開発科目「グローバルライフ」について
本校では、グローバルイシューに対して「当事者性」をもって取り組んでいくこと、その
ためには様々な現場を訪れ1次情報に触れることを重視している。しかし、すべての高校生が
そのような多くの現場で学ぶことはできない。そのため、「グローバルライフ」では、すべ
ての生徒がグローバルな課題と向き合い、世界の諸課題に対して当事者として関わっていけ
る素養を身に付けるために（地球市民性の醸成）、高等学校必修科目である「家庭基礎」を
ベースに開発を行っている。本科目は１年次生の必修科目として２単位で開設している。
本科目を開発するに至った背景に、「国際問題」「グローバル化」といった事柄に対して、
一部の特別な人が関わるものだと考え自分事としてとらえられない生徒、そして教員も少な
からずいる現状があげられる。この課題を解決するために、「日常生活がすでに世界とつな
がっている。これからは、誰もが世界とのつながりを考えたうえで生活をする必要がある」
という当事者意識を芽生えさせる必要があると考えた。これを学校教育のなかで実現するに
は、生活課題から問題意識を育む家庭科の果たせる役割は大きく、そして家庭科と他教科が
協働することでその可能性をさらに広げられるという考えのもと、本科目をSGHから引き続き
実施している。
本科目の学習目標は、学習指導要領「家庭基礎」の目標に地球市民性を育むため、１）日
常生活の中から世界とのつながりを意識させること、２）地球規模で考え、地球に暮らす一
人としての意識を持たせることの2点を追加した。さらに地歴公民科、外国語科、国際科、農
業科、工業科など複数の教科の教員で授業案の作成や授業運営を行った。今年度は4名の教員
で授業を担当し、4クラス同時並行のローテーションで授業展開を行っている。

・本科目の目標
上記のような科目開発の背景をふまえ、本科目の目標を次のように設定している。
「人の一生、生活に関する学びを地球規模で考え、地球に暮らす一人としての意識を持たせ
る。家族・家庭及び福祉、衣食住、消費生活などに関する基礎的・基本的な知識と技術を
習得していく中で、日常生活の中から世界とのつながりを意識し、自分の生活、家庭、地
域の生活課題を主体的に解決するとともに生活の充実向上を図る能力と実践的な態度を育
てる」
「日本と世界とのつながりを理解し、これからの自分の生活を創造するための３つの力を身
につける」
１）日常生活の先にある世界を想像できる力
２）日常生活から世界の課題を発見できる力
３）自分の考えを他者に伝え相互に共有できる力
これらの３つの力を身につけるため、教員による知識伝達以外にも「自ら調べ、課題を発見
すること」「他者との意見共有」などの時間も重視している。

・学習内容
本来の「家庭基礎」における学習内容は多岐にわたる。そのため、家庭基礎で身につけさ
せたい概念などをふまえつつ、生徒が実感しやすく発展的に考えることのできる分野を絞り、
開発していくこととした。最終的に、衣分野、食分野、社会との共生分野、生活とグローバ
ル課題を考える分野の４分野で内容を構成した。本科目では、いかに“自分のこと”として
とらえられるかを大切にし、身近なことから考え続けていくことを願い、題材を選定してい
る。（年間学習計画参照）
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グローバルライフ 授業計画【月５，６】
1学期

