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研究開発完了報告書

１ 事業の実施期間 

   平成２８年５月１日（契約締結日）～平成２９年３月３１日

２ 指定校名 

   学 校 名 秋田県立秋田南高等学校

   学校長名 佐藤 利正

３ 研究開発名 

   「こまちの里」秋田の高校生が「地球村」の食糧問題に挑む！

４ 研究開発概要 

  本校が育成を目指すグローバルリーダー像は、「課題設定能力」「課題探究能力」「論理的思考力」「プ

レゼンテーション能力」「実践力」の５つの能力を兼ね備えた人間である。そのために次の(1)～(3)の３本

柱の研究開発を推進していくことは、構想調書段階からゆるぎない本校の研究開発の指針である。

（１）世界の食糧問題の解決を目指す課題研究活動「国際探究」の推進 

   第１学年「国際探究Ⅰ」は、農業県秋田にふさわしい分野において、身近なところから各自が問いを見

いだし、それを世界的視野に広げ、自分の足で実地調査に出かけ、考察をレポートにまとめ、プレゼンテ

ーションで発信・交流し合った。第２学年「国際探究Ⅱ」は今年度の新規実施科目で、１年次の研究成果

をさらに専門的に深め、交流校や県内外からの参観者を含め約７００名の聴衆を前に、成果発表交流を全

て英語でのコミュニケーションで行った。年度末には研究論文を完成させた。 

（２）問題解決力育成授業の研究推進 

   本校が設定する上記５つの能力は、平素の授業から磨かれていかねばならないという共通理解の下で授

業研究が熱心に行われており、今年度は授業を外部公開して「教科のＳＧＨ化」をさらに推進した。公開

授業研究会には県内外から１２０名超の参加を得て、相互に高め合うことができた。 

（３）国際教養大学（スーパーグローバル大学）等外部機関との教育連携の推進 

   大学では、国際教養大学（英語コミュニケーション能力育成）・秋田県立大学（研究の専門性の深化や論文作

成）・秋田大学教職大学院（授業研究）、地域諸機関では、秋田経済研究所・ジェトロ・県内農業機関等（講座

やフィールドワークの受入れ等）と、教育連携先は年々増加しており、本校の教育力の財産となっている。
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５ 管理機関の取組・支援実績  

（１）実施日程 

業務項目

実施期間（平成２８年５月１日～平成２９年３月３１日）
４
・
５
月

６

月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月 

12 
月

１
月

２
月

３
月

連携機関への協力依頼 ○     

運営指導委員の選定及び委嘱 ○     

海外交流アドバイザー雇用に係る業務 ○ ○     

秋田南ＳＧＨカンファレンス開催支援    ○ ○ ○    

第１回運営指導委員会開催      ○

成果発表交流会参観          ○

第２回運営指導委員会開催      ○

 その他：文部科学省との連絡・調整、報道機関への報道依頼

 

（２）実績の説明 

 ○ 運営指導委員の委嘱及び運営指導委員会の開催

   昨年度の運営指導委員５名（東北公益文科大学、名古屋大学、秋田銀行、ＪＡ全農あきた、ＪＡ秋田中

央会所属）に委員への就任を依頼するとともに、課題となっていた「英語」の視点からの指導を仰ぐため、

大学教授の経験をもつ通訳案内士との交渉を行い、委員を委嘱した。

   第１回運営指導委員会は、平成２８年１０月２８日（金）の「秋田南ＳＧＨカンファレンス」と同日に

開催し、カンファレンスの内容を踏まえた指導・助言を頂いた。運営指導では、秋田南高校の職員の取組

や昨年度と比較しての生徒の変容等について、大変高い評価を得ることができた。今後の課題として、更

なる発信力の育成や批評したり反論したりする力の育成等が挙げられた。

   第２回運営指導委員会は、平成２９年２月２４日（金）の「成果発表交流会」の同日に開催し、「国際

探究Ⅰ」における１年生のプレゼンテーションを参観していただいた。運営指導では、２年目の取組につ

いて「十分評価できる」という評価を得ることができた。

 ◯ 海外交流アドバイザー採用に係る業務

   オーストラリアでの海外フィールドワークの円滑な実施に向けて連絡・調整を行うため、ハローワーク

との連絡を始め、採用業務全般を行った。長年にわたり海外の金融機関での勤務経験があり、プレゼンテ

ーション力にも優れたアドバイザーを採用することができた。アドバイザーの活躍により、今年度は生徒

の活動の幅が広がった。来年度は海外フィールドワークにおいて更なる進展が期待できる。

 ○ 秋田南ＳＧＨカンファレンス開催支援

 開催に当たって、企画・運営に係る連絡・調整、授業研究会における指導助言者の選定及び依頼、講演

講師との交渉等を行い、同カンファレンス開催を支援した。授業研究会については、公開授業及びその後

の協議会の内容が深まるよう、８名の指導主事等との連絡を密にした。第１回運営指導委員会と同日開催

であり、午前の「公開授業研究会」及び午後の「公開成果発表会」では、運営指導委員及び県内外からの

参加者に成果を示すことができた。

 ○ その他

   国際教養大学、秋田大学、秋田経済研究所、ジェトロ秋田等へ秋田南高校担当者と訪問し、協力を要請

した。また、年間を通して秋田南高校の行事についての報道依頼や、事業推進に当たっての打合せを行っ

ている。
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５ 管理機関の取組・支援実績  

（１）実施日程 

業務項目

実施期間（平成２８年５月１日～平成２９年３月３１日）
４
・
５
月

６

月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月 

12 
月

１
月

２
月

３
月

連携機関への協力依頼 ○     

運営指導委員の選定及び委嘱 ○     

海外交流アドバイザー雇用に係る業務 ○ ○     

秋田南ＳＧＨカンファレンス開催支援    ○ ○ ○    

第１回運営指導委員会開催      ○

成果発表交流会参観          ○

第２回運営指導委員会開催      ○

 その他：文部科学省との連絡・調整、報道機関への報道依頼

 

（２）実績の説明 

 ○ 運営指導委員の委嘱及び運営指導委員会の開催

   昨年度の運営指導委員５名（東北公益文科大学、名古屋大学、秋田銀行、ＪＡ全農あきた、ＪＡ秋田中

央会所属）に委員への就任を依頼するとともに、課題となっていた「英語」の視点からの指導を仰ぐため、

大学教授の経験をもつ通訳案内士との交渉を行い、委員を委嘱した。

   第１回運営指導委員会は、平成２８年１０月２８日（金）の「秋田南ＳＧＨカンファレンス」と同日に

開催し、カンファレンスの内容を踏まえた指導・助言を頂いた。運営指導では、秋田南高校の職員の取組

や昨年度と比較しての生徒の変容等について、大変高い評価を得ることができた。今後の課題として、更

なる発信力の育成や批評したり反論したりする力の育成等が挙げられた。

   第２回運営指導委員会は、平成２９年２月２４日（金）の「成果発表交流会」の同日に開催し、「国際

探究Ⅰ」における１年生のプレゼンテーションを参観していただいた。運営指導では、２年目の取組につ

いて「十分評価できる」という評価を得ることができた。

 ◯ 海外交流アドバイザー採用に係る業務

   オーストラリアでの海外フィールドワークの円滑な実施に向けて連絡・調整を行うため、ハローワーク

との連絡を始め、採用業務全般を行った。長年にわたり海外の金融機関での勤務経験があり、プレゼンテ

ーション力にも優れたアドバイザーを採用することができた。アドバイザーの活躍により、今年度は生徒

の活動の幅が広がった。来年度は海外フィールドワークにおいて更なる進展が期待できる。

 ○ 秋田南ＳＧＨカンファレンス開催支援

 開催に当たって、企画・運営に係る連絡・調整、授業研究会における指導助言者の選定及び依頼、講演

講師との交渉等を行い、同カンファレンス開催を支援した。授業研究会については、公開授業及びその後

の協議会の内容が深まるよう、８名の指導主事等との連絡を密にした。第１回運営指導委員会と同日開催

であり、午前の「公開授業研究会」及び午後の「公開成果発表会」では、運営指導委員及び県内外からの

参加者に成果を示すことができた。

 ○ その他

   国際教養大学、秋田大学、秋田経済研究所、ジェトロ秋田等へ秋田南高校担当者と訪問し、協力を要請

した。また、年間を通して秋田南高校の行事についての報道依頼や、事業推進に当たっての打合せを行っ

ている。

６ 研究開発の実績 

（１）実施日程（「平成２８年度実施計画書」による実施項目） 

①  １年生２３７名全員を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅰ」を実施した。 
②  ２年生の科目選択生徒７３名を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅱ」を実施した。 
③  問題解決力育成授業研究を実践し、公開授業研究会を開催した。 
④  国際教養大学（ＳＧＵ）等外部機関との連携事業を企画・実施し、在り方を検証している。 
⑤  客観的指導・助言、情報交換によって、通年にわたって事業を検証・改善している。 

※ 数字や○が記入されている月が実施時期，数字は事業詳細を記載した「実施報告書」の該当ページ数

業務項目

実施日程（２８年５月１日 ～２９年３月３１日）

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

①ア ガイダンス（基調講演） P19              

 イ 教養講座Ⅰ  P21           

ウ 専門講座   P23          

エ 研究概論講座      P26        

オ 県内フィールドワーク 

海外フィールドワーク 

 
      

P28

P33
  

 
 

カ プレゼンテーションセミナー          P41   

キ 成果発表交流会           P42  

ク 教養講座Ⅱ・Ⅲ    P25        ○ 

②ア テーマ別研究推進検討会  P52 P54 P56  P60       

イ 国際討論会・国際意見交流会   P58 P58   P62      

ウ 国内フィールドワーク     ○        

エ 戦略的表現力講座       P64      

オ 海外修学旅行先での研究発表        ○     

カ 公開成果発表会       P68      

キ 論文作成及び論文コンクール        P72    P74 

③ア 研究推進計画の具体化と実践  ※ 通年 P81～ 

 イ 公開授業研究会の実施        P82     

ウ 課題研究指導力・ 

授業力向上研修会の実施 

 
 ○  

 

 

 

 
○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 先進校視察・情報交換   ○  ○  ○  ○  

④ア 講師派遣や施設設備提供 P19 P21 P23 P56 P26 P60 P64 P28  P41 P42 P74

イ 交流会等への留学生派遣   P58 P58   P62      

ウ 英語に関する教育連携 ※ 通年 

エ 討論力育成関連の教育連携   P58 P58   P62      

⑤ア 運営指導委員会の実施       P137    P137  

イ 他校との情報交換や視察   ○  ○ ○ ○  ○  

ウ 事業成果の広報発信 ※ 通年 

エ 実施報告書(冊子)の刊行            ○ 

 

（２）実績の説明 

   ※ 各事業内容の詳細や成果・評価の根拠については「研究開発実施報告書」の該当ページを明示した。
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① １年生２３７名全員を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅰ」（２単位）を実施した。
  「国際探究Ⅰ」は、実施２年目となり、課題探究活動の初期の指導計画として、流れが明確で理論的整合
性を伴った実施が軌道に乗っている。生徒全員が課題探究活動の１サイクルを経験することができた。

  年度末に、１年生全員にもう一度グローバル視点と社会貢献の大志をもってほしいという観点から、グロ
ーバルに事業展開する秋田人による教養講座Ⅲを追加実施した。

４月   ５月   ６・７月      ８月                １１月     １月         ２月

                

動機    地域の   世界や
付け  問題を   豪州の      研究の
    知る    問題を         本質と       現場で    発表の    発信と
          知る       手法        調査     在り方   意見交流
                                      

  「国際探究Ⅰ」の年間指導計画(P17)に沿った詳細な「指導マニュアル」を形成し、随時改良を加えなが
ら指導に生かしている。

  また、生徒の活動評価を(P18)のように数値評価するシートを考案し、今年度から活用している。

②  ２年生科目選択生徒７３名（２クラス）を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅱ」（２単位）を実施した。
  研究成果プレゼンテーションの集大成となった、１０月２８日の秋田南ＳＧＨカンファレンス「公開成

果発表会」(P68)では、全て英語で発信・応答し、本校１・２年生全員と成果を共有し高め合うことがで
きた。また、成果を書いて表現する集大成としては、３月に研究論文を提出し、コンクールを実施して、
全校生徒が閲覧して評価し合うことで、成果を共有した。

                            
                                      シドニーの連携校
                             転移       にて研究発表交流
                                       

                            
                      

Ⅰは、連携する秋田県立大学の指導チームに来校していただいた、ア「テーマ別研究推進検討会(全７
回)」(P52、54、56、60)の成果であり、生徒も本校教員も刺激を受けつつ、研究を深めていくことがで
きた。 

    Ⅱは、国際教養大学との連携において効果的にブラッシュアップすることができた。イの「国際討論 
会」（ＳＧＵ事業イングリッシュビレッジへの参加(P58)）、国際意見交流会（本校の教員が国際教養大
学の留学生と企画した英語コミュニケーションイベント(P62)）等の成果が大きい。 

   Ⅲは、エ「戦略的表現力講座」(P64)によって磨かれているところが大きい。生徒は民間企業のプレゼ 
ンテーションのプロに１年次からその本質を学んできた。奇をてらうのではなく、伝えたい思い、説得 
したい思いを、研究の質の高まりとともに、生き生きと表現できた。 

  公開成果発表会での発表成果を、発展的に海外修学旅行の場で、連携校との交流において海外発信で 
きた。また発表成果を、書く表現に転移させて、研究論文としてまとめ、コンクールで競い合った。 

   「国際探究Ⅱ」の年間指導計画(P48)に沿った今年度の指導資料をマニュアル化してあるので、次年
度以降、より成熟した「指導マニュアル」を形成したい。 

   また、生徒の活動を数値で評価するシート(P49)を考案し、今年度から活用している。 

１０月 口頭 
発表の集大成 

ＳＧＨカンファレンス

公開成果発表会

Ⅰ
研究の質の練り
上げと専門性の

深化
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     発展 豪州修学旅行
での海外発信
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③  問題解決力育成授業研究を実践し、全国に向けて公開授業研究会を開催した。 
  本校では指定１年目から、ＳＧＨで求める能力を効果的に育成するため、全ての教科で日常的に授業研
究を進めてきた。その情熱や進捗状況が良好と判断し、今年度、構想にはなかった公開授業研究会にチャ
レンジした。本校の授業理論(P82～87)、指導案や協議会記録(P88～126)を見ると明らかなように、統一的
なコンセプトや理論に基づき授業研究がなされている。これが、全員一丸となった、秋田型の授業研究実
践である。文科省向後秀明調査官をはじめ、県外から約５０名、県内から約７０名、計１２０名超の参加
者を得て、公開授業や協議会を通じて相互に高め合うことができた。参加者アンケート(P124～126)にある
ように、高い評価を得たことは、本校にとっても、また他校に好影響を与えたことにおいても、非常に有
意義であり、本校がなし得た大きな実績である。本校では、ＳＧＨ研修部が、全校生徒に年２回の授業ア
ンケート(P87)を実施して、分析とフィードバックに努めており、授業改善意識は非常に高い。 
今後は、改善点を検証し、平成３０年度の公開研究会に向けて、校内研修を充実して研究推進していく。 

 
④  国際教養大学（ＳＧＵ）等外部機関との連携事業を企画・実施し、在り方を検証している。 
 ア 国際教養大学(P23、26、42、58、62等) 

英語コミュニケーション能力育成に関して、また施設設備に関して、連携・協力いただいており、今 
年度はＳＧＵ事業イングリッシュビレッジ（本校事業名：国際討論会）を活用させていただいた。現在 
の多彩な外部機関との連携拡充は、本校と国際教養大学との以前からの連携関係が基盤となっている。 

イ 秋田県立大学(P19、23、28、51、52、60、66、72、74等) 
   特に、「国際探究Ⅱ」の指導に関して、食と農の問題に関する研究の専門性を深める上で不可欠な存

在であり、本校の指導チームは、現在その指導ノウハウを学び吸収させていただいている。次年度の指
導計画についても密接に相談し協力していただく上で重要なパートナーである。 

ウ 秋田大学及び秋田大学教職大学院(P81～123の授業理論や実践への指導・助言) 
「国際探究Ⅰ」の多彩な講座への協力の他に、教職大学院からは教員の授業研究への指導・助言をいた 
だいている。２１世紀型の学力育成や探究力を育成する授業について、全国で話題となっている「秋田 
の教育力」のアドバンテージを活かした授業改善について、定期的な指導・助言をいただいている。 

エ 秋田経済研究所(P21、28、42、68等) 
秋田が抱える諸問題を熟知している、秋田のシンクタンクである。「国際探究Ⅰ」の、１年生がまず 

足元の地域の食と農の問題に目を向けるきっかけ作りに、講師として協力いただいている。生徒のテー
マに合致したフィールドワーク先の紹介もしていただいている。来年度新規実施する「グローバル・イ
シュー」の、社会実践と地域還元にも、具体的な助言と協力を惜しみなくいただいている。 

オ ジェトロ秋田(P25、33、42、68等) 
教養講座Ⅱとして、地域の諸問題をグローバル視点で捉え直すための講座を実施した。本校の海外フ

ィールドワークの拠点であるメルボルンについて概要を講話いただくとともに、また現地での連携拠点
をいくつか紹介いただいた。海外交流拠点の拡充に一役買っていただいている。来年度新規実施する「グ
ローバル・イシュー」の地域還元の場所や対象について、具体的に検討いただいているところである。 

カ 株式会社ソフトアドバンス(P41、42、64、66、68) 
   プレゼンテーションに関して、基礎から応用まで、密着指導をしていただいている。相手に魅力的な 

話法、説得する手法等、研究発表に沿った形で、指導・助言いただいている。スライドや映像の面白さ
に頼り切らずに、伝えたいことを話法や心で伝える本質的な手法を教示いただいている。 

キ その他 
ＪＡ秋田や秋田銀行、その他フィールドワーク先の県内２０超の団体・事業 所の献身的な受け入れ 

体制に感謝している。次年度新規実施の「グローバル・イシュー」では地域還元や地域への発信・対話
が鍵となるので、多くの場を求めたい。既に新たに秋田市役所でのワークショップや提言が内定してお
り、連携機関は増えるばかりである。 

 
⑤  評価機関の協力によって事業を客観的に検証・改善しており、ＰＤＣＡサイクルが有効に機能している。 
 ア ＳＧＨ運営指導委員会 
  ・意見や助言の詳細はP137～P144に具体的に記載した。 
   →運営指導委員会の実績はP144に具体的に記載した。その①～⑩のように、本校のＳＧＨ事業への支

援を、具体的に実践していただいている。 
イ 外部評価委員会（本校の教育活動全般について客観的評価・指導をいただいている有識者委員会） 
 ・ＳＧＨが、中高教員双方の学び合いにつながり、中高一貫のグローバル教育に発展してほしい。 

→中等部生にＳＧＨの発表会を参観させたり、高校生をゲストティーチャーに招き、相互を高め合う
学習を意図的に行った。また、高１のオバマスピーチに関するグローバルシンキングの授業では、
高１と中１の学習成果について意見交換を行う等、中高の双方向性のある授業展開に挑戦した。 

 ・グローバル教育で大事なのは、足元である。郷土や自分をよく知り、社会貢献することに帰着する。 
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   →最終年次「グローバル・イシュー」は、発信拡散型ではなく地域還元実践型で、実際に市役所や若
手農家の集まり、留学生の集まりに出向いて提言・発信し、意見交換やワークショップを実施する予
定である。 

ウ 学校評議員会 
 ・ＳＧＨ指定の終了後、何をどうしていくのか、ノウハウをどう生かしてしていくかを考えてほしい。 

   →予算措置がなくても、有効な探究カリキュラムを継続できるよう意識している。具体的には、大学
や社会人にお願いしていた役割を本校教員がチャレンジしたり、指導マニュアルを整備して、指導
教本化している。ただし、現在の良好な外部連携関係は維持して、ボランティア的に教育連携をお
願いしていく。研究開発概要・研究仮説はほぼ正しいことが証明されつつあり、本校が設定した５
能力の育成を研究開発の３本柱で推進していくことは揺るぎない。 

  ・ＳＧＨ活動単体ではなく、ＳＧＨがどう教科や生徒の生活に関係しているかが重要である。 
  →授業研究をさらに強力に推進し、各教科にＳＧＨを浸透させる。今年度はそのために構想になかった

ＳＧＨカンファレンス「公開授業研究会」にチャレンジし、一丸となって公開研究会を成功させた。
事後検証して来年度以降も授業改善に取り組む。研究会成功によりその情熱や活気が生まれている。 

エ ＳＧＨ連絡協議会 
   →公立の指定校の発表に注目したり、公立の先進校を視察して、本校の実践との比較をして改善点を

探った。構想計画に沿って、やるべきことを明確して着実に実践していくことが大切であり、本校の
取組の基本線を徹底することだと確認できた。 

 
７ 目標の進捗状況、成果、評価  ※ P12～14にも成果の概要を簡潔にまとめた 
   本校の研究開発目標は、グローバルリーダーに求める５つの能力（４に記載）を育成することであり、次
の(１)～(３)を推進することで実現できるという仮説に基づいて事業が進んでいる。各項目ともに、段階を
踏んで順調に進捗しており、充分な成果を上げている。特に取り上げたいのは、 

  ○ 課題研究の教育課程が構想計画に沿って実現され、仮説の有効性が着実に実証されていること。また、
年間指導計画に沿った指導マニュアルから評価方法まで整備されていること。 

  ○ 教科指導のＳＧＨ化が意欲的に推進され、授業研究を全国発信していること。 
  ○ 国際教養大学を中心に連携機関が拡充し続け、本校の教育力が大幅に高まっている。 
  ○ 事業の全体化と組織化が進み、学校一丸となって取り組む雰囲気が高まってきたこと。 

○ ＰＤＣＡサイクルが有効機能しており、よりよく事業改善できていること。 
の５つである。構想調書の研究開発の仮説(１)～(３)の項目毎に、根拠を示しながら成果を述べる。 

 
（１）世界の食糧問題の解決を目指す課題研究活動「国際探究」の推進 
 【学校設定科目「国際探究Ⅰ」】（実施２年目） ※P47に２年目の改良点や事後検証をまとめた。 

① １年生の１年間での変容や成長について 
ア．生徒アンケートから 

   P127～129に生徒の成長と変容が数値的に見て取れる。本校が育成を目指す５能力（Ｑ１～５）(P127)
について、ほぼ全員が「身に付いた」と答え、「大いに」意識できた生徒が半数を超えている。Ｑ６
やＱ７から英語活動への意欲の高まりがわかる。Ｑ９では、②「地域貢献を意識するようになった」
が５６％にも上っている。Ｑ１２では、③「異なる他の受容」を半数以上が、⑪「協働する力の向上」
を半数近くが挙げている。P129下枠内にまとめたように、仮説に沿った意識変容が随所に見られた。 

イ．職員アンケートから 
   P134のＱ１では、全員が有効性に肯定的で、６割以上が「非常に有効」と答えている。Ｑ２では、

磨かれる能力として、「協働力」「発信力」「探究力」「思考力」に関連する項目が群を抜いて多く、
仮説が実証された形である。P136のＱ７の回答に、生徒の変容や成長が具体的に述べられている。 

ウ．運営指導委員・有識者・参観者等のコメントから 
  P141～142 の説明と委員の発言にあるように、年次毎に１年生の能力が向上している。これは２年

生との異学年交流から刺激を受けて、目標レベルがアップしていることが理由として挙げられる。P42
～の記録を見ても分かるように、自発的に英語発表に挑戦する班が出てきたり、英語での質疑応答に
楽しんで挑戦しようという雰囲気が生まれてきていることも、事業成果として価値あることである。 

② 計画の実施や指導について 
 実施２年目となり、P17の年間指導計画に沿った指導が安定的になされている。６(2)①に記載した流
れでの実施が有効であると検証され、定着したと考えている。また、並行して、「指導マニュアル」が
作成され継続使用されてきたが、２年目の実施によって、修正・改善がなされ、確かなマニュアルとし
て整備された。誰が担当しても、一定水準で指導できるようになっている。指定終了後の事業継続を考
えると、価値ある成果である。 

③ 評価について 
  P18 のように、個人評価シートを用いて、数値評価する研究をしている。各事業項目毎に特性がある 
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   →最終年次「グローバル・イシュー」は、発信拡散型ではなく地域還元実践型で、実際に市役所や若
手農家の集まり、留学生の集まりに出向いて提言・発信し、意見交換やワークショップを実施する予
定である。 

ウ 学校評議員会 
 ・ＳＧＨ指定の終了後、何をどうしていくのか、ノウハウをどう生かしてしていくかを考えてほしい。 

   →予算措置がなくても、有効な探究カリキュラムを継続できるよう意識している。具体的には、大学
や社会人にお願いしていた役割を本校教員がチャレンジしたり、指導マニュアルを整備して、指導
教本化している。ただし、現在の良好な外部連携関係は維持して、ボランティア的に教育連携をお
願いしていく。研究開発概要・研究仮説はほぼ正しいことが証明されつつあり、本校が設定した５
能力の育成を研究開発の３本柱で推進していくことは揺るぎない。 

  ・ＳＧＨ活動単体ではなく、ＳＧＨがどう教科や生徒の生活に関係しているかが重要である。 
  →授業研究をさらに強力に推進し、各教科にＳＧＨを浸透させる。今年度はそのために構想になかった

ＳＧＨカンファレンス「公開授業研究会」にチャレンジし、一丸となって公開研究会を成功させた。
事後検証して来年度以降も授業改善に取り組む。研究会成功によりその情熱や活気が生まれている。 

エ ＳＧＨ連絡協議会 
   →公立の指定校の発表に注目したり、公立の先進校を視察して、本校の実践との比較をして改善点を

探った。構想計画に沿って、やるべきことを明確して着実に実践していくことが大切であり、本校の
取組の基本線を徹底することだと確認できた。 

 
７ 目標の進捗状況、成果、評価  ※ P12～14にも成果の概要を簡潔にまとめた 
   本校の研究開発目標は、グローバルリーダーに求める５つの能力（４に記載）を育成することであり、次
の(１)～(３)を推進することで実現できるという仮説に基づいて事業が進んでいる。各項目ともに、段階を
踏んで順調に進捗しており、充分な成果を上げている。特に取り上げたいのは、 

  ○ 課題研究の教育課程が構想計画に沿って実現され、仮説の有効性が着実に実証されていること。また、
年間指導計画に沿った指導マニュアルから評価方法まで整備されていること。 

  ○ 教科指導のＳＧＨ化が意欲的に推進され、授業研究を全国発信していること。 
  ○ 国際教養大学を中心に連携機関が拡充し続け、本校の教育力が大幅に高まっている。 
  ○ 事業の全体化と組織化が進み、学校一丸となって取り組む雰囲気が高まってきたこと。 

○ ＰＤＣＡサイクルが有効機能しており、よりよく事業改善できていること。 
の５つである。構想調書の研究開発の仮説(１)～(３)の項目毎に、根拠を示しながら成果を述べる。 

 
（１）世界の食糧問題の解決を目指す課題研究活動「国際探究」の推進 
 【学校設定科目「国際探究Ⅰ」】（実施２年目） ※P47に２年目の改良点や事後検証をまとめた。 

① １年生の１年間での変容や成長について 
ア．生徒アンケートから 

   P127～129に生徒の成長と変容が数値的に見て取れる。本校が育成を目指す５能力（Ｑ１～５）(P127)
について、ほぼ全員が「身に付いた」と答え、「大いに」意識できた生徒が半数を超えている。Ｑ６
やＱ７から英語活動への意欲の高まりがわかる。Ｑ９では、②「地域貢献を意識するようになった」
が５６％にも上っている。Ｑ１２では、③「異なる他の受容」を半数以上が、⑪「協働する力の向上」
を半数近くが挙げている。P129下枠内にまとめたように、仮説に沿った意識変容が随所に見られた。 

イ．職員アンケートから 
   P134のＱ１では、全員が有効性に肯定的で、６割以上が「非常に有効」と答えている。Ｑ２では、

磨かれる能力として、「協働力」「発信力」「探究力」「思考力」に関連する項目が群を抜いて多く、
仮説が実証された形である。P136のＱ７の回答に、生徒の変容や成長が具体的に述べられている。 

ウ．運営指導委員・有識者・参観者等のコメントから 
  P141～142 の説明と委員の発言にあるように、年次毎に１年生の能力が向上している。これは２年

生との異学年交流から刺激を受けて、目標レベルがアップしていることが理由として挙げられる。P42
～の記録を見ても分かるように、自発的に英語発表に挑戦する班が出てきたり、英語での質疑応答に
楽しんで挑戦しようという雰囲気が生まれてきていることも、事業成果として価値あることである。 

② 計画の実施や指導について 
 実施２年目となり、P17の年間指導計画に沿った指導が安定的になされている。６(2)①に記載した流
れでの実施が有効であると検証され、定着したと考えている。また、並行して、「指導マニュアル」が
作成され継続使用されてきたが、２年目の実施によって、修正・改善がなされ、確かなマニュアルとし
て整備された。誰が担当しても、一定水準で指導できるようになっている。指定終了後の事業継続を考
えると、価値ある成果である。 

③ 評価について 
  P18 のように、個人評価シートを用いて、数値評価する研究をしている。各事業項目毎に特性がある 

ので、担当者が数値評価することと併せて、指導チーム内でミーティングや会議を開く等して、基準が
担当者間でぶれたり、恣意的な評価にならないよう、意思疎通と共通理解を常に図っていくことにして
いる。最終評価の段階では、指導チーム全員で確認することにしている。 
 

【学校設定科目「国際探究Ⅱ」】（実施１年目） ※P75～76に実施上の工夫と事後検証をまとめた。 
① ２年生の１年間での変容や成長について 
ア．生徒アンケートから 

   P130のＱ１～６の本校が育成を目指す５つの能力について、ほぼ全員が身に付いたと実感しており、
「大いに」実感している生徒が６割前後、手法や技術に関しては７割以上もの生徒が強く実感してい
る。Ｑ９では１年生と比較して、③④⑤の海外に目を向けた数値が３割から４割と高くなっており、
Ｑ１０「海外・国際への興味」では66％の生徒が「ある」としている。１年生の数値P128のＱ９～
１０と比較すると対照的であり、２年次の研究の深化や視点の拡がりが反映されている。P131Ｑ１２
では、②「自己の発信姿勢」67％、③「異なる他の受容」63％、⑪「協働力」や⑤「情報を鵜呑みに
せず調べて思考する」を半数近くの生徒が挙げている。Ｑ１３の記述のように、自己変容を具体的に
実感していることがうかがえる。 

イ．職員アンケートから 
  「国際探究Ⅰ」①イに同じ。 
ウ．運営指導委員・有識者・参観者等のコメントから 

公開成果発表会(P68)では、P139～140の委員のコメントにあるように、「磨けばここまで光るのか」、
「感動した」、「誇りに思っている」等の賛辞をいただいた。参観いただき、生徒の前でメッセージ
をいただいた文科省の向後調査官からも、「素晴らしい生徒たちだ」とお褒めいただいた。１・２年
生全員で成果を共有したが、このことが１年生のレベルアップに大きな影響を与えた。 

② 選択者以外の２年生や１年生・中等部生への波及努力 
ア．アンケート結果から（ＳＧＨ対象外）１９４名 

    P133 のＱ４で①「１年次からの成長に驚いた」が５３％と高く、また、④「自分も頑張ろうと刺
激を受けた」と励みに感じている生徒が３６％、②「同等の能力を身に付けたい」と意欲を触発され
ている生徒が４１％と、成果共有の場を通じてプラス方向の影響を受けていることがはっきりと示さ
れている。 

イ．選択者の成果の共有策 
選択者以外の生徒も、普段の授業においてＳＧＨの効果を感じ取っている。(P133のＱ３)しかしそ

れ以外にも、選択者と選択していない生徒同士が直接関わって、研究成果や能力向上を共有し、共感
し合う場面が必要になってくるので、発表会等(P68、P74)のような場では、必ず全員参加で意見交換
するように設定している。アのアンケート結果には共有成果が表れているが、さらに影響し合えるよ
うに交流機会を増加させ、学校新聞類や集会等を通じて定期報告する等、働きかけを強めていく。 

ウ．１年生や中等部生との交流 
      １年生は、公開成果発表会(P68)に全員参加し、英語での質疑応答に加わった。午前中の各教室での 

成果発表会(P42)に２年の国際探究Ⅱ選択者がアドバイザーとして参加し、質疑応答を活性化した。
中等部生は、公開成果発表会(P68～70)に保護者と自由参加し、成果発表交流会(P42～46)の代表発表
班の発表リハーサルを全員で参観した。異学年交流として刺激を受け、目標アップにつながっている。 

③ 計画の実施や指導について 
 実施１年目であるが、P48 の年間指導計画に沿った指導が着実になされた。国際探究Ⅰよりも研究の
専門性を深め、英語コミュニケーション力を向上させねばならず、６(2)②のイメージ図にあるように、
国際教養大学や秋田県立大学との連携・指導がカギであったが、大変効果的に機能し、生徒は貴重で優
れた指導を受けることができた。(P58、62、及び P52、60、72) 指導方法や手順が作成されたので、工
夫を加え継続使用し、来年度には「指導マニュアル」として整備する。 

④ 評価について 
    P49のように、数値評価の研究をしている。留意点は、【学校設定科目「国際探究Ⅰ」】③に同じ。 
 
【学校設定科目「グローバル・イシュー」】（来年度新規実施） 
① 実施計画について 

    来年度実施計画書に記載したとおり、「グローバル・イシュー」においては、生徒たちが主体的に社会
還元を行うことをもって集大成としたい。ほぼ構想どおりの計画で臨めることは、「国際探究Ⅰ・Ⅱ」が、
段階を踏んで着実に実施された成果であり、本校の探究活動の教育課程完成まであと一歩となっている。 

② 実施成果の見込みについて 
    実際に生徒が地域社会に出向いて行う還元実践について、市役所・ＪＡ・ＡＬＴや留学生の集まり、

の３箇所を既に確保している。特に市役所は大変協力的であり、若手職員との大がかりな意見交換会を
企画し、実施が内定している。このように着実な実施と成果が見込める状態になっている。運営指導委
員の協力と援助も大きい。(P144の２．⑧⑨) 
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（２）問題解決力育成授業の研究推進 

① 教科のＳＧＨ化の進捗について 
  昨年度以来、通年で授業改善に取り組んでいる。年２回、秋田大学教職大学院の教員に来校いただい
て指導を受けており、教科のＳＧＨ化の推進状況については、P82～87 の授業理論に具体的に明示され
ている。また P88～123 には、教材や指導計画のモデルが明示されている。職員アンケート(P135)Ｑ５
の自己変容についての回答で、76％もの教員が「授業改善意欲」を挙げている。P136のＱ６では、具体
的努力について多数の記述回答が寄せられ、教員一人一人の意欲を感じることができる。また、生徒ア
ンケート(P128)のＱ８で、授業にＳＧＨを意識した変容を「感じる」と答えた1年生は８２％、２年生
選択者は８５％と高かった。※P133 で、同内容の授業であるにも関わらず、選択外生徒が 40％だった
ことは、２択であったことや、他の心的要因も考えられ、例外的であると考える。P87 の授業アンケー
ト結果からも、アクティブラーニング手法、主体的な活動を促す場面設定等、授業の質の変化や教科の
ＳＧＨ化を、生徒がはっきりと感じ取っていることが分かる。   

