
）
。前年度とほぼ同じであるが、本年度使用した「問
い」等の語句を用いて、先行研究に基づく「問い」
、適切か

４－１ 本年度の目標に関して

つ十分な調査による「根拠」
、
「問い」に対応する「結論」

「卒業研究」に関するアンケートの回答は、過去の年度

を重視することを、２次レポート提出後の９月にルーブリ

とほぼ同様の結果である。プレゼンテーション力（設問６）

ックを配布して生徒に説明した。

が高く、計画性が低い（設問４）
。
年度当初に設定した目標①「自分の『問い』に向き合い

（５）レポート提出後の活動

『答え』を考える活動を通して、探究を楽しむ心や知的好

最終レポート完成後の 12～１月に何を行うかは、年度に

奇心を育む」について、興味・関心の広がりを聞いた設問

よって異なる。たとえばレポートの推敲、１年次に「産業

８や 16 で肯定率が９割あり、設問３・９で問いの解明に

社会と人間」で作成したライフプランを踏まえた新たなラ

向けて努力し、充実した活動となったと評価した生徒は８

イフプランの執筆、全生徒の研究を見る機会とするポスタ

割を超えている。

ーセッションなどが行われてきたが、本年度は「18 歳の人

・一年間をかけて同じテーマで行ったことは、
「もっと

生論」を作成させることとした。１年次では「私の人生論」

やりたい」という感情を生み出しました。

として、過去から現在そして未来における他との関係の中

・自分の好きなものをつきつめていくのは面白く魅力

で自分がどう生きてきたか、これからどのように生きてい

的なものなんだなと改めて思いました。

くべきかを考え、1600 字にまとめてクラスで発表させた。

・さまざまな情報を得て１つのことをより深く知ると

その後の本校での学びを経て、
「学ぶとはどういうことか、

いうことが楽しいことだと気づきました。

いかに生きるか」を改めて考えさせることをねらったもの
である。今回はエッセイ・論文・詩など形式は自由とし、

これらの結果から、目標①は概ね達成できたと言える。
目標②「探究活動に必要なスキル・態度を身につける」

Ａ４用紙１枚で表現させて最終的に冊子にする。絵を描く

も、設問６・７で９割が肯定的に評価し、記述式でも論述

場合も、表現の意図や内容を解説する文章を付け、人に伝

力やプレゼン力が身についたと答える生徒が多かった。

えることを意識させた。構想の手助けとして、担任を除く

設問４・６・７は、活動段階ごとに示した評価の観点（１

担当教員による学生時代の体験や本校の教員として思う

－２（３）
）の②計画性、④論述力、⑤プレゼン力とも対応

ことに関する講話や草稿を元に話し合うグループワーク

している。残りの観点である①課題発見力については設問

も設けた。

２の聞き方では測れず、③分析力はそもそも項目を設定し
ていなかったのが反省点である。

４．成果と課題
４－２ 「問い」の設定に関して

習に関するふりかえりを実施した。アンケートの回答率は

アンケートによると、８割の生徒が本校での学習や活動

95.47％（151 名中 144 名）
、質問項目と結果は資料⑤に示

に基づいたテーマを設定している。また教員も、２年次の

している。アンケートは設問 10 と 21 を除き「４：そう思

「T-GAP」が「卒業研究」における主体的に活動しようと

う、３：ややそう思う、２：あまりそうは思わない、１：

する意欲や外部との連携、研究テーマの発見に良い影響を

そう思わない」の４件法で回答させた。このうち１～10 と

及ぼしていると述べている［資料⑥（以下同）adj］
。もっと
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授業が終わる１月に、
「卒業研究」と本校での３年間の学

もこれは「T-GAP」だけでなく、科目群や一般などの様々

始まる前に、どれだけ探究学習の構えを作れるかも検討

な選択科目に寄るところも大きい［bcf］
。生徒たちは自ら

すべき課題である。

の興味や時代を反映した社会課題に基づくテーマを設定
している。

４－３ １年次との比較

資料⑦は学年発表会の代表 12 名に、担当教員から高く

本校入学前と１年次３月のアンケート結果と比較して

評価された生徒を加えた 20 名の「問い」の変化を示した

みると、３年次ではどの項目も大きく伸び、設問 20 を除

ものである。表によると、２年次 12 月から分野は変わら

いて肯定的評価が８割後半から９割後半を占める。特に

なかった８名［資料⑦（以下同）ｴｶｸｼｽｾｿﾃ］を除くと、多

「２」の回答者が減っている。

くの生徒は異なる問いに変わっている。特に、
［ア・オ・ケ・
チ］はテーマ自体が６月に大きく転換している。
問いがほぼ固まった時期は、２年次２月：５名［ｲｸｻｼｿ］
、

細かく見ていくと、自己の生き方に関する設問 12 は１
年次３月に肯定率が９割まで上がっている。これは「産業
社会と人間」で実施した２年次以降の科目選択や「人生論」

３年次４月：２名［ｴﾄ］
、６月：８名［ｱｳｵｶｺﾀﾁﾃ］
、10 月：

の作成・発表が関わっていると思われる。入学前に６割未

３名［ｷｾﾂ］
、11 月：２名［ｹｽ］で、６月が最も多い。第１

満の肯定率だった自主性（設問 13）や言語による表現（設

次レポートを提出し、本格的な調査に入る夏休み前に研究

問 17）は、９割近くまで上昇している。

の方向性が定まるのは、他の生徒の状況を考えても全体的
な傾向であると言える。

１年次３月に一度落ち込んだのが、興味の広がりや新し
いことへの挑戦（設問 16）と、他者との協働に関する項目

続いて個々の変化を見ると、
［ウ］は「乳酸菌を用いた発

（同 18～20）である。その結果について当時は、高等学校

酵食品」が「乳酸菌スターターとモッツァレラチーズ」へ、

では教員の支援が少なくなる中でグループ活動の内容が

「影響」が「味や品質」へと具体化している。
［セ］は図書

高度になり、思うようにいかない意識の現れと考察した（２）。

館の課題→レファレンスサービス→雇用問題→非正規司

加えて、小中学校までとは異なる多様なメンバーで新たな

書→司書の工夫と変化している。根底には図書館運営の厳

関係を築いている途中であったことも影響しているかも

しさという問題意識があり、文献調査やフィールドワーク

しれない。２年次末に同じ項目でアンケートを実施してい

を通して、問いが修正されていったのであろう。また［テ］

ないため、肯定率が上がった時点を確定することはできな

は「フェアトレードの販売促進」という研究の意義は変わ

いが、１年次３月の校外学習や２、３年次の様々な学習・

らないが、
「フェアトレード商品の付加価値」からより調査

活動を通じて自信を付けていったのであろう。課題であっ

しやすい「購入意欲を上げる商品情報」に対象が移ってい

たリーダーシップ（設問 20）についても、約２割伸びて

る。

62.5％が肯定的に評価している。

複数回提出させることで問いが焦点化し、研究の方法や

自分に影響のあった本校の科目や活動を３つまで答え

構成、結論を考える際に、教員と生徒が問いを元に検討で

る設問 21 では、数としては「T-GAP」
「卒業研究」が一番

きるという効果は、担当教員も指摘している［el］
。しかし

多いが、選択率はそれぞれ 20％弱である。科目群や一般の

例年のことながら、苦労する生徒もいる。

選択科目、
「産業社会と人間」
「キャリアデザイン」などの

・私は好きなことや興味のあることを調べ尽くす性格

科目・活動も一定数見られるが、それだけでなくボランテ

のため、逆に疑問が浮かばず、研究の問いがいっこう

ィア活動、部活動、カナダ校外学習、生徒会活動、国際フ

に決まらなかった。

ィールドワーク、留学生のホームステイ受け入れ、進路面

・普段あまり関心を持たない私にとって「どうして？」

談、他附属との共同宿泊学習など、本校で行っているあら

と思うことはとても難しかったです。結局、ただの調

ゆる教育活動が挙げられている。教員は時にハードワーク

べ学習になってしまいました。

を強いられるが、多様な学び・体験の機会が用意されてい

・テーマ設定で困っていた時に（担当教員が：筆者注）

ることが、様々な個性を持つ生徒の成長に寄与していると

具体的に説明して下さってすごく助かりました。

考えられる。

ことを可能にするには、教員が計画的に支援していく必

４－４ 課題

要があるだろう。ふりかえりでは、２年次以降の選択科

（１）生徒の記述より

目や「T-GAP」で課題を発見する機会を得たり方法を学
んだりできたというコメントも多かった。
「卒業研究」が

記述式のふりかえりでは、授業の計画者・ゼミ担当者に
向けての要望を任意で書かせた。授業内容に関する要望・
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困っている生徒が問いを絞り込み、対応する答えを導く

提言を以下に示す。
（ ）内の数字は人数を表す。
①受験（推薦入試）
、考査と卒業研究のレポートや発表会
を重ねないでほしい（11）
②評価、研究に対する考え方や進め方が教員によって差
がある。不公平である。連絡が不統一（11）
③生徒に任せすぎていて困る。テーマを絞る、進み具合