月
4

5

6

学校行事

A組

B組

C組

D組

学習項目

学習項目

学習項目

学習項目

日

曜

回

18

月

1

25

月

2

2

月

3

1-1)衣①

1-1)食①

3-1)共生①

1-1)生活とグローバル課題①

9

月

4

1-2)衣②

1-2)食②

3-2)共生②

1-2)生活とグローバル課題②

16

月

5

教育実習着任式(45分) 1-3)衣③

1-3)食③

3-3)共生③

1-3)生活とグローバル課題③

23

月

1)事前アンケート、ガイダンス
2)講演

体育祭代休

30

月

6

1-4)衣④

1-4)食④

3-4)共生④

1-4)生活とグローバル課題④

6

月

7

1-6)衣⑤

1-6)食⑤

3-6)共生⑤

1-6)生活とグローバル課題⑤

13

月

8

～やさしい日本語で伝える～

20－23期末考査

１ターム目考査の代わりの課題レポート〆切「６月27日（月）」

２学期
6

27

月

1

7

4

月

2

2-1)食①

3-1)共生①

2-1)生活とグローバル課題①

2-1)衣①

5

月

3

2-2)食②

3-2)共生②

2-2)生活とグローバル課題②

2-2)衣②

12

月

15

木

2-3)食③

3-3)共生③

2-3)生活とグローバル課題③

2-3)衣③

19

月

26

月

3-4)共生④

2-4)生活とグローバル課題④

2-4)衣④

9

勝浦信幸先生講演「地域社会における外国人との関わり」

黎明祭片付け
4

月曜授業
敬老の日

5

2-4)食④

3－6中間考査

10

11

２ターム目考査の代わりの課題レポート〆切「１０月 ７日（金）」

10

月

11

火

1

体育の日
2-5)食⑤

3-5)共生⑤

2-5)生活とグローバル課題⑤

2-5)衣⑤

17

月

2

3-1)共生①

3-1)生活とグローバル課題①

4-1)衣①

3-1)食①

24

月

3

3-2)共生②

3-2)生活とグローバル課題②

3-2)衣②

3-2)食②

31

月

4

3-3)共生③

3-3)生活とグローバル課題③

3-3)衣③

3-3)食③

7

月

5

3-4)共生④

3-4)生活とグローバル課題④

3-4)衣④

3-4)食④

14

月

6

3-5)共生⑤

3-5)生活とグローバル課題⑤

3-5)衣⑤

3-5)食⑤

21

月

月曜授業

マラソン大会代休

25－30期末考査

３ターム目考査の代わりの課題レポート〆切「１１月２５日（金）」

３学期
12

1

2

ザ・トゥルー・コスト ファストファッション 真の代償

5

月

1

12

月

2

4-1)生活とグローバル課題①

4-1)衣①

4-1)食①

3-1)共生①

19

月

3

4-2)生活とグローバル課題②

3-2)衣②

4-2)食①

3-2)共生②

16

月

4

4-3)生活とグローバル課題③

3-3)衣③

4-3)食①

3-3)共生③

23

月

5

4-4)生活とグローバル課題④

3-4)衣④

4-4)食①

3-4)共生④

30

月

6

4-5)生活とグローバル課題⑤

3-5)衣⑤

4-5)食①

3-5)共生⑤

6

月

7

9

木

8

13

月

１）１枚の写真と向き合い、自分の日常生活と世界とのつながりを考えてみよう
月曜授業

20－24期末考査
3

6

月

２）１）をふまえて、ミニストーリー作成

研究大会代休
４ターム目考査の代わりの課題レポート〆切「１月２９日（金）」
9

8）１年間のまとめ・事後アンケート

・グローバルライフの評価等
１）文部科学省および環境省が中心となり推進している、ESD推進ネットワークについて、
2022年2月に、ESD推進ネットワーク活動可視化タスクフォースにより、学校教育，社会教育
拠点，ビジネスセクターの３領域の連携を重点とし，推進戦略を立ててＥＳＤ（ＳＤＧｓ教
育）の導入・実践支援を行うことの重要性が示された※１。本校においては、教育活動全体
でビジネスセクター、生涯教育、啓発、社会教育セクターと共同し授業を実施しており、全
国のモデルケースになりえると考えている。グローバルライフはその中核となる科目であり、
SDGsの推進のためにも欠くことのできない科目である。
<※１ https://esdcenter.jp/wp-content/uploads/2022/02/1b5d14b4516187df3d7113008a3f0895.pdf>

２）グローバルライフは、生徒の地球市民性を向上させるために1年次で実施している。こ
の科目によって生徒のSDGs認知度の向上、SDGsの達成に向けた行動力の向上が確認されてい
る。また、1年次で学習することにより、2年次、3年次での探求学習にむけた生徒の学びの
基盤になることも確認されている（校内の調査―卒業時点でのオンライン調査）。2022年か
ら全国の高等学校で導入された総合的な探究の時間の推進にも資する科目である。
３）グローバルライフの授業を1年間受講した生徒へ記述式のアンケートを実施した。
（次項参照）