② 公開授業研究会の成果について 
  P88～123の協議会記録に、参観者の反応や意見交換の内容が示されているが、概ね高い評価を得てお
り、非常に有意義な授業論議になっていることが分かる。また、P124～126 には公開研究会参観者の客
観的評価が示されており、非常に高い評価を得ていることがここでも裏付けられている。P139～P140の
事業説明や佐藤委員と五十嵐委員の発言からも本校の組織的授業研究の成果とその熱心さが分かる。 

 
（３）国際教養大学（スーパーグローバル大学）等外部機関との教育連携の推進 
 ① 目標設定シートから 
    P146のｄやｅ（外部参画者数）は増加しており、ｄにおいては倍増という発展結果であった。このこ 

とは指定事業後の継続に向けて大きな成果であり、仮説が十分に達成されていると言える。 
 ② アンケート結果から 
    １年生のアンケート結果P129のＱ１２では、⑦「大学教員から刺激を受けた」１９％、⑭「大学に

進んで学問する意欲が高まった」３３％。２年生P131のＱ１２では、⑦が２１％、⑭が４０％と高まっ
ている。また⑧「社会人から刺激を受けた」は、１年生２４％、２年生２７％がそう答えている。これ
らから、外部からの教育力に大いに刺激や影響を受けていることが分かる。 

   また教員にも、P135のＱ５において「外部講師から刺激を受けた」という声が一定量ある。 
③ その他 

    主な連携機関毎の連携状況と評価については、６(２)の④に具体的に記載した。 
 
※その他－目標設定シートの達成状況（詳細は、別紙「目標設定シート」及びやP147達成状況解説を参照） 
  ① アウトカムについて（Ｐ145） 
   まず、今年度１年生から１クラス減となっていることを念頭に置かれたい。それを考えると、数値は着

実にアップしている。ｅは来年度ＳＧＨの適用学年が卒業するので、更にアップが期待できる。ｂについ
ては、年々希望者は増加しているが、金銭的負担で保護者が反対するケースが多く、予算的支援と、保護
者に有効性を理解してもらう取組が必要だ。ｃの数値のダウンの原因は、一昨年・昨年の調査が、口頭・
挙手での調査で数値が高く出てしまっている点が大きい。加えて１年生が、発想のグローバル化の後で、
地域貢献を志向する傾向が強い(P128のＱ９②⑥)ことも挙げられる。「国際探究Ⅱ」の選択者では６６％
と高い数値(P131のＱ１０)になっており、数値的なダウンが、一概にマイナスとは言えないと考える。 

② アウトプットについて（Ｐ146） 
   全項目について数値的に増加していることは、大きな成果が示されていると言える。ａ「国外研修参加

者数」は倍増である。ＳＧＨ指定校としての波及効果が、P77 に代表されるような学校を挙げての国際交
流活動への積極的取組にも反映されている。それはｇの外国人生徒の受入数の大幅増でも証明されている。 

   またｄｅの外部人材の参画数では、特にｄで倍増している。これは、本校の研究開発仮説の(３)「国際教
養大学等外部機関との教育連携の推進」が非常にうまく進んでいることを証明する数値である。 

   
８ 次年度以降の課題及び改善点 

昨年度掲げた改善すべき課題の解消経緯や次年度課題との関連については、P13～14に具体的に記した。 
  今年度の課題で、改善されたもののさらに向上が望まれる事項や、P127以降のアンケート結果や運営指導
で指摘された問題点から、次の項目を来年度の課題として設定することにした。 
① 新規実施科目「グローバル・イシュー」の着実な実施と３年間の教育課程の完成 
② 学校設定教科３科目の数値評価の実施検証と改善 
③ 中高一貫したグローバルリーダー育成カリキュラムの具体化 
④ 指定修了後の教育課程継続の準備 
⑤ ＳＧＨ事業のさらなる全体化と組織化の推進（改善された点を踏まえ、さらに強化するために継続） 
⑥ 海外進学・留学や国際社会貢献意欲のさらなる喚起 



第１章　研究開発の概要　及び

　　　　　　平成２８年度の成果と課題
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Ｈ27～31年度文部科学省指定スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）事業

１ 研究開発構想名

「こまちの里」の秋田の高校生が 「地球村」の食糧問題に挑む！，

２ 研究開発の目的・目標

(１) 目的
本校生徒に目指してほしい「グローバルリーダー」とは，地球規模の問題を明確に意識して，

郷土の身近な課題や取組を，海外の課題や取組と比較検証して，論理的な考察をし，全地球のた

めに解決策を考えていける「グローバルマインド」を備えた人間である。

したがって，課題研究のテーマは，地球規模の問題・郷土の課題・海外の課題を結び付けるグ

ローバルテーマである必要がある。そこで 「秋田の農と食の課題」を見つめ直し，農産大国で，

ある「オーストラリアの農と食の課題」を調査検討しながら，地球の「食糧問題」の解決策を提

言するという，こまちの里秋田の高校生にふさわしい，壮大で一貫したグローバルテーマを用意

した。また，研究成果を自己の生き方に反映させ，実際に社会に働きかけていく発信力や実践力

を備えたバイタリティあふれる人間を育成したい。

本課題研究を通じて，本校が考えるグローバルリーダーに不可欠な 「課題設定能力 「課， 」，

」，「 」，「 」，「 」 。題探究能力 論理的思考力 プレゼンテーション能力 実践力 の五つの能力を育成する

そのための教育課程や指導方法・指導体制の在り方を研究開発していくものとする。

本校は，一年後に中高一貫教育校として新しく生まれ変わる。その基本理念として「郷土や国

家を支える高い志と国際的な視野を備えたグローバルリーダーの育成」を掲げている。ＳＧＨの

趣旨は新生本校の基本理念と合致しており，ＳＧＨの研究開発に率先して取り組むことが，その

まま新生秋田南高校の目指す教育を実践することにつながると考える。

(２) 目標
１ 身近な事象と全地球規模の問題をリンクして思考できる「グローバルマインド」を備えた人

間の育成。

２ グローバルリーダーに不可欠な「課題設定能力 「課題探究能力 「論理的思考力 「プレ」， 」， 」，

ゼンテーション能力 「実践力」の五能力の育成。」，

３ 研究開発の概要

学校全体の取組について

① 課題研究を開発する学校設定教科「国際探究」の推進

② グローバルリーダー育成のための問題解決力育成のためのＳＧＨ型授業の研究推進

③ 本校と国際教養大学をはじめとした地域の大学や諸機関との教育連携の推進

中高一貫教育校としての秋田南高校の基本理念

郷土や国家を支える高い志と国際的視野を備えたグローバルリーダーの育成

秋
田
の
教
育
力
と
の
連
携

グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
の
創
生

諸機関・民間企業

秋田経済研究所
ＪＥＴＲＯ

秋田県教育委員会

問題解決力

育成授業
秋
田
南
高
等
学
校

課題研究活動
「国際探究」

ＳＧＵ
国際教養大学
との連携

世界の「食糧問題」
に挑む！

秋田県立大学
秋田大学

オーストラリア
ディーキン大学
ビクトリア大学
TyndaleChristianSchool

拠
点

海
外
発
信

海
外
調
査

Ⅰ．平成 27 ～ 31 年度文部科学省指定スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）事業 
（２）問題解決力育成授業の研究推進 

① 教科のＳＧＨ化の進捗について 
  昨年度以来、通年で授業改善に取り組んでいる。年２回、秋田大学教職大学院の教員に来校いただい
て指導を受けており、教科のＳＧＨ化の推進状況については、P82～87 の授業理論に具体的に明示され
ている。また P88～123 には、教材や指導計画のモデルが明示されている。職員アンケート(P135)Ｑ５
の自己変容についての回答で、76％もの教員が「授業改善意欲」を挙げている。P136のＱ６では、具体
的努力について多数の記述回答が寄せられ、教員一人一人の意欲を感じることができる。また、生徒ア
ンケート(P128)のＱ８で、授業にＳＧＨを意識した変容を「感じる」と答えた1年生は８２％、２年生
選択者は８５％と高かった。※P133 で、同内容の授業であるにも関わらず、選択外生徒が 40％だった
ことは、２択であったことや、他の心的要因も考えられ、例外的であると考える。P87 の授業アンケー
ト結果からも、アクティブラーニング手法、主体的な活動を促す場面設定等、授業の質の変化や教科の
ＳＧＨ化を、生徒がはっきりと感じ取っていることが分かる。   

② 公開授業研究会の成果について 
  P88～123の協議会記録に、参観者の反応や意見交換の内容が示されているが、概ね高い評価を得てお
り、非常に有意義な授業論議になっていることが分かる。また、P124～126 には公開研究会参観者の客
観的評価が示されており、非常に高い評価を得ていることがここでも裏付けられている。P139～P140の
事業説明や佐藤委員と五十嵐委員の発言からも本校の組織的授業研究の成果とその熱心さが分かる。 

 
（３）国際教養大学（スーパーグローバル大学）等外部機関との教育連携の推進 
 ① 目標設定シートから 
    P146のｄやｅ（外部参画者数）は増加しており、ｄにおいては倍増という発展結果であった。このこ 

とは指定事業後の継続に向けて大きな成果であり、仮説が十分に達成されていると言える。 
 ② アンケート結果から 
    １年生のアンケート結果P129のＱ１２では、⑦「大学教員から刺激を受けた」１９％、⑭「大学に

進んで学問する意欲が高まった」３３％。２年生P131のＱ１２では、⑦が２１％、⑭が４０％と高まっ
ている。また⑧「社会人から刺激を受けた」は、１年生２４％、２年生２７％がそう答えている。これ
らから、外部からの教育力に大いに刺激や影響を受けていることが分かる。 

   また教員にも、P135のＱ５において「外部講師から刺激を受けた」という声が一定量ある。 
③ その他 

    主な連携機関毎の連携状況と評価については、６(２)の④に具体的に記載した。 
 
※その他－目標設定シートの達成状況（詳細は、別紙「目標設定シート」及びやP147達成状況解説を参照） 
  ① アウトカムについて（Ｐ145） 
   まず、今年度１年生から１クラス減となっていることを念頭に置かれたい。それを考えると、数値は着

実にアップしている。ｅは来年度ＳＧＨの適用学年が卒業するので、更にアップが期待できる。ｂについ
ては、年々希望者は増加しているが、金銭的負担で保護者が反対するケースが多く、予算的支援と、保護
者に有効性を理解してもらう取組が必要だ。ｃの数値のダウンの原因は、一昨年・昨年の調査が、口頭・
挙手での調査で数値が高く出てしまっている点が大きい。加えて１年生が、発想のグローバル化の後で、
地域貢献を志向する傾向が強い(P128のＱ９②⑥)ことも挙げられる。「国際探究Ⅱ」の選択者では６６％
と高い数値(P131のＱ１０)になっており、数値的なダウンが、一概にマイナスとは言えないと考える。 

② アウトプットについて（Ｐ146） 
   全項目について数値的に増加していることは、大きな成果が示されていると言える。ａ「国外研修参加

者数」は倍増である。ＳＧＨ指定校としての波及効果が、P77 に代表されるような学校を挙げての国際交
流活動への積極的取組にも反映されている。それはｇの外国人生徒の受入数の大幅増でも証明されている。 

   またｄｅの外部人材の参画数では、特にｄで倍増している。これは、本校の研究開発仮説の(３)「国際教
養大学等外部機関との教育連携の推進」が非常にうまく進んでいることを証明する数値である。 

   
８ 次年度以降の課題及び改善点 

昨年度掲げた改善すべき課題の解消経緯や次年度課題との関連については、P13～14に具体的に記した。 
  今年度の課題で、改善されたもののさらに向上が望まれる事項や、P127以降のアンケート結果や運営指導
で指摘された問題点から、次の項目を来年度の課題として設定することにした。 
① 新規実施科目「グローバル・イシュー」の着実な実施と３年間の教育課程の完成 
② 学校設定教科３科目の数値評価の実施検証と改善 
③ 中高一貫したグローバルリーダー育成カリキュラムの具体化 
④ 指定修了後の教育課程継続の準備 
⑤ ＳＧＨ事業のさらなる全体化と組織化の推進（改善された点を踏まえ、さらに強化するために継続） 
⑥ 海外進学・留学や国際社会貢献意欲のさらなる喚起 
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本校のスーパーグローバルハイスクール事業の概要

指定期間 ふりがな あきたけんりつあきたみなみこうとうがっこう
②所在都道府県 秋田県

～ ①学校名 秋田県立秋田南高等学校

③対象学科

名

④対象とする生徒数 ⑤学校全体の規模

１年 ２年 ３年 ４年 計
普通科７１５名 英語科１０４名

全校 ８１９名
普通科 ２４０ ４０ ４０ ３２０

英語科 ３５ ３５ ３４ １０４

⑥研究開発

構想名
「こまちの里」秋田の高校生が「地球村」の食糧問題に挑む！ 

⑦研究開発

の概要

（１） 世界の食糧問題の解決を目指す課題研究活動「国際探究」の推進 
（２） 問題解決力育成授業の研究推進

（３） 国際教養大学（スーパーグローバル大学）との教育連携の推進

⑧

研

究

開

発

の

内

容

等

⑧

全

体

１ 目的・目標

①目的

本校生徒が目指す「グローバルリーダー」とは，今日世界が直面している課題をグ

ローバルな視点で考察し，解決策を考えていくことのできる人間である。秋田の農と

食の特長と課題を見つめ直し，農業大国オーストラリアのそれらを調査研究しながら，

世界の食糧問題の解決策を提言するという，「こまちの里」秋田でなければできない課

題研究活動を通じて，成果を自己の生き方に反映させ，実際に社会に働きかけていく

発信力や実践力を備えたバイタリティーあふれる人間を育成する。

②目標 ・身近な事象と世界全体の問題を結び付けながら，積極的に課題を解決して

いこうとする態度・姿勢の育成。

・グローバルリーダーに不可欠な「課題設定能力」，「課題探究能力」，「論理

的思考力」，「プレゼンテーション能力」，「実践力」の５つの能力の育成。

２ 現状の分析と研究開発の仮説

① 現状の分析

今年度，秋田県の予算措置により，１年生が課題研究活動「国際探究」を行って

いる。食糧問題について郷土秋田の現状から課題を発見し，世界的な視点で問い直

して研究を進め，成果や提言を発信するというもので，ＳＧＨで予定している「国

際探究Ⅰ」を想定した活動である。国際教養大学で開催した成果発表交流会では，

１年次の研究成果が発信され，開催後に実施した生徒へのアンケートからその有効

性が顕著に示された。

② 研究開発の仮説

学校設定教科「国際探究」による課題研究活動及び問題解決力育成授業研究の推

進により，日常的に思考力や表現力等を高める授業を実践することで，「目標」に

示したグローバルリーダーに不可欠な能力を育成することができる。また，スーパ

ーグローバル大学である国際教養大学との教育連携によって一貫性をもって体系

的にグローバルリーダーを育成することができる。

３ 成果の普及

・課題研究の成果発表交流会やシンポジウムを，海外交流拠点，公共のホール，行政組

織や企業の会議の場等で開催し，秋田県知事や秋田県教育長，企業の経営者にも出席

を依頼した上で，提案や提言をする。

・問題解決力育成授業研究の成果を発信する公開研究会を開催する。

・研究開発の過程や成果を定期的に学校ホームページ上で公開し，ＳＧＨ通信を発行す

・る。

本校のスーパーグローバルハイスクール事業の概要

る。



－ 11 －

本校のスーパーグローバルハイスクール事業の概要

指定期間 ふりがな あきたけんりつあきたみなみこうとうがっこう
②所在都道府県 秋田県

～ ①学校名 秋田県立秋田南高等学校

③対象学科

名

④対象とする生徒数 ⑤学校全体の規模

１年 ２年 ３年 ４年 計
普通科７１５名 英語科１０４名

全校 ８１９名
普通科 ２４０ ４０ ４０ ３２０

英語科 ３５ ３５ ３４ １０４

⑥研究開発

構想名
「こまちの里」秋田の高校生が「地球村」の食糧問題に挑む！ 

⑦研究開発

の概要

（１） 世界の食糧問題の解決を目指す課題研究活動「国際探究」の推進 
（２） 問題解決力育成授業の研究推進

（３） 国際教養大学（スーパーグローバル大学）との教育連携の推進

⑧

研

究

開

発

の

内

容

等

⑧

全

体

１ 目的・目標

①目的

本校生徒が目指す「グローバルリーダー」とは，今日世界が直面している課題をグ

ローバルな視点で考察し，解決策を考えていくことのできる人間である。秋田の農と

食の特長と課題を見つめ直し，農業大国オーストラリアのそれらを調査研究しながら，

世界の食糧問題の解決策を提言するという，「こまちの里」秋田でなければできない課

題研究活動を通じて，成果を自己の生き方に反映させ，実際に社会に働きかけていく

発信力や実践力を備えたバイタリティーあふれる人間を育成する。

②目標 ・身近な事象と世界全体の問題を結び付けながら，積極的に課題を解決して

いこうとする態度・姿勢の育成。

・グローバルリーダーに不可欠な「課題設定能力」，「課題探究能力」，「論理

的思考力」，「プレゼンテーション能力」，「実践力」の５つの能力の育成。

２ 現状の分析と研究開発の仮説

① 現状の分析

今年度，秋田県の予算措置により，１年生が課題研究活動「国際探究」を行って

いる。食糧問題について郷土秋田の現状から課題を発見し，世界的な視点で問い直

して研究を進め，成果や提言を発信するというもので，ＳＧＨで予定している「国

際探究Ⅰ」を想定した活動である。国際教養大学で開催した成果発表交流会では，

１年次の研究成果が発信され，開催後に実施した生徒へのアンケートからその有効

性が顕著に示された。

② 研究開発の仮説

学校設定教科「国際探究」による課題研究活動及び問題解決力育成授業研究の推

進により，日常的に思考力や表現力等を高める授業を実践することで，「目標」に

示したグローバルリーダーに不可欠な能力を育成することができる。また，スーパ

ーグローバル大学である国際教養大学との教育連携によって一貫性をもって体系

的にグローバルリーダーを育成することができる。

３ 成果の普及

・課題研究の成果発表交流会やシンポジウムを，海外交流拠点，公共のホール，行政組
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課

題
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究
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上

記

以

外
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なし

３ グローバル・リーダー育成に関する環境整備，教育課程課外の取組内容・実施方法
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ート大会や英語弁論大会，スピーチコンテスト等への参加も評価の対象としていく。

その他

特記事項

本校は，平成２８年度より中高一貫教育校となるが，その基本理念として「郷土や国家

を支える高い志と国際的な視野を備えたグローバルリーダーの育成」を掲げ，ＳＧＨ事業

の実践と継続による新しい学校づくりを構想している。
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Ⅱ 平成 年度ＳＧＨ研究開発の成果と課題

１．成果
本校の研究開発目標は、グローバルリーダーとしての５つの能力（課題設定能力・課題探究能

力・論理的思考力・プレゼンテーション能力・実践力）を育成することであり、次の １ ～ ３

を推進することで実現できるという仮説に基づいて事業が進んでいる。各項目ともに、段階を踏

んで順調に進捗しており、充分な成果を上げている。項目毎に根拠を示しながら成果を述べる。

なお、このことについては、巻頭の研究開発完了報告書 ～ の項目７にも具体的にまとめた。

（１）世界の食糧問題の解決を目指す課題研究活動「国際探究」の推進

【学校設定科目「国際探究Ⅰ」】（実施２年目） ※詳細：理論 ～ 、事業報告 ～

① １年生が大幅な変容や成長を遂げた

本校が育成を目指す５能力について、ほぼ全員が「身に付いた」と実感し、職員全員が有

効性に肯定的であり、６割以上が「非常に有効」と答えている。運営指導委員や外部参観者

のコメントにも生徒の素晴らしい成長が具体的に語られている。

［根拠］職員アンケート 、 、生徒アンケート ～ 、

運営指導委員会 ～ 等

② 指導計画は安定実施できており、数値評価の導入を始めた

実施２年目となり、年間指導計画に沿った指導が安定的になされている。 ４①に記載した

論理的な進行が有効であることや指導の手順や方法が検証され、「指導マニュアル」として

整備された。また、数値評価の研究も始まっている。

［根拠］計画 、評価シート 、検証 、運営指導委員会 ～ 等

【学校設定科目「国際探究Ⅱ」】（実施１年目） ※詳細：理論 ～ 、事業報告 ～

① ２年生選択者が研究の専門性と英語プレゼンにおいて設定到達点を大きく超えた

育成を目指す５能力について、ほぼ全員が身に付いたと実感している。手法や技術に関し

ては７割以上の生徒が「大いに身に付いた」としている。運営指導委員や外部参観者から「成

長の幅に感動した」「磨けばここまで光るのか」等最大級の賛辞をいただいた。

［根拠］発表会記録 ～ 、 ～ 、参観者アンケート 、職員アンケート 、

生徒アンケート ～ 、運営指導委員会 ～ 等

② 選択者以外の生徒への波及効果が見られる

「同級生の成長に驚いた」、「自分も頑張ろうと刺激を受けた」と励みに感じている生徒、

「同等の能力を身に付けたい」と意欲を触発されている生徒が多数おり、成果共有の場を通

じてプラス方向の影響を受けていることがはっきりと示された。さらに影響し合えるように

交流機会を増加させ、発行物や集会等を通じて定期報告する等、働きかけを強めていく。

［根拠］生徒アンケート 、発表会共有 ～ 等

③ 指導計画（仮説）と成果が立証でき、数値評価の導入も始めた

実施１年目であるが、年間指導計画に沿った指導が着実になされた。研究の専門性を深め、

英語力を向上させねばならず、 ②のイメージ図にあるように、国際教養大学や秋田県立大

学との連携指導が非常に効果的に機能した。指導方法や手順が作成されたので、工夫を加え

継続使用し、来年度には「指導マニュアル」として整備する。数値評価の研究も始めている。

［根拠］計画 、評価 、検証 ～ 、国際教養大学との連携 、 、

秋田県立大学との連携 、 、 、 等

【学校設定科目「グローバル・イシュー」】（来年度新規実施）

生徒たちが主体的に社会還元を行うことをもって本事業の集大成としたい。「グローバル・

イシュー」の指導計画を構想どおり作成できたことは、「国際探究Ⅰ・Ⅱ」が、着実に実施さ

れてきた成果であり、本校の探究活動の教育課程完成まであと一歩となっている。

運営指導委員の手厚い協力もあり、市役所・ＪＡ・ＡＬＴや留学生の集まり、の３箇所を地

域還元実践の場として既に確保している。特に市役所は、企画が具体化しており、着実な実施

と充実した成果が期待できる。

［根拠］「平成２９年度実施計画書」、運営指導委員会の機能と実績 等

（２）問題解決力育成授業の研究推進
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（２）問題解決力育成授業の研究推進

① 教科のＳＧＨ化の進捗について ※詳細：理論 ～ 、指導計画や教材 ～

日常的に、問題解決力・探究力・協働力等を育成するＳＧＨ的な授業研究を推進しており、

ＳＧＨ的な視点を指導計画や教材開発に反映させている。現時点の成果を公開授業研究会で

発信した。

［根拠］本校授業研究の推進計画 、職員アンケート ～ 、

生徒アンケート 、 、授業アンケート 等

② 公開授業研究会の成果について ※詳細：公開テーマ等 ～ 、各協議会記録 ～

ＳＧＨカンファレンスと称して、生徒の公開成果発表会と抱き合わせて、大々的に公開研

究会を開催し、問題解決力育成授業モデルを提案し、県内外から高い評価を得た。文部科学

省向後秀明調査官に参観いただき、助言も含めた講演をいただいた。

［根拠］授業理論 ～ 、教材や指導計画と協議会記録 ～

参加者アンケート ～ 、運営指導委員会 ～

（３）国際教養大学（スーパーグローバル大学）等外部機関との教育連携の推進 ※詳細： ④

国際教養大学との連携を土台にして、連携機関は増加している。また、それぞれの機関の持

ち味を生かした連携に努めており、有効で有意義な教育力になっている。

［根拠］目標設定シート 、 、アンケート結果 ～ 等 連携事業 ～

・国際教養大学：英語コミュニケーション能力育成に関して、また施設設備に関して、連携い

ただいており、今年度はＳＧＵ事業イングリッシュビレッジ（本校事業名：国際討論会）を

活用させていただいた。

［根拠］連携事業 、 、 、 、 等

・秋田県立大学：特に、「国際探究Ⅱ」の指導に関して、食と農の問題に関する研究の専門性

を深める上で、本校の指導チームとの連携相手として不可欠な存在であり、現在その指導ノ

ウハウを学び吸収させていただいている。

［根拠］連携事業 、 、 、 、 、 、 、 、 等

・秋田大学及び秋田大学教職大学院：２１世紀型の学力育成や探究力を育成する授業について、

全国でも話題の秋田の教育力のアドバンテージを活かした授業改善について、定期的な指導

助言をいただいている。

［根拠］ ～ の授業理論や実践への指導助言、年２回の授業研修会の実施

・秋田経済研究所：秋田が抱える諸問題を熟知している秋田のシンクタンクで、「国際探究Ⅰ」

で地域の食と農の問題に目を向けるきっかけ作りに講師として協力いただいている。生徒の

テーマに合致したフィールドワーク先の紹介、来年新規実施する「グローバル・イシュー」

の社会実践と地域還元にも具体的助言と協力をいただく。

［根拠］ 、 、 、 等

・ジェトロ秋田：本校の海外フィールドワークの拠点であるメルボルンについて概要を講話い

ただき、現地での連携拠点をいくつか紹介いただいた。海外交流拠点の拡充に一役買ってい

ただいている。来年新規実施する「グローバル・イシュー」の地域還元場所や対象について

も助言いただいている。

［根拠］ 、 、 、 等

・株式会社ソフトアドバンス：プレゼンテーションの基礎から応用まで、相手に魅力的な話法、

説得する手法等、研究発表に沿った形で、指導助言いただいている。

［根拠］ 、 、 、 、 等

・その他：ＪＡ秋田や秋田銀行、その他、県内２０超のフィールドワーク受け入れ団体・事業

所があり、連携機関は増えるばかりである。

［根拠］目標設定シート 、 等

２．課題の解決状況 ～ＰＤＣＡサイクルによる昨年度からの改善の進捗～
本校の実践は、ＰＤＣＡサイクルが非常に効いており、順調に改善推進が続いている。

【今年度の課題と対策結果検証】

① 研究開発推進体制の改善について

・ ＳＧＨ事業の全体化、組織化

推進組織の改善（委員会の分掌化）、事業趣旨を共有する専門会議を実施、校外支援者の組
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織化（運営指導委員会の機能化・諸機関との教育連携の強化）等、大きく改善している。

［根拠］職員アンケート 、運営指導委員会 等

・ 新設された中等部とのグローバル教育連携

中等部の学習内容の工夫、ＳＧＨ組織内に中等部の職員を配置する等により、ＳＧＨを意識

した授業の実施やＳＧＨ事業の参観交流ができた。

［根拠］授業 ～ 、発表会 を自由参観、発表会 のリハーサルに参加交流等

② 課題研究指導について

・ 新規実施科目「国際探究Ⅱ」における研究の専門性の深まりへの対応指導

秋田県立大学の指導チームとの綿密な連携によってスムーズに指導が行われ、大きな成果を

上げた。

［根拠］連携指導 ～ 、 ～ 、 ～ 、検証 ～

・ 海外フィールドワーク地の適合性の検証改善や海外連携先の開拓と確保のため、行き先が検

討された結果、タイへの研修先の発展的変更に踏み切ることになった。

［根拠］「変更届」参照

・ 課題研究指導力の一層の向上

教員相互の意見交換や上級生による下級生指導を導入し、相互に悩みながらも楽しみを感じ

て取り組んでいる雰囲気があり、同時に指導力向上も実感されている。

［根拠］職員アンケート ～ 、１年校内発表会

・ 生徒の課題研究活動の評価の在り方の研究

評定評価の導入に向けて評価の観点や評価基準・評価規準の明確化、先進事例の参照等を行

い、実際に数値による評価を導入した。

［根拠］評価シート 、

③ 問題解決力育成授業研究の推進

秋田大学教職大学院の支援を得て授業研修会を実施した上で、公開授業研究会を実施した。

全国に授業モデルを発信しつつ、さらに練り上げが継続している。

［根拠］授業理論・指導計画・協議会記録等 ～

④ スーパーグローバル大学（国際教養大学）やその他の外部機関との連携について

ＳＧＵ事業「イングリッシュビレッジ」に生徒が参加し、本校職員も協力し、指導のノウハ

ウを学んだ。その後、本校を会場に本校教員が同様の意見交流会を実践した。外部機関との教

育連携は、構想当初の国際教養大学を起点に拡充し続けている。

［根拠］ＳＧＵ事業 ～ 、 ～ 、 ④ア～キ

⑤ 成果普及について

・ 校外発表や討論会等の各種大会への生徒参加の増加

参加大会の時期や内容を整理して生徒への情報提供をこまめに行い、ＳＧＨ校やＳＳＨ校と

の交流を活性化した。その結果、ＳＧＨ甲子園をはじめ、東北地区ＳＧＨフォーラムや秋田県

ＳＳＨ校合同発表会等、出場に選考を要するような大きな大会三つに参加することができた。

［根拠］国際交流 ～ 、外部大会参加 ～

・ 成果報告原稿や通信原稿の早期作成と成果普及班のＨＰ作成業務の円滑化

全て実現することができた。

［根拠］本校のＨＰ参照

３．来年度の課題
前述の「２．課題の解決状況」で、改善されたもののさらに向上が望まれる事項や、 以降

の第３章「研究開発の検証評価」で指摘された問題点から、次の項目を来年度の改善すべき課題

として設定することにした。

① 新規実施科目「グローバル・イシュー」の着実な実施と３年間の教育課程の完成

② 学校設定教科３科目の数値評価の実施検証と改善

③ 中高一貫したグローバルリーダー育成カリキュラムの具体化

④ 指定修了後の教育課程継続の準備

⑤ ＳＧＨ事業の全体化と組織化の推進（改善された点を踏まえ、さらに強化するために継続）

⑥ 海外進学・留学や国際社会貢献意欲のさらなる喚起



第２章　研究開発の実施報告

 Ⅰ　生徒の課題研究活動
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学校設定教科『国際探究』の概要について

【 】１．はじめに

本校は，平成２８年度に中高一貫教育校として新しく生まれ変わり、その基本理念として「郷土や

国家を支える高い志と国際的な視野を備えたグローバルリーダーの育成」を掲げています。この基本

理念は，国のＳＧＨ事業の趣旨とも合致しています。

本校が育成を目指す「グローバルリーダー」とは，世界規模の問題を明確に意識して，日本の現状

や郷土の課題を，海外と比較検証しながら，論理的に考察し，世界全体のために解決策を考えていく

ことができるグローバルな視点を備えた人間です。

そのため、課題研究のテーマは，郷土と日本の課題・海外の課題・世界規模の問題を結び付けるグ

ローバルなテーマである必要があります。質の高い農作物をはじめとする「秋田の農と食」の特長と

課題を見つめ直し，世界一の圧倒的な食糧自給率を誇る農業大国である「オーストラリアの農と食」

のそれらを調査しながら 「世界の食糧問題」の解決策を提言します 「こまちの里」秋田の高校生に， 。

ふさわしい，繊細かつ大胆な発想でグローバルなテーマを設定し，研究を通じて自己の生き方にその

成果を反映させ，実際に社会に働きかけていく発信力や実践力を備えたバイタリティあふれる人間を

育成します。

【 】２．本校のスーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）構想

（研究テーマ）

「こまちの里」秋田の高校生が 「地球村」の食糧問題に挑む！，

諸機関・民間企業

秋田経済研究所
ＪＥＴＲＯ

問題解決力

育成授業

中高一貫教育校として新生する秋田南高校の基本理念
郷土や国家を支える高い志と国際的視野を備えたグローバルリーダーの育成

秋
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の
教
育
力
と
の
連
携
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バ
ル
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ー
ダ
ー
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創
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秋
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南
高
等
学
校

課題研究活動
「国際探究」

ＳＧＵ
国際教養大学
との連携

世界の「食糧問題」
の解決に挑む！

秋田県立大学
秋田大学

オーストラリア
ディーキン大学
ビクトリア大学
TyndaleChristianSchool

拠
点

海
外
発
信

海
外
調
査

秋田県教育委員会

中高一貫教育校として新生した秋田南高校の基本理念

織化（運営指導委員会の機能化・諸機関との教育連携の強化）等、大きく改善している。

［根拠］職員アンケート 、運営指導委員会 等

・ 新設された中等部とのグローバル教育連携

中等部の学習内容の工夫、ＳＧＨ組織内に中等部の職員を配置する等により、ＳＧＨを意識

した授業の実施やＳＧＨ事業の参観交流ができた。

［根拠］授業 ～ 、発表会 を自由参観、発表会 のリハーサルに参加交流等

② 課題研究指導について

・ 新規実施科目「国際探究Ⅱ」における研究の専門性の深まりへの対応指導

秋田県立大学の指導チームとの綿密な連携によってスムーズに指導が行われ、大きな成果を

上げた。

［根拠］連携指導 ～ 、 ～ 、 ～ 、検証 ～

・ 海外フィールドワーク地の適合性の検証改善や海外連携先の開拓と確保のため、行き先が検

討された結果、タイへの研修先の発展的変更に踏み切ることになった。

［根拠］「変更届」参照

・ 課題研究指導力の一層の向上

教員相互の意見交換や上級生による下級生指導を導入し、相互に悩みながらも楽しみを感じ

て取り組んでいる雰囲気があり、同時に指導力向上も実感されている。

［根拠］職員アンケート ～ 、１年校内発表会

・ 生徒の課題研究活動の評価の在り方の研究

評定評価の導入に向けて評価の観点や評価基準・評価規準の明確化、先進事例の参照等を行

い、実際に数値による評価を導入した。

［根拠］評価シート 、

③ 問題解決力育成授業研究の推進

秋田大学教職大学院の支援を得て授業研修会を実施した上で、公開授業研究会を実施した。

全国に授業モデルを発信しつつ、さらに練り上げが継続している。

［根拠］授業理論・指導計画・協議会記録等 ～

④ スーパーグローバル大学（国際教養大学）やその他の外部機関との連携について

ＳＧＵ事業「イングリッシュビレッジ」に生徒が参加し、本校職員も協力し、指導のノウハ

ウを学んだ。その後、本校を会場に本校教員が同様の意見交流会を実践した。外部機関との教

育連携は、構想当初の国際教養大学を起点に拡充し続けている。

［根拠］ＳＧＵ事業 ～ 、 ～ 、 ④ア～キ

⑤ 成果普及について

・ 校外発表や討論会等の各種大会への生徒参加の増加

参加大会の時期や内容を整理して生徒への情報提供をこまめに行い、ＳＧＨ校やＳＳＨ校と

の交流を活性化した。その結果、ＳＧＨ甲子園をはじめ、東北地区ＳＧＨフォーラムや秋田県

ＳＳＨ校合同発表会等、出場に選考を要するような大きな大会三つに参加することができた。

［根拠］国際交流 ～ 、外部大会参加 ～

・ 成果報告原稿や通信原稿の早期作成と成果普及班のＨＰ作成業務の円滑化

全て実現することができた。

［根拠］本校のＨＰ参照

３．来年度の課題
前述の「２．課題の解決状況」で、改善されたもののさらに向上が望まれる事項や、 以降

の第３章「研究開発の検証評価」で指摘された問題点から、次の項目を来年度の改善すべき課題

として設定することにした。

① 新規実施科目「グローバル・イシュー」の着実な実施と３年間の教育課程の完成

② 学校設定教科３科目の数値評価の実施検証と改善

③ 中高一貫したグローバルリーダー育成カリキュラムの具体化

④ 指定修了後の教育課程継続の準備

⑤ ＳＧＨ事業の全体化と組織化の推進（改善された点を踏まえ、さらに強化するために継続）

⑥ 海外進学・留学や国際社会貢献意欲のさらなる喚起
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【 】２．本校が設定するグローバルリーダーとなるために不可欠な五つの能力