より自分のレポートの変な所に気づくようになった。
・
（科目群選択の：筆者注）科目を通じて、論文の書
き方やテーマの選び方を学んだ。
・２年生でたくさんレポートを書いていたので 15 枚
のレポートがそこまで苦ではなく、書き方もなんとな
くわかっていたので書きやすかった。

をチェックする、常にデータを提出させるなど工夫す

上記以外にも、選択科目で課題の見つけ方、調査の手法、

べき（4）

分析、レポート、スライドの作り方を学んだと記している

④時間が足りないなら、もっと早く始めてほしい（3）

生徒は少なくない。ここから、４つの科目群科目及び一般

⑤論文の書き方や研究の進め方について丁寧に指導し

選択科目など、生徒が選んだ科目によって「卒業研究」開

てほしい（3）
⑥毎回プリントアウトするのは紙の無駄である。両面印
刷にするなど工夫すべき（2）
⑦ゼミの分け方を配慮してほしい。人数を減らしてほし
い（2）
⑧指導教員を選びたい。教員がつかまらない（2）

始までに探究学習に対する素地に差ができていることが
考えられる。同様に、１年次の「キャリアデザイン」
、２年
次の「T-GAP」では年次全体に対してアカデミック・スキ
ルを指導しているが、理解や定着の程度は個人によって異
なることもうかがえる。
以上を踏まえると、４－２でも触れたように、年次全体

⑨他の分野の生徒の研究も見てみたい（2）

で動く「産業社会と人間」
「T-GAP」
、また 20～40 名単位の

⑩温室などの設備を修繕してほしい

授業で指導が行き届きやすい必修科目や選択科目におい

⑪結論が出ない状態で最終発表をするのでなく、先にレ

て、
「卒業研究」開始前までにアカデミック・スキルの「何」

ポートを提出すべき

を「いつ」教えるかを整理する時期に来ていると言える。

⑫全体ガイダンスが長い

過去の実践報告で課題とされてきた本校の教育課程上で

要望①のスケジュールは、毎年ほぼ変わっていない。さら

アカデミック・スキルをどう位置づけるか、言い換えれば、

に各年度とも４月当初にレポートの締切や発表会の日を

卒業時に身につけさせたい資質や能力を設定し、それをど

示し、自らの受験計画と合わせて計画を立てるように指導

のように育成していくかを検討する必要があるというこ

しているが、初めて推薦入試や本格的な探究活動に取り組

とである。

む生徒が計画的に取り組むのは難しい。それが、４－１で

特に、テーマ設定やアウトラインの立て方、分析の着眼

示した計画性に対する評価の低さや要望③につながって

点などは繰り返し体験させることで精度を高めていくも

いると思われる。要望②⑤とあわせて、以下で述べたい。

のである。もちろん「卒業研究」は、授業レポートとは異
なり、質・量とも高い成果が求められる。しかし「今の私

（２）教育課程におけるｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｽｷﾙ育成の位置づけ

が一からまた卒業研究をしたらより良いものができる気

教員からは、論文を構成する力や考察・結論の弱さ［al］

がする。こういった自信がついたことも良い変化なのかも

や、アンケート作成［i］及びレポート執筆のマナー・スキ

しれない」という生徒の声もあるように、ある程度段階を

ル［kn］が不十分との課題が挙げられた。生徒の反応は様々

追って無理なく研究に取り組むことができるように、カリ

である。

キュラムを整理・検討していくべきであろう。

・自由に好きなことを研究するというのはいいが、
「論
書き方、研究の進め方を全体で教えてほしい。

（３）探究学習に対する教員間の共通理解
研究のガイダンスやレポートの書式など重要な連絡は

・自分がほしい文献や資料を探す上で、キーワードの

全体の場で行っているが、各生徒は 16 名の教員が個別に

作り方や信憑性の高さなどといった「キャリアデザイ

指導している。テーマによって方法やレポートの体裁も異

ン」で得た方法や留意点を思い出しながら取り組むこ

なるため各教員の裁量に委ねているが、初めて本格的な研

とができた。

究に取り組む生徒にとっては、
「教員によって言っている

・
「T-GAP」でレポートの書き方や見やすいスライド

ことが違う」と混乱する者も少なくないようである。 先

の作り方を学んで「卒研」でも活かすことができた。

のアカデミック・スキル育成と同様に、分野（科目群）ご

・調べては発表するという科目が多かったので、前

とにでも研究に関する基本姿勢が教員間で共有され指導
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文」を書く力を我々は持っていない。基礎でも論文の

に当たれれば、生徒の混乱も多少は減るかもしれない。
評価については、本年度は生徒に学期ごとの評価項目と

これじゃない」と気づいてしまった。そこから自分が
何をしたいのか分からなくなってしまった。

その割合やルーブリックを事前に示した。また担当教員に

・筑坂の多様性や個を尊重する考え方が「卒業研究」

は採点前に目安を示したが、本来なら 16 名が集まり、採

につながったと思う。今ではまだ男性の化粧は受け入

点の目安を決めたり疑問点を解消したりして、共通認識を

れられていないけど、個を尊重する大切さを学んだか

図ってから採点にあたるのが理想である。

らこそ、このテーマにたどりついたと思う。

次年度からは 16 名の担当教員がさらに増える予定であ

様々な科目や教科外の活動、国や学校の内外の人々との出

る。全教員で「卒業研究」のレポートを評価する研修を行

会いを通して、生徒は成長していく。幅の広い学びの機会

ったり、３名体制で評価したりするなど、教員間の差をで

がある総合学科で探究学習を行うことは、教員間の共通理

きるだけ少なくする対策を考える必要がある。

解を作る難しさがある反面、より広く深い探究も可能にな
るだろう。
「答え」の見えない（ない）
「問い」にひるまず

（４）運営体制の整備
上の（２）
（３）では本校の教育課程など、全教員に関わ
るレベルの課題について述べたが、年次レベルでの運営に

挑戦し、大人であれば逃げたくなるような地道な作業に愚
直に取り組む。そんな生徒の姿に応えるよう、よりよい探
究学習を作るべく努力していきたい。

関する課題もある。
生徒も担当する教員も毎年度変わる。探究学習について
共通の枠組みができたとしても、生徒の実態に応じて特別

【注】

にどんな指導が必要かは、当該年次の運営担当が考えるし

(1)それぞれの年度の実践報告に拠る。なお平成 28 年度の

かない。
（２）で示した課題の中で、たとえばアンケート作

実践報告には課題が示されていなかった。

成やレポート執筆のマナー・スキルの不足は、生徒自身の

(2)北原立朗ほか（2018）p.21

見通しの甘さや不注意が一因としてある。しかし初めて研
究に取り組む生徒が、先を予測できず、形式の不備に気づ
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・
「卒業研究」の途中で「私の本当に興味のあることは

【資料①】2019 年度「卒業研究」実施状況
回

月日

活動内容

1

4月17日

2

4月24日

3

5月8日

4

5月15日

5

5月22日

6

5月29日

7

6月5日

8

6月12日

中間発表会

9

6月19日

★第１次レポート提出（本文5枚以上）
☆ﾀｲﾄﾙ＆ﾘｻｰﾁｸｴｽﾁｮﾝ④（問い）提出

10

7月3日

11

7月10日

12・13

7/16～19

14

9月4日

15

9月18日

★第2次レポート提出（本文10枚以上）

16

9月25日

全体ガイダンス（最終発表会・最終レポートに
ついて）

17

10月2日

☆10/4 ﾀｲﾄﾙ＆ﾘｻｰﾁｸｴｽﾁｮﾝ⑤提出

全体ガイダンス（科目の説明、担当教員紹介）
担当教員との面談

全体ガイダンス（研究ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ(4)論文の構造／
中間発表会・第1次レポートについて）

★中間発表会・PPT資料提出

個別面談

特別時間割（ＡＭ進路講座／ＰＭ卒研）

黎明祭（9/13）

19

10月23日 最終発表会

11月13日

22

11月20日

23

12月4日

※４限：学年発表会代表選出会議

★最終レポート提出（15枚以上）
☆ﾀｲﾄﾙ＆ﾘｻｰﾁｸｴｽﾁｮﾝ⑥提出

期末考査（11/27～12/1）

個別面談

※6（金）卒研２学期成績会議

24

12月11日 学年発表会

25

12月18日

26
27
28

中間考査（10/7～10）

まとめ①（学年発表会ふりかえり／「18歳の人
生論」ガイダンス／担当教員講話６名）
まとめ②（担当教員講話６名／「人生論」執
1月15日
筆）
まとめ③（グループワーク「筑坂の学びをふり
1月22日
かえる」）★「人生論」原稿提出
製本作業、卒研総括
1月31日
★卒研・製本用レポート（紙）持参