ど の授業が印象に残っ ていま す か？ 授業をきっ かけになにか行動で 授業をきっ かけになにか意識で グロー バルラ イフ の授業でど ん
（理由ととも に回答してください。）
変わっ たこ とはありま す か？
変わっ たこ とはありま す か？
な力がついたと思いま す か？
筑坂の農場を探索したのが一番印象に残っ
ています。
画像や動画越しではなく自分の目でそれが
何なのかを確認することが出来て身近にそ
の物について考えることが出来たから印象に
残っています。
一番印象に残っている授業は優しい日本語
の授業です
日本に来ている外国の＝英語が得意という
自分の中のバイアスを壊してくれるような内
容に思うことができた。
世界の食は持続可能かについての授業が印
象に残っています。理由としては日本の食糧
自給率について何故低いのかを知ることが
出来たし、食料と水のかかわりが密接になっ
ていて、食肉の方が水の消費量が多かった
からです。
ファストファッションに関する授業と授業内に
行ったディベートです。なぜかというと、自分
は普段ファストファッションを活用していてそ
の服で困っている人がいることを考えていな
かったので現状を知って驚いたからです。ま
た、ディベートすることで自分からより理解を
深めたり他者の意見を知ったりすることがで
き印象に残っています。グループでよく話し
合って準備をしたので印象に残っているのだ
と思います。
高校生が考える多文化共生
多文化共生について学んだうえで自分達に
は何ができるのか、実現可能な範囲で提案
することが出来たため。
自分が考えることが出来ていなかった部分
から考えていた班もあり、新しい面から多文
化共生を考えることが出来たため。

朝からきちんと栄養のある食事を心
がけて食べるようになった。

ファッションの現状を知って、エシカル 日常生活の中でどんなことが問題な
ファッションについて考えるようになっ のかを前より見つけられるようになっ
た。
た。

生活の中でどんなことが問題なのか深く
考える機会が出来て為になることが学べ
ました。ありがとうございました。

日本語を第一言語としない方とのか
かわりかた

どうしたら相手にわかりやすく伝えら
れるか（日本語を第一言語にしない方 課題を見つけ探究する力
へ）

今まで見向きもしなかったような世界の
課題に触れられとても好奇心をそそる内
容でした

授業をきっかけに自分のいつもの生
活は誰かの労苦でできているんだな
ということについて深く考えることが増
えました。

グローバルライフの授業では世界で活
自分の無駄だと思える多くの行動を減
動が確認される団体やエコや自らの
らしていくことや誰かのためになる活
生活を助けている団体を助ける行動に
動をしていきたいという気持ちが強くな
ついて自ら知ろうとする力が増えたと
りました。
思います。

私は、食品ロスの観点で大きく行動
が変化しました。親と一緒にスーパー
に行くようになり、本当に食べる？買
いすぎじゃない？などお母さんに声を
かけるようになり家庭での食品ロス
がとても減少しました。冷蔵庫の中で
も期限の近いものを気にするように
なり、家族の意識も変化しました。

自分の身近で起きていないことでも社
会で起きていることを意識するように
なりました。自分の行動が社会にどの
ような影響を与えるのか、行動に責任
をもてるようになりました。

様々な植物をクラスで見て回った授業
入学して割とすぐにやった授業だったので、
筑坂の校内敷地を見て回ることが出来たこと
や、班員のみんなとの協力作業についてここ
で慣れることが出来たと感じた。また、様々な
国の特色や植物の持つ性質なども学ぶこと
が出来て良かった。
食品ロス問題
理由 実際に調べて食品ロスの深刻さをし
り、普段から食べ残しなどに気を遣うように
なったから。
ファストファッションについて：
今まで自分が着ている服について安くて着心
地が良いことしか意識して選んできませんで
した。だから、ファストファッションが原因の労
働問題や環境問題が存在することを知った
時は身近にある課題に目を向けられていな
かったことなどに対してとてもショックが大き
かったため一番印象に残っています。
私が最も印象に残っているのは、一枚の写
真からストーリーを作ってグループごとに発
表したことです。
理由としては、全員がばらばらな写真を選ん
でいるところから何か一つつなげられるもの
を探して班ごとのストーリーを見るのが楽し
かったからです。学年の発表では、ほんとに
あるようなストーリーを作っている班もたくさ
んあってとても興味を持ちながら学ぶことが
出来ました。