・・・時事への興味関心，国際教養，

課題発見，テーマ考案問い直し

・・・情報収集，フィールドワーク，問い

コミュニケーション

・・・情報分析，整理考察，

論文作成

・・・成果発表，地域提言

英語での海外発表

・・・社会への発信・提言・実践

地球の「食糧問題」解決に挑む上で，秋田の課題と取組を見つめ直し，農産大国オーストラリアでの実地調査

を結び付け，総合的に考察し，地域や海外に向けて提言しよう！

【３．学校設定教科「国際探究」の進行】

《 学校設定教科「国際探究」 》

①１年次学校設定科目「国際探究Ⅰ （２単位－木曜６・７校時）全員」

②２年次学校設定科目「国際探究Ⅱ （２単位－木曜６・７校時）選択希望者」

③３年次学校設定科目「グローバル・イシュー （１単位－前期木曜６・７校時）②の選択者」

実践力

「食糧問題」に挑む！
学校設定教科

「国際探究」実践力
プレゼン力

国際探究Ⅱ

グローバル
・イシュー

SGHシンポジウム開催
研究論文集発行プレゼン力

論理的思考力
課題探究能力

３年次
選択者

初期調査の考察
フィールドワーク

多彩な講座

海外発表・地域発表
発展的フィールドワーク
国際討論会
研究考察活動

国際探究Ⅰ
１年次
全員

２年次
選択者

課題探究能力
課題設定能力
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平成２８年度学校設定科目「国際探究Ⅰ （２単位）年間学習計画」

月 単 元 学 習 内 容 評価の観点
学 配当
期 時間

・事前調査 ６ ・課題研究活動の概要を ・調査集計４
・ガイダンス 知り，計画を立てる。 ・ 活動態度・活動内容」「
・基調講演 ・食糧問題の概要を知る ・ 振り返りシート」。 「
・教養講座Ⅰ ６ ・秋田の農と食の現状と ・ 活動態度・活動内容」５ 「

課題について考える。 ・ 振り返りシート」「
・専門講座 ６ ・秋田の「農と食」から ・ 活動態度・活動内容」６ 「

世界の食糧問題へのつ ・ 振り返りシート」「
ながりを展望する。

・教養講座Ⅱ ２ ・オーストラリアの食と ・ 活動態度・活動内容」７ 「

農について学ぶ。 ・ 振り返りシート」Ⅰ 「
・研究テーマ設 ２ ・研究テーマを構想する ・ ワークシート」。 「

定準備 ・設定条件を理解し，研
究テーマを考案する。

《夏休業課題》 ４ ・テーマ設定に関する夏 ・ 夏季休業課題取組内容」８ 「
。季休業課題に取り組む

・研究概論講座 ６ ・研究の方法や進め方を ・ 活動態度・活動内容」９ 「
学ぶ。 ・ 振り返りシート」「

・研究グループ ・テーマの近似性によっ ・ 活動態度・活動内容」「
化と研究テー てグループ化し，グル ・ ワークシート」「
マ確定 ープテーマを絞り込む ・ 設定テーマの評価」。 「

・フィールドワ ８ ・テーマ毎に必要な調査 ・ 活動態度・活動内容」10 「
ーク計画の策 地を選定し，調査項目 ・ ワークシート」「
定と準備 や内容を具体化する。

・フィールドワ １０ ・フィールドワークに赴 ・ 活動態度・活動内容」11 「
ークの実施と き，成果をまとめる。 ・ 成果報告シート」「
成果のまとめ ・ ワークシート」「

・研究レポート ４ ・フィールドワークを含 ・ 活動態度・活動内容」12 「
の作成 めた１年間の研究成果

。をレポートにまとめる
レポート完成 ・ 研究レポート内容」《 》 「

１ ・プレゼンテー ６ ・研究成果を効果的に発 ・ 活動態度・活動内容」Ⅱ 「
ション講座 表する手法を学ぶ。 ・ 振り返りシート」「

２ ・成果発表準備 １０ ・発表稿を作成する。 ・ 活動態度・活動内容」「

・成果発表交流 ・自他の研究成果を，プ ・ 活動態度・活動内容」「
会 レゼンテーションと質 ・ 発表内容」「

３ ２ 疑応答を通じて発表交 ・ 質疑応答内容」「
流する。 ・ 振り返りシート」「

・教養講座Ⅲ ２ ・秋田から世界を展望す ・ 活動態度・活動内容」「
る事業主の講演を聴く ・ 振り返りシート」。 「

・１年間の活動 ・１年間の課題研究活動 ・ 総括シート・アンケート」「
。のまとめ を総括し自己評価する

※関心意欲態度，取組内容，発
表内容，成果物等をもとに評
価シートに基づき数値評価

※活動時間は原則，木曜日６・７校時に設定。配当予定総時数７０時間。各配当時数は月あたり
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「国際探究Ⅰ」　個人評価シート（例）

学年 1 クラス Ｘ 番号 1 氏名 評点

課題
設定
能力

課題
探究
能力

論理
的思
考力

プレ
ゼン
能力

実践
力

配
点

評
価

得
点

○ ○ 3 2 2

○ ○ 3 3 3

○ ○ 3 3 3

○ ○ 3 2 2

○ ○ ○ ○ 15 1 5

○ ○ 3 0 0

○ ○ 3 3 3

○ ○ ○ ○ 15 3 15

○ 15 2 10

○ ○ 3 3 3

○ ○ ○ 3 3 3

○ 25 2 17

○ ○ 3 3 3

○ 3 3 3

3:特に優れている　　2:普通　　1:特に劣っている

5 75 ～ 100

4 65 ～ 74

3 40 ～ 64

2 35 ～ 39

1 0 ～ 34

大豆の可能性　～肥満や飢餓の改善にむけて～テーマ

大豆を活用した健康や食育の改善について○○にフィールドワークに赴き、
「××××」とのレポートをまとめることができた。

総合所見

評定

評定

単元
評価
方法

教養講座Ⅰ
郷土秋田の農と食の現状と課題について
積極的に考えようとしている。

ワークシート
調査地・調査項目・調査
内容の精査
活動観察

専門講座
秋田の「農と食」から世界の食糧問題への
つながりを展望できる。

ワークシート
グループへの還元の様
子

教養講座Ⅱ
オーストラリアの「農と食」の課題について
の理解しようとしている。

レポート作成進捗状況

研究テーマ設定準備
研究グループ化と
研究テーマ確定

研究テーマを構想できる。設定条件を理解
し、研究テーマを考案することができる。
テーマの近似性によってグループ化し、グ
ループテーマを絞り込むことができる。

振り返りシート
活動観察
講演者感想・評価

夏休業課題
（テーマ設定に関する夏季休業課題にしっ
かり取り組めている。）

活動観察

研究概論講座
研究の方法や進め方を学び、研究テーマ
設定に活かすことができる。

発表内容や質疑応答内
容評価
外部参加者や来賓の評
価

ＦＷ計画の策定と準
備

テーマごとに必要な調査地を選定し、調査
項目や内容を具体化できる。

振り返りシート
活動観察

ＦＷの実施と成果の
まとめ

フィールドワークに赴き、成果をまとめるこ
とができる。

レポート評価
職員評価
アンケート
運営指導委員の評価

ＦＷ成果報告レポー
トの作成

フィールドワークを含めた１年間の研究成
果をレポートにまとめることができる。

振り返りシート
活動観察
講演者感想・評価

ワークシート
調査地・調査項目・調査
内容の精査
活動観察

成果発表準備
効果的に発表する手法を活かしながら発表
稿を作成することかできる。

振り返りシート
活動観察
学生の感想・評価

成果発表交流会
自他の研究成果を、プレゼンテーションと質
疑応答を通じて発表交流することができ
る。

ワークシート
調査地・調査項目・調査
内容の精査
活動観察

4秋　田　　　　南

教科の目標

72

計

評価規準

72

身近な事象と世界全体の問題を結びつけながら、積極的に課題を解決していこうとする態度や姿勢を育成する。またグロー
バルリーダーに不可欠な「課題設定能力」、「課題探究能力」、「論理的思考力」、「プレゼンテーション能力」、「実践力」の五
つの能力の育成を図る。国際探究Ⅰでは、特に各能力の基礎を育成する。

教養講座Ⅲ
秋田から世界を展望する事業主の話から、
改めてこの１年間の研究を振り返り、課題
意識を深めることができる。

ワークシート
調査地・調査項目・調査
内容の精査
活動観察

１年間の活動のまと
め

プレゼンテーション
講座

研究成果を効果的に発表する手法を学ぶ
ことができている。

振り返りシート
活動観察
講演者感想・評価

１年間の課題研究活動を総括し、自己評価
することができる。
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オリエンテーション合宿

【日時】 平成２８年４月７日（木）オリエンテーション合宿１日目16:40-17:20講話

４月８日（金）オリエンテーション合宿２日目14:30-15:00振り返り【日時】 平成２８年

【場所】 サンルーラル大潟 コンベンションホールで集会形式で説明

【生徒の活動評価】 「オリエンテーション合宿振り返りシート」

【目的】 スーパーグローバルハイスクール事業が適用される新入生に対して、事業概要や活動

構想を説明し、動機付ける。

【内容】 学習会場であるホールで、集会形式で、事業担当者から事業の趣旨や意義を聴き、活

動への意欲を高める。

入学式の翌日、ＳＧＨについて初めての説明であった。生徒たちは、予想以上に真剣に聴講してい

た。２年目となり、地域へも周知されてきており、生徒たちの事前の関心の高さが想像される。担当者から

の説明の後、昨年度の活動の映像を視聴した際、音声が出ないトラブルがあったにも関わらず、全員が

映像を食い入るように見ていたのが大変印象的であった。今後の活動に大いに期待がもてる。

ガイダンス および 基調講演

【日時】 平成２８年４月１４日（木）６・７校時

【内容】 「国際探究ガイダンス」及び基調講演

【目的】 課題研究活動の開始にあたって、活動ファイルと活動ガイドブックを配布し、年間の具体的な・

活動計画を把握する。

研究テーマである世界の「食糧問題」とは何か、様々な問題を内包した地球規模の社会問題・

であることを知る。

【形態】 大体育館にて学年集会形式

【生徒の活動評価】

ポートフォリオ（振り返りシート）・聴講態度の見取り 等

【日程】 １４：１５～１４：３５ 活動ガイダンス（国際探究Ⅰ研究班 班長 平田哲久）

・本校作成の「活動ガイドブック」を配付し、年間活動計画の概要説明

１４：４０～１５：４０ 基調講演（秋田県立大学生物資源科学科教授 長濱健一郎先生）

「グローバリゼーションと世界の農業・食料－その見方と考え方－」

１５：４０～１６：０５ 質疑応答

終了後、各教室に戻り「振り返り用紙」記入
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第１回目の授業であったが、ガイダンスでどんどんメモをとるようにと指示したせいか、常時下を向いて

いる生徒が散見されたものの、講演を聴くことよりもメモをとることに集中している生徒が増えた。聴く姿勢

は概ね良好であったので、今後はメモのとり方など、講演の聴き方そのものを指導する必要がある。

質問は２名しか出なかったものの、その質の高さに感心させられた。今年度も意欲の高い生徒が出て

きそうな予感がする。様々な場面で生徒の知的好奇心をくすぐるような仕掛けを施し、国際探究Ⅰの授

業を活発なものにしていきたい。

【生徒の振り返りから】

・私は多国籍企業とグローバル企業をずっと同一のものだと思っていましたが、今回の講話でそれが誤

りであることを知りました。そのことから、世界は一つの価値観でなく、多様性をもっている、それを認め

る必要があるという長濱先生の意見に共感を覚えました。

・今日、一番驚いたのは、「世界人口を賄うだけの食糧が生産されている」ということだった。足りないの

なら何とかつくろうと思うが、量として足りているのなら、”どれだけ無駄を省けるか”ということが問題解

決の鍵になるのではないだろうか。

・「グローバル化」とは、国家をこえて世界規模で資本・情報、人の交流や移動が行われることであるが、

地球全体が「一つの価値観」になるわけではないとわかった。

・「グローバル化」には、良いところがたくさんあって、悪いところがないと思っていました。特に「格差」が

生み出されるということです。

・地球上のすべての人たちに食糧が行き渡るはずなのに、飢餓に苦しむ人たちたがいるという現状に違

和感を感じた。その原因には食糧がうまく分配されていなかったり、肉を多く食べるようになったという

食生活の変化があったり。私は、バイオエタノールに反対です。飢餓で苦しんでいる人がいる中で、植

物（食べ物）をエネルギーとして活用することは、食糧問題の解決から遠のいてしまうと思う。

・私は食糧廃棄物について興味を持った。日本の大量の廃棄物は、途上国の何千万人もの人々の年

間食糧とほぼ同じ量である。

・人間は燃料がなくとも生きていけるが、食べ物がなければ生きていけない。これは誰もが知っているは

ずなのに、どうしても栄養不足になる人がいる。人間というものが、いかに自己中心的で、自分がより快

適に過ごせれば良いという、人間の欲求が示される問題であると私は感じた。

・日本人の残飯の多さは、「世界を知らない」ということも原因の一つだと思う。国際探究を進めていく上

で、まず豊富な情報を集めて行きたいと思った。

・「グローバル化」というと、世界のこととつい捉えがちだが、秋田の身近なことから発信してみたい。ふる

さとの魅力についても考えてみたい。

・「食糧問題」はここまで進んでいたのか、と一番に思った。今までこの問題について深く考えることがな

かったけれども、現状を聴いていて「他人事」ではないと感じた。
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教養講座Ⅰ

【日時】 平成２８年５月１２日（木） １４：２０～１６：０５

平成２８年５月１９日（木） １４：４５～１６：０５

平成２８年５月２６日（木） １４：２０～１６：０５

【場所】 ５月１２日 本校第一体育館

５月１９日、２６日 本校第一体育館

選択教室、地歴講義室５月１９日、２６日

【講師および講座】５月１２日

秋田経済研究所 松渕 秀和 所長

「秋田県経済の現状と課題」

５月１９日、２６日

秋田経済研究所 工藤 修 事務局長 「農業について」

相沢 陽子 研究員 「食文化と観光について」

佐藤由深子 研究員 「食文化と商業について」

【目的】 基調講演で世界の食糧問題について知った上で、自分たちの足元である郷土秋田の農業や

食文化の問題を見つめる。

日本や秋田の農業や食文化をめぐる現状と課【内容】

題を把握する。

【方法】 ５月１２日

本校第一体育館で講演を聴講する。

５月１９日、２６日

三つの講座を各場所に分かれて実施。一週あたり

一講座ずつ、二つの講座を選択受講する。

講座の内容は、秋田県の現状を数値から分析していくものであったので、生徒には多少難解な部分も

あったかもしれない。にもかかわらず、必死に資料に目を通す生徒や、率直な疑問を講師にぶつける生

徒が多数見られたことは、やはり意欲の高い生徒が多数存在しているからだろう。農業についての講話

では、話の端々に興味深い、今後の研究の鍵となり得るキーワードがちりばめられていた。そのキーワー

ドを拾えるか、活かせるかが研究の充実度の鍵となると思う。質問の質は高かったように感じる。講師の先

生方から「真面目な生徒が多い」、「どの会場も的を射た質問が多く出てきた」とのコメントをいただいた。

今後の励みとしたい。

【生徒の振り返りから】
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・私は、この３回の講座を受講して、郷土秋田の「農と食」について、あまりPRできずにいるのが現状であ

ると思いました。例えば、「いぶりガッコ」や「ハタハタ」、あるいは「お米を使ったお菓子」、「ババヘラ・ア

イス」などです。私たち秋田県民が、郷土の農業や特産品についてより理解し、それを強く発信してべ

きだと考えました。

・三つの講座を総合して考えたことは、秋田にあるものを「活かせていない」ということである。「あるもの

探し」、「あるもの磨き」の重要性を学び、「秋田の魅力あるもの」を知った。おいしい食べ物があるのに

農業の活性化につながらないのは、「マーケティング」の欠如が一因と言えると思う。

・講座のなかで何度か、「第６次産業」というキーワードがでてきましたが、まだよくわかりません。第６次

産業化を進めなくてはならないと分かっているのに、なぜ秋田では第１、２、３次産業相互の関係が希

薄なのか、もっと知りたいです。

・特にこれから調べていきたいと思ったのは、「付加価値」についてです。米などのの農産物をそのまま

出荷していても、大きな利益にはつながらないとわかりました。
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専門講座

【日時】 平成２８年６月２３日（木） １４：２０～１６：０５

平成２８年６月３０日（木） １４：４５～１６：０５

【場所】 地歴講義室・地学実験室・生物実験室

物理講義室・選択教室・会議室

【講座】 講座番号①

「お米と主食―日本の稲作と世界の稲作―」

秋田県立大学生物資源科学部

生物環境科学科教授 長濱 健一郎 氏

講座番号②

「世界の土と食料生産」

秋田県立大学生物資源科学部

生物環境科学科教授 高橋 正 氏

講座番号③

「ロシアの食文化」

秋田大学教育文化学部

人間文化講座教授 長谷川 章 氏

講座番号④

「フランス料理をめぐって」

秋田大学教育文化学部

人間文化講座准教授 辻野 稔哉 氏

講座番号⑤

「世界の農業のはじまりと秋田の原風景」

国際教養大学助教 根岸 洋 氏

講座番号⑥

「フィリピンの農山村から秋田の豊かさを考える」

国際教養大学助教 椙本 歩美 氏

【目的】 「農と食」の課題解決についての具体的な取組や，国際的視野での課題解決の取組，具体的

事例などについて理解を深める。

【内容】 「農と食」に関連する今日的な課題をグローバルに捉えた内容の講座を聴講する。

【方法】 多種多様な専門的視点の講座群の中から，興味あるものを二つ選択して受講する。

全講座を拝聴したが、講座の進め方はさまざまで、分野ごとに面白さや奥深さが随所に見られた。生

徒たちは興味のある講座を選択したこともあり、両日とも意欲的に聴講しており、質問者数が初日１８人か

ら二日目２３人に増えたことは、その表れであったと思われる。次回は場所を体育館に移して、オーストラ

リアについての講話となる。海外ＦＷに直結する内容なので、生徒達の意欲的な聴講に期待する。
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【生徒の振り返りから】

・文化や原風景を崩さずに品種改良を行うべきだと思う。いくら食糧問題を解決できるとしても、その土

地には、そこの文化や気候の違いがあるので、簡単にはいかない。地域の原風景を壊してしまうと、文

化を壊してしまうことにも関連してしまう。

・秋田の米を世界に広げることができれば、食糧不足など、さまざまな問題が解決できると思っていた。

米の収量の増加、アフリカの気候でも育つ米の開発、アフリカの人たちがおいしいと思う米の開発、安

く売れるようにすること、など課題がたくさん見つかりました。
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教養講座Ⅱ

【日時】 平成２８年７月７日（木） １４：２０～１６：０５

【場所】 本校第一体育館

【講師】 ジェトロ秋田貿易情報センター所長 大山 明裕 氏

【目的】 海外ＦＷ先であるオーストラリアの食糧や農業事情を、メルボルンに赴任経験のある大山所長

から伺い、自分たちの足元である郷土秋田の農業と食糧の問題から世界や農業大国の問題に

目を向ける。

【内容】 オーストラリアやメルボルンの地域性や文化、農業や食糧事情などについて、基礎的な教養を

身に付ける。

国際探究Ⅰが始まってから７回目の講話となり、生徒達も動きに慣れてきたようだ。整列はスムーズに

行われ、よい流れで講座がスタートした。内容は、オーストラリアの現状から日本・秋田との関わりなど多

岐に渡り、さすがは貿易の専門家と感心させられた。生徒にとっては少し難しかったかもしれないが、今

までの講座で培ってきたものがあれば、今日の講話は大変興味深いものであったと思う。質問の内容の

レベルが上がってきている。今までの講座で培った知識を基に考えることができる生徒が増えつつある。

夏季休業中のテーマ設定が楽しみである。

【生徒の振り返りから】

・売り込むときには相手国の文化を理解し、その上でどのような商品を売るのかを絞っていく必要がある

ことを学んだ。戦略が大事だ。

・貿易の観点から見ると、以前の講座で積極的に加工品を輸出すべきだというお話と、今回の「一県一

支援案件」がつながった。やはりとれたものをそのまま輸出しても付加価値が低く、デメリットも多くある

と思った。加工の仕方も工夫の余地があり面白そうだ。

・オーストラリアで栽培されている米の８割以上がジャポニカ米だということを知って驚いた。オーストラリ

アは「農業」という武器を持っている国だが、ふるさと秋田も同じではないだろうか。

・日本の食料自給率はなぜ低いのか、どうすれば上がるのか、もっと調べてみたい。

・日本酒のように、加工品の素材の特徴や製造の過程などに特別な付加価値があれば、それを上手く

PRすることで、さらに海外の人に、秋田の商品に興味を持ってもらうことにつながると思います。世界の

人々がもっているSNSツールを使って発信することも、良い方法だと思います。

・乾燥地域が広く分布し、保水力の高くない土地が多いのに、なぜオーストラリアではいろいろな作物

を栽培することができるのか、不思議に思いました。

・インターネットで販売することを前提とする農家や団体があっても、やっていけるのではないか。
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研究概論講座

【日時】 平成２８年８月２５日（木） １３：００～１５：１０

【場所】 国際教養大学（AIU） 多目的ホール（Suda Hall）

【講師】 国際教養大学 グローバルスタディズ課程

准教授 寺野摩弓 先生

【目的】 テーマ設定を思案している生徒を刺激し、見通しのある有効なテーマに絞り込めるように支援

する。

【方法】 夏季休業中の課題シート（テーマ・動機・手法・現時点の情報等を記入する）を実例に、演習や

ディスカッションを実施する。

【内容】 ８月課題について 意見交換（Discussion）

研究の目的と役割 意見交換

研究の対象・便益・リスク

研究のすすめ方・方法

「秋田の田舎に住む高齢者の生活の質HRQOLにつ

いて」を事例として 意見交換

経験的証拠の収集

「オスカー賞授賞式」を事例として 意見交換

証拠の検証と研究倫理について 意見交換

【課題の指示内容】 研究概論講座では、皆さんが国際社会で活

躍するためのひとつのツールとして「研究」のやり方の基礎につい

て紹介します。皆さんそれぞれが持つ興味について掘り下げ、そ

れから分かることを分析、反芻する作業はクリエイティビティ・「情

報」の大切さの理解・高い倫理観を要し、大変興味深いものです。

これで得た経験と知識は今後どういう方向に進むにも関わらず、広

い場面で生かすことが出来るでしょう。大学での勉強の仕方を垣間見る貴重な機会にもなります。

講座の当日はワークショップ形式で、皆さんの研究課題についてどのように掘り下げてゆくか一緒に考

えます。その準備として以下の課題に取り組んでください。それぞれのスペースで十分でない場合は他

の紙に書いてください。８月の講座に持参してください。

【講座の概要】

１． トピックの選定

研究の基礎は「何に興味があるのか」、「どうしてそれが大事なのか」をしっかり考えることから始まりま

す。先ず大枠のトピック（題目）を決めて、そこからさらに課題を絞ってひとつ疑問文を作ってください。例

えば「～はどの様に起こるのか（現象の説明）」、「どうして～は機能しないのか（原因の究明）」、「～はどう

なっているのか」などがあります。疑問の性質としては「What Where」、「How」を基に考えましょう。そのあ

と、その課題について取り組む「意味」について考える必要があります。どうしてその研究をやるのか、そ

の研究結果は誰に、どのように役に立つのでしょうか。

a. 私の研究トピック

b. 私の疑問

c. その課題について取り組む意味

２． それについての既存の取り組みと議論の理解

この課題や疑問について答えを出す努力がどこかで行われていることでしょう。誰（個人や組織）がそ

れについてどの様な取り組みを行ってきたのか、どの様なことが問題とされてきたのか、何が分かっての
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現在の取り組みなのか、そしてどのような課題について議論されているのか、どうしてそれが難しい課題

なのか、について調べましょう。調べた情報の出所について正確に記録しておくこと。

３． ２番の情報を元に自分の興味について言えることとは？

研究プロジェクトを進めるにあたり重要なことは、現在、自分の設定した課題について既に分かってい

る事実などを正確に把握・解釈し、その上でさらに自分なり探究することで、意味のある研究を行うために

課題の焦点を絞ってゆくことが必要になります。そのために、２番で明らかにした内容とあらかじめ設定し

たトピック等一番の内容を振り返って再度検討し、今後の研究活動の可能性について書いてみましょう。

講座そのものを大学で実施することにより、グローバルな研究の方法や、大会場での質疑応答の仕方

やDiscussionしていくためのスキルを体感した。

夏休み課題について、研究の意味・可能性・妥当性を議論することから始まり、学生二人の論文作成

過程を事例としながら実証的に進められた。また対象者・機関とのやりとりや合意、あるいは証拠の保管・

破棄にいたる研究倫理にまで言及する講座であった。講座全体の約1/3の時間はDiscussion Timeであ

る。学生アシスタントの日本語でのプレゼン能力も非常に高く、AIUの教員・学生によるアクティブ・ラーニ

ングの手法は、高校の教員にも大いに参考になった。

【生徒の振り返りから】

・フィールドワークでは、秋田県農林水産部や農家での聞き取りをしてみたい。統計数値や農家個々の

現状をもとにしたグラフなどを作成し、見やすくて、しかも信頼性の高い研究をまとめてみたい。

・研究の戦略を考える時、時系列やクロスセクショナルといった視点を大切にしてゆきたい。

・学生二人に共通していたジャスチュア、英語を使った「ひきよせ」、時折語りかけるようにして聴衆を参

加させるテクニックなど、私もそんなふうにプレゼンしてみたい。

・学生の事例研究によるプレゼン内容は、研究の根拠がしっかりしており、過程をうまく組み込んでい

た。結果、結論までに、こんなにやることがあるとは思わなかった。また差別や偏見、価値の押しつけに

ついても注意しながら研究をすすめたい。

・蓄積された知識体系に、どうやって価値づけをしていくか、テーマについて再考したい。

・「研究」という奥の深さを知りました。何かのことについて「詳しく調べる」というだけではなく、「そのこと

を調べて何になるのか」、「科学的に研究できているか」も考える必要があることが分かりました。夏休

み中に考えたことを、講座を通じて考え直すことができて良かったです。

・今まであやふやだった「研究」の本当の意味を理解することができました。「研究」とは、これまでに蓄

積された知識体系に、意味のあるものを付け加えるということでした。引用しようとする文献についても、

どのくらい信頼性が高いのか、吟味する必要があることがわかりました。

・日本は世界で最も高齢化の進んでいる国です。特に私たちの住んでいる秋田では高齢現象が顕著

なので、私はこの問題を取り入れた研究を進めていきたいと思いました。

・講座の最中、「自分のテーマは、これでいいのか？」とずっと思っていた。よく考えてみると、少し「秋

田」との結びつきが弱いテーマだと思いました。

私の考えたトピックは、「やることの意味」がまだ不十分だったので、修正したいと思います。

研究の成果をまとめるときは、数値やグラフを使い、信頼性の高い見やすいものを作りたいです。

・研究のための情報収集には、一次的情報源と二次的情報源があること。直接的な証拠と間接的な証

拠、定量や定性があることを学びました。

大学生の研究成果をみて、高校生の段階で「研究」の時間が持てるのは、とても貴重だと感じました。

今までのような軽い「研究」ではなく、自分の意見をしっかりと考えながら進めてゆきたいです。

・秋田と世界のつながりを意識したいと思います。「研究」の意義である「人のため」ということを忘れず、

秋田や世界のために貢献できるような「研究」をしたいと思います。

・日本では良質な土地が「耕作放棄地」として余っているが、農家は高齢化により減少している。一方で

は良質な土地が少ない国もある。日本の土地を活用して農産物を生産し、輸出できないものか。
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秋田県内フィールドワーク

【日時】 平成 28 年 11 月 10 日（木）

【場所】 秋田県内 カ所

【対象】 １年生全員 ＊オーストラリアフィールドワーク班を除く

【目的】 スーパーグローバルハイスクール事業における学校設定科目「国際探究Ⅰ」の実施過程に

おいて、よりグローバルな視点で課題研究を進めるために、県内でのフィールドワークを実

施する。

【内容】 研究課題としている「世界の食糧問題の解決策」を探究していく上で、農業県秋田の農と

食について考察をすすめ、秋田県内をフィールドとしてグルーブで調査活動を展開する。

【秋田県内フィールドワーク活動の流れ】

①個人活動・クラス活動（夏休み・８月）

これまでの「教養講座」「専門講座」「クラス活動」などを踏まえて、自己テーマと研究の

見通しについてまとめた夏季休業課題を仕上げる。秋田経済研究所およびジェトロ秋田貿易情報セ

ンター、国際教養大学、秋田県立大学、秋田大学と連携、協力して実施した。講師はのべ 22 名に

のぼる。

 
②国際探究Ⅰ「研究概論講座」（８月２５日）

夏季休業中の課題シート（テーマ・動機・手法・現時点の情報等を記入する）を実例に，演習や

パネルディスカッションに参加して研究戦略の考察をすすめる。国際教養大学と連携、協力して実

施した。

③国際探究Ⅰ 外務省「高校講座」（９月８日）

世界の第一線で活躍している外交官から、国際情勢や世界の食糧事情についての講話を聞くこと

により、「食と農」をめぐる現状認識を深める。

④クラス活動（９月１５日、１０月６日、１３日、２０日、２７日）

個人で設定したテーマをもとにグループを編成し、さらにグループとしてのテーマを設定する。 
協働してウェブ検索および文献検索をすすめる。またグループテーマにしたがいフィールドワーク

先を選定し、研究課題にそった質問項目やアンケート用紙等を作成および活動の準備をする。教員

の指導のもと、電話や E メール等でフィールドワーク希望先と交渉してアポイントメントをとる。

また学年のクラスを横断して、教員の指導のもとにテーマ別、方面別にフィールドワークの方法、

特に聞き取り調査についての指導も実施した。  

⑤秋田県内フィールドワーク（１１月１０日）

カ所の方面別・時間帯別に効率よくバスを配車してフィールドワークを実施した。活動

場所およびテーマについては図・表に記載した。

⑥クラス活動（１１月１７日、２４日、１２月１日、１５日）

フィールドワーク先への礼状書き及びフィールドワーク活動の整理をする。クラス内で他

グループの成果紹介を参考にして、自グループで協働しながらレポートの作成をすすめる。 
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秋田県内フィールドワーク

【日時】 平成 28 年 11 月 10 日（木）

【場所】 秋田県内 カ所

【対象】 １年生全員 ＊オーストラリアフィールドワーク班を除く

【目的】 スーパーグローバルハイスクール事業における学校設定科目「国際探究Ⅰ」の実施過程に

おいて、よりグローバルな視点で課題研究を進めるために、県内でのフィールドワークを実

施する。

【内容】 研究課題としている「世界の食糧問題の解決策」を探究していく上で、農業県秋田の農と

食について考察をすすめ、秋田県内をフィールドとしてグルーブで調査活動を展開する。

【秋田県内フィールドワーク活動の流れ】

①個人活動・クラス活動（夏休み・８月）

これまでの「教養講座」「専門講座」「クラス活動」などを踏まえて、自己テーマと研究の

見通しについてまとめた夏季休業課題を仕上げる。秋田経済研究所およびジェトロ秋田貿易情報セ

ンター、国際教養大学、秋田県立大学、秋田大学と連携、協力して実施した。講師はのべ 22 名に

のぼる。

 
②国際探究Ⅰ「研究概論講座」（８月２５日）

夏季休業中の課題シート（テーマ・動機・手法・現時点の情報等を記入する）を実例に，演習や

パネルディスカッションに参加して研究戦略の考察をすすめる。国際教養大学と連携、協力して実

施した。

③国際探究Ⅰ 外務省「高校講座」（９月８日）

世界の第一線で活躍している外交官から、国際情勢や世界の食糧事情についての講話を聞くこと

により、「食と農」をめぐる現状認識を深める。

④クラス活動（９月１５日、１０月６日、１３日、２０日、２７日）

個人で設定したテーマをもとにグループを編成し、さらにグループとしてのテーマを設定する。 
協働してウェブ検索および文献検索をすすめる。またグループテーマにしたがいフィールドワーク

先を選定し、研究課題にそった質問項目やアンケート用紙等を作成および活動の準備をする。教員

の指導のもと、電話や E メール等でフィールドワーク希望先と交渉してアポイントメントをとる。

また学年のクラスを横断して、教員の指導のもとにテーマ別、方面別にフィールドワークの方法、

特に聞き取り調査についての指導も実施した。  

⑤秋田県内フィールドワーク（１１月１０日）

カ所の方面別・時間帯別に効率よくバスを配車してフィールドワークを実施した。活動

場所およびテーマについては図・表に記載した。

⑥クラス活動（１１月１７日、２４日、１２月１日、１５日）

フィールドワーク先への礼状書き及びフィールドワーク活動の整理をする。クラス内で他

グループの成果紹介を参考にして、自グループで協働しながらレポートの作成をすすめる。 

 

秋田県内フィールドワーク受入先所在地

番号は受入先一覧表の と一致する
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No ⼈数 グループ共通テーマ 
フィードイノベーション イスラム圏の⼈々にmade in AKITA の加⼯品を〜継続的な売り込みを⽬指して〜
⼤館市⽐内町 秋⽥の特産品を売り込め！〜ハラール認証を⽣かして〜