※16(月）研究大会代表選出会議
18日のＬＨＲ…構想を練る
以降、「総合演習」「ＬＨＲ」等を利用して執筆

★30（木）製本用レポート・データ提出
※2/7（金）卒研学年末成績会議

46

21

期末考査（6/25～28）
※8（月）卒研1学期成績会議

全体ガイダンス（７・８月の活動・第２次レ
ポートについて）

10月16日 ★最終発表会・ＰＰＴ資料提出

11月6日

体育祭（5/18）

生徒総会（5/27）

18

20

備考

【資料②】2019 年度「卒業研究」テーマ一覧（分野順、11 月 20 日現在）

2

タマシャモに鰹節を与えることで旨み成分は増加
するのか

堆肥の発酵において副資材の投入が発酵熱に与え
る影響
どうしたら、犬を購入する際の免許制度を取り入
4
れられるか
3

5 保護施設を普及するには
「殺処分ゼロ」を達成することは正しい選択か－
世界の殺処分事情と比較して－
砂浜に上陸する動物を保護する意義の比較と再検
7
討
鶏のケージが人々の行動選択にどのように影響を
8
与えているのか
廃棄ブルーベリーを用いた配合飼料給餌による鶏
9
への影響と可能性
6

40 平穏に生きる方法
ゲームを辞めずに、プレイ時間を抑制する方法の
41 提案～ゲーム依存症やゲーム依存症予備軍からの
脱出～
42 天然系接着剤を用いた木質建材CLTの可能性
43 ゲームのコミュニケーションツールとしての活用
44

自動車レースへの参戦方法とスポンサーの獲得方
法を考察する

45 紙を折って強度を上げる
46 気づいたら発電
47 木造建築の耐火性が高いらしい
48

感情認識AIを使用した感情通知システムの開発と
考察
教育及び言語哲学の文脈におけるファシリテー
ション論
指導者なしでディープラーニングを理解できるの
か？
プログラミング教育を効率よく行うにはどうすれ
ばよいか
人工知能の基礎から考える人類の未来に向けて～
AIを知ろう～
振動発電は日常生活に活用可能か
小学校プログラミング教育導入によって生じる格
差問題の解決策の検討
人工知能によるビットコインの価格変動予測と指
標による予測精度の違い

10 平飼い鶏卵はなぜ日本では普及していないのか？

49

11 イメージを払拭！米粉の食品開発

50

12 子ども食堂の運営形態による子どもへの影響

51

13 植物から色素を取り出し、水彩絵の具を作成する

52

14 降水確率は正しいのか

53

15 乳酸菌を使って鶏糞のpHを下げられるか

54

16 バナナはトマトの肥料になるか？

55

農業科目を選択した人の卒業研究についての悩み
17
に傾向はあるのか

56 円錐内面の円運動の汎用性とは

18 身近な素材を培地に使ったキノコ栽培は可能か

57

19 えひめAIで豚の皮膚改善は可能か
農業を題材にしたマンガは職業選択に影響を与え
20
るのか
21 筑坂の環境をアリから調査する

58 音力発電が可能ならば、何W発電できるか？
自習型と講義型プログラミング教育において学習
59
効果の高い方法はどちらか
60 子供用品を身近な物から作る

22 天然繊維で合成繊維は作れるのか

61 チャンク化から考える文字の記憶

23 現在の校内の野草の植生
埼玉県新座市における平林寺沿い野火止用水周辺
24
の自然探検マップの作成
香りによるストレス値の軽減は、都市型農業に有
25
効なのか。
埼玉県の酪農牧場における地域ごとの共生に違い
26
はあるのか

62 音楽の聴き方による集中力の違い

27 マイクロプラスチックを利用した環境教育の開発

66 学校における｢昼寝の時間｣の必要性

28 高校生にマンゴーの合成香料は作れるのか
食用コオロギ、ヤゴの環境塩分を増加させた場合
29
に生じる塩味の変化
農業において女性の役割はどのように変化したの
30
か。

67 原子力発電の効用

31 地域の自然と若者が関わる意義

70

32

乳酸菌スターターの違いによるモッツァレラチー
ズの味や品質への影響

63 夜泣き対策～一日の活動で睡眠は変化するのか～
64 恋愛心理学
65 室町時代の百姓一揆はなぜ暴徒化したのか

68 口内炎に最も有効な療法とは
69

71

33 植物に過酸化水素を与えた時の影響について

72

34 キュウリ種子におけるアレロパシー

73

35 ウガンダにおける陸稲ネリカの栽培適地

74

36 キヌアの現状とはどのようなものか？

75

37 子ども食堂における農業と食育の関係性とは

76

メロンのプランター栽培における吸水ポリマーの
38
効果
キヌア粉の含有量の差がうどん麺の機能性・嗜好
39
性に与える影響について

自然災害大国における「防災意識」から読み取る
「風化」の定義とは－東日本大震災を事例に－

77

小児病棟に今必要なものは何か～おもちゃの現状
と課題～
ICTとなにを組み合わせれば器械体操の楽しさを充
足させられるのか～基本的心理欲求理論から考え
て～
体育授業におけるインクルーシブ教育のワーク
ブック提案
なぜ日本にアスレティックトレーナーの国家資格
がないのか
重いランドセルによる身体の影響を軽減させるた
めには
採点からみるフィギュアスケート～心に残る演技
とは～
馬が人間に与える心理的効果とは
作業療法士において仕事満足度とストレスには関
係性があるのか
社会の様々な男女差が及ぼす車いすバスケット
ボールへの影響

47

1 卒業研究の必要性について

図書館運営が難しい現代で司書はどのような工夫
が必要か

78 屋外での食事は食育として成り立つのか

115

ふれあい・いきいきサロンに高校生が関わること
79 で高校生と高齢者にどのような効果をもたらすの
か～ひだまりサロンの活動から～

116 人間の妖怪化

80 オリジナル創作豆腐を作ることができるのか

117 人を惹き付けるつかみ

81 スパイスを使った新しいレシピの提案

現代日本のフィクション作品にみる「教師」と
118 「生徒」の恋愛－どのように捉えられ、描かれて
きたか－

82 服を着やすくするために

119 台詞の翻訳にみる役割語

83 高カカオ食品の持つストレス低減効果の実証

120 ライトノベルの挿絵の表現

ディズニーを撮影する人に聞く撮影への意識から
84
学ぶディズニーらしい写真とSNSの活用

121 台本分析（仮）

85 白米に合う最強の卵焼きとは

122 外見魅力の評価をする基準は何か

現代のダブルケア～これから先のリスクを考える
～
農福連携の今後の発展に向けて～農業と福祉を繋
87
ぐコーディネーターの設置～

日本人のタトゥーに対する意識は年代別に違いが
あるのか
ミャンマーを紹介するガイドブックは現地の観光
124
地の魅力を伝え切れているのか
英検の語彙難易度の変化～問題の難しさは変わる
125
のか～

88 惹かれる絵本

123

89 きれいな肌になるには

126 ユースワークを広めるには

90 前髪での印象操作

127 「インスタ映え」の有効活用

高齢者のセルフケアを助けるための援助職者の役
91
割

128 義務教育前の英語教育は必要か

92 幼児の成長からみた男女の遊び方の違い

129 フリガナの効果に違いはあるか

93 障害者が働き続けるために
94 eスポーツ の可能性

実習に対し高い相互満足度をもたらす要因とは～
130 日本の農家におけるインドネシア人技能実習生の
受け入れから～
フェアトレードの商品情報の変化は購買行動にど
131
のような影響を及ぼすか

95 川越いもで地域活性化を行うことはできるか。

132 ポーズの価値観

96 ぬいぐるみは愛着形成の補助に効果的か

133 人の目からその人の性格は分かるのか

97 森見登美彦作品と道徳教材の親和性

134 カメラワークの分析

98 学校教師に求められるグリーフケアの知識と技能

135 高等学校音楽教員に必要なスキルとはなにか

99 人々に愛され続けるキャラクターの比較

136

下広谷史跡群の終焉に関わる室町時代の支配構造
の変遷

100 平面幾何学式庭園と日本庭園の違い

137 内装材の部屋への効果

特別支援学級に通う日本人児童への対応－教師に
101
求められるものは何か－

138

102 つくさかのロゴマークをつくる
「少年漫画」のヒーローとヒロインの「男こと
ば・女ことば」はジャンルにより違うのか
バーチャルユーチューバはどうやって流行ったの
104
か?
日本にある外国料理店からみる外国人コミュニ
105
ティーについて
103

106 剣道用語の海外での使用

ジャニーズ事務所と現代のインターネットの関わ
り～バーチャルジャニーズの誕生～
女子制服におけるスラックス導入の意義～痴漢被
139
害から考える～

140 ナチス被害者に対する補償と現代ドイツ
141 死者の世界～世界共通の概念を作る～
地方の税収格差をふるさと納税で是正することは
可能か
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン動
143
向予測

142

107 男性化粧が持つ魅力と今後の展望

144 ２つの基準への企業の取り組み

108 障がい者に対する性的支援の重要性と現状

145 浦和レッズの観客収容率

船員人材の多様化に向けて－日本とシンガポール
109
の事例から－
連鎖的デカセギを行うブラジル人労働者と日本の
110
関係について

146 サイゼリヤが高校生に人気なのは安さだけか？
147

築地市場移転問題の起こった背景と今後の経営体
制とは

111 生徒が教員へ求める不登校時の対応について

148 ディズニーの経営分析

112 日本の飲食店のムスリム対応からみる食の多様性

149 QR決済の影響力

113 日本人帰国生に対する現地校と補習校の有効性
114

こだわりスーパーマーケットは倫理的消費にどの
ような影響を及ぼすのか

ＳＮＳを用いた広告活動に関する研究
150 －Facebookによる宣伝効果の分析及びユーザーの
思考に基づいた広告活動の提案－
日本のスーパーマーケットにおいて紙袋使用の可
151
能性はあるのか