社会で起きていることを自分の身近に
当てはめて考える力と解決策を考える
力をつけることができました。授業の中
で学んだことを家に帰る途中や家で身
近に考えるようになりました。解決策を
考えることは、グループでよく話し合う
ことが多くてどうしたら解決できるのか
考えるようになり力が付きました。

今までは自分の身の回りではなく、遠
い世界で起こっている問題であると
感じていたが、授業を通して自分達の 世界の問題を今の高校生である自分 社会課題について、今の高校生に何
周りにも起こっている問題だと感じる 達に何ができるのか、社会問題を見る ができるのか身近なところから考える
と感じることが出来るようになった。
ことが出来るようになった。
ことが出来た。
外国人労働者への募金活動を行うこ
とが積極的になった。

食品の選び方に変化が出ました。家
パーム油について学習したことが、印象に
族にも協力してもらって、出来るだけ
残っています。自分の好きな食べ物が、製造 地球への負担が少ないものを買って
者を苦しめているとは、少しも思っていなかっ もらうようにしています。
たので、衝撃でした。
最近は、世界のニュースに興味を持
ち、よく見るようになりました。

写真から物語を考えて、グループごとに発表
した授業が印象に残っています。理由は、一
年間GLの授業で学んだことをもとに自分たち
でストーリーを考え、わかりやすいように発
表するということを行って、世界の現状を知
るきっかけになっただけでなく、SDGsの観点
から考える日本に不足していることは何かを
自分たちで行えるものから考えたので学び
を深めるきっかけになったから。
「最後に一枚の写真と向き合い、自分の日常
生活と世界とのつながりを考えてみよう」の
授業
自分たちでストーリーを考え、2030年に作っ
ていきたい社会をまとめることができたから。
また、今の世界の現状も知ることができ、ど
のようにしていくべきなのかを改めて考える
ことができたから。

グロー バルラ イフ の授業について
の感想を自由に書いてください。

自分たちが豊かな暮らしをしている影
で、それを支える人達が辛い思いをし
ているという事を知り、現状幸せなよう
に見えても、それは自分の周りだけ
で、変える必要がある所は世界に溢
れている、という認識が出来るように
なりました。その元に、現状を良くして
いくこと、を意識できるようになったと
思います。

物事を良い側面と悪い側面の両方か
ら見ることができるようになったと思い
ます。デメリットについてもきちんと見
ることで、本当に良いもの、を作れるよ
うになると思います。また、この能力は
T-GAPにも大いに生かせると思いま
す。

家庭のごみを減らす努力をするよう
になったことと、車をあまり使わなく
なったことが変わったことだと思いま
必要以上のごみを出さないためにご じぶんから学ぶ力がついたと思いま
す。家庭のごみを減らす努力というの
みを減らす意識するようになりました。 す。
は、一週間の中で一日だけティッシュ
を鼻をかむ用途以外で使わないと
いった取り組みをしています。

SDGsについて考えるようになり、ペッ
トボトルなどのごみなどをしっかり分
別しようとする気持ちになったり、自 物を大切にしようとする気持ちになっ
分以外の環境問題についての重大さ た。
をいろんな人に知ってもらおうとする
ようになった。

グローバルライフの授業では自分が今ま
で気にしていなかったことが多く知れるこ
とがあり、考え方の幅がとても広がりまし
た。そして、自分の行動を見直したいとい
う気持ちが出てくることも多く、自分の成
長をとても助けられた科目だと思います。
グローバルライフの授業は最初何をする
のかわかりませんでしたが、これからの
社会で生きていくために知らなければい
けないことを学ぶことができて、社会の中
で生きているという自覚を良く持てるよう
になりました。なかなか自分一人では学
ぶことができないようなことを知れてよ
かったです。他者と協働する機会も多く
て、他者と関わる力もつけられて大きく成
長する機会になったと思います。
今まで考えることが出来ていなかった社
会問題を世界と照らし合わせながら、学
ぶことが出来た。今までは自分の周りに
は、どんな社会問題があるのか理解でき
ていなかった。しかし、GLの授業を通して
どんな社会問題があるのか、今の私達
には何ができるのか身近なところから考
えることが出来た。それに加えて自分か
ら行動もできるようになったので、この行
動はこれからも続けていきたい。