秋⽥の農業の衰退をくい⽌めるには？
秋⽥の稲作技術を⽣かして〜ネリカ⽶の可能性を探る〜

能代市⼆ツ井町 秋⽥のお⽶をインドネシアに広く届けるには
※ ⼋峰町役場 農林振興課

⼭本郡⼋峰町峰浜
(株)⼩林⽔産販売 秋⽥の資源を無駄なく持続させるには
⼭本郡⼋峰町⼋森 秋⽥の伝統的⽂化「マタギ」の伝承と産業の発展

※ 農家⺠宿 しばたん家
⼭本郡三種町⿅渡

農業における、⽔の効率的な使⽤を考える
ＪＡ秋⽥やまもと ⼋⻯⽀店 飢餓に苦しむ⼦どもたちとの「差」をなくす
⼭本郡三種町⼋⻯ 貧困で苦しむ⼈々を救うために

乾燥地域の飢餓について
7 合⽥農場 ／ 南秋⽥郡⼤潟村 3 秋⽥の特産物で⼈⼝減少を抑える

秋⽥のお⽶を流通させるには
あきたこまちの加⼯品を広めて秋⽥を活性化させる
秋⽥の活性化に向け、多様な⽂化に対応した商品を秋⽥の⾷材をもとにつくり海外にＰＲする⽅法を考え

あきたこまち⽣産者協会 秋⽥県産の⽶を使⽤した加⼯品をＲＰし、⽇本⼈の⽶の消費量を増やす
南秋⽥郡⼤潟村 欧⽶を中⼼に⽇本⾷ブームにあやかって秋⽥の商品を改良し、売り出す。

環境問題の改善と両⽴できる⾃給率の上げ⽅を考えよう。
国内の流通とＪＡの取り組みを秋⽥から発信していくために〜ＪＡと穀物メジャーを⽐較して〜
秋⽥の⽶を海外へ〜加⼯品の輸出の効果について〜
秋⽥の農作物を加⼯し海外で広めるには
ネリカ⽶でアフリカの飢餓を救う
農業に適した⼟壌により、砂漠で作物を栽培できるようにする

秋⽥県⽴⼤学⽣物資源学部 ⽔や⼟壌の問題を解決する〜⼤潟村の歴史から学び、これからにつなげる〜
 ⻑濱健⼀郎 先⽣ オーストラリアの⾷糧政策から考える、⽇本の⾃給率を上げる⽅法
 佐藤奈美⼦ 先⽣ ⼈の命を奪う⾷糧不⾜の改善⽅法
秋⽥市下新城中野 乾燥地帯でのソルガムきびの⽣産と、加⼯品の利⽤により世界の⾷料環境問題の解決をはかる

ネリカ⽶と品種改良の可能性
秋⽥県の加⼯技術を世界に発信しよう

※ AIU 研究・地域連携⽀援チーム
秋⽥市雄和椿川
秋⽥県農業試験場 秋⽥で育てられる⽶以外の作物を⾒つけ、全国シェアＮｏ１を⽬指す
秋⽥市雄和相川 ⽇本の農業を伝えて⾷糧不⾜を解消するには

昆⾍⾷の経済性、安全性を周知させていき、昆⾍⾷⽂化の⼀般化で飢餓を救う
あきた植物⼯場 昆⾍と雑草で⾷糧危機を救えるか
にかほ市平沢 TDK-MCC内 地球温暖化や気候・地形の影響に左右されない農業を考え、⾃給率の向上を⽬指す

先進国の農業技術を発展途上国に伝え、⾷糧不⾜を改善する。
13 ※ JA本部営農⽀援課／秋⽥市⼋橋 5 秋⽥の⾷を広めて、秋⽥を活性化させるには？
14 ＪＩＣＡ秋⽥デスク／秋⽥市中通 5 アフリカの⾷糧的貧困の解決に向けて
15 ※ 秋⽥経済研究所／秋⽥市⼭王 4 アフリカのインド洋沿岸地域と秋⽥県の経済格差を⽐べ、⾷に与える影響とその改善策について考える
16 秋⽥⾷彩プロデュース／秋⽥市中通 3 真の適地適作から迫る!!! 新しい戦⼒作物とは？
17 秋⽥県農地整備課／秋⽥市⼭王 4 ⽶の単位⾯積あたりの収穫量が⽇本⼀の秋⽥の技術を⽤いて、アフリカの稲作に活かそう！

※ 秋⽥県農業公社 農地管理部 耕作放棄地を有効活⽤するためには
秋⽥市⼭王 秋⽥にある使われていない⼟地を使ってもらう

19 菓⼦舗榮太郎／秋⽥市⾼陽町 4 Ｑｓ１００％プロジェクト〜クイズ正答率１００％プロジェクト〜
フードバンクあきた フードバンクの拡⼤を図り、アジアの貧困を救う！
秋⽥市⼟崎港⻄ 秋⽥県のフードバンクで⽣活が困難な⼦どもたちを助ける

21 秋⽥おばこ農協本店／⼤仙市佐野町 5 秋⽥県の農業の活性化を花卉園芸から〜海外への輸出の可能性を探る〜
22 ヤマダフーズ／仙北郡美郷町 5 世界の料理から学ぶ和⾷の改善点と活⽤

⽇本の⾷糧廃棄について〜世界と⽐較する〜
菅与 ⽇本の⾷糧廃棄物の利⽤法について
横⼿市平⿅町 余った⾷糧の再活⽤

「⾷」のリサイクル
※ 平成28年度新規受⼊先

  秋⽥経済研究所（No.15）        JICA秋⽥デスク（No.14）           あきた植物⼯場（No.12）

2016　国際探究Ⅰ　県内フィールドワーク　一覧
ＦＷ受⼊事業所等 ／ 所在地

秋⽥の⾷を世界に発信しよう。（留学⽣へのインタビュー）

農業体験で国内外から外国⼈観光客を増やす。5

34

15

1

2

3

4

5

6

10

7

13⽶道ふたつい

4

35

1020

1623

秋⽥県産の農作物のブランド化〜世界にも通⽤する健康⾷品を⽬指して〜
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【フィールドワークを経験して学んだことや成長したこと】

・「秋田の特産品を世界に発信」するため、保護者ネットワークから FW の受け入れをお願いしまし

た。調べていくと、私たちが知らなかった特産品がどんどん出てきました。秋田の農産物を輸出す

るためには、まず秋田から東京までの輸送費という費用がかかります。そして東京から海外へとい

う手続きになります。輸出促進事業の実態について、さらに詳しく探究したいです。

 
・通学の途中で目にする耕作放棄地の姿があまりに痛ましく、この土地を有効活用できないものか調

査することにしました。農地の出し手と受け手の架け橋となる農業公社の方々から、秋田県の農業

の未来について、問題解決のためのヒントを頂くことができました。 
 
・耕作放棄地について探究するか、その解消や農地回復のための問題を解決するか迷い、秋田県農村

振興課地域環境保全班の方に聞き取り調査をお願いしました。その結果、解消作業にはコストがか

かるため、それを上回る利益の確保が必要であること。農地を手放したくない人が多いこと。いろ

いろなことが分かった反面、課題や調べることが次々とでてきました。

 
・食や農について知らなかったことが、まだまだたくさんある。相手の国がどういう地域なのか、JICA

秋田デスクで聞き取りを進めていくうち、自然に分かってきたような気がする。

・グループテーマに適う 先を見つけるのに苦労しましたが、先生のアドバイスで「米道ふたつい」

さんに向かいました。会社としての工夫を凝らした米の販売に驚きました。担当者の方から稲の「直

播き」をはじめとした基礎知識を詳しく伺うことができました。日本の稲作技術を、なんとかして

食糧不足の地域に伝えることはできないものか、これからさらに調査をすすめます。

・学校から車でわずか 分のところに秋田県農業試験場があります。建物の広さもさることながら、

ハウスや圃場では実にさまざまな農作物が試験栽培されていました。ここで開発された稲の新品種

のことを説明していただき感動しました。が、日本の農業技術はそれでも低いと聞きショックでし

た。

 
・県立大学生物資源学部では、探究活動へのアドバイスのほか県立大図書館へのアクセス・検索方法

も紹介していただきました。（長濱先生）。さらにサブサファリ・アフリカの農業や食生活、文化に

ついての講義（曽根先生）、バイオテクノロジーセンターでは DNA 開析機器の用途について解説し

ていただきました（藤先生）。先生方からは、もっとグローバルな視点をもちながら確実に研究を進

めるよう、厳しいご指摘を賜りました。 
 
・AIU の外国人学生を対象としたアンケート用紙を作成しました。対象者の属性、特に個人情報にか

かわる項目については、AIU のスタッフの方からアドバイスいただきました。今考えるとこれが最

も大変でした。９時すぎにインタビユーを開始して、お昼の時間帯にはてんやわんやになりました

が、私たちのつたない英語に親切に応じていただき、70 名以上の方から回答を得ることができまし

た。帰りのバスを待っている間、皆笑顔でした。集計結果が楽しみです。 
 
・青森県境に位置する八峰町では、カミツレ（栽培面積 48.9a）やキキョウ（同 49.5a）という生薬

が栽培されています。「食と農」を健康の視点から研究をすすめてきました。町役場の方にインタビ

ューをお願いし、当日は畑も見ることができました。時間が経つのがあまりにも早くて、フィール

ドワークにあと何回か行ってみたいと班の人たち全員が思いました。 
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受け入れ事業所へのアンケート結果

（２０事業所様からの回答）

１．生徒たちのあいさつ、言葉遣い、礼儀などはどうでしたか。

（１）良かった １８事業所

（２）普通だった ２事業所

（３）悪かった ０事業所

【事業所からの評価コメントの一部】

・皆さん、説明した内容を一字一句逃すまいと真剣でした。

・来館から最後の挨拶まで、ご丁寧に対応頂きました。質問や発言時の言葉選びもとても丁寧で気

持ちの良いお時間を頂きました。ありがとうございました。

・もう少し元気があっても良いと思う。

・自己紹介の時間を長くとるなどして、緊張をもう少しやわらげればよかったと反省しています。

・先生たちの指導が行き届いた、すばらしいあいさつでした。

２．生徒たちは積極的に活動していたでしょうか。

（１）積極的だった １３事業所

（２）普通だった ６事業所

（３）消極的だった １事業所

【コメントの一部】

・こちらの説明に時間を割きすぎて、生徒の皆さんの発言の機会を減らしてしまいました。

・英語で７０名の学生から回答を集められたとうかがい、大変よくがんばったと思います。

・マメにメモをとる姿勢に積極性を感じました。

・事前の学習を含め、こちらもハッとするような鋭い質問をいただき、嬉しいかぎりです。

・積極的な質問がありましたが、皆が共有しながら同じ速度で探究をすすめることができました。

３．フィールドワークに先立って、生徒たちの事前準備がなされている、と感じられましたか。

（１）大いに感じられた １０事業所

（２）感じられた ９事業所

（３）感じられなかった １事業所

【コメントの一部】

・事前に でいただいた質問事項の着眼点がとても良いと感じました。

・課題と現状を把握できており、質問事項も的確でした。

・「農業ヘルパー」、「蹄耕法」など、事前の調査・学習がよくなされていると感じました。

・南高生が世界に目を向ける姿勢はすばらしく、弊社の社員も見習う必要があると思いました。

４．その他

【コメントの一部】

・難しいテーマですが、ふるさと秋田のため、南高生に期待しています。

・今後ともご協力させていただければと思います。
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受け入れ事業所へのアンケート結果

（２０事業所様からの回答）

１．生徒たちのあいさつ、言葉遣い、礼儀などはどうでしたか。

（１）良かった １８事業所

（２）普通だった ２事業所

（３）悪かった ０事業所

【事業所からの評価コメントの一部】

・皆さん、説明した内容を一字一句逃すまいと真剣でした。

・来館から最後の挨拶まで、ご丁寧に対応頂きました。質問や発言時の言葉選びもとても丁寧で気

持ちの良いお時間を頂きました。ありがとうございました。

・もう少し元気があっても良いと思う。

・自己紹介の時間を長くとるなどして、緊張をもう少しやわらげればよかったと反省しています。

・先生たちの指導が行き届いた、すばらしいあいさつでした。

２．生徒たちは積極的に活動していたでしょうか。

（１）積極的だった １３事業所

（２）普通だった ６事業所

（３）消極的だった １事業所

【コメントの一部】

・こちらの説明に時間を割きすぎて、生徒の皆さんの発言の機会を減らしてしまいました。

・英語で７０名の学生から回答を集められたとうかがい、大変よくがんばったと思います。

・マメにメモをとる姿勢に積極性を感じました。

・事前の学習を含め、こちらもハッとするような鋭い質問をいただき、嬉しいかぎりです。

・積極的な質問がありましたが、皆が共有しながら同じ速度で探究をすすめることができました。

３．フィールドワークに先立って、生徒たちの事前準備がなされている、と感じられましたか。

（１）大いに感じられた １０事業所

（２）感じられた ９事業所

（３）感じられなかった １事業所

【コメントの一部】

・事前に でいただいた質問事項の着眼点がとても良いと感じました。

・課題と現状を把握できており、質問事項も的確でした。

・「農業ヘルパー」、「蹄耕法」など、事前の調査・学習がよくなされていると感じました。

・南高生が世界に目を向ける姿勢はすばらしく、弊社の社員も見習う必要があると思いました。

４．その他

【コメントの一部】

・難しいテーマですが、ふるさと秋田のため、南高生に期待しています。

・今後ともご協力させていただければと思います。

国際探究Ⅰ 「海外フィールドワーク」

〈概要〉

【日時】 平成２８年１１月２１日（月）～１１月２６日（土） 
【場所】 オーストラリア（メルボルン市内及び近郊） 

第１日 移動（秋田→羽田→成田→メルボルン） 
第２日 ① ②

第３日 ① ②

第４日 ① ②

第５日 ① ② （ ）

第６日 移動（メルボルン→成田→東京→秋田）

【対象】 １年生１３名 
海外フィールドワーク参加希望者に対して活動内容と選考要領の説明会を実施し、「エントリ

ーシート」を提出した最終希望者の中から、１０名の審査員がシート内容と英語面接の採点及び

研究テーマとの整合性を厳正且つ公正に評価し、１３名を選抜した。 
【趣旨】 ＳＧＨ事業における学校設定科目「国際探究Ⅰ」の実施過程において、よりグローバルな視点

で課題研究を進めるために、国外でのフィールドワークを実施する。 
【具体的目標】研究課題としている「世界の食糧問題の解決策」を考察する上で、農業大国であるオー

ストラリアと日本の食と農の比較を行うため、オーストラリアにおいて調査活動を展開す

る。 
【引率】 本校教諭２名（木村太郎、平田哲久） 

〈詳細報告〉 

第１日 
【日時】 １１月２１日（月）

【場所】 秋田空港→羽田空港→成田空港→メルボルン

【所感】

早朝の秋田空港集合、誰一人遅れることなく海外フィールドワ

ークがスタートした。成田第３ターミナルで、オーストラリアドルへ

の両替、チェックイン、荷物預入、手荷物検査、出国審査を無事

終える。約１０時間をかけ、 にメルボルン国際空港へ到着。

その後バスで移動、 に滞在先のホテル（ ）へ到着。

第２日 Ｍｅｌｂｏｕｒｎｅ Ｗａｔｅｒ 見学 
【日時】 １１月２２日（火）

【場所】 貯水池を含めメルボルンの下水・排水システムを制御する公的施設

【講師】 さん

【主な活動内容】 講師による事業内容説明、施設見学、質疑応答

職員の さんの出迎えを受け、水道局建物内にて、施設が行っているメルボ

ルンの浄水・排水システムについてのレクチャーを受ける。その後、 さんとともにバスに乗り、広大な施

設（ ）を回りながら、浄水処理の工程を学ぶ。

 
【質疑応答】 
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オーストラリアは深刻な水不足があると聞くが、どのような対

策を取っているか。

ダムや貯水槽に常に一定以上水を蓄えるようにしている。水

の供給量を制限する場合もある。

メルボルンの町は平地にあると聞くが、どのように水を引いて

いるか。

ポンプを使い、水を押し上げることで引いている。

【所感】 
メルボルンは昔、汚水（ ）が臭いや病気などの問題を引き起こしていた。その解決のため、下

水処理施設（ ）が作られたこと、貯水ダム（ ）から各家庭への給水経路、各

家庭からの排水処理システム（ ）などについて学ぶことができた。

【生徒の振り返りから】 
・日本では水を大切にする考えがあまり定着していないと思うので、オーストラリアにならい、水がどのように

して私たちの生活を支えているのか、教育をさらに推し進めるべきだと思った。 
・小学生の頃秋田の浄水施設を見学したが、ほとんどの過程は建物の中で行われていたのを覚えている。

オーストラリアの自然が今日まで守られているのも、バクテリアや鳥、木など、自然と一体化しながら生きて

きたからではないか。これからの自分の研究も、自然を含め総合的に考えていきたい。 

第２日 Eｃｏ－Ｌｉｖｉｎｇ Ｃｅｎｔｒｅ 訪問 
【日時】 １１月２２日（火）

【場所】 オーストラリア固有の植物や、コ

ダカペンギンなど、環境保護活動を行っている施設

【講師】 さん

【主な活動内容】

セッション１〈エネルギー・園芸・水資源の活用〉：持続可能性

の特徴のある住宅見学、家電エネルギー消費量についての電

力測定方法の見学、電球の光測定、特徴のある庭園見学。

セッション２〈海洋動物・汚物〉：海岸におけるゴミ監査分析。シドニーやメルボルンに生息する「コダカペン

ギン」の生態や保護方法、汚物管理やサステナビリティについて学ぶ。

【質疑応答】 
肥料作りで工夫しているのはどんなことか。

ミミズなどの虫を利用したり、生ゴミや人間の排泄物も利用している。ゴミをゴミとして扱うのではなく、ゴミ

を「生かす」ことが大切だと考えている。

この施設を作るのにかかった費用はどのくらいか。

およそ オーストラリアドル。うち、３分の２は寄付によって成り立っている。 
【所感】 
施設内のガーデン見学では、虫を使った堆肥（ ）によりゴミを減らしていること、雨水を有効利用

することで節水していることなどを学ぶことができた。ガーデン内には、 や など、オ

ーストラリア固有の植物も植えられていた。 
後半は、ペンギンを保護している へ移動。

さんの言うとおり、動物にとって有害な煙草の吸殻

（ ）やプラスチック片（ ）がたくさん落ちて

いた。岩場に隠れて生息する小さなペンギンの姿を見ることが

できた。

【生徒の振り返りから】 
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オーストラリアは深刻な水不足があると聞くが、どのような対

策を取っているか。

ダムや貯水槽に常に一定以上水を蓄えるようにしている。水

の供給量を制限する場合もある。

メルボルンの町は平地にあると聞くが、どのように水を引いて

いるか。

ポンプを使い、水を押し上げることで引いている。

【所感】 
メルボルンは昔、汚水（ ）が臭いや病気などの問題を引き起こしていた。その解決のため、下

水処理施設（ ）が作られたこと、貯水ダム（ ）から各家庭への給水経路、各

家庭からの排水処理システム（ ）などについて学ぶことができた。

【生徒の振り返りから】 
・日本では水を大切にする考えがあまり定着していないと思うので、オーストラリアにならい、水がどのように

して私たちの生活を支えているのか、教育をさらに推し進めるべきだと思った。 
・小学生の頃秋田の浄水施設を見学したが、ほとんどの過程は建物の中で行われていたのを覚えている。

オーストラリアの自然が今日まで守られているのも、バクテリアや鳥、木など、自然と一体化しながら生きて

きたからではないか。これからの自分の研究も、自然を含め総合的に考えていきたい。 

第２日 Eｃｏ－Ｌｉｖｉｎｇ Ｃｅｎｔｒｅ 訪問 
【日時】 １１月２２日（火）

【場所】 オーストラリア固有の植物や、コ

ダカペンギンなど、環境保護活動を行っている施設

【講師】 さん

【主な活動内容】

セッション１〈エネルギー・園芸・水資源の活用〉：持続可能性

の特徴のある住宅見学、家電エネルギー消費量についての電

力測定方法の見学、電球の光測定、特徴のある庭園見学。

セッション２〈海洋動物・汚物〉：海岸におけるゴミ監査分析。シドニーやメルボルンに生息する「コダカペン

ギン」の生態や保護方法、汚物管理やサステナビリティについて学ぶ。

【質疑応答】 
肥料作りで工夫しているのはどんなことか。

ミミズなどの虫を利用したり、生ゴミや人間の排泄物も利用している。ゴミをゴミとして扱うのではなく、ゴミ

を「生かす」ことが大切だと考えている。

この施設を作るのにかかった費用はどのくらいか。

およそ オーストラリアドル。うち、３分の２は寄付によって成り立っている。 
【所感】 
施設内のガーデン見学では、虫を使った堆肥（ ）によりゴミを減らしていること、雨水を有効利用

することで節水していることなどを学ぶことができた。ガーデン内には、 や など、オ

ーストラリア固有の植物も植えられていた。 
後半は、ペンギンを保護している へ移動。

さんの言うとおり、動物にとって有害な煙草の吸殻

（ ）やプラスチック片（ ）がたくさん落ちて

いた。岩場に隠れて生息する小さなペンギンの姿を見ることが

できた。

【生徒の振り返りから】 

・雨水を直接プランターにつなげることで水をあげなくても植物が育つシステムがこれからの常識となれば、

トイレ用水に活用するなど、節水するのに大いに役立つシステムだと思った。 
・サステナビリティには、水、廃棄物、エネルギー、生物多様性などすべての物事が関わりを持っているの

だと感じた。自然に暮らす生物と今後も共存するためには、人間の意識や行動が不可欠だと思う。 

第３日 ＣＥＲＥＳ 訪問 
【日時】 １１月２３日（水） １

【場所】 （ ａ ） 環境教育プログラム、

都市農業プロジェクト、オーガニックスーパーマーケットの経営などを行っている 法人

【講師】 さん

【主な活動内容】 環境公園内見学、持続可能な食の生産システ

ムを学ぶ活動

職員の さんによるガイド。有機農場やオーガニックスー

パーマーケットなどの施設を見学し、環境に配慮した有機野菜の

生産方法などについて学ぶ。後半は農場の草取りを体験。取っ

た草をニワトリの飼育場へと搬入した。 
【質疑応答】 

オーストラリアの人々の環境への意識はどうか。

高まってきてはいるが、まだまだ不十分である。

（坂道の所々にある）隆起した部分は何か。

この一帯は坂になっているため、大雨が降ると町が洪水被害を受けてしまう。そうならないように、凹凸

をつけ、雨水をため池に流すように工夫している。

【所感】 
園内の至る所で、有機野菜の生産や販売、また廃材のリサイクルなど、環境に配慮した農業を徹

底して行っていることが見て取れた。ただし、オーストラリアの人々を全体的に見ると、環境に対する意識は

まだ不十分なようで、その点は日本と同じであると感じた。 
【生徒の振り返りから】 
・子供たちが遊びの中でペットボトルや缶のゴミの分別の仕方

を覚えていたことが印象的だった。日本人は生活していれば

分別することが当たり前なので自然と覚えるが、オーストラリ

アではまだその習慣がないため、こういった施設で教えてい

く必要があるのだと知った。 
・世界の文化の学習を自然や農業の観点から行っている点が

魅力的だと思った。これはオーストラリアならではであり、浄水

施設でも感じたが、オーストラリアの人々はいろいろなことを自然

に結びつけて考えていると思った。 

第３日 ＫＡＩＴＥＫＩ Ｆｒｅｓｈ Ａｕｓｔｒａｌｉａ 訪問 
【日時】 １１月２３日（水）

【場所】 三菱樹脂がビクトリア州に建設

した太陽光利用型植物工場。 年春から収穫した葉

物野菜を現地高級スーパー向けに販売している。

【講師】 （丸山克己）さん

【主な活動内容】 講師による事業内容説明、施設見学、質疑応答

当社ディレクターの丸山さんから、現地に植物工場を建設するに至った経緯、植物工場で生産している
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葉物野菜の種類、また水耕栽培のメリットなどについての講義を受ける。その後、施設内の見学。 
【質疑応答】

当工場で作るケールはなぜ普通のケールよりも甘いのか。

水耕栽培は普通のものよりも成長が早く、また当工場では大きくな

りすぎる前に収穫することで、苦みが出てくる前に出荷することが

できる。

日本の企業が海外で受け入れてもらうために必要なことは何か。

現地の人を多く雇うなど、その国にとって役立つことをすること。ま

た、現地に既存する会社とは異なること、オリジナリティがあること

をすること。

【所感】

の主な製品はケール（ ）、ルッコラ（ ）、ホウレンソウ（ ）である。水耕

栽培を行うことにより、 ％以上の水をセーブすることができるとのこと。生徒たちが積極的に質問してい

た。熱心に学ぼうとする生徒の姿と質問のレベルの高さに、丸山さんはしきりに感心していた。

【生徒の振り返りから】 
・水耕栽培では、もし一つの植物が病気にかかってしまった場合、その区域だけを処分することで、他の区

域に危害を加えることなく生産できるため、効率的で無駄を極力減らすことができることを学んだ。 
・現地のニーズを知ることが大切だとわかった。時間をかけて詳しく調査を行い、どんなものが求められてい

るのか、どんな年代に人気なのか、どんな人が求めているのか、を調査することも、戦略を立てる上で大

切だとわかった。 

第４日 Ｑｕｅｅｎ Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ｍａｒｋｅｔ 訪問 
【日時】 １１月２４日（木）

【場所】

【講師】 さん、 さん、 さん

【施設説明】 １９世紀にオープンという長い歴史を持つメルボ

ルン最大のマーケット。食品から日用品、衣服、

土産物などを扱い、１０００店以上が出店してい

る。

【主な活動内容】 講師によるフーディーズツアー、班ごとのリサーチ活動

ツアーガイドのＫｅｉｋｏさん、サポートのヴィクトリア大生２名（Ｍａｙａさん、Ａｌｅｘさん）とともに、説明を受け、

試食をしながらマーケット内を一回りする。その後、班に分かれてのリサーチ活動。生徒たちはマーケット内

を動き回り、店員や買い物客に用意したリサーチクエスチョンを聞いて回った。 
【所感】 
生徒たちが精力的にマーケット内を動き回り、積極的に英語を使用して自分たちが用意したリサーチクエ

スチョンを聞いて回る姿が印象的だった。中にはあっさりと断られたり、怪訝な顔をされて受け付けてもらえ

なかったりする場面も見られたが、めげずに調査活動を続けるこ

とで、英語を使うことへの抵抗感がなくなってきているように感じら

れた。

【生徒の振り返りから】 
・秋田の市場とは比べものにならない大きさと活気に驚いた。秋

田の市場はどちらかというとお年寄り向けの場所となっている。

ビクトリアマーケットのように、食事するだけでも入りやすいような

市場にすることが必要だと思った。 
・初めは自分から話しかけることが怖くて不安だったが、みんなが
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葉物野菜の種類、また水耕栽培のメリットなどについての講義を受ける。その後、施設内の見学。 
【質疑応答】

当工場で作るケールはなぜ普通のケールよりも甘いのか。

水耕栽培は普通のものよりも成長が早く、また当工場では大きくな

りすぎる前に収穫することで、苦みが出てくる前に出荷することが

できる。

日本の企業が海外で受け入れてもらうために必要なことは何か。

現地の人を多く雇うなど、その国にとって役立つことをすること。ま

た、現地に既存する会社とは異なること、オリジナリティがあること

をすること。

【所感】

の主な製品はケール（ ）、ルッコラ（ ）、ホウレンソウ（ ）である。水耕

栽培を行うことにより、 ％以上の水をセーブすることができるとのこと。生徒たちが積極的に質問してい

た。熱心に学ぼうとする生徒の姿と質問のレベルの高さに、丸山さんはしきりに感心していた。

【生徒の振り返りから】 
・水耕栽培では、もし一つの植物が病気にかかってしまった場合、その区域だけを処分することで、他の区

域に危害を加えることなく生産できるため、効率的で無駄を極力減らすことができることを学んだ。 
・現地のニーズを知ることが大切だとわかった。時間をかけて詳しく調査を行い、どんなものが求められてい

るのか、どんな年代に人気なのか、どんな人が求めているのか、を調査することも、戦略を立てる上で大

切だとわかった。 

第４日 Ｑｕｅｅｎ Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ｍａｒｋｅｔ 訪問 
【日時】 １１月２４日（木）

【場所】

【講師】 さん、 さん、 さん

【施設説明】 １９世紀にオープンという長い歴史を持つメルボ

ルン最大のマーケット。食品から日用品、衣服、

土産物などを扱い、１０００店以上が出店してい

る。

【主な活動内容】 講師によるフーディーズツアー、班ごとのリサーチ活動

ツアーガイドのＫｅｉｋｏさん、サポートのヴィクトリア大生２名（Ｍａｙａさん、Ａｌｅｘさん）とともに、説明を受け、

試食をしながらマーケット内を一回りする。その後、班に分かれてのリサーチ活動。生徒たちはマーケット内

を動き回り、店員や買い物客に用意したリサーチクエスチョンを聞いて回った。 
【所感】 
生徒たちが精力的にマーケット内を動き回り、積極的に英語を使用して自分たちが用意したリサーチクエ

スチョンを聞いて回る姿が印象的だった。中にはあっさりと断られたり、怪訝な顔をされて受け付けてもらえ

なかったりする場面も見られたが、めげずに調査活動を続けるこ

とで、英語を使うことへの抵抗感がなくなってきているように感じら

れた。

【生徒の振り返りから】 
・秋田の市場とは比べものにならない大きさと活気に驚いた。秋

田の市場はどちらかというとお年寄り向けの場所となっている。

ビクトリアマーケットのように、食事するだけでも入りやすいような

市場にすることが必要だと思った。 
・初めは自分から話しかけることが怖くて不安だったが、みんなが

快く質問に答えてくれてうれしかった。たとえ英語がきれいでなくても、伝えようとする気持ちがあれば分か

り合えるのだと思い、感動した。 

第４日 Ｗｅｒｒｉｂｅｅ Ｍａｒｋｅｔ Ｇａｒｄｅｎｓ 訪問 
【日時】 １１月２４日（木）

【場所】 Ｗｅｒｒｉｂｅｅ ビクトリア州最大の個人邸宅の一部。

家族経営をするブロッコリー農家。

【講師】 さん

【主な活動内容】 ブロッコリー栽培者による講義、農場見学、質疑応答

家族経営している大規模ブロッコリー農家の息子Ａｎｄｒｅｗさんから、ブロッコリーの栽培、収穫方法、使

っている機械や施設の説明を受けた。 
【質疑応答】 

従業員は何人いるか。

常時働いているのは７人だが、夏の農繁期には２０名ほどが

働いている。

農業の魅力はどんなところか。

自然の中で、天気や土壌、水など、すべてのものと関わりな

がら植物を育てる楽しさがある。

【活動を振り返って】 
活動の間ずっと、虫やハエが飛び回っていた。日本ではハエ

は臭いものにたかるイメージだが、オーストラリアでは水分を求め

て人の肌に寄ってくるのだという話を伺った。 
予定よりも早く訪問を終えたため、ブロッコリー農場を発った後

はメルボルン市内へと戻り、夕食までの時間を利用して、

周辺で午前のリサーチ活動を継続した。午前のマーケッ

トとは異なる層の人々にもリサーチをすることができた。 
【生徒の振り返りから】 
・バスから降りた瞬間に目の前に広がる広大な景色に驚き、感動

した。使用する水を海から引いてきている点が自然を有効に活用するよい手段だと思い、周りが海で囲ま

れている日本でも使えないか考えた。 
・この広い敷地の畑の中で破棄されるブロッコリーの量も多いことが気になった。廃棄されるブロッコリーを

活用できる方法があればよいと思った。 

第５日 Ｈｅａｌｅｓｖｉｌｌｅ Ｗｉｌｄｌｉｆｅ Ｅｃｏｌｏｇｏｃａｌ Ｓａｎｃｔｕａｒｙ 見学 
【日時】 １１月２５日（金）

【場所】

オーストラリア特有の動物に焦点を当てた

動物園。コアラ、ディンゴ、カンガルー、

タスマニアデビルなど 種類以上の動

物が自然に近い環境で飼われている。

【講師】 さん

【主な活動内容】 講師による教育プログラム（施設内の動物

保護センター等の見学）

ガイドの さんから、オーストラリア特有の動物たちが施

設内でどのように育てられているのか説明を受けながら見学

した。また、日本では見られない種類の鳥たちが登場する

を観覧した。
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【所感】 
日本の動物園では見られない種類の動物を、生徒たちは興味を持って観察していた。 は、日

本では見られない鳥の大きさや色鮮やかさに惹かれながら、迫力あふれるショーを堪能した。

【生徒の振り返りから】 
・動物を紹介するパネルの近くにはその動物に関わる植物の紹介があったり、その動物が危機にあるという

現状を印象付けるものがあるなど、この動物園では自然との共存を行っていると思った。 
・日本にもオーストラリアと同じように固有の生物がいるが、外来種の侵入によって危機に瀕している。日本

は、地理上少し似ているオーストラリアから動物の保護について学び、取り入れることができると思う。 

第５日 Ｄｏｍａｉｎ Ｃｈａｎｄｏｎ（Ｙａｒｒａ Ｖａｌｌｅｙ） 訪問 
【日時】 １１月２５日（金）

【場所】 （ ） ビクトリア州で か所を超えるワイナリーのうちの一つ。フランス

のシャンドン社が世界に通用する品質のワインを作れる場所として選んだのが、グリーンポイント

（ ）とも呼ばれるこの土地である。

【講師】 ワイナリー職員

【主な活動内容】 講師による事業内容説明・施設見学

広大なブドウ畑を前にワイナリーの歴史について説明を受

けた後、施設内を見学。ワインの醸造室、おり（ ）を抜くため

にボトルに入れたワインを貯蔵する と呼ばれる貯

蔵室などを見学した。

【所感】

ブドウの品種名や発酵（ ）という言葉など、細か

な内容まで理解するのは難しかったようである。秋田の特産品

の一つである日本酒との比較をするには格好の施設である。

作り方、製品の管理方法、販売促進の方法など、比較研究の対象となるものたくさんある。

【生徒の振り返りから】

・多くの人がワインについて知ることができるいい場所だと思っ

た。秋田も同じように、もっと多くの人が日本酒に携わって、

興味関心を持ち、地域全体で自分たちの強みを生かしてい

ければと思った。今回学んだことを参考に、秋田を活性化さ

せたり、農業に興味を持つ若者が増えるきっかけになる商品

を考えていきたい。 
・案内してくれた方が「秋田？お酒で有名な所だね！」とおっ

しゃっていたので、酒を造る方にとっては秋田は有名で、ど

んどん秋田の酒を世界に発信する価値があると感じた。 

第６日 
【日時】 １１月２６日（土）

【場所】 メルボルン→成田空港→東京駅→秋田駅

【所感】

４日間、計８か所の施設訪問を終え、帰国に向けてメルボル

ン国際空港へ。荷物預入、手荷物検査、パスポートチェックを

終えるも、燃料補給トラブルのため、離陸が２時間遅れるとの

連絡を受ける。飛行機に搭乗後、さらに遅れが生じるとのアナ

ウンスがあり、結局予定から５時間遅れての離陸。成田空港へ
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【所感】 
日本の動物園では見られない種類の動物を、生徒たちは興味を持って観察していた。 は、日