48

86

【資料③】
「卒業研究」で使用した主なワークシート

49

［ａ］研究ガイダンス（１）研究とは何か（2018 年 10 月 20 日）

50

［ｂ］
「問い」の共有（2018 年 12 月 12 日）

51

［ｃ］研究ガイダンス（２）文献を読む（2018 年 12 月 15 日）

52

［ｄ］研究ガイダンス（３）研究計画を作る（2019 年 1 月 12 日）

53

［ｅ］研究ガイダンス（４）論文の構造を知る（2019 年 5 月 15 日）

54

【資料④】
「卒業研究」レポートの評価表
［ａ］第１次レポート
2019年度（24期生）「卒業研究」第１次レポート評価表
名前：

／１０点

項目

①提出期限

②本文５枚以上

③体裁

内容

点数
期限内に出した

遅れた

2

0

6/19（水）17:00までに提出した。

4枚半以上

３～４枚半

３枚未満

3

2

1

【評価の目安】
※○印が基準
（８点）

表紙・目次・参考文献を除き、本文が５
枚以上ある（字数稼ぎをしていない）。

余白30mm、40字×40行、MS明朝体
10.5ｐを守るとともに、適切に引用して
いる。参考文献がある。

守っている

概ね良いが、引用などで
守れていない項目が目
やや守れていない項目
立つ
がある

2

④必要な項目

備考

1.研究の概要（動機・目的・方法）、２．
問題の背景（先行研究）、３．現状報告
が、ほど良い分量で書かれている。

概ね良い

1

0

先行研究が足りないな 研究目的がない等、項目
ど、ややバランスが悪いと の欠落やﾊﾞﾗﾝｽの悪さが
ころがある
目立つ

3

2

1

［ｂ］第２次レポート
2019年度（24期生）「卒業研究」第２次レポート評価表
名前：

／１０点
kome

①提出期限

②構成

③本文の
枚数

④体裁

⑤内容

内容

点数

備考

期限内に出した

遅れた

1

0

全てある

１つでも欠けている

1

0

9/18（水）17:00までに提出した。

【評価の目安】
※○印が基準
（8点）

表紙・目次・参考文献のページがある。

表紙・目次・参考文献を除いた本文が
10枚以上ある（字数稼ぎをしていな
い）。

余白30mm、40字×40行、MS明朝体
10.5ｐを守るとともに、適切に引用して
いる。

.研究の目的・方法、先行研究、調査内
容等が、中間レポートとしてふさわしい
分量で書かれている。

9枚半以上

9枚半～8枚

8枚未満

3

2

1

守っている

2

概ね良い

3

※１枚…半分以
上

概ね良いが、引用などで
守れていない項目が目
やや守れていない項目
立つ
がある
1

0

先行研究が少ないなど、 目的がないなど、項目の
※質でなく、必
ややバランスが悪いとこ 欠落やﾊﾞﾗﾝｽの悪さが目
要な項目のバラ
ろがある
立つ
ンス（量）を見
る。
2
1

55

項目

Ｅ

項目

Ｄ

C

56

Ｇ

内容 Ｆ

式

形

B

A

項目

論

結

拠

根

い

問

用

引

裁

体

量

分

出

提

文献・資料は除く。

本文で15枚以上ある。ただし、表紙・目次・参考

5

「問い」に対応した「結論」を導いている。

根拠や調査結果について適切に考察・分析し、
得力がある。

り、「問い」の「結論」に説

調査結果の考察が妥当であ

く記されている。

つ。

1

守られていない箇所が目立

としている。

不備はあるが、指定を守ろう

い」が示されている。

論がない。

る。

は詳細に考察しているが、結 り感想に止まっていたりす

論に不足・過剰がある。また るが、論理の飛躍が見られた

調査結果の考察は妥当だが結 考察や結論を書こうとしてい

りにくい点や不足がある。

著しく不適切である。

調査の方法、量のいずれかが

れている。

に関連づけられた適切な「問 え、何らかの「問い」が示さ

あり、レポートに分かりやす ね適切であるが、一部に分か

めに、十分な調査を行っている）。

）

本文で15枚以上ある。

締切を守っている。

1

基礎知識や問題の背景と十分 基礎知識や問題の背景をふま

3

調査の方法・量ともに適切で 調査の方法・量ともにおおむ

5

おおむね適正である。

おおむね指定通りである。

2

レポート筆者（

「問い」に答えるため、適切で豊富な資料に基づ

れた適切な「問い」が示されている。

基礎知識や問題の背景（先行研究）と関連づけら

評価基準

3

5 く根拠を示している（「問い」を明らかにするた

3

配点

3 引用の仕方や参考文献の書き方が適正である。

2 表紙・目次・本文の体裁が指定通りである。

1

適正である。

最終レポート採点表

評価基準

1 11月20日（水）17:00までに提出している。

配点

〈24ｔｈ卒業研究〉

20点満点

）

【評価の目安】
※○印が基準（13点）
※「おおむね」２～３の不備
は許容

評価理由

コメント（アドバイス）

点数

（例）

※Ｅ～Ｇは中間点なし

考察・分析がない。

→Ｆ：１（方法が不適切）
Ｇ：０（結果に対する考察
がない）

アンケートを行い、結果しか
示していない場合

調査が大幅に不足している。 字数かせぎのため苦し紛れの

る。

の背景との関連が不十分であ

る。または、基礎知識や問題

「問い」が著しく不適切であ

0

ほぼ守られていない。または ※C・Dは見た感じの印象で良
参考文献がない。
い

ほぼ守られていない。

写真が大きすぎる。

たは15枚以上あっても表や

本文が15枚以下である。ま

締切を守っていない。

0

レポート採点者（

［ｃ］最終レポート
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設問_21

設問_20

設問_19

設問_18

設問_17

設問_16

設問_15

設問_14

設問_13

設問_12

設問_11

設問_10

設問_9

設問_8

設問_7

設問_6

設問_5

設問_4

設問_3

設問_2

設問_1

５．校外へ出かけたり、校外の人に対して聞き取り調査を
行ったりしましたか。
６．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
ましたか。
７．レポート作成を通して、論理的な文章力を身につけるこ
とができましたか。
８．研究を通して、身の回りや社会・世界に興味や疑問を持
つなど視野を広げることができましたか。
９．「卒業研究」に真剣に取り組み、充実した活動ができた
と思いますか。
10．「卒業研究」のために読んだ参考図書や先行文献は何
冊（本）ですか、読んだ数を書いて下さい。
11．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。
12．将来や特長など、自分自身のことについて考えること
ができましたか。
13．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。
14．困難なことがあってもあきらめず、最後までやり遂げよ
うと努力できましたか。
15．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。
16．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。
17．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。
18．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。
19．メンバーの特徴や状況を考え、よりよいグループ活動を
行うために協力できましたか。
20．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。
21．特に自分に影響があったと思う科目や科目外の活動を
最大３つあげ、理由とともに書いて下さい。
2.83

3.33

3.42

3.35

3.51

3.30

3.31

3.24

3.68

3.56

3.23

3.19

3.23

3.41

2.71

85

（略）

62

63

57

75

59

62.5%

90.8%

94.4%

88.7%

90.9%

89.5%

86.0%

88.8%

（略）

43

63

69

67

87

60

68

53

96.5% 103

96.5%

82.6%

91.2%

86.0%

90.9%

58.3%

47

66

66

59

43

68

55

74

35

53

57

62

66

55

25

41

13

7

14

12

13

17

14

4

5

21

10

16

10

17

〈１～10：「卒業研究」、11～21：３年間に関する項目〉
【２４期３年次１月144/151名回答】
項目
平均値 肯定率
4
3
2
１．研究目的を「問い」の形で書いて下さい。
（略）
※１文・疑問形にする。
２．高校での学習（授業）や体験にもとづいた「問い」（テー
3.20 80.0% 69 47 18
マ）が設定できましたか。
３．自分の設定した「問い」の解明に向けて主体的に努力し
3.22 84.7% 57 65 19
ましたか。
４．計画的に活動することができましたか。
2.59 52.1% 25 50 54