自分たちがぬくぬく暮らしている間にも、
世界では自分と180度違う生活をしてい
る人々がいることを知り、自分の無知さを
痛感しました。これからは自分から意欲
的に世界について知る必要があると思い
ました。

一年間の授業を通して、じぶんから主体
的に学ぶ授業だったので、発表する力も
自分から学ぶ力もつきました。このことを
日常生活の中でも生かせるようにこれか
らも意識して行動しようと思います。

グローバルライフの授業は一週間に二
世界の環境問題や、社会問題となって 時間しかなく、あまり学べる回数も少な
いることを更に深堀して新たな問題を かったのですが、筑坂独自の授業スタイ
知ろうとする力が付いたと思う。
ルで楽しく新たな課題を知りながら学ぶこ
とができたので良かったです。

いろんな分野について、その分野に精通
グローバルライフの授業を通じて、今
した先生が担当してくださっていたのでそ
今まで子供関係や障がい者関係の
までアバウトな認識だった世界の課題
れぞれの内容がしっかりと理解できたと
ボランティアに多く参加していたが、 普段からエコバックは持ち歩くようにし について深い理解をすることが出来る
思う。特にプレゼンテーションでは他クラ
フードパントリーなどの食糧、自然関 ていたが、それ以外の取り組みとして ようになった。ボランティアといっても詳
スも含めていろんな考えが聞けて、自分
係のボランティアにも参加するように マイ箸を持ち歩くようになった。
細に何をすれば世界の為になるのか
の中の学びとして深く、また今後の活動
なった。
わからなかったが、自分に出来ること
に活かせるようなものが多かったように
は何なのか考えられた。
思う。
世界問題を具体的に調べたりすることは
使わなくなった服を捨てるのではなく
地球全体に視点を向けて多くの活動を
なかったので今の世界を知ることがで
リサイクルボックスにいれることや、 日々の生活の中で自分の行動が世界 していたため、広い視点から物を見る
き、これから自分はどのような活動をして
消費期限が近いものから買うことな 問題解決に向けての行動になってい 力が付いた。また、レポートを書く力や
いきたいかも考えられるようになりまし
ど今までできていなかったことに視点 るという実感がわくようになった。
グループ活動での協力も上手にできる
た。これからは、この考えを行動にうつせ
を向けて行動できるようになった。
ようになった。
るようにしていきたいと思います。
新しい服を買うときは即決だったので
すが、今持っている服と合わせて着
環境問題などについてのニュースに
まわしやすいか、また、本当に自分は
関心を持つようになりました。
これを着るのかよく考えてから買うよ
うになりました。

グローバルライフを通して今まであまり関
心を持っていなかった課題についても考
自分事として課題解決に取り組む力が えられるようになり、これからも知らな
身についたと思います、
かった問題についてより理解して課題解
決に自分ができることに取り組みたいと
思います。

私は、食の分野での日本の食品ロス
量を学び身近なところから食品ロスを
減らしていこうと思うようになりまし
た。食について学ぶ前は、自分一人
が行動してもあまり意味がないので
はないかと思っていましたが、授業を
通して身近なところから取り組んでい
くことが出来るようになりました。

ディベートなどで話し合いを深く行っ
て、賛成反対のそれぞれの意見を予
想することや外国から見た日本につい
て考えることが出来るようになったと思
います。自分一人の考えをただ話して
いくだけではなくア相手の意見も友好
的に活用していく力がついたと思いま
す。

SDGｓとどのように結びつきがあるか
を知って自分は何も知らないような状
態で話してしまうと相手にも不快な思
いをさせてしまうことがあると考えるよ
うになりました。また、考えをほかの人
から聞くだけでも自分が間違っている
ということに気づくことが出来ると思い
ました。

様々な分野を通してそれぞれ課題を発見
することが出来たり、グループでの話し
合いを通して自分を成長することにつな
がったと思います。また、どの分野でも日
本の現状についてグループで活動したこ
とで自分自身の考えを深めることが出来
ました。

特に印象に残っているのは生活とグローバ
ル課題の授業です。高校に入ってから学び
始めた分野で、今までは当たり前のように何
も考えず生活してしまっていたということを改
めて強く実感させられたからです。私たちの
生活が実際にどのような影響を及ぼすの
か、及ぼしてしまっているのかについてグ
ループでディスカッションを行い意見を出し
合ったことがとても印象に残っています。