本では見られない鳥の大きさや色鮮やかさに惹かれながら、迫力あふれるショーを堪能した。

【生徒の振り返りから】 
・動物を紹介するパネルの近くにはその動物に関わる植物の紹介があったり、その動物が危機にあるという

現状を印象付けるものがあるなど、この動物園では自然との共存を行っていると思った。 
・日本にもオーストラリアと同じように固有の生物がいるが、外来種の侵入によって危機に瀕している。日本

は、地理上少し似ているオーストラリアから動物の保護について学び、取り入れることができると思う。 

第５日 Ｄｏｍａｉｎ Ｃｈａｎｄｏｎ（Ｙａｒｒａ Ｖａｌｌｅｙ） 訪問 
【日時】 １１月２５日（金）

【場所】 （ ） ビクトリア州で か所を超えるワイナリーのうちの一つ。フランス

のシャンドン社が世界に通用する品質のワインを作れる場所として選んだのが、グリーンポイント

（ ）とも呼ばれるこの土地である。

【講師】 ワイナリー職員

【主な活動内容】 講師による事業内容説明・施設見学

広大なブドウ畑を前にワイナリーの歴史について説明を受

けた後、施設内を見学。ワインの醸造室、おり（ ）を抜くため

にボトルに入れたワインを貯蔵する と呼ばれる貯

蔵室などを見学した。

【所感】

ブドウの品種名や発酵（ ）という言葉など、細か

な内容まで理解するのは難しかったようである。秋田の特産品

の一つである日本酒との比較をするには格好の施設である。

作り方、製品の管理方法、販売促進の方法など、比較研究の対象となるものたくさんある。

【生徒の振り返りから】

・多くの人がワインについて知ることができるいい場所だと思っ

た。秋田も同じように、もっと多くの人が日本酒に携わって、

興味関心を持ち、地域全体で自分たちの強みを生かしてい

ければと思った。今回学んだことを参考に、秋田を活性化さ

せたり、農業に興味を持つ若者が増えるきっかけになる商品

を考えていきたい。 
・案内してくれた方が「秋田？お酒で有名な所だね！」とおっ

しゃっていたので、酒を造る方にとっては秋田は有名で、ど

んどん秋田の酒を世界に発信する価値があると感じた。 

第６日 
【日時】 １１月２６日（土）

【場所】 メルボルン→成田空港→東京駅→秋田駅

【所感】

４日間、計８か所の施設訪問を終え、帰国に向けてメルボル

ン国際空港へ。荷物預入、手荷物検査、パスポートチェックを

終えるも、燃料補給トラブルのため、離陸が２時間遅れるとの

連絡を受ける。飛行機に搭乗後、さらに遅れが生じるとのアナ

ウンスがあり、結局予定から５時間遅れての離陸。成田空港へ

の到着も５時間遅れたため、予定の秋田便をキャンセル、秋田新幹線こまちでの帰秋となる。移動に２４時

間、文字通り丸一日を要しながら、６日間のフィールドワークの全日程を終了した。

海外フィールドワークを終えて

最終日のフライトを迎える段になって、予定を大きく変更せざるを得ない事態に見舞われたが、それ以外

は誰一人病気や怪我をすることもなく、全日程を終えることができた。 
滞在したホテルが官庁街の一角にあるということもあり、安全に過ごすことができた。とはいえ、慣れてくる

と気が緩みがちになるので、「ここは日本ではない」ということを常に確認させる必要がある。 
今回の研修では、１日２施設、計８施設を訪問したが、生徒たちは各施設について事前に学習し、班ごと

のリサーチテーマに沿って独自の質問を考え、どのように聞くかについても十分に準備していた。そのた

め、有意義な活動を行うことができた。 
オーストラリアは、もとはイギリスの植民地であったが、現在は世界各地からの移民が移り住んでいる国で

ある。６日間の活動を通して、オーストラリア英語、インド系の英語、東南アジア系の英語、中国英語、日本

語発音の英語など、様々な英語に触れる機会があった。生徒たちは、様々な英語が混じりあいながらコミュ

ニケーションがなされている場面を実際に経験し、どんな種類の英語であっても、伝わることが大切なのだ

と実感したのではないだろうか。 

【生徒の振り返りから】

・フィールドワークを通し、様々な施設で、限りある資源をいかに大切に使うか、また環境にあまり負荷をか

けないシステムを多く取り入れていることを知り、持続可能な社会を実現するためのヒントを得た気がした。 
・訪問する先々でサステナビリティという言葉が使われており、オーストラリアは日本以上にサステナビリティ

に対する意識が高いと感じた。それは、エコバッグを利用することがかなり浸透しているなど、日常生活の

あらゆる場面で見られると思った。 
・オーストラリアと日本の農業で一番の違いは水の使い方にあるのではないかと思った。日本はオーストラリ

アよりも水が豊富にあるので、オーストラリアのようにもっと効率的に使うことで、作業効率にもつながってよ

り多くの農作物を作ることができると思う。 
・「十分な水を手に入れることができているか」という質問に「いいえ」と答えた人が一人もいなかったことに

驚いた。十分な水を手に入れるために何をしているか、足りない分はどうしているかを知れると思っていた

ため誤算だったが、多くのダムやしっかりした水路があること、リサイクルウォーターなど、水に対する市民

の意識を知ることができ、勉強になった。 
・「食糧問題」から研究をしてきたが、そこからいろいろなものを自分の中で広げて、日本と世界の今と未来

を真剣に考えることができたと思う。 
・人々の意見の違いからの発見があった。今までは「外国人はこう考えるんだろうな」とひとくくりに考えてい

たが、その「外国人」の中にも様々な考えがあり、一つの問題に対して色々な見方があることが分かった。 
・インタビュー活動では、最初は緊張していたものの、最後には恐れず多くの情報を聞き出すことができた。

現地の な英語に苦戦したが、「自分の英語でも通じるんだ」という自信を持つことができた。 
・自分の聞く態度が変化した。以前より能動的に聞くようになり、わからないことは質問できれば質問し、質

問できなかったこともメモして後で友達に確認するようにした。聞いたことは必ず漏らさないように自分の知

識として獲得しようとする姿勢を身につけることができた。 
・自分から積極的にコミュニケーションを取り、言いたいことを伝えることができ、自信になった。きれいな英

語を話すことばかり考えていたが、自分の言いたいことを伝えることが一番大切だとわかった。もっと英語

を勉強しようと思うことができた。 
・インタビューしているとき、一人の男性に「日本人ですよね？」と声をかけられ、「近々日本に行きたいと思

っている」と言われたので、秋田をＰＲした。「スキーができて登山もできますよ」と言ったら、「行ってみた

い！」と言われたのでうれしかった。 
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国際探究Ⅰ 「海外フィールドワーク報告会」

【日  時】 平成２８年１２月２２日（木）１３：４５～（ＬＨＲ内） 
 
【場  所】 本校柔道場 

【対  象】  １年生全員 

【目  的】 海外フィールドワーク先のオーストラリア・メルボ

ルンでの体験を１年生全体に還元する。 

【内 容】 パソコンを用いたプレゼンテーション方式で、８

つの訪問先の紹介や質疑応答の内容を英語で報告

する。

 
【発  表】 海外フィールドワーク参加者 １３名 
 
【持参物】 筆記用具（※終了後の国際探究Ⅰ冬季レポート説

明で使用） 
 
【指導上のポイント】 
本報告会は、２月に控えた成果発表交流会でのプレゼンテーションの練習も兼ね、英語での発表と

した。原稿作成の段階で、シンプルに、聞き手に理解してもらえるように伝えるためにはどうすれば

よいかを意識させた。 
 
【所感】 

発表した生徒たちは、一学年全生徒を前に、緊張しながらも英語での報告を行うことができた。発

表したほとんどの生徒にとって、英語でプレゼンテーションを行うのは初めての体験であり、早口に

なってしまったり、原稿から目を離すことができなかったりと、今後に向けての改善点が見つかった。

今後は、海外フィールドワークに参加した１３名の生徒が４班に分かれ、２月の成果発表交流会に向

けて研究を進めていくことになる。各班ごとに、メルボルンで調査した内容もまとめながら、実り多

い研究内容となるよう、また今後のプレゼンテーションセミナー等を通して、よりよいプレゼンテー

ションを行うことができるよう、指導していきたい。 
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国際探究Ⅰ 「海外フィールドワーク報告会」

【日  時】 平成２８年１２月２２日（木）１３：４５～（ＬＨＲ内） 
 
【場  所】 本校柔道場 

【対  象】  １年生全員 

【目  的】 海外フィールドワーク先のオーストラリア・メルボ

ルンでの体験を１年生全体に還元する。 

【内 容】 パソコンを用いたプレゼンテーション方式で、８

つの訪問先の紹介や質疑応答の内容を英語で報告

する。

 
【発  表】 海外フィールドワーク参加者 １３名 
 
【持参物】 筆記用具（※終了後の国際探究Ⅰ冬季レポート説

明で使用） 
 
【指導上のポイント】 
本報告会は、２月に控えた成果発表交流会でのプレゼンテーションの練習も兼ね、英語での発表と

した。原稿作成の段階で、シンプルに、聞き手に理解してもらえるように伝えるためにはどうすれば

よいかを意識させた。 
 
【所感】 

発表した生徒たちは、一学年全生徒を前に、緊張しながらも英語での報告を行うことができた。発

表したほとんどの生徒にとって、英語でプレゼンテーションを行うのは初めての体験であり、早口に

なってしまったり、原稿から目を離すことができなかったりと、今後に向けての改善点が見つかった。

今後は、海外フィールドワークに参加した１３名の生徒が４班に分かれ、２月の成果発表交流会に向

けて研究を進めていくことになる。各班ごとに、メルボルンで調査した内容もまとめながら、実り多

い研究内容となるよう、また今後のプレゼンテーションセミナー等を通して、よりよいプレゼンテー

ションを行うことができるよう、指導していきたい。 
 

- 1 -

プレゼンテーションセミナー

【日時】 平成２９年１月１９日（木）１４：１５～１６：０５

【場所】 本校柔道場

【対象】 １年生全員２３７名

【講師】 ソフトアドバンス株式会社

代表取締役社長 菅原 亘 氏

【目的】 プレゼンテーションの目的と手法を知り、効果的

なプレゼンテーションの在り方を考える。

【方法】 本校柔道場で講演を聴講し、演習で疑似体験を

実施する。

【内容】 2月24日の研究成果発表に向けて、プレゼンテ

ーションの在り方について全員が演習を通じて基本を

学ぶ。

講義Ⅰ「目標とストラテジー」

実習Ⅰ「目標とストラテジーを定める」

講義Ⅱ「分析・戦略立案・シナリ」オ

講義Ⅲ「プレゼンテーションで失敗しないポイント」

実習Ⅱ「シナリオ作成とプレゼンテーション実施」

質疑応答

【評価手段】

「研究レポート」まとめ・参加態度の見取り 等

【指導上のポイントと仕掛け】

プレゼンテーションの専門家を招き、講話や演習を通じて、効果的なプレゼンテーションについて考え

を深めていく。

【所感】

２／２４の研究成果発表に向けて、効果的にプレゼンテーションを行う技法を身につけようとして、生

徒は真剣に聴講していた。講話では、プレゼンテーションの基本的なことから、シナリオ作成までの考

え方等を具体的に解説していただき、分かりやすい内容であった。一方的な講義形式ではなく、演習

を交えたもので、とても活動的であった。演習の生徒発表では、積極的に発表を行う生徒も多く、発表

した内容も講師の高い評価を得られ、生徒の自信につながった。

【生徒の振り返りから】

・言葉で伝えることだけがプレゼンではないことや、動画は使い方によっては有効だとわかった。目に入

る情報と耳に来る情報が違うと人間は疲れてしまうという話も面白かった。伝えたいことをまずしっかりと

持ち、それを見失わずに起承転結を工夫してプレゼンしたい。

・知ってもらいたい部分をはっきりとさせること、１つの話題に長く時間をかけすぎずに相手を飽きさせな

い工夫をするということを特に意識して頑張りたい。相手が理解しやすいようにパワーポイントの内容を

より工夫したり、話し方を工夫したりして、英語でも相手に興味を持ってもらえるようなプレゼンテーショ

ンにしたい。

・大学入試の面接や、大学を決めるのに親を説得するときなどにも、このプレゼンテーションの考え方は

必要だと思った。自分の信念を持って、やり抜くことが重要だと思う。将来プレゼンをする機会はたくさ

んあると思うが、このことを活かしていきたい。

・さすがだな、と思いました。もらったものは目次だけだし、スライドもとてもシンプルでした。
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平成２８年度スーパーグローバルハイスクール事業

「国際探究Ⅰ」校内発表会・成果発表交流会

午前：校内発表会 午後：成果発表交流会（国際教養大学）

１ はじめに

２月２４日（金 「国際探究Ⅰ」の１年間の成果を発表する校内発表会と成果発表交流会）、

を開催し、県内フィールドワーク（ＦＷ）や海外ＦＷで調査研究を行った班ごとにプレゼンテ

ーションを行った。

午前は各クラスごとに校内発表会を実施し、あらかじめ選出されたクラス代表班以外のすべての班

２年生がゲストアドバイザーとして各教室に出向き、助言を行った。が発表し質疑応答も活発に行われた。

午後は１年生全員が国際教養大学にバスで移動して成果発表交流会を行ない、各クラス代表の６

SSH秋田中央高校生徒との交流も行われた。つの班と、海外ＦＷに参加した４つの班が発表を行った。

また、午前中の校内発表会の時間を利用して、午後に発表する代表班が練習を兼ねて中等部１年

生に向けてプレゼンテーションを行った。

２ 成果交流発表会概要

【日時】 平成２９年２月２４日（金） １２：３０～１５：１５

【場所】 国際教養大学 多目的ホール

【目的】 平成２８年度スーパーグローバルハイスクール事業の集大成として、課題研究活動「国際探

究Ⅰ」において調査考察したことを、大ホールの聴衆の前でプレゼンテーションし、質疑応答を

通じてお互いに研究成果を深め合う。

【発表】 １年生各クラス代表班６班及び海外ＦＷ班４班

【表彰】 クラス代表班の中から最優秀賞、優秀賞、特別賞を選考する。

【参観】 秋田県教育委員会、 秋田経済研究所、 運営指導委員、 県内ＦＷ受入協力事業所等

保護者の参観希望者、 秋田中央高校（ＳＳＨ指定校）教員・生徒９名

【連携】 国際教養大学、 秋田県立大学、 秋田経済研究所、 県内ＦＷ受入協力事業所等

３ 成果発表交流会 クラス代表班による発表の概要

発表１ １年Ａ組４班 「秋田の食を広め、秋田を活性化させるには」（日本語）

秋田県は農業産出額が少ないが、米以外に果物など魅力ある農産物を生産している。農産物の輸

出によって秋田の農業の発展と活性化が図れるのではないかと仮説を立てた。

しかし、検疫などの理由で同じ農産物でも輸出しやすい国と難しい国、輸入量が制限される国など
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があり、多くの農産物は安定した輸出が困難なことがわかった。

そこで、検疫の問題を解決するために、秋田が輸出するのではな

く、海外企業を秋田に誘致し、その海外企業が輸出する方法を提案

する。企業誘致の取り組みは農水省と民間企業がそれぞれ進めてい

るが、直接取引をする点で共通している。そのメリットは検疫の簡略

化だけでなく、働き手を増やすことが可能なこと、海外に秋田をＰＲで

きることである。

発表２ １年Ｆ組６班 「米偏重からの脱却！秋田の希望は枝豆だ！」（日本語） ※最優秀賞受賞

秋田県は農業産出額が低く、米偏重の農業と、農産物の加

工力が弱いことが課題である。そのため、米偏重からの脱却を

研究の動機とした。課題解への筋道は、米と共に主軸となる農

産物を提案し、それを加工し県内外にＰＲすることである。そこで

提案する作物が枝豆である。

枝豆はすでに県内農家に栽培ノウハウがあるが、他県産に比

べて安く、県内で加工を行える企業は少ない。加工を県内で行

うことで得られるメリットは大きい。加工品のＰＲと販売方法の工

夫でブランド化を図ることも重要である。県産枝豆を県内加工し

全国へ販売できれば、米偏重から脱却でき食品を加工する技術

も上がるというのが結論である。

夫の例としては、県外客が利用する場所で販売しおつりが工

出ない価格設定にして求めやすくすること、商品の形態を様々

なパターンにすること、SNSでアップしたくなるようなパッケージデ

ザインを取り入れるなどが挙げられる。

発表３ １年Ｄ組８班 「秋田の米の加工品を世界に発信するために」（日本語）

秋田県の稲作は米価の低迷や米の消費減少など取り巻く状況

は厳しいため、米を加工品にして国外に売り出す方法で課題解

決を考えた。現状では、農家が穀物メジャーに米を売ることがメイ

ンで、儲けが穀物メジャーに流れてしまうため、農家が儲かる物流

方法として提案したい。

穀物メジャーのメリットは、大量輸送でコスト削減を図り年間を

通じて安価に供給可能なことである。米加工品の米菓や日本酒

は今後更に輸出の増加が見込まれ、大量輸送のメリットも拡大す

ると思われる。米粉を使ったグルテンフリーパスタはアメリカで急成長しておりあきたこまち生産者組合

が注目している。こうした新たな分野の開拓も期待できる。農家と加工品工場と輸出国をつなぐ大量輸

送方法を具体的にできれば実現できると考える。

発表４ １年Ｃ組３班 「耕作放棄地を再利用することで農地を増やそう」（日本語）

秋田県の増加する耕作放棄地を再利用して農地を増やす

ことを研究テーマにした。主な増加原因が高齢化による労

働力不足であるが、再開墾の費用を若者に負担させること

は無理があるため、経営規模が大きい農業法人に向けた提

案とした。法人に提案するメリットは、機械の効率的な利

用により労働時間が削減できること、新規就労者の初期負

担が少なく技術習得が可能なことなどである。

仮説として選んだ作付け作物は菜種である。菜種は菜種油、搾りかすは肥料、廃食油はバイ

◎商品の形態
さまざまなパターンを想定
? お土産用（箱詰め）

スナック系

即食べ（アイスなど）

売上：１haあたり381,150円
⽣産費：１haあたり103896円
圧搾：１㎏あたり約100円

収益額：１haあたり221,754円

解消作業は１haあたり
500万〜1,000万円

3〜5年で解消作業に
かかるコストを上回る。
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オ燃料としてトラクター等に再利用できるなど無駄がない。また、菜種の需要量は国内生産量

の千倍もある。収益額も３～５年で耕作放棄地の解消作業にかかるコストを上回ることが見込

まれる。連作障害も薬用作物の栽培で対処できると考えられる。

発表５ １年Ｂ組４班 「農業に適した土壌改良で、砂漠での作物栽培を可能に」（日本語）

※優秀賞受賞

専門講座で土について学び、アフリカで砂漠化が拡大し深刻

な状態にあることに危機感を持ったことから、砂漠地帯の土壌を

変えれば緑地化でき農業が可能になるのではと仮説を立てた。

アフリカで作物が育たない理由は、養分の乏しい地質地帯と

無機質土壌が広がっていること、砂漠化が進行し毎年150万ha

が新たに砂漠化していることである。この広大な砂漠地帯の土

壌を入れ替えることは非現実的なため、必要な土壌を効率的に

使う方法を探し、ロールプランター工法とサンド・ソーセージ工法

の二つが有効であることを突き止めた。これにより砂の飛散を防

ぐと共に種子の定着を図り、土壌を有効に使うことが可能となる。

水については、日本企業の浸透膜による海水淡水化技術と

点滴灌水を使ってコストダウンを図り、プランターの土は、東アフ

リカの高地に分布する良質な土が活用できると思われる。これら

を組み合わることにより、砂漠地帯を緑地化し、作物を育てられ

るのではないかと考える。

発表６ １年Ｅ組５班 「How to spread the rice made in Akita to Indonesia widely」（英語）

※英語での発表に対する特別賞受賞

県産米の売り上げ減少を輸出によって解決できないかと考

え、米の輸入量が増加しているインドネシアに着目し、秋田の米

をインドネシアに広く届ける方法について考えた。輸出する際に

ネックとなるものは、米の価格の高さや、米種の違い、イスラム教

徒のためのハラール認証である。

価格の高さは直播き法によるコスト削減が考えられる。労働時

間短縮や農業機械のコスト削減につながり、普通の田植えの73

％にコストを抑えられる。米種の違いは米菓に加工して輸出する

ことで解決できると考える。米菓はこれまで人気がなかったが、

最近人気のある米菓が出てきており、伸びる可能性を秘めている。それをヒントに県産米を使った米菓

の製造輸出が可能ではないかと考える。

ハラールについては認証を得るための方法やコストなどを更に調べなくてはいけないが、ハラール

認証から直播き栽培、米菓への加工、輸出までを一貫して行う企業をつくることによってこれらの問題

は解決できるものと考えられる。

４ 成果発表交流会 海外ＦＷ班による発表の概要（質疑を含めすべて英語による）

発表１ 海外２班「Our Future With Organic Food」

日本とオーストラリアは共に長寿国である。食に長寿の理由を求めたとき、日本は和食、オーストラリ

アは有機農産物がポイントではないかと推測した。オーストラリアでは有機農業が盛んで、有機農産物

は栄養価が高く、健康や美容に関わる栄養が豊富だからである。

有機農産物についてメルボルンと秋田でインタビューしたところ、メルボルンでは95％の回答者が農

産物を利用すると答えた。秋田は10％に過ぎない。そのイメージもメルボルンでは「安全」と「健康」を

サンド・ソーセージ工法とは？
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多く挙げたのに対し、秋田は「高い」と「わからない」という否定的な

ものが多かった。

ＦＷでわかったことは、オーストラリアでは有機農場でよくイベン

トが開催されたり、有機農産物のワークショップが多く行われている

など、有機農業や有機農産物が身近にあることである。

最近は秋田でも有機農産物のイベントが開かれるようになった。

日本でも有機農産物に対するイメージが好転し普及すれば、長寿

である日本人も更に健康で長生きできるのではないかと考える。

発表２ 海外１班「To grow vegetables in Akita using the ideas of soil cultivation & hydroponics」

ＦＷで、コンポストを活用した土壌栽培と水耕栽培を視察し、両

者のメリットを学んできた。これらを秋田の農業に生かせないか考

えた。水耕栽培は天候に左右されず、土を使わず、誰でも取り組

め、土壌栽培より水を90％以上節約できること、無農薬栽培が可

能なことなどの利点がある。そこで、今後は秋田でも土壌栽培と水

耕栽培を組み合わせたハイブリッド農業が可能ではないかという

仮説を立てた。

具体的には、風力発電と湧水を利用して電力と水を確保しなが

ら、生ごみと米ぬかを原料にコンポストを作り水耕栽培と土壌栽培

に生かすこと、栽培で出た野菜くずや米ぬかをコンポストに使うサ

イクルを作ることである。これでハイブリッド農業が可能となり、産出

額や就農人口の増加が期待できる。この方法は安全性や信頼性

が高く、一年を通して栽培でき、エコな点も利点である。秋田にハ

イブリッド農業を普及させることで、農業王国を創造したい。

発表３ 海外４班 「Road to AKB」（英語） ※ベストパフォーマンス賞受賞

「Akitano Kudamonowotukatta Biminasweetswotukatte Akitano Kennkouwo Backup」の頭文字を

キーワードにして、ヘルシーなスイーツを開発して県民と秋田県を元気にすることをねらいとした調査

研究である。ＦＷで訪れたメルボルンには、ドライフルーツやナッツ類を小さなボール状に固めて作っ

た「ビルスボール」と呼ばれるスイーツがあり、健康志向の人々から

人気がある。日本には類似した商品がないため、秋田の果物や枝

豆、あきたこまちなどを使った「ビルスボール」を開発して販売した

りカフェで出せば、観光客にもアピールする名物ができると考え

る。果物はドライフルーツにすることが容易で取り組みやすく、小麦

を使ったお菓子と違い、砂糖や添加物を使わずアレルギーを引き

起こすこともない。自作してみたが、簡単に作れて大変おいしい。

「ビルスボール」で秋田を元気にしよう。

発表４ 海外３班 「EDAMAME WILL CHANGE YOUR HEALTH !!」（英語）

2025年には世界の５人に１人が肥満になると言われている

が、県産枝豆をその改善に役立てられないかと考えた。

枝豆は大豆に比べて低カロリー低脂質で、ビタミンＡやＣは

20倍以上も多い。県産枝豆は粒が大きいことや風味が良いこ

とが特徴で、収穫期が他より遅い。秋田県は枝豆生産日本一

を目指しているが、輸出することができれば可能と思われる。

メルボルン市民70名へ枝豆を食べたことがあるかインタビュ

ーしたところ、半数以上があると答え、海外でも口にしたことがある食品ということがわかった。課題は海

IMAGE ABOUT ORGANIC FOOD
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Soybeans…417kcal Edamame…135kcal  

(100g)                                     (100g)
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外ではまだ高価格で一般的でないことである。大豆を枝豆に切り替えてもらう取組と、安く身近な食品

にする努力が必要である。世界の人々が高カロリーなスナック菓子をやめて枝豆を食べるようになれ

ば、世界の人々をより健康にすることが可能になると考える。

５ 生徒の振り返り

（１）校内発表会について

・今まで１年間講話を聞いたり県内ＦＷなどで研究した成果を出すことができた。

・似ていても違うテーマの個人が集まったためはじめは全くまとまらず、考えの相違やトラブルも多々

あった。それだけに最後の団結と達成感は言葉にならない。探究以外にも多くのことを学べた。

・質問でたくさん手が上がってうれしかった。興味をもって聞いてもらえたことが伝わってきた。

・達成感もあるし、みんなから評価されてうれしくもあるが、他の班や代表班の発表を聞いて反省点

もたくさん出てきた。今回の経験は、社会に出てから必ず役立つと思う。

・２年生の質問や指摘が的確で分かりやすく、たくさん褒めてもらった。あんな先輩になりたい。

・中等部生が英語での発表を理解しようと聞いてくれ、質問もしてくれたのでうれしかった。

（２）成果発表交流会（代表班）について

・プレゼンセミナーから何度も菅原さんに見ていただき、厳しくあたたかく指導いていただいたおか

げで、最後までやり通すことができた。班の仲間と高校でこのような体験ができて良かった。・

・県内ＦＷでも英語にチャレンジしている班があり、その意欲に驚かされた。

・核心を突く良い質問がたくさん出ていた。良い発表に良い質問をすることで更に良い発表となって

いることがよく分かった。聴衆も含めて場全体で発表をつくることが実感できた。

・代表班は仮説の正しさを述べるだけでなく、批判的な目で客観的に論じているところが深かった。

・質問への返しが本編の発表と同じくらい論理立てられていて、堂々と答えていた。見習いたい。

・２年生の発表会ではそのレベルの高さに驚いたが、今回１年生の質疑も良く成長を感じた。

（３）成果発表交流会（海外ＦＷ班）について

・ＦＷの前からどの班も懸命に頑張ってきたので、ＡＩＵのステージで出し切れて良かった。

・県内ＦＷとは違い、外国のことを知ってそれを秋田に活かすという逆の考え方だったので、着眼点

がおもしろく、とても貴重な意見だと感じた。

・発音がきれいで聞き取りやすく内容を理解できた。このチャレンジを続けてもらいたい。

・伝えようとする発表は、英語であっても伝わるものがあって、その意識の大切さを学んだ。

６ まとめ

午後の成果発表交流会は、各クラス代表の６班と、海外ＦＷに参加した４班の計10班が発表を行っ

た。そのうち代表班の１班と、海外ＦＷ４班の計５班の発表と質疑はすべて英語で行った。審査は審査

員５名によって行われ、クラス代表班の中から最優秀賞と優秀賞、特別賞が一つずつ選ばれた。また、

海外ＦＷ班にも特別賞が一つ与えられた。最優秀賞の１年Ｆ組６班は３月18日、19日に仙台白百合女

子大学で開催される「東北地区ＳＧＨ課題研究発表フォーラムin杜の都」で発表するとともに模擬国連

に参加することになっている。

審査員からは、昨年よりも秋田や世界の課題を捉える視点が鋭くなり、仮説や結論がより具体的で

現実的なものになっていることや、英語での発表や質疑についても良くなっていると評価いただいた。

また、ＳＳＨ指定校である秋田中央高校から参加した生徒も積極的に質疑に加わり、鋭い質問や意

見を多数出すことで発表を盛り上げ、交流を図ってくれた。

生徒の振り返りを見ると、「国際探究Ⅰ」の諸活動を通しての成長や成果を実感し、英語でのプレゼ

ンに対しても意義を理解し前向きに捉えている生徒が多いことが感じられる。成果発表交流会の直前

まで定期考査だったが、ぎりぎりまで提示資料や台本を練り直す姿が多数見られた。

また、２年生や中等部生との異学年交流も図られ、１年生は「国際探究Ⅱ」で更に成長した２年生の

姿や、英語での発表に熱心に質問してくる中等部生の姿に、大いに刺激を受けたようである。

終了後の運営指導委員会では、各委員から高い評価と更なる発展への期待の言葉をいただいた。
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・今まで１年間講話を聞いたり県内ＦＷなどで研究した成果を出すことができた。

・似ていても違うテーマの個人が集まったためはじめは全くまとまらず、考えの相違やトラブルも多々
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・２年生の質問や指摘が的確で分かりやすく、たくさん褒めてもらった。あんな先輩になりたい。

・中等部生が英語での発表を理解しようと聞いてくれ、質問もしてくれたのでうれしかった。

（２）成果発表交流会（代表班）について

・プレゼンセミナーから何度も菅原さんに見ていただき、厳しくあたたかく指導いていただいたおか

げで、最後までやり通すことができた。班の仲間と高校でこのような体験ができて良かった。・

・県内ＦＷでも英語にチャレンジしている班があり、その意欲に驚かされた。

・核心を突く良い質問がたくさん出ていた。良い発表に良い質問をすることで更に良い発表となって

いることがよく分かった。聴衆も含めて場全体で発表をつくることが実感できた。

・代表班は仮説の正しさを述べるだけでなく、批判的な目で客観的に論じているところが深かった。

・質問への返しが本編の発表と同じくらい論理立てられていて、堂々と答えていた。見習いたい。

・２年生の発表会ではそのレベルの高さに驚いたが、今回１年生の質疑も良く成長を感じた。

（３）成果発表交流会（海外ＦＷ班）について

・ＦＷの前からどの班も懸命に頑張ってきたので、ＡＩＵのステージで出し切れて良かった。

・県内ＦＷとは違い、外国のことを知ってそれを秋田に活かすという逆の考え方だったので、着眼点

がおもしろく、とても貴重な意見だと感じた。

・発音がきれいで聞き取りやすく内容を理解できた。このチャレンジを続けてもらいたい。

・伝えようとする発表は、英語であっても伝わるものがあって、その意識の大切さを学んだ。

６ まとめ

午後の成果発表交流会は、各クラス代表の６班と、海外ＦＷに参加した４班の計10班が発表を行っ
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員５名によって行われ、クラス代表班の中から最優秀賞と優秀賞、特別賞が一つずつ選ばれた。また、

海外ＦＷ班にも特別賞が一つ与えられた。最優秀賞の１年Ｆ組６班は３月18日、19日に仙台白百合女

子大学で開催される「東北地区ＳＧＨ課題研究発表フォーラムin杜の都」で発表するとともに模擬国連

に参加することになっている。

審査員からは、昨年よりも秋田や世界の課題を捉える視点が鋭くなり、仮説や結論がより具体的で

現実的なものになっていることや、英語での発表や質疑についても良くなっていると評価いただいた。

また、ＳＳＨ指定校である秋田中央高校から参加した生徒も積極的に質疑に加わり、鋭い質問や意

見を多数出すことで発表を盛り上げ、交流を図ってくれた。

生徒の振り返りを見ると、「国際探究Ⅰ」の諸活動を通しての成長や成果を実感し、英語でのプレゼ

ンに対しても意義を理解し前向きに捉えている生徒が多いことが感じられる。成果発表交流会の直前

まで定期考査だったが、ぎりぎりまで提示資料や台本を練り直す姿が多数見られた。

また、２年生や中等部生との異学年交流も図られ、１年生は「国際探究Ⅱ」で更に成長した２年生の

姿や、英語での発表に熱心に質問してくる中等部生の姿に、大いに刺激を受けたようである。

終了後の運営指導委員会では、各委員から高い評価と更なる発展への期待の言葉をいただいた。

国際探究Ⅰ ２年目の修正点と事後検証

○グループテーマの早期設定

昨年度は、夏季休業課題で個人テーマを設定した後、修正を重ねながら研究に取り組み、フィールド

ワークの際は、各クラスでテーマが類似している生徒間でグループを編成した。結果、冬季休業課題の成

果報告レポートは個人テーマに基づいて作成され、２月の成果発表交流会に向けて、個々のレポートを

突き合わせながらグループとしての見解をまとめていく形をとっていた。

今年度は、夏季休業課題で設定した個人テーマを基に、早い段階でグループを編成し、グループ内

で共通のテーマを決定した。以後、「個人テーマ＝グループテーマ」として、フィールドワーク先の選定か

らフィールドワーク、終了後のまとめまで、終始一貫したテーマで研究を進め、成果報告レポート、成果発

表交流会までグループ内で協力して研究を深化させることができた。

グループ編成の際、個人テーマとグループテーマとの間に若干の違いがあった生徒について、成果報

告レポート作成の際、副題として個人テーマをつけてもよいものとし、弾力性をもたせた。

○海外フィールドワーク参加者の早期選定及び選抜者数増加

昨年度は、海外フィールドワーク募集を９月中旬に、選抜を下旬に実施したが、今年度は８月下旬に募

集を開始し、９月上旬に選抜を実施した。９月下旬の定期考査と間隔を空けることができたので、希望生

徒は選抜レポートにじっくりと時間をかけ、提出後は試験学習に切り替えることができたとのことであった。

また、実施を早めたことで、定期考査終了後、速やかに審査結果を発表し、海外フィールドワークに向け

ての探究活動に時間をあてることができた。

また、昨年度は１０名の生徒が海外フィールドワークに参加したが、今年度は１人でも多くの生徒を参

加させるため、生徒１人当たり５万円の自己負担をお願いした。結果、１３名の生徒がオーストラリアへの

海外フィールドワークに参加することができた。

○海外フィールドワーク参加者のグループ化

昨年度の海外フィールドワーク参加者は、各グループを代表しての参加となったが、グループ内の研

究内容の相違もあり、オーストラリアでのフィールドワークの成果をグループ内に反映させるのに苦労して

いた。その反省を生かし、今年度は海外フィールドワーク参加者の夏季休業課題で設定した個人テーマ

や選抜レポートを基に４グループを編成し、グループごとにテーマについて協議し、設定した。１３名を４グ

ループに編成したので、個人テーマの共通性は乏しく、設定は困難を極めたが、その分グループ内の協

議が活発になり、オーストラリアでのフィールドワークやその後の成果報告レポートや成果発表交流会が

充実したものとなった。

○フィールドワーク報告会の実施

県内フィールドワークの翌週、各クラスで報告会を実施した。これは、自分たちの体験を即座に整理す

ることと、得たものをクラスメイトに還元する２つの目的をもっていたが、各クラス予想以上に盛況であった。

また、海外フィールドワークについても、帰国後すぐにまとめに取りかかり、年末には１年生全員に還元す

ることを目的に報告会を実施した。その際、スライド・発表いずれも英語で作成・実施し、英語によるプレ

ゼンテーション能力の向上を図った。

○成果発表交流会での英語発表

今年度、国際教養大で開催した成果発表交流会午後の部には、各クラス代表６班と海外フィールドワ

ーク４班が発表したが、海外フィールドワーク班に加え、クラス代表の１班、計５班が英語による発表を行

った。昨年度の英語発表は海外フィールドワーク参加者の報告のみであったが、今年度は自分たちの研

究成果そのものを英語で発表し、質疑応答も英語で発表され、昨年度以上に充実した交流会となった。
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- 1 -