13

0

1

2

1

2

3

2

1

0

4

2

4

3

43

15

3

11

7

8

8

9

8

8

8

8

8

8

7

7

8

8

8

7

7

6

1 未答

85.3%

85.3%

90.4%

49.4%

58.3%

85.9%

82.7%

61

54

73

52

27

58

53

72

79

68

25

64

76

76

2.38

2.99

2.94

3.01

3.31

2.88

3.04

2.85

3.5

3.13

42.3%

72.7%

75.0%

70.5%

84.0%

69.9%

78.3%

67.3%

91.1%

82.8%

22

46

37

51

79

33

46

33

95

54

44

66

80

59

52

74

77

72

48

76

61

36

32

42

20

41

28

46

11

21

29

6

7

4

5

5

6

5

3

6

【２４期１年次３月（158名）※カナダ校外学習前】

3.19

3.16

3.33

2.58

2.67

3.17

3.1

【２３期３年次１月156/160名回答】
平均値
肯定率
4
3

75.9%

89.4%

58.2%

51.8%

87.2%

82.3%

24

58

56

17

48

58

83

68

26

56

75

58

2.41

3.21

3.14

2.69

3.53

2.8

2.93

2.57

3.15

3.11

45.1%

87.7%

87.0%

58.6%

87.6%

69.1%

74.7%

55.6%

82.7%

78.1%

22

58

49

36

81

23

39

10

56

62

51

84

92

59

60

89

82

80

78

63

【２４期１年次４月（162名）※入学前】

2.91

3.33

2.79

2.59

3.21

3.19

【２２期３年次１月141/156名回答】
平均値
肯定率
4
3

61

16

15

48

16

44

32

65

25

25

28

4

6

19

4

6

9

7

3

10

【資料⑤】
「卒業研究」及び３年間のアンケート結果と、他年次・１年次時点との比較
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【資料⑥】担当教員の所感

59

60

61

マイクロプラスチックは魚の血液中に取り マイクロプラスチックによる海洋汚染はど マイクロプラスチックを利用した環境教育をす マイクロプラスチックを利用した環境教育をす マイクロプラスチックについての環境教育プ
込まれるのか。
んな魚種に多く検出されるのか。
るには。
るには
ログラムをどのようにするのか。

日本の女性アスリートのセカンドキャリア 女性アスリートのセカンドキャリアの可能 女性アスリートのセカンドキャリアの選択肢
での活躍の場とは？
性を社会全体に提案する
の幅を広げるには？

①生物資
源・環境

①生物資
源・環境

①生物資
源・環境

②工学情
報

②工学情
報

エ

オ

カ

キ

ク

馬が人間に与える心理的効果とは

馬が人間に与える心理的効果とは

乳酸菌スターターの違いによるモッツァレラ
チーズの味や品質への影響は何か？

学生が利用する場合の公共図書館の課
地域性や福祉的な視点で見た現代の図
題はレファレンスサービスの認知度が低 図書館の雇用問題は日本だけか
書館の課題は何か
いことか

セ ③生活

ユースワークを広めるにはなにが必要なの
か？

小児病棟のおもちゃの現状を調べることで、
入院している子どもたちのQOL向上を図る案 小児病棟に今必要なものは何か
を探ることができるのではないか。

ユースワークを広めるには何が必要か

（未回答）

ユースワークを広めるには何が必要か

2020年の東京オリンピック・パラリンピックの
④人文・ビ 食品ロスを未然に防ぐために効果的な方 食品ロス問題に影響を与えるコミュニティ
現在のハラール認証制度は、ムスリムの
後押しするハラール認証とニーズには差は
ジネス
法とはどのようなものか。
の要素はなにか。
ニーズにあったものなのか？
あるのか。

④人文・ビ フェアトレードという付加価値は販売促進 フェアトレードという付加価値は消費行動 フェアトレードという付加価値は人々の購買
ジネス
に繋がるか
を促すことに繋がるか
意欲を高めるか

ふるさと納税制度の現状と問題点～地域
④人文・ビ ダウンロード配信によりこれからの音楽市
地方の税収格差をふるさと納税で解決する 地方間の税収格差を返礼品に頼らず少なく 地方の税収格差をふるさと納税で是正する 地方の税収格差をふるさと納税で是正する
活性化にどのような影響を与えているの
ジネス
場はどうなるか
ことは可能なのか
するにはどうするべきか
ことは可能なのか
ことは可能か
か

ツ

テ

ト

62

翻訳版「こころ」にみられる日本文化のロー
④人文・ビ 現代音楽にみられる歌詞の「文学性」は 夏目漱石「こころ」の翻訳版における人物
マ字表記は、読み手にどのような影響を与
ジネス
どこから来るものなのか。
の描かれ方はどのように変化してきたか
えるのか。

訪日ムスリムが日本の飲食店で安心して食
を楽しむためにはどのような対応が最も良い
か
フェアトレード商品の公開情報は購買行動に 人々の購入意欲を上げるのに効果的なフェ 購入意欲を効果的に上げるフェアトレード商
影響するか
アトレードの商品情報はなにか
品の商品情報はなにか

訪日ムスリムが安心して食を楽しむ為の飲
食店の対応とはどのようなものか？

現実社会では社会的・倫理的にタブー視さ
現代日本における教師と生徒の恋愛をテー
れている教師と生徒の恋愛が、メディアでど 現代日本のフィクション作品にみられる教師
マにしたフィクション作品は、年代や時代を
のように捉えられ、描かれているかを分析
と生徒の恋愛は、時代を超えてどのように捉
越えてどのように捉えられ、描かれてきたの
し、作品で広く扱われている理由を明らかに えられ、描かれてきたのか
か。
する。

痴漢被害はスラックス導入で防げるのか

チ

女子制服にスラックスを導入すべきか

女子制服にスラックスを導入することによっ
て、痴漢被害が防げるのではないか

ジェンダーと痴漢被害から見る
制服の自由化

④人文・ビ プリキュアが与える子供の自己形成はど
制服が及ぼすジェンダー意識
ジネス
んなもか

殺処分ゼロを達成すること正しい選択か

タ

「殺処分ゼロ」を達成することは正しい選択
か

殺処分を実現することは正しいことなのか

④人文・ビ 殺処分ゼロを達成することによってうまれ 殺処分ゼロを達成することは、全て良いこ 「殺処分ゼロ」を実現することは正しい選択
ジネス
る課題点は何か。
とと言えるのか
なのか～世界の殺処分事情を比較して～

ソ

非正規司書が低待遇であるのは、司書の仕 図書館運営が難しい現代の日本において、 図書館運営が難しい現代で司書はどのよう
事の認知度が低いことと関わっているのか。 司書はどのような工夫が必要か。
な工夫が必要か

器械体操の授業中に怪我や失敗をし、トラウ
マを抱えないために、器械体操経験のある
器械体操経験のない人が指導するためには
器械体操をさらに楽しんでもらえるようにする ICTと何を組み合わせれば器械体操の楽し
私が正しく安全に分かりやすく指導できるよ
どのような教材の開発をすれば良いか
ためには、何を充足させればよいのか？
さを充足させられるのか？
うな教材を開発すれば、問題が改善される
のではないか？

ス ③生活

器械体操経験のない人が指導するため
のプログラム開発

器械運動を通して運動能力をあげること
においての新任とベテランのコーチでの
指導法の違いとは何か？

小児病棟に今求められているものは何か 小児病棟に今必要なものは何か？
～おもちゃの現状と課題～
～おもちゃの現状と課題～

ぬいぐるみは子供にどのような影響を与
えているのか。

日本の小児病棟にCLSは必要である
か？

子どもの書く絵の心理を知ると、親の子
供の気持ちの理解は深まるのか？

親が身近なものから知育玩具を作る時の課
題とその課題を解決できる知育玩具とは何
か。

音力発電が可能ならば、何W発電できる
か？

天然系接着剤を用いたCLTは実用可能か？

農福連携が今後発展していくには、農業と
福祉を金銭面と連携面で繋ぐコーディネー
ターのような存在が必要となるのか。

馬が人間に与える心理的効果とは

マイクロプラスチックを利用して環境教育をす
るには、どのようにすれば良いのか？

乳酸菌スターターが違うことによるモッツァレ
ラチーズの味や品質への影響は何か？

ぬいぐるみは愛着形成の補助に効果的か。 ぬいぐるみは愛着形成の補助に効果的か？ ぬいぐるみは愛着形成の補助に効果的か？

日本のカウンセリング制度はどこを改善すべ 親が身近なものから子供用品を作る時の課 親が身近なものから子供用品を作るときの
きか～アメリカを参考に～
題は何か。
課題は何か。

音力発電が可能ならば、何W発電可能か？

日本のカウンセリング制度はどこを改善
すべきか～アメリカを参考に～

ぬいぐるみは青年期以降の大人にとってど
のような存在であり、どのような影響を及ぼ
すのか？
スポーツにはどのような福祉的な力はあ ユースワークを日本で広めるには何が必 日本でユースワークを広めるには何が必要
るのか？
要なのか
か？

栄養が心に与える影響とは

音力発電が可能ならば、何W発電できるか

音力発電が可能ならば何Ｗ発電できるの
か？

音力発電はできるのか？
できるなら、何W発電できるのか？

農福連携が今後発展していくには、農業と
農福連携における植物栽培でいちごは有 農福連携における植物栽培でいちごには 農福連携における、福祉の視点から見た課 農福連携の今後の発展に農と福を繋ぐコー
福祉を金銭面と連携面で繋ぐコーディネー
効であるのか
可能性があるのか
題は何であるのか。
ディネーターが必要であるのか
ターのような存在が必要となるのか。
CLT工法で木造高層ビルを建設すること CLTを使った木造建築の現状と課題は何
新たな建築材料のCLTの現状と課題は何 天然系接着剤を用いた木質建材CLTは実用
蛇口から出る水で水力発電は可能か？
は可能か？
か？
か？
可能か？