自分自身の行動がどのような影響を
与えるのかについて、
生活の中でも深く考えるようになり、
授業内で考えた自分たちにもできる
ことを
実践しようと心掛けた行動をするよう
になりました。

衣分野が特に印象に残っています。なぜかと
いうと、自分が普段身につけているファスト
ファッションの闇の面を学んで、そこには解
決しなければならない問題がたくさんあること
を知り、大きな衝撃を受けたからです。それと
同時に、自分はどうかかわっていけるのだろ
うと考えることが出来たからです。

生活の中で、以前よりも色々な物に
目を向けるようになったと思います。
主に、３つの力が付いたと思います。１
筑坂に入学した当初よりも、地球市民
具体的には、食材を買ったときに、ど
つ目は、問題を発見する力です。２つ
であるという意識が強くなったと思いま
こで育てられたものかを見たり、衣服
目は、共働する力です。３つ目は、
す。
を買ったときに、タグを見て素材や産
色々な視点で物事を見る力です。
地を見るようになりました。

ファストファッションについての授業
理由は、今自分が着ている服の裏側にはこ
んな犠牲があることを実際の事件とともに
しり、驚いたから。また、ディベートという初め
てのことを通して、さらに深く学ぶことができ
たから。

行動で変わったことはないが、ファス
トファッションでないファッションはな
にか、ということについて家族と話して
いて、今後着物を活用した衣生活をし
ようと考えている。

ファストファッションについて。なかなか
行動に移せていないが、安い服には
訳があるということを理解しやすい服
への意識が変わった。
また、外国人実習生制度についても学
び、問題意識へと変わった。

身近なことからみる社会課題を学び、
身近にある課題を見つけ、プレゼン
テーションやディベート、レポートから
それに対してどう動いていくべきか、ど
うしていくべきかを考えることができる
ようになったと思う。

最初にやったSDGｓなどについての授業が一
番心に残っています。なぜなら、私は環境問
題やSDGｓに興味を持っていたのでその興味
のあるものを習えたことで学んだことなどが
たくさんあったのでとても心に残っています。

SDGｓや環境問題を調べていく中で自
分の周りでもたくさんの課題につなが
ることがあるということが分かったの
で私は植物を植えたり食べ残しを絶
対にしないという行動に変わっていき
ました。

ファストファッションの課題や現状など
を調べたり、学んだりしていく中で一つ
の洋服を作るのにたくさんの課題や時
間などが使われているということが分
かったことで今持っている服をきれなく
なるまで使おうと決めきれなくなったら
捨てずに何かできることがあったらし
ていこうということに代わりました。

ひとつひとつのものを大切にしていこう
という力がついたと感じるようになった
と思います。なぜなら、たくさんの環境
問題や課題を学んでいく中で自分たち
の恵まれた環境などを痛感していった
ことにより力がついたと感じました。

共生分野でのプレゼンの準備
作っているときに結局どういう活動になって
いくか想像できるものになっていて、自分が
それ以外にできることはないなのか考えさせ
た。授業では、抽象的な内容の話し合いしか
進めなくなってしまったから。
ファストファションについての授業が一番印
象に残っています。理由としては、映画など
を通して、実際の現場の状況などを音声と映
像で実感がわいたからだ。加えて、さまざま
な多くの意見が聞けたので、良い学びにつな
がった。

ディベートや発表などの授業。
実践的な授業は印象に残りやすく、理解も深
まるような気がしたから。

私が印象に残っているとはファストファッショ
ンについての映画を見た授業です。自分が
日頃から来てきていたファストファッションが
途上国の人々にあれほどの影響を与えてき
たということは全く知らず驚きました。