平成２８年度学校設定科目「国際探究Ⅱ （２単位）年間学習計画」

月 単 元 学 習 内 容 評価の観点及び留意事項学 配時期

・ガイダンス ６ ・ 国際探究Ⅱ」の概要 ・ 振り返りシート」４ 「 「
・研究コースの を知り 計画を立てる ・ 活動態度・活動内容」， 。 「

選定とテーマ ・研究コースを選定し， ・ 活動計画書内容」「
設定 テーマを設定する。 ・ テーマ設定シート内容」「

・テーマ別研究 ６ ・コース毎に研究推進の ・ 活動態度・活動内容」５ 「
推進検討会Ⅰ 見通しを立てる 。 ・ 振り返りシート」。 「

・国際意見交流 ６ ・テーマを決め留学生と ・ 活動態度・活動内容」前 ６ 「
会Ⅰ 英語で意見交換する。 ・ 振り返りシート」「

・テーマ別研究 ６ ・コース毎に調査や探究 ・ 活動態度・活動内容」７ 「
推進検討会Ⅱ 活動を進める。 ・ 振り返りシート」「

・国際討論会 ・留学生との意見交換や ・ 活動態度・活動内容」期 「
討論を通じて英語での ・ 振り返りシート」「
質疑応答力を磨く。

・フィールドワ ４ ・実地調査を含めて調査 ・ 活動態度・活動内容」８ 「
ーク 活動を展開する。 ・ 振り返りシート」「

・調査のまとめ ６ ・調査してきたことを， ・ 活動態度・活動内容」９ 「
発表を意識して整理し ・ 振り返りシート」「
まとめる。

・戦略的表現力 ・プレゼン力を磨く実践 ・ 活動態度・活動内容」「
講座Ⅰ 演習をする。 ・ 振り返りシート」「

・テーマ別研究 ８ ・各コース班毎に効果的 ・ 活動態度・活動内容」10 「
推進検討会Ⅲ な成果発表を考案する ・ 振り返りシート」。 「

・戦略的表現力 ・公開成果発表会に向け ・ 活動態度・活動内容」「
講座Ⅱ て発表を錬成する。 ・ 振り返りシート」「

・国際意見交流 ・各班の発表について留 ・ 活動態度・活動内容」「
会Ⅱ 学生と質疑応答をする ・ 振り返りシート」。 「

・公開成果発表 ・発表会を公開し他校や ・ 活動態度・活動内容」「
。 「 」「 」会(県民会館) 社会人と意見交流する ・ 発表内容 ・ 質疑応答内容

・ 振り返りシート」「
・テーマ別研究 ６ ・２年次研究までの成果 ・ 活動態度・活動内容」11 「

推進検討会Ⅳ をまとめた中間的小論 ・ 発表内容」「
後 文を構想する。 ・ 質疑応答内容」「

・海外修学旅行 ・海外で研究発表し，意 ・ 発表内容」「
での発表交流 見交流をする。 ・ 振り返りシート」「

・論文作成Ⅰ ６ ・ＰＰＤＡＣメソッドを ・ 活動態度・活動内容」12 「
期 意識し内容考案する。 ・ ＰＰＤＡＣシート内容」「

１ ・論文作成Ⅱ ６ ・下書きを作成する。 ・ 活動態度・活動内容」「
・ 下書き内容や進捗状況」「

・テーマ別研究 ・班別に添削指導を受け ・ 活動態度・活動内容」「
推進検討会Ⅴ つつ修正改善する。 ・ 振り返りシート」「

２ ・テーマ別研究 ６ ・完成に向けて指導助言 ・ 活動態度・活動内容」「
推進検討会Ⅵ を反映して練り上げる ・ 振り返りシート」。 「

・論文作成Ⅲ ・論文を完成し提出する ・ 論文内容」。 「
３ ・論文コンクー ４ ・論文の輪読会及び論文 ・ 活動態度・活動内容」「

ル コンクールを実施する ・ コンクール結果」。 「
・１年間の活動 ・１年間の課題研究活動 ・ 活動態度・活動内容」「

のまとめ を総括し自己評価する ・ 総括シート・アンケート」。 「

※関心意欲態度，取組内容，発
表内容，成果物等をもとに評
価シートに基づき数値評価

※活動時間は原則，木曜日６・７校時に設定。配当予定総時数７０時間。各配当時間は月あたり。
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「国際探究Ⅱ」　個人評価シート（例）

学年 2 クラス D 番号 1 氏名 評点

課題
設定
能力

課題
探究
能力

論理
的思
考力

プレ
ゼン
能力

実践
力

配
点

評
価

得
点

○ ○ 3 2 2

○ ○ ○ ○ 3 2 2

○ ○ 3 2 2

○ 4 4 5

○ ○

○ ○ ○ 3 2 2

○ ○ 3 2 2

○ ○ ○ 3 2 2

○ ○ ○ 3 2 2

○ 4 3 4

○ 25 2 17

○ ○ ○ 3 2 2

○

○ ○ ○ 3 2 2

○ ○ ○ 3 2 2

○ ○ ○ 3 2 2

○ ○ ○ 3 2 2

○ ○ ○ 3 2 2

○ 25 2 17

○ 3 2 2

3:特に優れている　　2:普通　　1:特に劣っている

5 75 ～ 100

4 65 ～ 74

3 40 ～ 64

2 35 ～ 39

1 0 ～ 34

評定

評定

テーマ

総合所見
農業生産量の少ないガーナの食料問題に対し、栄養価の高いササゲによる輪
作を考案して安定した収穫量が得られるような策をプレゼンし、聴衆から高い
評価を得た。

ササゲを軸とした輪作体系でガーナの食糧事情に貢献する

戦略的表現力講座
Ⅰ

プレゼン力を磨く実践演習にしっかりと取り
組むことができる。

振り返りシート
活動観察
指導教員評価

国際意見交流会Ⅰ
テーマを決め留学生と英語で意見交換する
ことができる。

振り返りシート
活動観察
指導教員評価

テーマ別研究推進
検討会Ⅱ

コース毎に調査や探究の見通しを確認しあ
うことができる。

活動観察
指導講師評価

国際討論会

調査のまとめ
調査してきたことを、発表を意識して整理
し、まとめることができる。

調査成果整理シート
振り返りシート

単元
評価
方法

テーマ別研究推進
検討会Ⅰ

コース毎に研究推進の見通しを立てること
ができる。

活動観察
指導講師評価

留学生との意見交換や討論を通じて英語
での質疑応答力を磨くことができる。

振り返りシート
活動内容観察
指導講師評価

フィールドワーク
実地調査を含めて調査活動を展開すること
ができる。（評価は、数値評価ではなく文章
評価でする）

フィールドワークシート
調査内容

テーマ別研究推進
検討会Ⅲ

班毎に効果的な成果発表を考案することが
てきる。

発表稿やツール内容
指導講師評価

戦略的表現力講座
Ⅱ

公開成果発表会に向けての発表を錬成で
きている。

振り返りシート
活動内容観察
指導講師評価

国際意見交流会Ⅱ
各班の発表について留学生としっかり質疑
応答がなされている。

振り返りシート
活動内容観察
指導講師評価

校内・公開発表会
参観者との意見交流がしっかりとなされて
いる。

活動観察
参観者評価

テーマ別研究推進
検討会Ⅳ

２年次研究までの成果をまとえめた中間的
小論文を構想をたてる。

ＰＰＤＡＣシート
指導講師評価

海外修学旅行での
発表交流

海外留学先で研究発表を行い、意見交流
ができる。（評価は、数値評価ではなく文章
評価でする）

振り返りシート
活動観察
引率教員評価

論文作成Ⅰ
ＰＰＤＡＣメソッド意識して論文内容を考案す
ることができる。

下書き内容
活動観察

論文作成Ⅱ 下書きを作成できる。
下書き内容
進捗状況
活動観察

レポート評価
職員評価・アンケート
運営指導委員の評価

テーマ別研究推進
検討会Ⅵ

完成に向けて指導助言を反映して練り上げ
ることができる。

活動観察
指導講師評価

論文作成Ⅲ 論文を完成し提出することができる。
論文内容や提出状
況

4南　　　 秋　生

教科の目標

71

計

評価規準

71

身近な事象と世界全体の問題を結びつけながら、積極的に課題を解決していこうとする態度や姿勢を育成する。またグロー
バルリーダーに不可欠な「課題設定能力」、「課題探究能力」、「論理的思考力」、「プレゼンテーション能力」、「実践力」の五
つの能力の育成を図る。

論文コンクール
設定した課題に関して、論理的に練られ、
説得力のある論文が作成されている。

論文内容
審査員評価

１年間の活動のまと
め

テーマ別研究推進
検討会Ⅴ

班毎に添削指導を受けつつ修正改善でき
る。

活動観察
指導講師評価

１年間の課題研究活動を総括し、自己評価
することができる。

農業生産量の少ないガーナの食料問題に対し、栄養価の高いササゲによる輪作を考
案して安定した収穫量が得られるような策をプレゼンし、聴衆から高い評価を得た。
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国際探究Ⅱ 「テーマ設定事前調査」

【日時】 平成２８年４月１４日（木） ６・７校時

【場所】 ２年Ｄ組・Ｇ組各教室

【対象】 ２年Ｄ組・Ｇ組７４名

【担当】 ２年Ｄ組・Ｇ組ＨＲ担任

【目的】 今年度の「国際探究Ⅱ」と、来年度の「グローバルイシュー」までの探究活動の流れをつかみ、これ

からの研究の進め方の見通しを持つ。

テーマ設定事前調査アンケートを通して、現時点での大まかな研究テーマを構想する。

【内容】 テーマ設定のための事前調査アンケートを実施する。

【評価手段】

事前調査用紙の記入状況、活動に向かう姿勢の見取り

【指導上のポイントと仕掛け】

・国際探究Ⅱ用のファイルを配布し、今後の研究について、使用したワークシートや資料などをそれぞれ

で蓄積できるようにした。

・国際探究Ⅱの年間予定表を配布し、これからの研究の進め方の見通しがもてるようにした。

・県立大学の教授陣から指導助言をいただきながら研究を進めていくことや、研究テーマについても教

授陣の助言をもとに考えていくことを伝えた。参考資料として、「秋田県立大学教授陣 研究内容一覧」

をプリントにして配布し、どういう研究分野がテーマとして考えられるか、検討する材料とした。

・研究テーマ設定の参考に、昨年度購入した「秋田県の経済と産業」のほか、農業と食糧問題について

の書籍を教室に配置し、自由に読むことができるようにした。

・「国際探究Ⅱテーマ設定のための事前調査」用紙を配布し、どういう研究にしていきたいか、現段階の

個人の構想について記入させた。

【所感】

昨年度の研究内容を発表したり、関心ある分野ごとに小グループを作って話し合ったりと、クラスごとに

多様な手法を用いて、現時点で考えている研究内容について共有を図った。クラス替えのなかった英

語科２Ｇでは、昨年度と同じメンバーで継続研究を希望する生徒が多かったが、普通科２Ｄは各ク

ラスから国際探究の継続を選択した生徒が集まり、昨年度のグループが解体されることになったた

め、新たに研究テーマを模索する生徒が大部分となった。生徒たちは関心のある分野について、

昨年度の研究成果をもとに相互に情報交換し合い、みな意欲的に活動していた。
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国際探究Ⅱ 「テーマ設定事前調査」

【日時】 平成２８年４月１４日（木） ６・７校時

【場所】 ２年Ｄ組・Ｇ組各教室

【対象】 ２年Ｄ組・Ｇ組７４名

【担当】 ２年Ｄ組・Ｇ組ＨＲ担任

【目的】 今年度の「国際探究Ⅱ」と、来年度の「グローバルイシュー」までの探究活動の流れをつかみ、これ

からの研究の進め方の見通しを持つ。

テーマ設定事前調査アンケートを通して、現時点での大まかな研究テーマを構想する。

【内容】 テーマ設定のための事前調査アンケートを実施する。

【評価手段】

事前調査用紙の記入状況、活動に向かう姿勢の見取り

【指導上のポイントと仕掛け】

・国際探究Ⅱ用のファイルを配布し、今後の研究について、使用したワークシートや資料などをそれぞれ

で蓄積できるようにした。

・国際探究Ⅱの年間予定表を配布し、これからの研究の進め方の見通しがもてるようにした。

・県立大学の教授陣から指導助言をいただきながら研究を進めていくことや、研究テーマについても教

授陣の助言をもとに考えていくことを伝えた。参考資料として、「秋田県立大学教授陣 研究内容一覧」

をプリントにして配布し、どういう研究分野がテーマとして考えられるか、検討する材料とした。

・研究テーマ設定の参考に、昨年度購入した「秋田県の経済と産業」のほか、農業と食糧問題について

の書籍を教室に配置し、自由に読むことができるようにした。

・「国際探究Ⅱテーマ設定のための事前調査」用紙を配布し、どういう研究にしていきたいか、現段階の

個人の構想について記入させた。

【所感】

昨年度の研究内容を発表したり、関心ある分野ごとに小グループを作って話し合ったりと、クラスごとに

多様な手法を用いて、現時点で考えている研究内容について共有を図った。クラス替えのなかった英

語科２Ｇでは、昨年度と同じメンバーで継続研究を希望する生徒が多かったが、普通科２Ｄは各ク

ラスから国際探究の継続を選択した生徒が集まり、昨年度のグループが解体されることになったた

め、新たに研究テーマを模索する生徒が大部分となった。生徒たちは関心のある分野について、

昨年度の研究成果をもとに相互に情報交換し合い、みな意欲的に活動していた。

 
 

国際探究Ⅱ 「グループ編成およびテーマ設定」

【日時】 平成２８年４月２８日（木） ６・７校時 
【場所】 柔道場 
【対象】 ２年Ｄ組・Ｇ組７４名 
【担当】 「国際探究Ⅱ」研究班担当者および各コース担当者 
【目的】 研究グループの編成を確定し、研究テーマとして扱いたいことをグループ内で確認する。 
 
【内容】 

生徒の希望をもとに作成したグループ編成案をもとに、生徒同士で意見交換しながら、必要に応じて

メンバーの移動・交換を行い、研究グループを編成する。その上で、グループ内でディスカッションを通

して、お互いのやりたい研究を伝え合い、共通点となる部分を見いだす。また、県立大指導チームから

提案された推奨テーマについて話し合い、テーマに対する理解を深める。 

【生徒の活動評価】 活動に向かう姿勢の見取り

【指導上のポイントと仕掛け】 
・生徒同士が自由に移動して意見交換できるよう、広く動きやすい柔道場を会場に設定した。 
・活動の最初にグループ編成案と今日の流れをスクリーンに示し、活動の見通しを持てるようにした。 

【所感】 
柔道場に２クラス７４名が入って、担当教員の助言を受け

ながら、４～５人のグループづくりを行った。今年度の研究

はすべてグループでの活動となり、さらにそのグループ研究

は３年次の「グローバル・イシュー」にまで継続されるというこ

とで、今回のグループ編成は非常に重要なポイントであっ

た。その上で、机も椅子もなく、靴も脱いだ畳の上という広

い柔道場での活動だったことで、アットホームな雰囲気のな

か、生徒は自由に移動して他の生徒と話合いを繰り返し、

意見交換を通してマッチングを進めた。

生徒たちの多くは、すでに自分のやりたい研究の方向性

が見えてきており、多くのグループがスムーズに決定した。

活動中の様子を見ると、あまり話をしたことのない生徒同士

でも積極的に話しかけたり、相談したりするなど、コミュニケ

ーション力の向上も見られ、昨年度の経験がしっかりと生か

されていることが実感された。

グループによっては早めにメンバーが確定したため、待ち

時間もできたのだが、地図や電子手帳を見ながら研究内容

について相談を進めているグループも多く、協働して目標

達成に向かう姿勢が見られた。
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国際探究Ⅱ 「テーマ別研究推進検討会Ⅰ」

【日時】 平成２８年５月１２日（木） ６・７校時 
【場所】 ２年Ｃ組・Ｄ組・Ｇ組・四階学習室②の各教室 
【対象】 ２年Ｄ組・Ｇ組７４名 
【講師】 秋田県立大学生物資源科学部 

吉澤 結子 学部長、 長濱健一郎 教授、 
原 光二郎 准教授、 曽根 千晴 助教 

【担当】 「国際探究Ⅱ」研究班担当者および各コース担当者 
【目的】 指導教員の助言を受け、グループのメンバーと連携しながら、研究テーマの設定と研究推進の

見通しを持つ。 
【内容】 グループごとに県立大教員陣の指導を受けながら、テーマ設定に向けた話合いを行う。 

【生徒の活動評価】 振り返りシート（数値評価）

【指導上のポイントと仕掛け】 
・各コースでグループごとに着席させ、生徒同士や講師とディスカッションしながら、研究の進め方やテー

マの設定について考え方のすりあわせを行わせた。 
・講師控室から教室までの講師の案内は、各コースの生徒が担当した。 
・テーマ設定ワークシートをグループに１枚ずつ配布し、本校と県立大学の両指導担当者と相談しながら

テーマを決定して、５月末までに提出するよう指示した。 

【所感】 
前回の活動で研究グループを決定し、いよいよグル

ープでの研究活動がスタートした。コースごとに４教室

に分かれて活動に入った（各４グループ）。

今年度は、秋田県立大学生物資源科学部の先生

方に指導・助言をいただきながら研究を進めることにな

る。今回は特に４名の先生方においでいただき、４コー

スに１名ずつ入っていただいてご指導を仰ぐ研究指導

の初めての時間となった。

最初は自己紹介から始まり、やや緊張感があったも

のの、すぐに研究内容について話が進んだ。指導形態

はコース担当者や県立大の先生方によってさまざま

で、あるコースでは、どういうテーマで進めたいと考えて

いるか、グループごとに現時点での考えをミニプレゼン

させ、そこに先生がコメントしていくというスタイルを取っ

ており、またあるコースではグループに自由にディスカッ

ションさせ、そこに教員が適宜アドバイスする形式を取

っていた。
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国際探究Ⅱ 「テーマ別研究推進検討会Ⅰ」

【日時】 平成２８年５月１２日（木） ６・７校時 
【場所】 ２年Ｃ組・Ｄ組・Ｇ組・四階学習室②の各教室 
【対象】 ２年Ｄ組・Ｇ組７４名 
【講師】 秋田県立大学生物資源科学部 

吉澤 結子 学部長、 長濱健一郎 教授、 
原 光二郎 准教授、 曽根 千晴 助教 

【担当】 「国際探究Ⅱ」研究班担当者および各コース担当者 
【目的】 指導教員の助言を受け、グループのメンバーと連携しながら、研究テーマの設定と研究推進の

見通しを持つ。 
【内容】 グループごとに県立大教員陣の指導を受けながら、テーマ設定に向けた話合いを行う。 

【生徒の活動評価】 振り返りシート（数値評価）

【指導上のポイントと仕掛け】 
・各コースでグループごとに着席させ、生徒同士や講師とディスカッションしながら、研究の進め方やテー

マの設定について考え方のすりあわせを行わせた。 
・講師控室から教室までの講師の案内は、各コースの生徒が担当した。 
・テーマ設定ワークシートをグループに１枚ずつ配布し、本校と県立大学の両指導担当者と相談しながら

テーマを決定して、５月末までに提出するよう指示した。 

【所感】 
前回の活動で研究グループを決定し、いよいよグル

ープでの研究活動がスタートした。コースごとに４教室

に分かれて活動に入った（各４グループ）。

今年度は、秋田県立大学生物資源科学部の先生

方に指導・助言をいただきながら研究を進めることにな

る。今回は特に４名の先生方においでいただき、４コー

スに１名ずつ入っていただいてご指導を仰ぐ研究指導

の初めての時間となった。

最初は自己紹介から始まり、やや緊張感があったも

のの、すぐに研究内容について話が進んだ。指導形態

はコース担当者や県立大の先生方によってさまざま

で、あるコースでは、どういうテーマで進めたいと考えて

いるか、グループごとに現時点での考えをミニプレゼン

させ、そこに先生がコメントしていくというスタイルを取っ

ており、またあるコースではグループに自由にディスカッ

ションさせ、そこに教員が適宜アドバイスする形式を取

っていた。

 

 

どのコースでも、生徒たちのやりたい内容と、指導者側の指導内容のすりあわせがうまく進めら

れていて、少しずつではあるが、生徒たちもこれからの研究の方向性を掴むことができていた。本

校教員陣の昨年度の経験が大いに生きていることが感じられた。

とまた、授業後には校長室にて、県立大の先生方と本校教員陣で振り返りのミーティングをもつこ

とができ、非常によい機会となった。県立大の先生方は非常に協力的で、生徒との話合いも充実

したものになっていると感じている。各グループのテーマ策定の作業はまだ始まったばかりで、世

界の食糧問題について現状を探っている段階であるが、これならば生徒たちの研究活動はきっと

うまくいくと確信した。

【生徒の振り返りシートから】 
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国際探究Ⅱ 「テーマ別研究推進検討会Ⅱ」

【日時】 平成２８年５月２６日（木） ６・７校時 
【場所】 ２年Ｄ組・Ｇ組・四階学習室①・四階学習室② 
【対象】 ２年Ｄ組・Ｇ組７４名 
【講師】 秋田県立大学生物資源科学部 

長濱健一郎教授（Ａ１）、 
吉澤結子学部長（Ｂ１～３）、志村洋一郎助教（Ｂ４）、 
長濱健一郎教授（Ｃ１～４）、 
金田吉弘副学部長・高階史章助教（Ｄ１）、曽根千晴助教（Ｄ２～４） 

【担当】 「国際探究Ⅱ」研究班担当者および各コース担当者 
【目的】 指導教員の助言を受け、グループのメンバーと連携しながら、研究テーマの決定を目指す。 
【内容】 グループごとに県立大教員陣の指導を受けながら研究テーマを決定し、「テーマ設定ワークシ

【内容】ート」を完成させる（ 提出締切）。 
【生徒の活動評価】 振り返りシート（数値評価）

【指導上のポイントと仕掛け】 
全コース教室に県立大指導者が入ったため、それぞれの進め方・コーディネートについては、各コー

ス担当者に一任した。 
【所感】 
県立大からは６名の先生が来校し、指導に当たってくださった。前回同様、グループごとに進捗

状況をミニプレゼンさせたり、じっくり県立大指導者とディスカッションしたりと、コースによって進め

方は様々であった。本校指導チームの指導経験値も確実に高まっている。

生徒は、これまでの進捗状況や自分たちの考えていることを県立大学の先生方に伝えながら、

自分たちの考えの足りない部分を自覚し、探究の手がかりにすることができていた。県立大学の先

生方には、生徒たちに対して根気強く、丁寧に指導していただき、本当にありがたく思っている。

このあとは、今回、先生方からいただいた助言をもとにして、データ集めの活動が本格化する。

そこで今後は、木曜の国際探究Ⅱの時間に文献やインターネットでの調査を行うのではなく、グル

ープメンバーが事前に各自で調査を進め、国際探究Ⅱの時間には、その調査結果を共有して比

較分析を行って研究を進める、というような形を確立させたい。また、そこから出てくる疑問や課題

については、本校教員がメールで県立大の先生と連絡を取り合う形で解決を図り、共同で指導を

行っていきたいと考えている。
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国際探究Ⅱ 「テーマ別研究推進検討会Ⅱ」

【日時】 平成２８年５月２６日（木） ６・７校時 
【場所】 ２年Ｄ組・Ｇ組・四階学習室①・四階学習室② 
【対象】 ２年Ｄ組・Ｇ組７４名 
【講師】 秋田県立大学生物資源科学部 

長濱健一郎教授（Ａ１）、 
吉澤結子学部長（Ｂ１～３）、志村洋一郎助教（Ｂ４）、 
長濱健一郎教授（Ｃ１～４）、 
金田吉弘副学部長・高階史章助教（Ｄ１）、曽根千晴助教（Ｄ２～４） 

【担当】 「国際探究Ⅱ」研究班担当者および各コース担当者 
【目的】 指導教員の助言を受け、グループのメンバーと連携しながら、研究テーマの決定を目指す。 
【内容】 グループごとに県立大教員陣の指導を受けながら研究テーマを決定し、「テーマ設定ワークシ

【内容】ート」を完成させる（ 提出締切）。 
【生徒の活動評価】 振り返りシート（数値評価）

【指導上のポイントと仕掛け】 
全コース教室に県立大指導者が入ったため、それぞれの進め方・コーディネートについては、各コー

ス担当者に一任した。 
【所感】 
県立大からは６名の先生が来校し、指導に当たってくださった。前回同様、グループごとに進捗

状況をミニプレゼンさせたり、じっくり県立大指導者とディスカッションしたりと、コースによって進め

方は様々であった。本校指導チームの指導経験値も確実に高まっている。

生徒は、これまでの進捗状況や自分たちの考えていることを県立大学の先生方に伝えながら、

自分たちの考えの足りない部分を自覚し、探究の手がかりにすることができていた。県立大学の先

生方には、生徒たちに対して根気強く、丁寧に指導していただき、本当にありがたく思っている。

このあとは、今回、先生方からいただいた助言をもとにして、データ集めの活動が本格化する。

そこで今後は、木曜の国際探究Ⅱの時間に文献やインターネットでの調査を行うのではなく、グル

ープメンバーが事前に各自で調査を進め、国際探究Ⅱの時間には、その調査結果を共有して比

較分析を行って研究を進める、というような形を確立させたい。また、そこから出てくる疑問や課題

については、本校教員がメールで県立大の先生と連絡を取り合う形で解決を図り、共同で指導を

行っていきたいと考えている。

    
 
 

【生徒の振り返りシートから】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【完成した「テーマ設定ワークシート」】
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国際探究Ⅱ 「テーマ別研究推進検討会Ⅲ」

【日時】 平成２８年６月２３日（木） ６・７校時

６月３０日（木） ６・７校時

７月 ７日（木） ６・７校時

【場所】 ２年Ｄ組・Ｇ組・四階学習室①・四階学習室②

４階コモンスペース（留学生との交流）、高校コンピュータ室、図書室

【対象】 ２年Ｄ組・Ｇ組７４名

【講師】 秋田県立大学 生物資源科学部 指導担当教員 ６名

石川 祐一 准教授、原 光二郎 准教授、志村洋一郎 助教、

高階 史章 助教、 曽根 千晴 助教、

長濱健一郎 教授

【担当】 「国際探究Ⅱ」研究班担当者および各コース担当者

【目的】 ・グループ別に県立大の指導教員を講師に招き、助言のもと探究活動を推進する。

・フィールドワークの計画を策定する。

【内容】 全１６グループを４コース４教室に分け、コース別に指導を受けながら研究を推進する。ま

た、希望する班は、適宜ＹＦＵアメリカ留学生７名と交流・意見交換を行うことができる

（ のみ）。

【生徒の活動評価】 振り返りシート（数値評価）

【指導上のポイントと仕掛け】

・コンピュータ室と図書室を開放して、インターネット調査や文献調査を行える環境を整えた。

・グローバルな視点から各グループのテーマについて考えさせるため、 よりアメリカから来校している

ＹＦＵ日本国際交流財団の留学生７名と、自由に意見交流ができるブースを設けた。

・今回、来校できなかったＢ１～３グループ担当の県立大・吉澤学部長に、別途 放課後に来校して

いただき、各班とディスカッションの場を設けていただいた。

・各グループに「フィールドワーク事前準備シート」を配布し、希望するフィールドワーク日程・訪問

先・移動手段等を記入させた（第３希望まで）。

・各グループに「国探Ⅱだより」を配布し（第１～２号）、今後の国際探究Ⅱ全体の動きとフィールド

ワークの進め方について連絡するとともに、指導チーム全体で指導方針の共有を図った。

【所感】

今回も県立大の先生方に来校いただいたことで、必要なデータや収集方法などについて詳細

なアドバイスをいただくことができた。研究の進捗状況としてもかなり具体的なものが見えてきた感があ

る。特にＢ１グループは、国際教養大学の留学生へのアンケートというアイディアを取り入れ、短時間に項

目を決め、英語に直す作業を協働して行っていた。Ｄコース担当の曽根先生からはＦＡＯの統計情報を

得られるサイトを紹介していただき、多くのデータを得ることができたようである。

留学生との交流については、各グループがアメリカからの留学生達に聞いてみたいことを考え、

積極的に質問して回答をもらっていた。留学生は専門的なことには回答できないが、各グループ

とも探究テーマに関連する事項について、アメリカで暮らしていて感じる印象などについて質問し

ていた。本校生徒も留学生たちもこの交流を楽しんでおり、活発な活動となった。ただし、会話が

弾みすぎて、探究からそれた話題へと移りがちだったので、多少、教員が誘導する必要もあった。
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国際探究Ⅱ 「テーマ別研究推進検討会Ⅲ」

【日時】 平成２８年６月２３日（木） ６・７校時

６月３０日（木） ６・７校時

７月 ７日（木） ６・７校時

【場所】 ２年Ｄ組・Ｇ組・四階学習室①・四階学習室②

４階コモンスペース（留学生との交流）、高校コンピュータ室、図書室

【対象】 ２年Ｄ組・Ｇ組７４名

【講師】 秋田県立大学 生物資源科学部 指導担当教員 ６名

石川 祐一 准教授、原 光二郎 准教授、志村洋一郎 助教、

高階 史章 助教、 曽根 千晴 助教、

長濱健一郎 教授

【担当】 「国際探究Ⅱ」研究班担当者および各コース担当者

【目的】 ・グループ別に県立大の指導教員を講師に招き、助言のもと探究活動を推進する。

・フィールドワークの計画を策定する。

【内容】 全１６グループを４コース４教室に分け、コース別に指導を受けながら研究を推進する。ま

た、希望する班は、適宜ＹＦＵアメリカ留学生７名と交流・意見交換を行うことができる

（ のみ）。

【生徒の活動評価】 振り返りシート（数値評価）

【指導上のポイントと仕掛け】

・コンピュータ室と図書室を開放して、インターネット調査や文献調査を行える環境を整えた。

・グローバルな視点から各グループのテーマについて考えさせるため、 よりアメリカから来校している

ＹＦＵ日本国際交流財団の留学生７名と、自由に意見交流ができるブースを設けた。

・今回、来校できなかったＢ１～３グループ担当の県立大・吉澤学部長に、別途 放課後に来校して

いただき、各班とディスカッションの場を設けていただいた。

・各グループに「フィールドワーク事前準備シート」を配布し、希望するフィールドワーク日程・訪問

先・移動手段等を記入させた（第３希望まで）。

・各グループに「国探Ⅱだより」を配布し（第１～２号）、今後の国際探究Ⅱ全体の動きとフィールド

ワークの進め方について連絡するとともに、指導チーム全体で指導方針の共有を図った。

【所感】

今回も県立大の先生方に来校いただいたことで、必要なデータや収集方法などについて詳細

なアドバイスをいただくことができた。研究の進捗状況としてもかなり具体的なものが見えてきた感があ

る。特にＢ１グループは、国際教養大学の留学生へのアンケートというアイディアを取り入れ、短時間に項

目を決め、英語に直す作業を協働して行っていた。Ｄコース担当の曽根先生からはＦＡＯの統計情報を

得られるサイトを紹介していただき、多くのデータを得ることができたようである。

留学生との交流については、各グループがアメリカからの留学生達に聞いてみたいことを考え、

積極的に質問して回答をもらっていた。留学生は専門的なことには回答できないが、各グループ

とも探究テーマに関連する事項について、アメリカで暮らしていて感じる印象などについて質問し

ていた。本校生徒も留学生たちもこの交流を楽しんでおり、活発な活動となった。ただし、会話が

弾みすぎて、探究からそれた話題へと移りがちだったので、多少、教員が誘導する必要もあった。

夏休みのフィールドワークについては、当初の計画では、各グループの代表生徒がバスツァーのよう

にいくつかの研究施設を回ることを考えていたが、各グループの研究内容が多岐にわたることから、すべ

てのグループが各自でフィールドワーク先を選定し、自分たちで（公共交通機関などを利用して）実施す

ることとした。しかし、時間的な制約から各グループとも研究活動と並行して訪問先を検討して計画を策

定するのはなかなか難しく、日程や交通手段を十分に検討できていないグループも多かった。そこ

で、生徒達の進捗状況を鑑みて提出期限を延長した。また、このあと夏休みに入り、生徒との連

絡が取りにくくなることから、県立大の先生から、夏休み中に生徒と直接連絡を取り合えるような体

勢があればよいのでは、という提案をいただいた。フィールドワークについてもアドバイスが必要で

あることから、生徒が直接メールで連絡できる仕組みを構築したい。

【生徒の振り返りシートから】
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国際討論会

（ 事業イングリッシュ・ヴィレッジ ）SGU at AIU

【日時】 平成 年６月 日（金）～ 日（日） ２年Ｄ組参加28 24 26
平成 年７月 ８日（金）～ 日（日） ２年Ｇ組参加28 10

【目的】 英語コミュニケーション能力およびプレゼンテーション能力の育成

【講師】 国際教養大学

内田 浩樹 教授

馬場 聡美

石崎 尊悠 （大学院生）

小椋 ちひろ （大学院生）

他大学院生 学部生

【内容】

・日程中の言語は、常時英語を使用する。

・１グループ６～７人に国際教養大の院生をアドバイザーとして２名、留学生を１名配置。

留学生との英語コミュニケーションを院生が補助する。

、 。・留学生に英語でインタビューを行い 留学生を英語で紹介するプレゼンテーションを行う

【指導上のポイントと仕掛け】

・１グループ６～７人に教養大の院生をアドバイザーとして

２名、留学生を１名配置。留学生との英語コミュニケーシ

ョンを院生が補助する。

・留学生に英語でインタビューを行い、留学生を英語で紹介

するプレゼンテーションを行う。

【所感】

国際教養大学の学生たちが、非常に上手に生徒たちを導いてくれたため、盛り上がりなが

ら英会話を楽しんでいた。ウォームアップから自己紹介、発音記号の説明、良いプレゼンと

そうでないプレゼンの違いの説明など、和やかな雰囲気の中、英語に対する興味、関心を引

く講座が続いた。カフェでの食事も留学生と一緒にした

り、留学生の紹介のプレゼンを作成する中で、英語で話

すことに対する抵抗感はかなりなくなったように感じる。

また、グループごとに作成

したプレゼンテーションで

は、単に原稿を読むのでは

なく、パフォーマンスなど

を交じえ、見る側が楽しめ

るようなプレゼンの指導がなされており、生徒たちもそれに

応えて動きのあるプレゼンを披露していた。
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この講座を通し、生徒たちのプレゼンテーション能力は非常に向上したと感じている。