マイクロ発電はインドネシアで可能か？

３年次11月

堆肥の発酵で発生する熱は割合によって 堆肥を形成する物の割合で発する熱量は変 発酵鶏糞の発酵熱を副資材によって高める 堆肥に副資材を投入することで発酵熱が変
（未回答）
変化するのか。
わるのか。
ことができるのか。
化するのか。

シ ③生活

サ ③生活

コ ③生活

ケ ③生活

水溶性食物繊維による糖尿病の予防は 食品の併用による乳酸菌が生きて腸まで 乳酸菌を用いた発酵食品において、乳酸菌 乳酸菌スターターの違いによるモッツァレラ
できるのか？
届くヨーグルトへの影響
による味や効果の違いはあるのか？
チーズへの影響はどのようなものか？

①生物資
源・環境

ウ

３年次10月

身近に園芸を感じるためには何が必要
か。

３年次６月

①生物資
源・環境

３年次４月

イ

２年次２月

木炭入りの飼料で鶏糞の匂いは抑制で
きるか

①生物資
源・環境

木炭入り飼料で鶏糞のアンモニア濃度を 木炭入り飼料で鶏糞のアンモニア濃度を下 キュウリ種子には他植物の発芽を促進する キュウリ種子には他植物の成長を促進する キュウリ種子に含まれるアレロパシーは何
下げることができるのか
げることができるか
物質が含まれるのか。
効果があるのか。
か。

２年次12月

科目群

ア

【資料⑦】
「問い」の変化

令和元年度「総合地球科学入門」実践報告
理科 本弓康之 安藤愛 斉藤真吾 中臺昇一
平成 23 年度より継続的に実施している宿泊を伴う総合的な理科野外実習「総合地球科学入門」は、本校の
様々な先進的な取り組みに対応するとともに、教師教育や国際教育などの視点を加えながら発展的に実施し
てきた。ここでは、令和元年度「総合地球科学入門」の取り組みを先導的教育、教師教育、国際教育の各視点
から報告する。
キーワード
2.

理科野外実習

教師教育 国際教育

はじめに

る。また、国際バカロレアの理科グループ４プロジ

平成 23 年の東日本大震災をきっかけに、生徒が地

ェクトとして、問題発見、協働学習、ふりかえりと

球科学を学習する機会を増やし地球科学に対する興

いった生徒の主体的な学びができるように構成を変

味・関心を高めることを目的に、この理科野外実習を

更している。

継続的に実施している。
この理科野外実習は計画段階から、本校が筑波大
学の附属学校であり筑波大学との連携や新たな教育
研究を実施する必要があること、本校が総合学科で
あり様々な研究実践の蓄積とその研究実践に関連し
た外部とのつながりを持っていることなどを考慮し、
地球科学に限定した野外実習ではなく、地球科学を
軸としながらも様々な学びを結びつけ、総合的に地

図１ 班別実習

球科学と地球科学に関連した学びを獲得できること

さらに、ICT 機器を活用した実習や生徒の PC やス

を基本構想としていた。そのため、この理科野外実習

マートフォンを活用し生徒の学びを蓄積するポート

はつねに本校の教育研究（WWL、SGH、ESD、国際バカ

フォリオとしてベネッセの Classi を活用する取り組

ロレア等）や生徒の変化に合わせ、日程や内容を変化

みも実施している。

させながら継続的に実施してきた。

令和元年度は新たな取り組みとして、国際バカロ

ここでは、令和元年度「総合地球科学入門」の取り

レア・ＴＯＫ（知の理論）を参考に、永久凍土中のマ

組みを、先導的教育、教師教育、国際教育の各視点か

ンモスの発掘と関連した研究を例に、答えのない問

ら報告する。

いについて考える取り組みを実施した。

3.

先導的教育の視点

この野外実習は総合学科であることの利点を生か
した複数の教員が関わる教科間連携、異なる学年の
生徒が参加できる異学年交流、および筑波大学や実
習地である長野県信濃町の野尻湖ナウマンゾウ博物
館など高大連携、高校と博物館との連携を平成２３
年度から継続的に実施している。
これらの取り組みは、地球科学が様々な教科・学
学教員・博物館学芸員による専門的な講義や専門的

4.

教師教育の視点
「体験活動の充実」については、平成 10 年告示の

な実習を異学年の協働を通して学びを深めること

学習指導要領においてその文言が現れ始め、人間関

で、生徒自身の主体的な学びを期待して実施してい

係形成能力や集団生活への適応能力の低下といった
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問とのつながりがあることに生徒自身が気づき、大

図２ 答えの問いを考える取り組み

教育課題の発生の背景として、生徒たちの生活体験

る。これら 3 つの観点の中でも、新学習指導要領へ

や自然体験の不足が一要因に挙げられている。平成

の過渡期に現在あることから、とりわけ「将来」の日

30 年告示の学習指導要領においても、観察、実験、

本の学校教育に目を向けたディスカッションやレポ

野外活動といった体験的な学習活動の充実が引き続

ートを課している。

き謳われており、教員においては学校教育活動全体

この教育インターンシップは主に、事前指導、野外

の中で体験的な学習活動を展開できる能力を有して

実習への引率・指導、事後指導から構成されている。

いることが期待されよう。しかしながら、生徒のみな

事前指導では、野外教育および安全教育の指導法や

らず将来生徒を指導する立場である教員養成課程の

本校で実施される野外実習の目的を学習する。野外

学生でさえも、体験活動の経験が不足していること

実習中においては、大学院生は担当する複数名の生

を指摘する軸丸ら（2006）の主張や、教員養成課程に

徒の変容を記録し、毎日その生徒の変容の記録を振

お け る体 験 活 動 の 在 り 方 の 再 考 を 求 め る 豊 澤 ら

り返ることで、生徒と共に学ぶファシリテーターと

（2010）の主張を踏まえれば、現時点で教員が十分な

しての視点が重要であることを学習する。そして事

質を伴った体験的な学習活動を展開できる状況にあ

後指導では、野外実習全体を通しての振り返り活動

るとは言い難い。こうした生徒・教員双方の現状を鑑

を通して、先述の(1)(2)の目的と比較しながら、大学

みると、学校教育における体験活動の充実を図るた

院生がその達成度を自己評価する。

めには、高等教育機関における現行の教員養成課程
に付随して、自然体験活動における指導力の向上を
目的とした機会の設定が必要であるといえる。
この野外実習においては、平成 24 年度から筑波大
学大学院教育研究科理科教育コースの授業「理科野
外実習インターンシップ」として大学教員と本校教
員が連携し実施している。この教育インターンシッ
プは、大学院生が大学教員と本校教員の助言を受け
(1) 野外実習の指導法や安全対策、危機管理方法に
ついて学習する。
(2) 生徒の野外での活動や成果発表会に際して、フ
ァシリテーターとして関わる方法を学ぶ。
(3) 野外実習を通して、教員として生徒に身に付け

図３ 実習中の大学院生との打ち合わせ
事前指導においては、
「あなたは教員として、これ
からの時代を生きる生徒にどのような資質・能力を
身に付けさせたいか」という主題でディスカッショ
ンを行った。ディスカッションの中で挙げられた資
質・能力を「生徒の内的側面」
「生徒の外的側面」
「生

させたい資質・能力を明確にする。

徒の思考・判断・表現力」の 3 つの観点に分けて下

(1)の目的に関しては、野外実習の意義や指導法を

表４に記載する。

理解するとともに、野外実習中の活動やキャンプフ
ァイヤー企画の計画・運営を通して、生徒の身の回り

表４大学院生が生徒に身に付けさせたい資質・能力
観点

項目

に生じ得るあらゆる危険性を想定し、それに対する

・好奇心をもつ

具体的な安全対策を検討させることを指向したもの

・主体的な学びに向かう姿勢

である。次に(2)の目的に関しては、教員役の大学院

生徒の

生は飽くまでも生徒に必要な「気づき」を促すための

内的側面

・行動力がある
・個性や能力を生かす

発問をしたり、生徒からの多様な質問に対して柔軟

・失敗を恐れない

に対応したりすることを通して、生徒主体による学

・グローバルに活躍する

習活動を実現するための実践的な指導力を修得する

・コミュニケ－ション力がある

ことを指向したものである。そして(3)の目的に関し

生徒の

ては、日本の学校教育の潮流を「過去」
「現在」
「将来」

外的側面

の 3 つの観点から考察することを通して、大学院生
がもつ教師観の涵養を促すことを指向したものであ

・他者の考えを受容する
・他者と協同する
・地域社会と関わろうとする

64

ながら、以下の 3 つを主目的としている。

生徒の
思考・判
断・表現力

・根拠をもって意思決定できる

ず、大学院生らの実践的指導力の涵養の一助になっ

・自身の考えを述べられる

ていると考えている。

・科学的リテラシーや科学的探究

5.