ディベートの授業がとても印象に残っていま
す。
理由はディベートの準備をするときにその意
見に対する反論をあらかじめ予想することが
必要でした。その予想をグループの人としっ
かり話会うことができ、本番の時にしっかり対
応することができたからです。
食品ロスの授業が印象に残っています。な
ぜかというと、それぞれグループで食品ロス
について調べた内容を聞いて、とてもわかり
やすく、食品ロスについて詳しくなることがで
きたからです。
約六枚の写真を利用して紙芝居を作り、自分
たちの目標としている未来を発表する授業
この授業が印象に残ったり理由は、その授
業をしてから、日がたっていないということも
あるが、自分たちで紙芝居を作ることがとて
も印象深かったことにあると思う。
衣分野のファストファッションに関するディ
ベート
この授業では、どのような情報を持ってくる
べきか？や何を主張してどの意見を質問対
応にまわすなどのディベートよりも何よりも
「どれだけ現実を見れるか」が自分の中で課
題だった。ファストファッションの影の側面を
見たうえで、それと光の部分を比較してでき
るだけ正当性を主張するにはどうしても「現
地の人のことを最優先にしていたら自分たち
の生活が壊れてしまう。それは嫌だ(または
困る)」ということに触れること必要で、SDGｓ
などの世界的な問題について学ぶ中でなん
でその問題が簡単に解決できないかをとても
実感した授業だった。

授業を通して、高校生の私たちにもで
きることがたくさんあると感じ、普段の
生活の中で見つけた課題に対し、何が
できるのかをより考えるようになり、自
分自身の行動に責任を持たなければ
いけないという意識を持つようになりま
した。

見つけた課題に対し、自分自身にでき
ることは何なのかを考える力、
グループで協力・共働をして、活動を
行う力がついたと感じます。

1年間のグローバルライフの授業を通し
て、4つの分野からどのような問題が起
こっていて、私たちの生活や行動がどん
な影響を与えているのかについてたくさ
ん知ることができたと感じます。今までは
知らなかったり、考えることができていな
かったことについても触れることができた
ので、2年生のT-GAPや3年生での卒研
に活かしていけたらと思います。
一年間の授業を通して、４回のプレゼン
テーションを行って、人に伝えることの難
しさを改めて感じました。しかし、工夫の
仕方など様々なことを学んだので、今後
に生かしていけるようにしたいです。ま
た、学んだことを忘れずに、社会課題を
解決するために自分にできる最善の行
動を継続していけるようにしたいです。
グローバルライフの授業で４人の先生か
ら様々なことを学ぶことができ、自分の知
らなかったこともたくさん知ることができま
した。そして、それらは自分の生活の中で
大きくかかわってくるものが多いので、今
後生活するうえで役立つ部分や考えてい
かないことを考えたり、知ることができ、た
くさんの学びがある充実した授業でした。
また、ディベートやプレゼンテーション、レ
ポートなど座学以外のことがたくさんあり
楽しかったです。
たくさんの新たな知識を学べてとてもうれ
しかったです。自分たちにできることはま
だたくさんあるので自分でできることを見
つけて課題を少しでも解決していきたいで
す。