教授や学生たちからも、本校生徒の意欲の高さと能力の高さを賞賛するコメントをいただ

き、生徒たちも今後に向けて、高いモティべーションを持つことができた。

【生徒の振り返りから】

・英語の正しい発音の仕方や、口の作り方等の基本を確認することが意外に大事だと感じた。

・難しい英文を、簡単な単語を使って作る方法を学ぶことができた。

・実際にプレゼンをつくり、その時に気を付けるべきことが、実感的にわかった （適切な情報。

量、口調の工夫、声の強弱、ジェスチャー、原稿の覚え方）

・留学生の方々の出身国が様々で、文化のあり方もすごく差があること、バラエティーに富んで

おり、驚いた。

・英会話をしていて、わからなかったところや聞き取れなかったところを、わかったふりをしな

いで聞く姿勢をもつことが大事だと思った。

・言いたい言葉にぴったりあてはまるものが思いつかなくても、日本語の方を言い換えて自分の

知っている単語で伝えるということも有効な手段だとわかった。

・いかに正確に英語化できるかという技術より、コミュニケーションをとろうという気持ちや態

度が大事だと実感できた。

・普段の教室とは全く違う環境で、英語漬けの生活をするのは、とても新鮮な体験だった。全て

英語でコミュニケーションしなくてはいけないという苦痛は全くなく、とても楽しく参加する

ことができた。
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国際探究Ⅱ 「テーマ別研究推進検討会Ⅳ」

【日時】 平成２８年９月 ８日（木） ６・７校時

９月１５日（木） ６・７校時

【場所】 ２年Ｄ組・Ｇ組・四階学習室①・四階学習室②

中等部コンピュータ室、図書室

【対象】 ２年Ｄ組・Ｇ組７４名

【講師】 秋田県立大学 生物資源科学部 指導担当教員 計７名

長濱健一郎 教授、高階史章 助教、 石川祐一 准教授

吉澤結子 教授、 原光二郎 准教授、曽根千晴 助教、志村洋一郎 助教、

【担当】 「国際探究Ⅱ」研究班担当者および各コース担当者

【目的】 ・グループ別に県立大の指導教員を講師に招き、助言のもと探究活動を推進する。

・ 公開成果発表会に向けて、プレゼン発表の準備を進める。

【内容】 全１６グループを４コース４教室に分け、コース別に指導を受けながら研究を推進する。プ

レゼン発表の絵コンテを完成させる。

【生徒の活動評価】 振り返りシート（数値評価）

【指導上のポイントと仕掛け】

・プレゼンに向けた作業の効率を上げるため、各活動場所の教室にグループ分のタブレットＰＣを持ち

込んで使用できるようにした。

・公開成果発表会に向けて、各グループの研究テーマについて文言の修正など、見直しを図り、各コ

ースの指導担当者に加筆修正をしてもらったものをグループの生徒と協議して訂正を行った。

【所感】

各グループの進捗状況をみると、原稿・絵コンテについては全班完了とはいかなかったようであ

る。しかし、放課後、パソコン室で作業を継続したグループもあるなど、生徒たちの意欲は非常に

高い。県立大の先生方に対しても積極的にアドバイスを求めていた。

また、テーマの見直しを行ったことによって、改めて自分たちの研究のねらいや目的を絞り込む

ことができたと思う。中には大幅な研究全体の見直しを迫られたグループもあったようであるが、研

究の焦点化ができたと前向きに捉えており、今後の進展に期待したい。
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国際探究Ⅱ 「テーマ別研究推進検討会Ⅳ」

【日時】 平成２８年９月 ８日（木） ６・７校時

９月１５日（木） ６・７校時

【場所】 ２年Ｄ組・Ｇ組・四階学習室①・四階学習室②

中等部コンピュータ室、図書室

【対象】 ２年Ｄ組・Ｇ組７４名

【講師】 秋田県立大学 生物資源科学部 指導担当教員 計７名

長濱健一郎 教授、高階史章 助教、 石川祐一 准教授

吉澤結子 教授、 原光二郎 准教授、曽根千晴 助教、志村洋一郎 助教、

【担当】 「国際探究Ⅱ」研究班担当者および各コース担当者

【目的】 ・グループ別に県立大の指導教員を講師に招き、助言のもと探究活動を推進する。

・ 公開成果発表会に向けて、プレゼン発表の準備を進める。

【内容】 全１６グループを４コース４教室に分け、コース別に指導を受けながら研究を推進する。プ

レゼン発表の絵コンテを完成させる。

【生徒の活動評価】 振り返りシート（数値評価）

【指導上のポイントと仕掛け】

・プレゼンに向けた作業の効率を上げるため、各活動場所の教室にグループ分のタブレットＰＣを持ち

込んで使用できるようにした。

・公開成果発表会に向けて、各グループの研究テーマについて文言の修正など、見直しを図り、各コ

ースの指導担当者に加筆修正をしてもらったものをグループの生徒と協議して訂正を行った。

【所感】

各グループの進捗状況をみると、原稿・絵コンテについては全班完了とはいかなかったようであ

る。しかし、放課後、パソコン室で作業を継続したグループもあるなど、生徒たちの意欲は非常に

高い。県立大の先生方に対しても積極的にアドバイスを求めていた。

また、テーマの見直しを行ったことによって、改めて自分たちの研究のねらいや目的を絞り込む

ことができたと思う。中には大幅な研究全体の見直しを迫られたグループもあったようであるが、研

究の焦点化ができたと前向きに捉えており、今後の進展に期待したい。

【生徒の振り返りシートから】
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国際探究Ⅱ「国際意見交流会」

【日時】 平成２８年１０月１日（土）９：００～１１：４０

【場所】 会議室、物理講義室

【対象】 ２年生ＳＧＨ対象クラス ２年Ｄ組（３９名）・Ｇ組（３５名）

【目的】 １０月２８日に秋田市文化会館大ホールにて実施される「秋田南ＳＧＨカンファレンス」

公開成果発表会はすべて英語で進行する。この発表会に向けて、ネイティブスピーカー

である国際教養大学の留学生との意見交換を通じて、英語コミュニケーション能力向上

を図る。

【内容】 本校生が６～７人のグループ（１０グループ程度）に分かれ、各グループに１人の留学生

を配して、お互いの自己紹介、自国の文化紹介などを行うほか、身近なテーマで意見交

換を行う。また、留学生は適宜グループ間を移動し、交代する。本校英語科職員のリー

ドで、オールイングリッシュでコミュニケーションを図る。

【評価手段】 活動観察、振り返りシート

【日程】

９：１０ 開会行事（挨拶・自己紹介等）

９：４０～１０：３０ 英語コミュニケーション活動①

１０：４５～１１：３０ 英語コミュニケーション活動②

１１：３０ 閉会行事

【活動の様子・考察】

活動①では各グループ１０分で留学生が入れ替わるという形式をとった。留学生が自己紹介の

後、写真や絵、国旗等を生徒に見せながら自国の文化を紹介していた。初めは生徒に緊張が

見られたが回を重ねるにつれて、生徒から積極的に話しかける場面も見られた。次第に楽しそう

に話す生徒の様子が多く見られた。

活動②では「 」、「 」などと書かれたカードを１枚引き、そのタイトルでディスカッション

を行った。身近なタイトルで議論することでより会話が弾み、どのグループも盛り上がっていた。ま

た、留学生にサポートしてもらいながらディスカッションすることで、生徒同士が英語でコミュニケ

ーションを図れたことも良かったと感じる。また、

英語科の生徒は、来月のオーストラリア修学

旅行のためにオーストラリア出身の留学生か

ら母国のことについて詳しく教えて頂いた。生

徒は留学生に積極的に質問するなど、修学

旅行に向けて良い事前学習となった。

今回の交流会を通して、生徒は英語で活

動する楽しさを改めて感じたと思う。今後もＳ

ＧＨの活動に意欲的に取り組み、互いを高め

合って欲しい。
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国際探究Ⅱ「国際意見交流会」

【日時】 平成２８年１０月１日（土）９：００～１１：４０

【場所】 会議室、物理講義室

【対象】 ２年生ＳＧＨ対象クラス ２年Ｄ組（３９名）・Ｇ組（３５名）

【目的】 １０月２８日に秋田市文化会館大ホールにて実施される「秋田南ＳＧＨカンファレンス」

公開成果発表会はすべて英語で進行する。この発表会に向けて、ネイティブスピーカー

である国際教養大学の留学生との意見交換を通じて、英語コミュニケーション能力向上

を図る。

【内容】 本校生が６～７人のグループ（１０グループ程度）に分かれ、各グループに１人の留学生

を配して、お互いの自己紹介、自国の文化紹介などを行うほか、身近なテーマで意見交

換を行う。また、留学生は適宜グループ間を移動し、交代する。本校英語科職員のリー

ドで、オールイングリッシュでコミュニケーションを図る。

【評価手段】 活動観察、振り返りシート

【日程】

９：１０ 開会行事（挨拶・自己紹介等）

９：４０～１０：３０ 英語コミュニケーション活動①

１０：４５～１１：３０ 英語コミュニケーション活動②

１１：３０ 閉会行事

【活動の様子・考察】

活動①では各グループ１０分で留学生が入れ替わるという形式をとった。留学生が自己紹介の

後、写真や絵、国旗等を生徒に見せながら自国の文化を紹介していた。初めは生徒に緊張が

見られたが回を重ねるにつれて、生徒から積極的に話しかける場面も見られた。次第に楽しそう

に話す生徒の様子が多く見られた。

活動②では「 」、「 」などと書かれたカードを１枚引き、そのタイトルでディスカッション

を行った。身近なタイトルで議論することでより会話が弾み、どのグループも盛り上がっていた。ま

た、留学生にサポートしてもらいながらディスカッションすることで、生徒同士が英語でコミュニケ

ーションを図れたことも良かったと感じる。また、

英語科の生徒は、来月のオーストラリア修学

旅行のためにオーストラリア出身の留学生か

ら母国のことについて詳しく教えて頂いた。生

徒は留学生に積極的に質問するなど、修学

旅行に向けて良い事前学習となった。

今回の交流会を通して、生徒は英語で活

動する楽しさを改めて感じたと思う。今後もＳ

ＧＨの活動に意欲的に取り組み、互いを高め

合って欲しい。

【生徒の振り返りから】

・最初は緊張して、相槌を打つ程度でしたが、２回目、３回目と続けていくうちに自然に気になっ

たことを英語で質問することができるようになりました。積極的な姿勢が大切で、それが周囲に

伝わり、場の雰囲気が良くなり、いいディスカッションができると改めて気付くとともに語学力向

上に努めようと思いました。

・話をキープするのが難しくて何回も止まってしまい留学生に助けてもらいました。もっと英語をス

ムーズに話せるようになって楽しく語り合えるようになりたいです。将来国際関係の大学に進学

したいと思っているのでＳＧＨ活動を通して英語力を身に付けたいと思います。今回の交流は

本当に楽しかったです。

・アメリカ語やイギリス英語ばかりを聞いていたので英語を母国語にしない人の独特の発音にす

ぐに理解できなくて悔しかったです。また、自分も聞き取りにくい英語を話していないか心配に

なったのでクリーンに話すことに注意しようと思いました。改めて英語で話す楽しさを実感し、自

分の実力の上達を感じました。

・今日の活動は、英語でネイティブの人たちとコミュニケーションをとる良い機会となりました。また、

各国の文化について新しいことをたくさん知ることができました。タイから来ている留学生が多か

ったので、バンコクやタイ料理について多くのことを知り、今までアジア圏の国に行きたいと思っ

たことはなかったですが、タイに興味をもちました。また、自分たちの研究に必要な資料を集め

ることができたので、本当に良い時間になりました。次のこのような機会にはもっと質問できるよう

に英語を勉強して、自分たちのグループのプレゼンも成功させたいです。

・ 以来のＡＩＵの留学生との交流で、想像していたよりもずっと楽しかったです。

活動②では１対３でディスカッションをしましたがベトナムから来た留学生の発音が全然聞き取

れず３人とも困ってしまいました。私たちの発音も簡単な単語さえ伝わらず、最終的には筆記を

交えての会話になってしまいましたが、お互い理解したい気持ちは一緒だったので良かったと

思います。ネイティブの人との交流は話すスピードも速くて聞き取るのが難しいけれど、それ以

上に楽しかったです。

・今まで関わったことのない国々の方が多くて、各国の文化や食について初めて知ることが多か

ったです。またネイティブの方のスピードについていくにはもっと聞き慣れる必要があると思いま

した。留学生の方々は日本に来たばかりなのに日本語が上手でした。とても良い交流ができた

と思います。
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国際探究Ⅱ「戦略的表現力講座」

【日時】 平成２８年１０月１３日（木）９：００～１５：３０

【場所】 プレゼンテーション会場：中等部コンピュータ室

グループ別研究活動：２Ｄ教室・２Ｇ教室・４階学習室①・４階学習室②

【対象】 ２年生国際探究Ⅱ選択者 ２年Ｄ組（３９名）・２年Ｇ組（３５名）

【講師】 ソフトアドバンス株式会社 代表取締役 菅原 亘 氏

【目的】

・１０月１７日に実施される「校内成果発表会」に向けて、プレゼンテーション指導の専門家である

菅原 亘 氏よりグループ別に個別指導を受け、プレゼンテーションのブラッシュアップを図る。

・グループ別にアブストラクト（研究要旨）の作成と、プレゼンテーションの修正を行う。

【内容】

１グループずつ順番にプレゼンテーションを行い、個別指導を受ける。個別指導も含め各グル

ープ 分程度の時間とする。また、 月 日（月）の「校内成果発表会」で代表に選ばれた６

グループは、 月 日（土）の「戦略的表現力講座Ⅱ」を受講する。

【生徒の活動評価】 振り返りシート（数値評価）

【日程】

午前

回 ① ② ③ ④ ⑤
講師

休憩

分

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

時 間

班

午後

回
講師

昼休み

（ 分）

⑩ ⑪ ⑫ ⑬
講師

休憩

分

⑭ ⑮ ⑯

時 間

班

【活動の様子・考察】

グループごとに練習したプレゼンテーションを講師の前

で行い、その後発表の仕方、内容などについて指導を受

けた。

グループの中で話す順番などは既に決まっており、準

備した原稿とパワーポイントに沿ってプレゼンテーションを

進めた。完成して間もないこともあり、ほとんどの生徒が原

稿を見ながらの発表となった。

菅原氏からは、グループごとに指導をいただいた。次にそ

の一部を掲載する。
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国際探究Ⅱ「戦略的表現力講座」

【日時】 平成２８年１０月１３日（木）９：００～１５：３０

【場所】 プレゼンテーション会場：中等部コンピュータ室

グループ別研究活動：２Ｄ教室・２Ｇ教室・４階学習室①・４階学習室②

【対象】 ２年生国際探究Ⅱ選択者 ２年Ｄ組（３９名）・２年Ｇ組（３５名）

【講師】 ソフトアドバンス株式会社 代表取締役 菅原 亘 氏

【目的】

・１０月１７日に実施される「校内成果発表会」に向けて、プレゼンテーション指導の専門家である

菅原 亘 氏よりグループ別に個別指導を受け、プレゼンテーションのブラッシュアップを図る。

・グループ別にアブストラクト（研究要旨）の作成と、プレゼンテーションの修正を行う。

【内容】

１グループずつ順番にプレゼンテーションを行い、個別指導を受ける。個別指導も含め各グル

ープ 分程度の時間とする。また、 月 日（月）の「校内成果発表会」で代表に選ばれた６

グループは、 月 日（土）の「戦略的表現力講座Ⅱ」を受講する。

【生徒の活動評価】 振り返りシート（数値評価）

【日程】

午前

回 ① ② ③ ④ ⑤
講師

休憩

分

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

時 間

班

午後

回
講師

昼休み

（ 分）

⑩ ⑪ ⑫ ⑬
講師

休憩

分

⑭ ⑮ ⑯

時 間

班

【活動の様子・考察】

グループごとに練習したプレゼンテーションを講師の前

で行い、その後発表の仕方、内容などについて指導を受

けた。

グループの中で話す順番などは既に決まっており、準

備した原稿とパワーポイントに沿ってプレゼンテーションを

進めた。完成して間もないこともあり、ほとんどの生徒が原

稿を見ながらの発表となった。

菅原氏からは、グループごとに指導をいただいた。次にそ

の一部を掲載する。

○発表を聞いても、既存の考え方ややり方との違いが

はっきりせず、何を研究してきたのかが、分からなか

った。本当に伝えたいことは何なのかをもう一度しっ

かり考える必要がある。

○話している内容と、パワーポイントで表示されている

画面がずれている時がある。発表が英語なので、一

度ずれると聞いている人たちは、日本語の発表以上

に困惑する。

○同じ構成のグラフが年度ごとに何枚も表示されてい

た。変化を示すためにも大切なグラフであるが、見や

すくするために、３軸にして１つのグラフにまとめるなど

の工夫がほしい。

○自分たちの実験を使って発表しているが、内容やま

とめがタイトルとマッチしていないのではないか。グロ

ーバルな視点でのアプローチや考察を再考しなけれ

ばいけない。

【生徒の振り返りから】
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国際探究Ⅱ「校内成果発表会」

【日時】 平成２８年１０月１７日（月）９：００～１４：００

【場所】 第１会場：本校選択教室（Ａ・Ｃコース発表、閉会行事）

第２会場：本校中等部コンピュータ室（Ｂ・Ｄコース発表）

【対象】 ２年生国際探究Ⅱ選択者 ２年Ｄ組（３９名）・２年Ｇ組（３５名）

【目的】

・今年度のこれまでの研究の内容と成果を発表、報告する。

・質疑応答を通して相互に研究を深め、公開成果発表会での発表と今後の論文作成につ

なげる。

・公開成果発表会で発表する代表グループを選抜する。

【内容】

全４コース１６グループを、２コース８グループずつ２会場に分けてプレゼンテーション形式により

発表する。発表時間は１グループ１２分、その後質疑応答を６分行う。なお、発表、質疑応答とも原

則としてすべて英語で行う。審査により、公開成果発表会で代表発表する６グループを、各会場か

ら３グループずつ選抜する。代表以外のグループは発表内容をＡ１サイズのポスターにまとめ、公開

成果発表会当日、会場に掲示する。

【生徒の活動評価）発表審査（数値評価）

【外部審査員】秋田県立大学 生物資源科学部 指導担当教員

Ａ・Ｃコース：長濱健一郎教授、原光二郎准教授

Ｂ・Ｄコース：吉澤結子学部長、志村洋一郎助教、高階史章助教、曽根千晴助教

【校内審査員】

Ａ・Ｃコース：柘植敏朗教頭、加茂谷糸恵、木村太郎、高橋肇、中村東、岩川克敏

Ｂ・Ｄコース：信田正之副校長、腰山潤、戸坂圭子、浅利宏

【審査基準】

以下の５観点で点数化し（各５点）、各会場上位３グループずつ計６グループを選抜する（４コ

ースから少なくとも１グループずつ入るようにする）。

テーマ（課題設定能力）：本校の研究構想に沿って、明確な課題意識をもって新規性あ

るテーマに取り組んでいるか。

内容（課題探究能力）：課題について基礎的な知識をもち、課題解決のために必要な資

料･データを適切に用いているか。

考察（論理的思考力）：資料･データをもとに論理的に主

張を展開し、結論を導くことができているか。

表現（プレゼン能力）：英語での発表の仕方を含め、聴衆

をひきつけるような発表方法や表現手法の工夫をしている

か。

応答・態度：時間内に発表し、また、質疑に対して誠実に

応答しているか。
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国際探究Ⅱ「校内成果発表会」

【日時】 平成２８年１０月１７日（月）９：００～１４：００

【場所】 第１会場：本校選択教室（Ａ・Ｃコース発表、閉会行事）

第２会場：本校中等部コンピュータ室（Ｂ・Ｄコース発表）

【対象】 ２年生国際探究Ⅱ選択者 ２年Ｄ組（３９名）・２年Ｇ組（３５名）

【目的】

・今年度のこれまでの研究の内容と成果を発表、報告する。

・質疑応答を通して相互に研究を深め、公開成果発表会での発表と今後の論文作成につ

なげる。

・公開成果発表会で発表する代表グループを選抜する。

【内容】

全４コース１６グループを、２コース８グループずつ２会場に分けてプレゼンテーション形式により

発表する。発表時間は１グループ１２分、その後質疑応答を６分行う。なお、発表、質疑応答とも原

則としてすべて英語で行う。審査により、公開成果発表会で代表発表する６グループを、各会場か

ら３グループずつ選抜する。代表以外のグループは発表内容をＡ１サイズのポスターにまとめ、公開

成果発表会当日、会場に掲示する。

【生徒の活動評価）発表審査（数値評価）

【外部審査員】秋田県立大学 生物資源科学部 指導担当教員

Ａ・Ｃコース：長濱健一郎教授、原光二郎准教授

Ｂ・Ｄコース：吉澤結子学部長、志村洋一郎助教、高階史章助教、曽根千晴助教

【校内審査員】

Ａ・Ｃコース：柘植敏朗教頭、加茂谷糸恵、木村太郎、高橋肇、中村東、岩川克敏

Ｂ・Ｄコース：信田正之副校長、腰山潤、戸坂圭子、浅利宏

【審査基準】

以下の５観点で点数化し（各５点）、各会場上位３グループずつ計６グループを選抜する（４コ

ースから少なくとも１グループずつ入るようにする）。

テーマ（課題設定能力）：本校の研究構想に沿って、明確な課題意識をもって新規性あ

るテーマに取り組んでいるか。

内容（課題探究能力）：課題について基礎的な知識をもち、課題解決のために必要な資

料･データを適切に用いているか。

考察（論理的思考力）：資料･データをもとに論理的に主

張を展開し、結論を導くことができているか。

表現（プレゼン能力）：英語での発表の仕方を含め、聴衆

をひきつけるような発表方法や表現手法の工夫をしている

か。

応答・態度：時間内に発表し、また、質疑に対して誠実に

応答しているか。
 

【活動の様子・考察等】

発表は英語のみで進行され、生徒の英語力向上を実感した。スライドとうまくタイミングを合わ

せたり、聴衆の反応を確かめながら進行したり、内容を十分理解した上で相手に伝えようと努め

ている様子がうかがえた。

プレゼンテーションの内容、パフォーマンスも、昨年度に比べ水準が高くなっており、成長を感

じた。各グループとも効果的な手法をスライドに盛り込む、実演をはさむといった「相手に伝える

技術」を磨くだけでなく、観客の視点を想定し、発表を通して「双方向性のコミュニケーション」を

図ろうとする意欲がうかがえた。聴衆側の生徒もそれに応え、発表の中で話者と聴衆の応答を自

然に成立させていた。

昨年度はほとんどスライドで提示された事項についての問いに留まっていた質疑応答におい

ても、発表者が提示した問題解決策の根底にある経済や文化、伝統、宗教などに切り込む質

問が出されており、思考の深化が感じられた。しかし、すべて英語で応答するには至らず、日本

語でのやりとりも散見されたので、今後とも臨機応変な会話力の育成が必要と感じた。生徒だけ

でなく、外部審査員や参観していた教員も発表者と応酬を繰り広げるなど、会場全体を巻き込

んだレベルの高い質疑応答がなされており、発表会自体がさらに考察を深めるよい契機となっ

た。

【成績発表】

以下の６グループが公開成果発表会での代表発表者として選抜された。

・Ａコース４班 「遺伝子組換えで飢餓を救えるか ～教育による人々の意識改革～」

・Ｂコース１班 「子どもの食育の可能性 ～アメリカの肥満解決～」

・Ａコース１班 「未来のＩＴ農業 ～オランダの植物工場技術を秋田へ～」

・Ｄコース２班 「ネリカ米の活用 」

・Ｄコース３班 「輪作体系を用いてガーナの食糧事情に貢献する」

・Ｃコース１班 「高齢化社会の農業のあり方 ～農業支援スーツの提案～」

【審査員講評】

＜Ｂ・Ｄコース（吉澤先生）＞

お世辞抜きで立派な発表だった。着眼点の良さ、プレゼンのうまさ等、それぞれ

光るところがあるので、ポスターグループもプレゼングループも、この１週間で更

に研究を深め、伸ばしてほしい。

＜Ａ・Ｃコース（長濱先生）＞

感動した。世界全体を見ながら考えていくことができていた。南高の国際探究はいい方向に

向かっていると感じた。これからも研究したことに興味をもち続け、世の中のことを考えてほしい。

＜全体（副校長）＞

今回代表に選抜された６チームは、研究内容、伝える技術、伝えたいという情熱をバランス

良く兼ね備えていた。確かな根拠が乏しい部分もあったが、世界に目を向けて考えることができ

ただけで大きな成長を遂げたと思う。社会に出てからも、このように世界のことを考えてほしい。

【生徒の振り返りから】

質問に答えきれなかったが、それは自分たちが気付けなか

った点であり、ヒントをもらえたのでそこはプラスに捉えたい。他

のグループの発表はどれも興味を引き、楽しめた。また、聴くと

きはできるだけ疑問点や、「自分はこう思う」と意見をもって参

加できたので、より考えを深めていけた。
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ＳＧＨカンファレンス「国際探究Ⅱ」公開成果発表会

【日時】 平成２８年１０月２８日（金）１３：０５～１５：４０

【場所】 秋田市文化会館大ホール

【対象】 本校１・２年生全員 合計 約 名

【参観】 各連携機関、県内外の教育関係者、教育委員会、参観希望保護者・中等部生徒、

秋田県立由利高等学校国際科生徒等 合計 約 名

【目的】 ・今年度のこれまでの研究の内容と成果をプレゼン発表し、報告する。

・質疑応答を通して相互に研究を深め、今後の論文作成につなげる。

【内容】 ・校内成果発表会で選考された代表６グループによるプレゼンテーション発表及び質

疑応答を原則としてすべて英語で行い、日頃の「秋田と世界を結ぶ食糧問題」につい

ての研究成果を発表交流し、英語コミュニケーション能力を高め合う。各グループの発

表は１２分、質疑応答は６分とする。

・代表以外のグループの研究について、事前に作成した英語のポスターをロビーに掲

示し来場者に発表する。

【日程】 １２：３０ 受付開始

１３：０５ 開会

１３：１０ 発表および質疑応答

１５：１０ 審査・休憩

１５：２５ 講評・表彰

１５：３５ 閉会

【指導上の仕掛けと工夫】

英語での発表について来場者への配慮として、メインス

クリーンの隣に各スライドの要点を簡潔に示した日本語ス

ライドを用意した。また、一般の生徒に事前に研究の要旨

をまとめたプリントを配布した。

発表は、テーマ・内容・考察・表現・応答の５つの観点で

審査を行い、上位の２グループに最優秀賞・優秀賞を、

特に研究の具体性と独自性が評価されたグループに審

査員特別賞を授与した。

【審査員】

ＳＧＨ運営指導委員・エスペック株式会社上席顧問・名古屋大学客員教授 佐藤 登 氏

ＳＧＨ運営指導委員・東北公益文科大学 学長 吉村 昇 氏

秋田経済研究所 所長 松渕 秀和 氏

ＳＧＨ運営指導委員・日本政府観光局 通訳案内士 五十嵐 隆文 氏

本校校長 佐藤 利正
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ＳＧＨカンファレンス「国際探究Ⅱ」公開成果発表会

【日時】 平成２８年１０月２８日（金）１３：０５～１５：４０

【場所】 秋田市文化会館大ホール

【対象】 本校１・２年生全員 合計 約 名

【参観】 各連携機関、県内外の教育関係者、教育委員会、参観希望保護者・中等部生徒、

秋田県立由利高等学校国際科生徒等 合計 約 名

【目的】 ・今年度のこれまでの研究の内容と成果をプレゼン発表し、報告する。

・質疑応答を通して相互に研究を深め、今後の論文作成につなげる。

【内容】 ・校内成果発表会で選考された代表６グループによるプレゼンテーション発表及び質

疑応答を原則としてすべて英語で行い、日頃の「秋田と世界を結ぶ食糧問題」につい

ての研究成果を発表交流し、英語コミュニケーション能力を高め合う。各グループの発

表は１２分、質疑応答は６分とする。

・代表以外のグループの研究について、事前に作成した英語のポスターをロビーに掲

示し来場者に発表する。

【日程】 １２：３０ 受付開始

１３：０５ 開会

１３：１０ 発表および質疑応答

１５：１０ 審査・休憩

１５：２５ 講評・表彰

１５：３５ 閉会

【指導上の仕掛けと工夫】

英語での発表について来場者への配慮として、メインス

クリーンの隣に各スライドの要点を簡潔に示した日本語ス

ライドを用意した。また、一般の生徒に事前に研究の要旨

をまとめたプリントを配布した。

発表は、テーマ・内容・考察・表現・応答の５つの観点で

審査を行い、上位の２グループに最優秀賞・優秀賞を、

特に研究の具体性と独自性が評価されたグループに審

査員特別賞を授与した。

【審査員】

ＳＧＨ運営指導委員・エスペック株式会社上席顧問・名古屋大学客員教授 佐藤 登 氏

ＳＧＨ運営指導委員・東北公益文科大学 学長 吉村 昇 氏

秋田経済研究所 所長 松渕 秀和 氏

ＳＧＨ運営指導委員・日本政府観光局 通訳案内士 五十嵐 隆文 氏

本校校長 佐藤 利正

 

 

【代表発表グループ】

【活動の様子・考察】

代表６グループのプレゼンテーションは堂々としたもので、

全グループ、原稿を見ることもなく、すべて英語で発表を行

った。ステージ上を歩いたり、聴衆に呼びかけたりしながら、

身振り手振りを交えてプレゼンする様子に、運営指導委員

や来場した方々からも「英語であれだけ堂々と発表し、話せ

るのは素晴らしい」、「昨年も素晴らしかったが、さらに成長

した姿に感動した」、「ボディランゲージなども使いながら、

自分たちの研究内容を一生懸命伝えようとする姿に感心し

た」など、たくさんのお褒めの言葉をいただいた。

一方で研究の内容については、「主張を裏付けるエビデンスを提示できるともっと説得力が増

すのでは」など、改善点の指摘もいただくことができた。

また、発表後には、会場の生徒から多くの質問が出て、活発な質疑応答となった。校内発表

会では途中で日本語での質疑が混じってしまう場面も見られたが、今回はすべて英語で行うこと

ができた。また、由利高校国際科の生徒からも多くの質問が出て、活発な意見交流ができた。し

かし、会場からの予想外な質問に戸惑ったり、質疑が噛み合わなかったりした場面もあった。質

疑応答の質の向上は今後の課題である。

【審査結果】

・最優秀賞 Ｂ１班「子どもの食育の可能性 ～アメリカの肥満解消～」

・優秀賞 Ｃ１班「高齢化社会の農業のあり方 ～農業支援スーツの提案～」

・審査員特別賞 Ｄ３班「輪作体系を用いてガーナの食糧事情に貢献する」

 

Ａ４班（２Ｄ 堀井旺歩、佐藤華穂、加賀谷理人、佐藤誉頼、小栗美七瑠、鈴木瑠華）
「遺伝子組換えで飢餓を救えるか ～教育による人々の意識改革～」

Ｂ１班（２Ｄ 南條佑佳、荒木関輝、小林涼花、佐々木彩乃）
「子どもの食育の可能性 ～アメリカの肥満解消～」

Ａ１班（２Ｄ 鈴木涼平、梅津魁秀、佐藤緋名子、長谷部春花、平岡祐太郎）
「未来のＩＴ農業 ～オランダの植物工場技術を秋田へ～」

Ｄ２班（２Ｇ 大関羅捺、加藤陽、斉藤遥、佐藤薫平）
「ネリカ米の活用 」

Ｄ３班（２Ｇ 佐藤皓斗、石井瑞夏、加藤風香、佐々木颯斗、高野光）
「輪作体系を用いてガーナの食糧事情に貢献する」

Ｃ１班（２Ｄ 原田雄生、泉夏菜、黒澤祥明、鈴木亮祐）
「高齢化社会の農業のあり方 ～農業支援スーツの提案～」
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【生徒の振り返りから】

＜プレゼン発表について＞

・どれもレベルの高い発表で、食糧問題解決のための方法をオリジナルなテーマで考えていた。

研究の内容が深いことはもちろん、論理の展開の仕方、発表の表現方法など、様々なところに

それぞれ工夫があり、とても見応えがあった。

・自分では考えつかないような視点で問題解決に取り組んでいて、新鮮だった。また話し手とＰＣ

操作のチームワークも素晴らしかった。主張が明確なプレゼンばかりで、分かりやすく、今後の

論文作成を通してさらに内容が深まるのが楽しみである。

・どの班も話し方、内容、スライド構成など綿密ですごい発表ばかりだった。皆の頑張りに刺激を

受け、尊敬を覚えた。このＳＧＨの活動は、これだけレベルの高い中でできたから、自分たちも

最後まで高めていけたのだと思う。この活動を通していろいろな経験ができたことを嬉しく思う。

＜質疑応答について＞

・質問内容が濃いことに驚き、また、それに応答していた発表者もすごいと思った。全体の英語

での表現力、コミュニケーション力が向上していることを感じ、自分も彼らのようになれるよう努力

しようと思った。

・プレゼンで明確でなかった部分を的確に突いた質問が多く、質疑応答を通して研究内容につ

いてより深い理解が得られ、非常に有意義なものになったと思う。

・他校生や他学年の質問に対して、聞き返してでも伝えようとして努力している姿が見られた。返

答の早かった班は、たくさんの質問を受けられて良かったと思う。

・１年生も積極的に参加していたことが印象的だった。ＳＧＨの選択の時期だと思うので、この機

会が、１年生の選択の良い材料になってくれればと思う。

＜ポスター掲示について＞

・ポスター掲示で、他の班の研究も知れて良かった。自分たちの研究意欲も深まった。

・１枚のポスターに、自分たちの研究のすべてを簡潔にまとめるのは難しいだろうと思ったが、どの

班も図や表を有効に使うなどして、見やすくまとめてあった。話して伝えることができない分、目

で見て伝わるようなものが多く、印象に残った。

・どのポスターも要点がうまくまとめられていて、県立大学の吉澤先生がおっしゃっていた、プレゼ

ンとは違う、ポスターの長所をうまく活用できていたと思う。

＜英語で進行したことについて＞

・英語力の向上はもちろん、食糧問題が国際的な問題であることを再認識することができたので

良かったと思う。また、英語力を伸ばしたいという意欲も湧いてきた。

・母語ではない英語で発表することで、日本語よりも内容をより整理でき、シンプルにまとめること

ができたと思う。

・英語の質疑応答はうまく聞き取れなかったり、返答できなかったりして苦労した。しかし、他校生

との交流もでき、海外の学校のような体験ができて、楽しかった。
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【生徒の振り返りから】