スキルを有している

国際教育の視点

令和元年度の実践では平成 26 年度から実施してい

・リベラルアーツの視点を有して

た「国際フィールドワーク入門」での筑波大学教育研

いる

究科に在籍している外国人教員研修留学生の日本で
の実践的な教員研修の活動を継続し外国人教員研修

加えて事後指導においては、
「インターンシップを

留学生も参加した英語での活動や実習成果発表など

通して、今後身に付けたい教員としての資質・能力は

の取り組みも実施した。

何か」を主題とするレポートを課した。以下に、イン

6.

ターンシップに参加した大学院生のレポートにおけ
る記述内容の要点を下表５に記載する。
表５ 大学院生が今後身に付けたい資質・能力
観点
専門教科に関する
知識

生徒への支援方法

教員の内的側面

項目
・科学的視点を提示する力

おわりに

「総合地球科学入門」の目的は、平成 23 年の東日
本大震災をきっかけに、生徒が地球科学を学習する
機会を増やし地球科学に対する興味・関心を高める
ことである。
平成 23 年度から継続している
「総合地球科学入門」

・専門分野にとらわれない幅

の取り組みは、この目的を常に意識し、本校の教育研

広く深い知識

究（WWL、SGH、ESD、国際バカロレア等）や生徒の変

・生徒の思考を読み取る観察

化に合わせ、実践的な教師教育も実施している。

力

そのため、この実習は総合学科としての先導的な

・適切な発問能力

教育、教師教育・国際教育の実践といった附属学校と

・ファシリテーションの技法

しての本校だからできる実習であると言える。

・教員自身が学ぶ姿勢

【参考・引用文献】

・教員自身が理科の楽しさを

・本弓康之（2012）
「総合地球科学入門」の取り組み．

再確認し、生徒に伝える姿勢

「筑波大学附属坂戸高等学校 研究紀要」第 50 集・

教師教育の観点から、この教育インターンシップ

p30．
・本弓康之（2014）「国際フィールドワーク入門」の

かという詳細な質的・量的手法による分析は別稿に

授業開発．
「筑波大学附属坂戸高等学校 研究紀要」第

委ねることにするが、大学院生らの事後レポートに

52 集・p69．

は、
「ファシリテーターとしての立場でどのように生

・福田美紀・本弓康之（2015）平成 27 年度「国際フ

徒たちと関わっていけばよいか、戸惑いを感じた」と

ィールドワーク入門」実践報告．
「筑波大学附属坂戸

いう記述が多く見られた。これは、彼らがこれまでに

高等学校 研究紀要」第 53 集・p69．

受けてきた授業や講義の中で経験がなかったことの

・文部科学省（2008）
「体験活動事例集―体験のスス

表れともいえ、例年この教育インターンシップに参

メ―[平成 17、
18 年度 豊かな体験活動推進事業より]」

加した多くの大学院生からなされる記述である。フ

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshid

ァシリテーションには、生徒一人一人が物事を熟考

ou/04121502/055.htm（2020 年 5 月 26 日最終閲覧）

し、他者と意見を交換する中で知識の定着や新たな

・文部科学省（2019）
『高等学校学習指導要領（平成

問いを生産することや、自身の考えを他者へ表現す

30 年告示）解説 理科編理数編』
、p.254、実教出版．

る力を伸長することといった効果が期待される。こ

・軸丸勇士・伊藤安浩・大森美枝子・田代恵・照山勝

れは正に「アクティブ・ラーニング」に象徴される双

哉・洲崎洋昭・藤谷将誉（2006）
「児童生徒や学生の

方向型授業の実現が求められるこれからの日本の学

生活体験不足と今後の実践的課題：体験の調査を通

校教育を展開していく上で、教員に必要とされる資

して」
、
『生活体験学習研究』
、6 巻、pp.29 – 42．

質・能力ではないだろうか。この教育インターンシッ

・豊澤弘伸・狩野克彦・松浦光和（2010）
「教員養成

プは、野外教育や安全教育の単なる理解にとどまら

における「体験」活動に関する一考察」
、
『宮城学院女
子大学発達科学研究』
、10 号、pp.19 – 28．
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が大学院生にどのような教育的効果をもたらしたの

オーストラリア夏季研修プログラム実践報告
中臺昇一・本弓康之・Regina Ver-Santos・建元喜寿
新たな本校の取り組みとして、オーストラリア夏季研修プログラムを実施した。この取り組みでは、本校
SGH の問題意識や WWL 拠点校としての本校の取り組みを意識しながら、生徒のグローバル社会に対するよ
り深い見識の広がりを期待することを目的として実施した。特に、このプログラムでは生徒の主体性を意識し
現地でのフィールドワークや交流・体験を行うとともに、ICT を利用したふりかえりや異学年交流による校外
学習の可能性を探るため異学年の希望者を対象とするなどの特徴を持たせた。
キーワード
7.

校外学習 異学年交流 ICT

はじめに

これらの経緯をふまえ、生徒１８名（３年生５名、２年

令和元年度より本校は WWL（ワールド・ワイド・ラー
１）

ニング）コンソーシアム構築支援事業の拠点校 として、
「国際フィールドワークを通じて持続可能な国際社会を
創る人材育成システムの構築」を掲げ取り組んでいる。こ

生８名、１年生５名）
、引率教員３名が参加し、このプログ
ラムを実施することとなった。
以下に、プログラム実施までの事前指導日程（表１）を
示す。

の研究開発構想は、これまで本校が取り組んできたスーパ
ーグローバルハイスクール（SGH）の取り組み２）をさらに

6 月 12 日（水）

発展させる取り組みである。
これまでの本校のSGHでは、
自己と世界のつながりに関する認識不足や外国語を運用

概要説明
6 月 19 日（水）

することへの苦手意識・外国語学習に対する動機づけの低
さ、実践的な国際現場での経験不足等の改善を目標とし、

オリエンテーションⅠ
事前学習➀
オーストラリア事前学習

7 月 3 日（水）

事前学習➁

「グローバルライフ」等の科目開発、各教科・課題研究と

日本人学校との交流準備

連動させた英語教育の実践、
「高校生国際 ESD シンポジウ

（語学研修）

ム」の開催等の様々な取り組みを実施してきた。

7 月 9 日（水）

このオーストラリア夏季研修プログラムの取り組みは、

日本人学校との交流準備

本校 SGH の問題意識や WWL 拠点校としての取り組みを
意識しながら、生徒のグローバル社会に対するより深い見

事前学習➂
（語学研修）

7 月 22 日（月）

事前学習➃

識の広がりを期待する様々な本校の取り組みの1 つとして

メルボルン大学の学生との

実施した。特に、このプログラムでは生徒の主体性を意識

ディスカッション準備

した現地でのフィールドワークや交流・体験を行うととも

7 月 23 日（火）

事前学習⑤

に、ICT を利用したふりかえりや異学年交流による校外学

メルボルン大学の学生との

習の可能性を探るため異学年の希望者を対象とするなど

ディスカッション準備

の特徴を持たせた。

7 月 24 日（水）

事前学習⑥
メルボルン大学の学生との

8.

事前準備
このプログラムの募集は、5 月初旬に生徒へ提示し、５

月 14 日に説明会を実施、６月初旬には参加生徒を確定さ
せるなど、短期間で参加する生徒を募集した。このプログ

ディスカッション準備
8 月 13 日（水）

オリエンテーションⅡ
最終確認

表１ 事前指導日程

を持った校外学習であること、また、各個人の費用負担で
実施することなどを説明した。

事前指導では、放課後や夏季休業前の期間を使い、生徒
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ラムの募集では、特にこのプログラムが各個人の目的意識

の主体性を意識させるために、自分の考えを自分の言葉で

動全体をふりかえって感想や思いを記録させた。以下は事

表現することを重視し、事前学習を行った。また、異なる

前学習でのふりかえり、メルボルン大学での大学生とのデ

学年の生徒が参加することを生かし、異学年協働によるグ

ィスカッションを行った直後のふりかえり、帰国直後のふ

ループ活動のための準備も行った。

りかえり等、生徒のポートフォリオの一部を引用する。こ
れらの引用は、一部の生徒の感想ではあるがこのプログラ

9.