半径1メートルで考えられることをローカ
ルからグローバルと視点、またグローバ
衣服の授業によって、自分の衣服に
無意識にいろんなものを考えるように 身の回りに起きていることがグローバ ルからローカルの視点で考えることがで
ついて考え、自分の古い服はどうす
なり以前よりも少し変わったが、行動 ルなことにつながるとことを考えること きた。自分個人で課題の内容についてき
ればいいかリサイクルしたり、寄付す
には大きな変化はない。
ができた。
ちんと考えることができたが、それについ
ることができた。
てもっと知識を増やす必要があると考え
るきっかけとなった。
行動としては、今までやろうとしていた
が出来ていなかったことを実際に行 もともと、今回の授業でやったような内 より考える力が付いた。なぜなら、自
動に移せたきっかけになった。例え
容に興味があり、実際に行動に移して 分の考えの中だけでなく友達や人との 特に、映像などから内容の濃い情報を学
ば、アップサイクリングだったり、自分 いたため、大きな変化はなかったと思 関りや意見交換が多くでいるように
べたときは、友達と話し合い、実際にその
の食についてや服（ファストファション う。しかし、友達との会話のきっかけと なったからだ。これは自分自身だけで ための行動を考案できるようになった。そ
やリサイクルなど）もどのようにすれ もなり、自分の考えは深められたと感 なく、周りの意識も変わったからだと感 の面では、とても興味深い授業だった。
ば、環境や人に良いのかを実践して じる。
じる。
いた。
衣服の授業で、ファストファッションの テレビや身の回りでGLで学んだ内容
現状について学んだことをきっかけ
が含まれている場面が多く、その際に
期間で区切って様々なことを色々な観点
現代の社会に起こっている問題を衣
で、衣服の買い方を気にするように 初めて知ったキーワードと、気になっ
から学べたことが多く、学習内容が現代
服、食など様々な観点から学ぶことが
なったことや、ファストファッションにつ たことを調べるようになった。学んだこ
の社会問題と結びつくことが多く知識が
できるようになり、幅広い視野や知識
いて興味を持ったことがきっかけで、 とを自分の中で改めて解釈し、他のメ
発揮できる場面が多いと感じた。そのた
がつくようになったと感じる。
自分の知識を周りにも伝えることをす ディアからの情報と結びつけたり比べ
め、身についたことを実感しやすかった。
るようになった。
たりするようになった。
私が授業をきっかけに変わったことは
グローバル課題に関するニュースを
見たときの捉え方です。授業を受ける
私はグローバルライフの授業は答え
前は、グローバル課題に関する
私はグローバル課題に関する意識が のない問題について考える授業なので グループで自分の意見を言う機会があっ
ニュースを見ても「大変」の一言で終 変わりました。5番の質問でも回答した はないかと思います。これまではグ
て考える力の向上に繋がったり、定期的
わらせていました。しかしグローバル とおり、グローバル課題に対しての意 ローバル課題と聞いても単一的な意 に発表、及びレポート課題もあって非常
ライフの授業で各グローバル課題の 識が高まり、深く考えるようになりまし 見しか浮かびませんでしたが、今はそ に充実している力のつくプログラムで良
背景についての深く知れたため、グ た。
れぞれの問題について深く考えるよう いのではないかと思います。
ローバル課題に関するニュースが流
になりました。
れてきたとき、自分なりに深く豊かに
考えられるようになりました。
落ちているごみを拾ったり、しっかり
ごみを分別するようになりました。ま
身の回りのことについてこれも問題な 問題について深く考える力がついたと
た食べ残しも無くすように自分の食べ
んじゃないかと思うようになりました。 思います。
られる分だけ用意するようにしまし
た。

あのような授業を受けたことで自分が全く
気にもしていなかった問題について考え
るようになりました。とてもいい機会になり
ました。ありがとうございます。

自分の行動を客観視する力がついた
自分の今までの行動が、どのように地球
食べ物を残さないように意識しました。 と思います。なぜかというと、自分のそ
食品を買う時に、エコマークなどがつ
に変化を与えていたのか、知ることがで
また、必要最低限の物だけを買うよう の行動を変えれば、地球の環境に少し
いたものを買うようになりました。
きたので、とても良いきっかけを作ってく
に意識しています。
でも、影響を与えることができると知っ
ださりありがとうございます。
たからです。
GL全体の授業を通して、今まで以上
に、日常生活の様々な行動に対し
て、社会課題などと結びつけて考え
るようになったと思う。

日々の生活で、ごみ捨てや、食事な
週に一日の授業だったが、印象に残るも
ど、社会課題と密接に関係しているす プレゼン能力や課題に対して改善策を
のが多く、友達とともに学ぶ機会も多かっ
るときは、解決に取り組もうとする意識 考える力
たため楽しかったと考えている。
が強くなった。

自分が何ができるか、何をするべき
でないかを前よりも考えて動くように
なった。レポートでは「今の自分に何
ができるか？」というのが多く、答えら
れたのはどれも小さなことだったがそ
れがどんな意味を持つかを考えたう
えで買う服を選んだりプラスチックの
リサイクルパッケージを買ったりする
ことにつながった。

自分が地球市民であることを～のくだ
りで筑坂に入って何度も言われる内
容をすごく意識するようになった。社
会問題としてあげられる国の状況には
私たちの生活がかかわっていることを
しっかり意識できるようになった。

問題を自分事として考える力が身につ
いたと思う。自分が今何ができるかも
含めて問題と向き合えるように少しだ
けなった。

グローバルライフはレポートの内容が毎
回自分がすごく苦手な内容で、考えなく
てはいけないこともかかる時間もすごく多
かったが最終課題を何とか毎回出すこと
で自分が考えられる幅はとても広がった
なと感じました。