実施日程

ムを通して生徒自身の変化を特徴的に反映していると判

以下に、本プログラムで実施した実施日程（表２）を示

断できる。

す。
8 月 18 日（日）

成田空港発

【事前学習でのふりかえり】

8 月 19 日（月）

シドニー着

（生徒１）自分の英語に自信がないため、つい小声になっ

市内観光

てしまった。小声になっているほうが伝わらないというの

シドニー大学訪問

は分かっているのだが、なかなかうまくいかない。オース

（大学生との交流）

トラリアでもこの調子では、ただの観光旅行になり、得る

シドニー日本人国際学校訪問

ものが少なくなってしまうと思う。英語力というより、気

シドニー発

持ちの壁が大きいのだと思う。

（空路）

（生徒２）ただ相槌を打つことしかできなくてとても悔し

メルボルン着

かったです、内容を理解することに集中してしまい話すこ

メルボルン市内ウォークラリー

とが出来ませんでした。落ち着いて話を聞き冷静に受け答

自由散策

えが出来るようにならないといけないと感じました。

8 月 20 日（火）

8 月 21 日（水）
8 月 22 日（木）

8 月 23 日（金）

8 月 24 日（土）

8 月 25 日（日）

メルボルン大学訪問
大学生とのディスカッション

【大学生とのディスカッション】

自由散策

（生徒３）オーストラリアに行く前にグループで考えた疑

ミュージカル鑑賞

問などをしっかりぶつけることができたと思います。私は

自由散策

英語が苦手であまり積極的に参加が出来なかったり、メル

フィリップ島ワークショップ

ボルン大学の学生の話の中で所々理解できなかったりし

ペンギン観察

たことがありました。英語や海外には興味があるので、英

職場体験

語が出来ないことがすごく情けなく感じたし悔しいとも

自由散策

思いました。今回のディスカッションだけでなく、英語が

メルボルン発

わかる事で出来ることの幅が広がると思うのでもっと本

成田空港着

気になって英語の勉強をしたいと思いました。

表２ 主なプログラムの日程

（生徒４）4 割ほどしか理解できませんでした。残りの 6
割は単語がわからなかったり､知っている単語でもパッと

実施したプログラム日程は、航空機による長時間の移動

意味を理解出来なかったり。一言を理解しているうちにど

や生徒の緊張感も考慮し、プログラム前半では全体活動や

んどん話が進むので自分の中で会話が追いつきませんで

グループ活動を中心に行い、プログラム後半にかけて徐々

した。また、自分の考えがあっても英語に訳せず、1 番英

にメルボルン市内において各個人の主体的な活動が行え

語が出来なくて迷惑もかけたと思います。頭の中真っ白に

るように計画し実施した。

なりました。最近筑坂スタイルで話をできるようにはなっ

このプログラムでは、ノートパソコンやスマートフォン

たけれど、それが英語で話せるかと言われればそれはでき

などを使用し、毎日のふりかえりをベネッセの Classi を活

ませんでした。正直悔しい部分もめちゃくちゃあります。

用しポートフォリオとして記録することを生徒に求めた。

私は普段からおしゃべりなのでもっと会話がしたいです。
国内だけでなく海外でも会話ができるようになりたいと

ポートフォリオでは、各活動をふりかえるとともに、活

思いました。
（生徒５）ディベートは、キャンパスツアーを終えた後と
いうこともあり、話しやすい雰囲気でスタートできた。事
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10. 生徒の記録

前に質問を原稿にまとめておいたことで、質問も円滑に行

を伝える姿勢が大切なのだと思った。この姿勢は、これか

うことができた。学生の方にも質問を理解してもらうこと

ら英語と向き合い上達させていくために必要なことだと

ができた。質問に対する回答は聞き取ることはできたが全

感じる。また、約１週間のオーストラリア滞在で英語を話

て聞き取り相手の話す内容の全てを理解することにつな

せると自分自身の視野が広がると改めて感じた。もっと上

げることができなかった。わからない言葉が聞こえたとき

手く話すことができるようになれば、海外で仕事をするこ

にその言葉を理解しようとしてしまうことで、次に話され

とへの１歩にでき、日本以外での活躍の場が見えてくるの

ることが聞き取れなくなってしまったのだと振り返る。こ

だと感じた。実際に日本人ガイドの方の日本と違う環境の

のときに、一度きりのいいところまで話を聞いた上でわか

中で観光という職で活躍している姿は、私に海外で働くこ

らないことについて考えたり調べたりして新たな質問に

とへの魅力を感じさせたように思う。特にオーストラリア

つなげられたらよかったのではないかと考える。その後の

やカナダは多様な人が暮らす国であり、様々なバックグラ

「まとめ」のところでは、話したいことをまとめることが

ウンドを持った人と交流できる。そのような国で働くこと

できていなかった。タイムマネジメントをきちんと行えて

はとても面白いことであると同時に私の人生を豊かにす

いなかったことが要因なのではと考える。また、言いたい

るのではないかと思った。語学という側面からは、英語を

ことがすぐに言語化できないということを考え、スクリプ

学ぶ意味は何か考え直す機会となった。多様性という点に

トもしくはメモを作り説明できるような時間が必要だっ

おいては、オーストラリアには様々な人が暮らしていると

たと感じる。

いうことを認識できたとともに、２年次で訪れたカナダと
比較しながら気づきを得ることができた。シドニー大学の

【帰国直後のふりかえり】

学生と話をした際には、両親が日本や中国などオーストラ

（生徒６）私にとっては初めての英語圏での生活で、一週

リアにルーツを持たない人でも周りからは同じオースト

間弱とはいえ英語を使う機会に恵まれた。ミュージカルや

ラリア人として扱われる文化は日本と異なる考え方であ

ウォークラリー、ペンギンパレードなどの特別な体験をす

ると感じた。街中を散策した際や職場体験では、日本より

ることができ、英語力の向上だけでなく人間として成長す

もオープンな心を持った人々が多くいるのだと感じた。困

ることが出来るような内容だったと感じる。また、シドニ

っていたら話しかけてくれる人、初めて会ったにもかかわ

ー大学、メルボルン大学といったトップ校の見学と学生と

らず気さくに話しかけてくれる人、写真撮影をお願いする

の交流を通じて将来のビジョンを持つことが出来るよう

と喜んで撮ってくれる人など温かい人にたくさん出会っ

になった。自分から動くことができれば充実した内容にす

た。日本はシャイである人が多いため、こうした場面では

ることが出来るんだということを肌で感じた一週間だっ

積極的に関わろうとする人が少ない。これは大きな違いで

た。

あると感じた。

（生徒７）半年前にカナダへ行きましたが、周りにクラス

（生徒９）出発前の私の旅の目的は英語を上達させたいこ

メイトがたくさんいるというのもあり良い経験にはなっ

の一つにしか過ぎなかった。しかし、行ってみると、とっ

たものの積極的に英語を話す機会がありませんでした。今

さに英語が話せるようになるわけでもなくいつもよりパ

回少人数での渡航ということもありひとりひとりの会話

ニックになって喋れなかった自分にびっくりした。しかし、

が多いと考えたため参加を決意しました。実際海外へ行っ

市内のウォークラリーや大学生とのディスカッションを

てみるとやはり英語は最低限必要なもので、自分の英語力

通して綺麗に英語を話すのではなくいかにアウトプット

の無さをとても実感しました。筑坂に入学してから得た会

することが大切なのかということがわかった。また、市内

話力や知識を共有したくても語彙力もないのであまり上

散策を一人でしてみるとお店で質問して見たり、話しかけ

手く話すことができず、歯がゆい気持ちから悔しい気持ち

てみたり自力で何かするということができた。生きた英語

にもなりました。将来留学したい気持ちもあるので、今後

を感じることで観光するだけでなくオーストラリアの雰

後悔しないよう日本にいる間英語をしっかり勉強しよう

囲気や特徴を自身で体感することができた。それは普段座

と思いました。

って勉強していても感じられることではない。これも私が

（生徒８）語学に関しては、英語が話せなくても話そうと

オーストラリアに行った意味ではないかと思った。

すことが得意でない。しかし、話そうと努力すると相手も
私が伝えたいことを汲み取ってくれた。話せなくても物事

11. おわりに
本年度のオーストラリア夏季研修プログラムの取り組
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する気持ちが大切なのだと思った。私は、英語を流暢に話

みは、本校 SGH で設定した問題意識や WWL 拠点校とし
ての取り組みを意識しながら、生徒のグローバル社会に対
するより深い見識の広がりを期待する様々な本校の取り
組みの 1 つとして企画、実施した。特に、このプログラム
では生徒の主体性を意識した現地でのフィールドワーク
や交流・体験を行い、ICT を利用したふりかえりや異学年
の希望者を対象とするなどの特徴を持たせた。
このプログラムの効果について生徒のポートフォリオ
より判断すると、本校の SGH で改善目標としていた、自
己と世界のつながりに関する認識の向上、外国語を運用す
ることへの苦手意識の転換、外国語学習に対する動機づけ
について、一定の効果があったと判断できる。また、この
プログラムでは各個人の主体的な活動を促したことによ
り、海外に対する意識の改善や自己肯定感の向上にも寄与
したのではないかと考えられる。
本校の 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１）の取り組みでは、高校生
活３年間の一貫した構想であり、各学年がこの構想に従い
学校全体で実施する計画である。そのため、本プログラム
をWWL構想の一部として実施することは難しいと考えら
れる。しかし、本プログラムが本校が設定した SGH の改
善目標や生徒のグローバル社会に対するより深い見識の
広がりを期待できることを考慮すると、本プログラムのよ
うな異学年協働活動や生徒個人の主体的活動による校外
学習を実施することは、本校の WWL 構想の補助的な役割
を果たすことができると期待できる。
【参考・引用文献】
１） 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 構想計画書
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detai
l/icsFiles/afieldfile/2019/07/22/1419162_01.pdf
２）SGH 最終報告書
http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/test201907/wp-
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content/themes/sakado/pdf/SGH_Report_H31_3.pdf
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