＜プレゼン発表について＞

・どれもレベルの高い発表で、食糧問題解決のための方法をオリジナルなテーマで考えていた。

研究の内容が深いことはもちろん、論理の展開の仕方、発表の表現方法など、様々なところに

それぞれ工夫があり、とても見応えがあった。

・自分では考えつかないような視点で問題解決に取り組んでいて、新鮮だった。また話し手とＰＣ

操作のチームワークも素晴らしかった。主張が明確なプレゼンばかりで、分かりやすく、今後の

論文作成を通してさらに内容が深まるのが楽しみである。

・どの班も話し方、内容、スライド構成など綿密ですごい発表ばかりだった。皆の頑張りに刺激を

受け、尊敬を覚えた。このＳＧＨの活動は、これだけレベルの高い中でできたから、自分たちも

最後まで高めていけたのだと思う。この活動を通していろいろな経験ができたことを嬉しく思う。

＜質疑応答について＞

・質問内容が濃いことに驚き、また、それに応答していた発表者もすごいと思った。全体の英語

での表現力、コミュニケーション力が向上していることを感じ、自分も彼らのようになれるよう努力

しようと思った。

・プレゼンで明確でなかった部分を的確に突いた質問が多く、質疑応答を通して研究内容につ

いてより深い理解が得られ、非常に有意義なものになったと思う。

・他校生や他学年の質問に対して、聞き返してでも伝えようとして努力している姿が見られた。返

答の早かった班は、たくさんの質問を受けられて良かったと思う。

・１年生も積極的に参加していたことが印象的だった。ＳＧＨの選択の時期だと思うので、この機

会が、１年生の選択の良い材料になってくれればと思う。

＜ポスター掲示について＞

・ポスター掲示で、他の班の研究も知れて良かった。自分たちの研究意欲も深まった。

・１枚のポスターに、自分たちの研究のすべてを簡潔にまとめるのは難しいだろうと思ったが、どの

班も図や表を有効に使うなどして、見やすくまとめてあった。話して伝えることができない分、目

で見て伝わるようなものが多く、印象に残った。

・どのポスターも要点がうまくまとめられていて、県立大学の吉澤先生がおっしゃっていた、プレゼ

ンとは違う、ポスターの長所をうまく活用できていたと思う。

＜英語で進行したことについて＞

・英語力の向上はもちろん、食糧問題が国際的な問題であることを再認識することができたので

良かったと思う。また、英語力を伸ばしたいという意欲も湧いてきた。

・母語ではない英語で発表することで、日本語よりも内容をより整理でき、シンプルにまとめること

ができたと思う。

・英語の質疑応答はうまく聞き取れなかったり、返答できなかったりして苦労した。しかし、他校生

との交流もでき、海外の学校のような体験ができて、楽しかった。

   

来場者アンケート集計結果（公開成果発表会について）

１．生徒たちの発表内容はいかがでしたか。

①大変良かった ②良かった ③普通 ④あまり良くなかった 合計

回答数 11 3 1 0 15

％ 73.3 20.0 6.7 0.0 100.0

２．発表の仕方（プレゼンテーション）はいかがでしたか。

①大変良かった ②良かった ③普通 ④あまり良くなかった 合計

回答数 12 3 0 0 15

％ 80.0 20.0 0.0 0.0 100.0

３．２に関連して、発表について具体的な感想をご記入ください。

４．印象に残っている発表はどれですか。 ※複数回答あり

回答数 ％
4 18.2

4 18.2

3 13.6

4 18.2

2 9.1

5 22.7
22 100.0

５．その他に関して、お気づきの点がありましたらご記入ください。

貴校からは多くの入学者を送り出していただいております。こうした高校から入学する生徒は、とても成長すると
思いました。（宮城大）

課題意識が明確。原稿を見ない発表。身振り手振りを交えた発表（これはむしろオールイングリッシュだからこそできるのか
もしれない）。質問と返答の双方向性（しかし、答える人が固定される班もあったが）。途中で手を挙げさせるなどの動きがあ
る。②の班のように解決策の提示が難しいテーマでも、「インターネットでの公表」「AIU留学生への提示」という、一応の解決
策が提示されている。以上の点に非常に感心した。

一生懸命生徒が英語で自分たちの考えを伝えようとする姿が良かった。

TED　プレゼンテーションを意識しているようで、大変よく練習しているように見えた．ジェスチャーや発音がとても良かった。
質問に答えるときに、少し戸惑っているようで、もっと自由に話す練習をすれば良かった。

no looking at script なところ。Gestureをつけていたところなど、人に何かを伝えようとする姿勢がとてもよく見られた。AIUの
English Villageでも学んだskillが生かされていたように思う。ぜひ来年は本校の生徒にも見せたい。

日程がやや忙しく（例えば授業→検討会の流れの中で考えを整理する余裕がなかった）感じたが、たくさんの点
について学ばせていただいた。

⑤ Group D3　輪作体系を用いてガーナの食糧事情に貢献する 

⑥ Group C1　高齢化社会の農業のあり方　～農業支援スーツの提案～

発表内容

合計

① Group A4  遺伝子組換えで飢餓を救えるか　～教育による人々の意識改革～

② Group B1　子どもの食育の可能性　～アメリカの肥満解消～          

③ Group A1  未来のＩＴ農業  ～オランダの植物工場技術を秋田へ～

④ Group D2　ネリカ米の活用　－How to grow Nerica for African children－

ボディランゲージを交えて、素晴らしい表現力だと思った。

１人の力が集団に広がっていく可能性を感じた。

どの生徒もしっかりと英語のスピーチを行えていた。（ディベート対策ではないが）最後の英語問答も、ある程度こんな質問
が来るだろうと予測していた方が良かった。

大学でもこうした取り組みを行っているが、高校生のこうした姿を見ると大変刺激になる。本学でもSGHやSSH校との高大連
携の取り組みを行っており、その視点からも大変参考になった。

自分たちの興味を持った内容について、聞く人にわかりやすく伝えていた。
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国際探究Ⅱ「論文作成基礎講座」

【日時】 平成２８年１１月１７日（木）

１４：２０～１４：５５ 講話

１５：１５～１６：０５ グループ別活動・振り返り

【場所】 講話会場：選択教室

グループ別指導：４階学習室①（Ａコース）、４階学習室②（Ｂコース）、

２Ｄ教室（Ｃコース）、２Ｇ教室（Ｄコース）

【対象】 ２年生国際探究Ⅱ選択者 ２年Ｄ組（３９名）・２年Ｇ組（３５名）

【講師】 秋田県立大学生物資源科学部 学部長 教授 吉澤 結子氏

【目的】 秋田県立大学教授を外部講師に招き、論文作成の基礎を学ぶ。

【内容】

・吉澤教授の講話「論文作成の基本的な考え方」を聞き、論文の書き方や構成の基本的な部分

を学ぶ。

・グループ別活動で、担当教員からの説明の後、論文の構成や役割分担等を具体的に構想

する。

【評価手段】振り返りシート（数値評価）

【活動の様子・考察等】

吉澤教授の講話は、「論文とは何か」とい

うことから、その「内容・形式」の基本や、書

くにあたっての「姿勢」や「注意すべきこと」

に至るまで詳細にわたり、実践的なもので

あった。「論文初心者」の生徒達は、その

内容を把握すべく真剣に聞き入り、資料に

もチェックを入れながら理解に努めていた。

質疑応答の場面では、生徒の「結論に導く

証拠が多すぎる場合の対処方法は」という

質問に対して「それらを取捨選択する力や

端的にまとめる力が必要でしょう」というヒン

トをいただいた。

グループ別活動では、はじめに担当教員から、執筆するにあたっての説明、今後の予定、当

時間内になすべき事の確認、注意事項等があり、その後各グループで積極的な話し合いが行

われた。限られた時間内で論文の構成を練りつつ役割分担を決めなければならないので、難航

しているグループも見受けられたが、役割分担が決定し今後の予定や見通しについての話し合

いまで行われているグループもあった。

担当教員は、見回りながら各グループの質問や疑問に応じ、充実した内容の論文にするため

のアドバイスをしていた。
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国際探究Ⅱ「論文作成基礎講座」

【日時】 平成２８年１１月１７日（木）

１４：２０～１４：５５ 講話

１５：１５～１６：０５ グループ別活動・振り返り

【場所】 講話会場：選択教室

グループ別指導：４階学習室①（Ａコース）、４階学習室②（Ｂコース）、

２Ｄ教室（Ｃコース）、２Ｇ教室（Ｄコース）

【対象】 ２年生国際探究Ⅱ選択者 ２年Ｄ組（３９名）・２年Ｇ組（３５名）

【講師】 秋田県立大学生物資源科学部 学部長 教授 吉澤 結子氏

【目的】 秋田県立大学教授を外部講師に招き、論文作成の基礎を学ぶ。

【内容】

・吉澤教授の講話「論文作成の基本的な考え方」を聞き、論文の書き方や構成の基本的な部分

を学ぶ。

・グループ別活動で、担当教員からの説明の後、論文の構成や役割分担等を具体的に構想

する。

【評価手段】振り返りシート（数値評価）

【活動の様子・考察等】

吉澤教授の講話は、「論文とは何か」とい

うことから、その「内容・形式」の基本や、書

くにあたっての「姿勢」や「注意すべきこと」

に至るまで詳細にわたり、実践的なもので

あった。「論文初心者」の生徒達は、その

内容を把握すべく真剣に聞き入り、資料に

もチェックを入れながら理解に努めていた。

質疑応答の場面では、生徒の「結論に導く

証拠が多すぎる場合の対処方法は」という

質問に対して「それらを取捨選択する力や

端的にまとめる力が必要でしょう」というヒン

トをいただいた。

グループ別活動では、はじめに担当教員から、執筆するにあたっての説明、今後の予定、当

時間内になすべき事の確認、注意事項等があり、その後各グループで積極的な話し合いが行

われた。限られた時間内で論文の構成を練りつつ役割分担を決めなければならないので、難航

しているグループも見受けられたが、役割分担が決定し今後の予定や見通しについての話し合

いまで行われているグループもあった。

担当教員は、見回りながら各グループの質問や疑問に応じ、充実した内容の論文にするため

のアドバイスをしていた。

 

【生徒の振り返りから】

・論文を書くにあたってのノウハウや、注意すべきことを

知ることができてよかった。私は、自分の考えを曖昧な

表現で示してしまう傾向があるので、気をつけたいと

思った。自分たちのオリジナリティは、アンケートを取っ

たことやアメリカの文化を尊重しているところだと思うの

で、そこが伝わるように表現を工夫して論文を作成し

たい。

・吉澤先生にとても丁寧に教えていただき、具体的なところまでよくわかった。私たちの班もプレ

ゼンテーションの内容をもとに肉付けしていくことにした。これまでカットしてきたデータや言葉を

入れることでよりうまく伝えられると思う。作業終了後の修正や再考に時間がかからぬよう、早め

早めに作業を進めていきたい。今日は吉澤先生に成果発表会の結果を報告できてよかった。

・読み手に「なるほど」と納得してもらえるように、程度が高いことが理想であるということがわかった

ので、読み手を念頭において難しい専門用語などはかみ砕き、理解しやすい言葉に言い換え

ていきたい。論文には「オリジナリティ」が大切だということなので、いただいた資料に何度も目を

通しつつこれまでのものを再構成していきたい。また、班内で統一見解を持つことが大事だとい

うことが大切であるということもわかった。今後は余裕を持って進められるよう工夫していきたい。

・成果発表会の時はポスター班だったので、内容を削っていく必要があったが、これからは文章

や内容を膨らませていく必要があると感じた。また、「まとめの時はそれまでの内容を簡単に説

明するとよい」とのアドバイスはとても参考になった。私の班のものにはまだ客観性に欠ける箇所

があるので、今後も改善していく必要がある。吉澤先生の論文も参考にし、充実した良いものに

したい。

・証拠となるデータの全てを掲載するのではなく、自分が主張したいことを念頭に置き取捨選択

していく必要があるとのお話があったが、無駄を省いて説得力があるように仕上げるのは難しそ

うだと思った。全体の構成や話のもっていき方によって読み手に対する説得力が大きく違ってく

ると思うので、班内でよく話し合い、こだわりを持って進めていきたい。今後は、統計・データ・図

などを有効に活用し、特に序論と本論に力を入れていきたいと思う。

・論文の構成は、発表したプレゼンテーションの構成と似ていたので、論文の構成を組み立てる

時はあまり苦労しないと思う。また、読み手を想定してわかりやすい表現を用いることはとても大

事だと思った。お話を伺って、独創性・新規性のある論文になるように工夫をしなければならな

いと思った。今後は、バックグラウンドをしっかり説明できるように準備したり、仮説を見直したり

する必要がある。これまでの国際探求の成果を発表する大事な活動なので、納得するまで取り

組んでいきたい。

・バックグラウンドを明確にすることで現状の深刻さを印象づけられるということ、また、参考文献の

所在をその都度控えておくことが大切であるということがわかった。まずは、日本語での論文作

成に向けてバックグラウンドと動機の部分を明確にする必要があるので、そこから始めようと思

う。大変ではあろうが、英語で書くことができたら楽しそうだと思った。
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国際探究Ⅱ「論文コンクール」

【日時】 平成２８年１１月１７日（木）～平成２９年２月２７日（月） 論文作成

平成２９年 ２月２７日（木）～平成２９年３月１７日（金） 審査

平成２９年 ３月２１日（火） 表彰

【場所】 コース別指導：４階学習室①（Ａコース）、４階学習室②（Ｂコース）、

２Ｄ教室（Ｃコース）、２Ｇ教室（Ｄコース）

論文作成：高校コンピュータ室

【対象】 ２年生国際探究Ⅱ選択者 ２年Ｄ組（３９名）・２年Ｇ組（３５名）

【目的】 グループの研究について論文を作成して研究内容をまとめるとともに、研究の成果と世界

の食糧問題解決に向けた提言を発信する基礎を作る。

【内容】・コースごとに担当教員の指導を受けながら、パソコンを使って論文を作成する。

・グループ内で執筆分担を決め、協働しながら論文を完成させる。

【指導上のポイントと仕掛け】

【内容】・論文構成準備シートを用意し、実際の執筆の前に、論旨を整理したり、章立てを考えたり

【内容】・できるようにした。章立てについては、各章（項目）ごとに１枚ずつの用紙を用意して、順序

【内容】・を入れ替えたり、担当者で分担したりできるよう工夫した。

【内容】・論文の書式などの執筆要領を「国探Ⅱだより」に掲載して配付するとともに、Ｗｏｒｄ文書デ

【内容】・ータの形で各グループに配付し、様式を揃えられるようにした。

【内容】・１月に、２週かけて「集中指導期間 」を設け、その時点での下書きを提出させ、各コー

【内容】・ス担当教員が時間をかけて指導できるようにした。

【生徒の活動評価】 振り返りシート（数値評価）、論文審査

【所感】

１０月末の公開成果発表会では、その時点での研究成果を発表し

たが、論文コンクールではさらに研究を進めながら、今年度の研究内

容のすべてとその成果を文章化してまとめ上げる作業となる。発表会

では、とにかく今ある材料を使って期日までにプレゼンを仕上げなくて

はならなかったために、研究そのものの深まりに欠ける部分があった。

論文を書くことによって研究が整理され、より深まることを期待した。

いざ論文を作成してみると、多くのグループで仮説の妥当性が弱かったり、結論までの展開に

論理性を欠いていたりしたほか、そもそも根拠となるデータが不足しているなど、研究内容の見直

しが必要なことが明らかになった。また、論文としても、文の構成がおかしい部分や、読者を念頭

に置いていない自分たちなりの思い込みによる記述が散見された。

しかしながら、よい論文に仕上げようという意欲は感じられ、特に論文執筆も佳境に入った２月

ころには、データの正確さ、的確さ、論旨のまとまり、読む者を納得させる文章であるか否か、グ

ループ内で自然にディスカッションが生まれ、協働する姿が見られた。４月から研究を進めてきた

が、探究活動を通じて物事を多角的に見る力、要旨をまとめ人に伝えようとする力などが確実に

身についてきていると感じる。また、論文を作成する活動を通して、この探究活動は、「答えの定

まっていない問題」に取り組むアクティブラーニングそのものであると改めて感じた。
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国際探究Ⅱ「論文コンクール」

【日時】 平成２８年１１月１７日（木）～平成２９年２月２７日（月） 論文作成

平成２９年 ２月２７日（木）～平成２９年３月１７日（金） 審査

平成２９年 ３月２１日（火） 表彰

【場所】 コース別指導：４階学習室①（Ａコース）、４階学習室②（Ｂコース）、

２Ｄ教室（Ｃコース）、２Ｇ教室（Ｄコース）

論文作成：高校コンピュータ室

【対象】 ２年生国際探究Ⅱ選択者 ２年Ｄ組（３９名）・２年Ｇ組（３５名）

【目的】 グループの研究について論文を作成して研究内容をまとめるとともに、研究の成果と世界

の食糧問題解決に向けた提言を発信する基礎を作る。

【内容】・コースごとに担当教員の指導を受けながら、パソコンを使って論文を作成する。

・グループ内で執筆分担を決め、協働しながら論文を完成させる。

【指導上のポイントと仕掛け】

【内容】・論文構成準備シートを用意し、実際の執筆の前に、論旨を整理したり、章立てを考えたり

【内容】・できるようにした。章立てについては、各章（項目）ごとに１枚ずつの用紙を用意して、順序

【内容】・を入れ替えたり、担当者で分担したりできるよう工夫した。

【内容】・論文の書式などの執筆要領を「国探Ⅱだより」に掲載して配付するとともに、Ｗｏｒｄ文書デ

【内容】・ータの形で各グループに配付し、様式を揃えられるようにした。

【内容】・１月に、２週かけて「集中指導期間 」を設け、その時点での下書きを提出させ、各コー

【内容】・ス担当教員が時間をかけて指導できるようにした。

【生徒の活動評価】 振り返りシート（数値評価）、論文審査

【所感】

１０月末の公開成果発表会では、その時点での研究成果を発表し

たが、論文コンクールではさらに研究を進めながら、今年度の研究内

容のすべてとその成果を文章化してまとめ上げる作業となる。発表会

では、とにかく今ある材料を使って期日までにプレゼンを仕上げなくて

はならなかったために、研究そのものの深まりに欠ける部分があった。

論文を書くことによって研究が整理され、より深まることを期待した。

いざ論文を作成してみると、多くのグループで仮説の妥当性が弱かったり、結論までの展開に

論理性を欠いていたりしたほか、そもそも根拠となるデータが不足しているなど、研究内容の見直

しが必要なことが明らかになった。また、論文としても、文の構成がおかしい部分や、読者を念頭

に置いていない自分たちなりの思い込みによる記述が散見された。

しかしながら、よい論文に仕上げようという意欲は感じられ、特に論文執筆も佳境に入った２月

ころには、データの正確さ、的確さ、論旨のまとまり、読む者を納得させる文章であるか否か、グ

ループ内で自然にディスカッションが生まれ、協働する姿が見られた。４月から研究を進めてきた

が、探究活動を通じて物事を多角的に見る力、要旨をまとめ人に伝えようとする力などが確実に

身についてきていると感じる。また、論文を作成する活動を通して、この探究活動は、「答えの定

まっていない問題」に取り組むアクティブラーニングそのものであると改めて感じた。

 

国際探究Ⅱ 新規実施上の工夫と事後検証

１ 指導体制

２年生の探究活動「国際探究Ⅱ」は、選択制となり、普通科２年Ｄ組３９名と英語科２年Ｇ組３

５名が昨年度から継続となった。指導する教員は、「国際探究Ⅱ」研究班として、班長１名と、２

学年主任、２Ｄの担任・副担任、それと２Ｇ担任の計５名が主に担当した。指導体制は、班長が

全体を統括し、残りの４名が直接生徒を指導することとした。

２ 秋田県立大学との連携

生徒の探究活動を専門的に指導するため、秋田県立大学生物資源科学部に連携を依頼

し、吉澤結子学部長を始めとする８名の先生方にご指導いただいた。４月１３日に指導班の教員

陣が県立大を訪問して打ち合わせを行った。当初、県立大の教授陣には、年６回程度、本校を

訪問して指導していただくことにしていたが、お互いのスケジュールを調整しながら実施した結

果、のべ７回来校していただいた。また、随時メールで助言いただいたり、必要な文献や資料等

を紹介していただいたりするなど、様々な面で研究をサポートしていただくことができた。

３ コースとグループの編成

今年度の研究はグループ単位で行ない、次年度３年生の「グローバル・イシュー」まで継続す

る。初めに、生徒にどのようなテーマで研究を進めたいか、アンケートを実施して希望をとった。並

行して県立大からは、昨年度の研究内容も参考にしながら指導可能な研究テーマ案を出してい

ただいた。テーマ案は大きく４つのコースに分類した。「日本のコメ作りと畜産」コース、「乾燥地域

の食糧生産と温暖化」コース、「これからの世界の農業」コース、「世界の食文化と食の安心・安

全」コースの４コースである。これらの４コースに本校指導班の４名の教員を１人ずつ配置し、生徒

の希望テーマとのマッチングを図りながら、グループ編成を行った。最終的に１グループあたりの

生徒数を４～６名として、各コース４グループ、計１６グループができた。

４ 国内フィールドワーク

当初、２年次のフィールドワークについては、各グループから代表１～２名を選出して、夏休み

中に関東・東北各地の大学や研究施設など３～４か所をバスで回るような１～２泊の計画を考え

ていた。しかし、グループ編成を進めていくうちに、生徒の志向する研究内容が多岐にわたり、多

種多様なテーマとなることが明確になった。そのため、他のグループと同行しながら複数箇所を

回るのでは効率が悪く、研究を進める上でロスが大きいと考え、計画を大きく変更して、グループ

ごとに別々の場所にフィールドワークを実施することとした。ただし、全員をバスで輸送することは

予算的にも難しくなったため、訪問先はできるだけ公共交通機関などを用いて自分たちで行け

るところとして、各自で探させることとした。訪問先を検討してアポを取るなど、指導する教員の負

担は増したが、生徒たちは意欲的に活動し、複数箇所を訪問するグループも多く、結果的に自

分たちの研究内容に合致した訪問先を選んで、充実したフィールドワークを行うことができた。

５ 電子メールの活用

フィールドワークをグループごとに行うことになったため、夏休み中の生徒と指導班との連絡方
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法が課題となった。県立大の教授陣からも要望をいただき、フリーのメールアドレスを各グループ

に１つずつ取得して配布した。パソコンに不慣れな生徒もいたが、徐々にそれも慣れ、文章だけ

ではなく必要なデータを添付してやりとりするようになり、有効に活用することができた。

６ 成果発表会

１０月２８日、市の文化会館を借り切って、公開成果発表会を実施した。この日は「秋田南ＳＧ

Ｈカンファレンス」と銘打ち、午前中は本校を会場に中高の１年生を中心に公開授業研究会を

実施し、午後から会場を移して２年生の発表会という形を取った。

発表は英語力向上もねらいとして、すべて英語でのプレゼン発表とした。事前に校内成果発

表会を実施して、代表６グループを選抜した。英語での発表は、生徒にとっても指導班にとって

も大きなチャレンジであった。指導には、英語科教員やＡＬＴにも全面的に協力してもらった。ま

た、国際教養大学の協力のもと、イングリッシュビレッジと名付けられた英語合宿を実施したり、

留学生との交流会を行って、英語での発表や質疑応答に備えた。なお、来場者に配慮して、発

表スライドの隣に日本語テキストのみのスライドも同時に映写した。

１０月末というスケジュールは、研究の進捗状況としては十分とは言い難い段階であったが、

生徒たちは意欲的に取り組み、何とか発表に漕ぎ着けてくれた。むしろ、発表内容を英語でまと

めたことで、自分たちの研究がどういう研究なのか、何を伝えたいのか、生徒たちにとって明確に

なった部分もあったようである。また、校内選考で落選したグループには、研究内容を英語でポス

ターにまとめさせ、会場に掲示した。この発表会は、参加した、国際探究Ⅱを選択していない生

徒たちにとっても大きな刺激を与えたと思われる。質疑応答も英語で行ったが、会場からも積極

的に質問が投げかけられ、活発な意見交換が行われた。

７ 海外修学旅行

英語科２年Ｇ組３４名がオーストラリアで修学旅行を行った際、訪問先の高校で研究内容を

英語で発表した。発表後は、現地の高校生と研究内容について意見交換を行った。

８ 外部発表会への参加

県内外で行われた３つの研究発表会に生徒を送り出した。プレゼン発表については公開成

果発表会で入賞した３グループがそれぞれ出場することとし、ポスター発表については希望を募

って３グループが出場した。特に、最優秀賞を受賞したグループは、関西学院大学で実施される

「ＳＧＨ甲子園」に応募し、厳しい審査を通り抜けて出場した。

９ 論文コンクール

年度の後半は、研究内容の深化とまとめの活動として、論文を作成させた（使用言語は日本

語）。パソコンで作成させ、データの形で提出させた。論文は県立大教授陣に審査していただ

き、年度末に表彰を行う予定である。

終わりに

２年生の「国際探究Ⅱ」は、すべてが初めての取り組みで、まさにチャレンジの連続であった。

実際に進めていく中で、予定通りには行かない場面も少なからずあったが、生徒たちは与えられ

た課題に高い意欲をもって取り組み、求められた以上の成果を挙げてくれたと思う。そして、昨年

度からの２年目となる指導班の教員陣も、急な変更や厳しい要求にもめげることなく、生徒と一

緒に楽しみながら、この挑戦に取り組んでくれた。教員陣にとっても大きな成長の一年であった。
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○ その他－国際交流事業への積極的参加

「対日理解促進交流プログラム （北米）高校生派遣」

 
日本政府が進める北米（アメリカ・カナダ）の青少年との交流事業により、本校の1、2年生合わせて23名が

2月1日（水）～8日（水）まで、米国カリフォルニア州ロングビーチで研修を行ってきました。 
 

◆Japanese American National Museum（全米日系人博物館） 
第1日目に訪問したのは、日系アメリカ人の歴史や文化を伝承・展示している

博物館です。第二次世界大戦期に日系人が受けた迫害や人種差別の歴史を学ぶこ

とができました。真珠湾攻撃の後、日本人の強制収容措置が取られ、トイレの間

仕切りもドアもないような劣悪な環境で、長い人で3年半にわたって暮らさなけ

ればならなかった事実を知り、生徒たちは言葉を失っていました。The violation 
of civil rightsという国による過ちを二度と繰り返さないように、との思いで作ら

れた博物館です。「日本が戦後、他国に例を見ない速さで復興し経済大国になっ

たのは、祖先や日系人の努力があったからこそという事実を忘れないでほしい。」

というガイドさんの言葉に、今こうしてアメリカの人々に友好的に受け入れら

れるようになるまでの長い道のりを思い、改めて感謝の気持ちを持ちました。 
 
◆Consulate-Central of Japan in Los Angeles（在ロサンゼルス日本国総領事

館） 
世界に200か所あるという日本国総領事館の一つがロサンゼルスにあります。首

席領事の小林和俊さんから、総領事館の役割や外交官の仕事などについて説明をし

ていただき、安全保障や、通商・経済面における交渉だけでなく、日本をよく理解

してもらうための広報もしていることを伺いました。その後、生徒たちは意欲的に

質問をし、「外務省の職員の方々はどこに住むのか。」、「派遣先を希望することはで

きるのか。」、「派遣の期間はどれくらいか。」などと、次々に問いかけていました。

そして「外交官として一番大切なものは何か。」という質問に対して、「信頼関係をいかに作るかであり、それは

日常生活においても大切なことだ。」という答えをいただき、人との関係作りが何事においても重要であることを

再確認しました。また、「どのようなメディアを使って日本をアピールしているのか。」という質問に対し、「フェ

イスブックやインスタグラム、YouTubeをどのように使っていくかを検討中である。日本を発信の拠点としてい

くJapan House が秋にハリウッドでオープンする予定であり、そこでは展示会やシンポジウムが行われ、レス

トランで和食を楽しむことができる。」と答えていただきました。そして最後には

「論理的に説明できる力が重要であり、日本語ができないと外国語もできない。」

と付け加えられ、英語のみならず日本語の力をもっと磨く必要があると同時に、

日本について意識して学ぶことも大切だということを教えていただきました。私

たちが今後、日本と海外の国を結ぶ「架け橋」としての役割を担っていくために、

大切なことを学んだ1時間でした。 
 
◆Long Beach Polytechnic High School（ロングビーチ工科高校） 

昨年 7 月に秋田南高等学校に来校し、ホームステイを受け入れた 23 名の高校生

が通う学校を訪問しました。在校生が4,300人という全米でも8番目に大きい高校

で、様々な人種の生徒が通うマンモス校です。本校と同様に文武両道を目指し、大

学に進学する志のある生徒やプロのスポーツ選手を目指す生徒が多く学んでいます。 
校内見学ツアーの後は、日本語の授業を一緒に受け、日本語や英語による会話を

楽しみました。アメリカの高校生が、授業で使っているノートを見ながら一生懸命
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に話しかけてくる姿に、自分たちの英語学習の姿が重なって見えたようです。他にも、スピーチ・ジャズ・コー

ラスの授業を見ることができました。日本にはないような授業を選択できることを知り、自由度の高さを感じた

訪問でした。 
◆訪問校におけるプレゼンテーション、パフォーマンス 
約300人の高校生が集まった体育館で、日本や秋田について

紹介をしました。渡米前、毎週のようにミーティングをして準

備を重ねた成果を思う存分に発揮

してきました。生徒たちのプレゼ

ン力には目を見張るものがあり、

雪玉合戦やなまはげの動画は聴衆

に大いに受け、けん玉や柔道の実演には歓声が上がりました。最後にはPPAPの

ダンスで盛り上がり、折り紙の手裏剣を一斉に飛ばすという演出で大成功を収め

ました。 
◆ワークショップ 
研修の最終日には、今回の研修における気づきや学びを振り返り、成果をどのように還元していくかについて

グループごとに話し合い、その内容を発表しました。 
Group 1: Colloquial Expressions（口語表現）について 
（“What’s up?”, “Oh 
my gosh!”, “Super.”, 
“Gotcha!”, “A little 
bit.”, “What a 
mean.”, “See ya!”な
ど。） 

Group 2: 相手の気持ちを察する日本文化と、自分の気

持ちや相手の意向を言葉

で表現する米国文化の比

較 
（お皿を下げる時やくし

ゃみをした時の表現など

について。） 

Group 3: 自分の感情や意見を抑える日本人と、表情や

感情を豊かに表現し、自分の意見をしっかり持つ米国

人の比較、日米のトイレの比較 
（表情、ジェスチャー、

声のトーンによる表現

や、犯罪が少ない日本

ならではの密室トイレ

など。） 

Group 4: “The Ways to 2020”  
第二外国語の選択肢が多い米国に比べてほとんど英

語しか選択できない日

本は、2020年のオリン

ピックに向けて多言語

による案内やユニバー

サルデザインを考案し

ていくべきという提案 

当日ゲストとしてお迎えした、日本国総領事館のプログラム・コーディネーター、アルバート・デイビッド・

ＡＤ・バルデラマさんからは、「英語もプレゼンテーションも素晴らしかった」とのお褒めの言葉をいただきまし

た。そして、「違いは日米の間だけではなく、各家庭、各学校、各個人にもあることであるため、一面だけで判断

しないこと。また、多様な考えを認め合い、自分の意見を上手に相手に伝えることが大切である。」とも教えてい

ただきました。また、JICEコーディネーターの八巻さんからは「相互理解を深めるためにも、違いだけでなく、

共通している部分もたくさん見つけていきましょう。」というコメントもいただきました。 
グローバルリーダーを目指すべく、今後ますます勉学に励みながら様々なことにチャレンジし、多様な価値観

を身に付けていこう、と決意させられた研修でした。 
 

※ この他、韓国ソウル高校との相互訪問交流（課題研究発表）や、ＹＦＵ留学生の受入等、国際交流事業

を積極的に行っています。

プレゼン1:日本や秋田の文化や食について 
プレゼン2:南高の紹介と高校生活について 
プレゼン3:日本のポップカルチャーについて 
パフォーマンス：:竿灯の祭囃子・相撲・書道・

けん玉・柔道などの実演 
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○ その他－外部発表会に参加して

平成２８年度秋田県スーパーサイエンスハイスクール指定校合同発表会

１ 趣 旨 秋田県内ＳＳＨ指定校を中心に、ＳＧＨ指定校等と合同発表会を行うことによ

り、参加者のプレゼンテーション能力の向上を図るとともに、各校の課題研究内

容を広く地域社会に発信することをねらいとする。

２ 主 催 秋田県教育委員会

３ 日 時 平成２９年２月５日（日）９：００～１３：００

４ 会 場 秋田拠点センター アルヴェ（１Ｆ：きらめき広場）

５ 参加校 ＳＳＨ指定校 秋田県立大館鳳鳴高等学校、秋田県立秋田北鷹高等学校、

秋田県立秋田中央高等学校

招 待 校 秋田県立秋田南高等学校（ＳＧＨ指定校）

秋田県立横手清陵学院高等学校（ＳＳＨ経験校）

秋田県立秋田北高等学校

６ 内 容 【ポスター発表】 ９０分間で発表と質疑応答を繰り返す。

上記６校２２グループを前後半に分けて行う。

【口頭発表】 発表 ８分＋質疑 ５分＋準備 ２分

ＳＳＨ指定校・経験校７グループ

ＳＧＨ指定校１グループ（英語）

７ 日 程 ９：２０ 開会行事

９：３０～１２：３０ ポスター発表

１０：００～１１：００ 口頭発表（前半の部）

１１：３０～１２：３０ 口頭発表（後半の部）

１３：００ 解散

８ 本校の発表内容

(１)口頭発表と質疑応答（全て英語）

「輪作体系を用いてガーナの食糧事情に貢献する」

Solving food problem in Ghana by using

rotation of crops

発表者：佐藤 皓斗、佐々木 颯斗、高野 光

研究内容：

ガーナではモロコシに頼りすぎる傾向があり、本研究では、それを支える作物としてササ

ゲに注目した。連作では、豆科が連作障害を引き起こしやすいため、他の作物との輪作体系

を用いることによって安定した収穫量が期待される。また、輪作にはササゲの前作によいと

されるカボチャ、サツマイモを使う。このようにすることで、ササゲを安定して確保できる

ようになると考え、この組み合わせの輪作体系を提案する。
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(２)ポスター発表（ポスターは英語）

○「未来のＩＴ農業 ～オランダの植物工場技術

を秋田へ～ 」

発表者：梅津 魁秀、鈴木 涼平、佐藤 緋名子、

長谷部 春花、平岡 祐太郎

研究内容：

ＩＴ技術を活用した次世代の農業により、秋田

の農業問題の解決を目指している。そこで私たちは、オランダの「植物工場」に着目した。

ＴＤＫでのフィールドワークから、秋田で植物工場を導入するには、維持費や知名度の問題

があることが分かった。よりよい方法で秋田に植物工場を導入するため、これらの問題への

解決策を提示する。

○「地球温暖化時代における持続可能な農業 ～東経 度上の国々の稲作～ 」140
発表者：佐藤 陸斗、小松 千夏、戸井田 大地、山本 泉里

研究内容：

、 、秋田と同じ東経１４０度にある国 ロシアとパプアニューギニアに秋田の稲作技術を広め

地球温暖化を緩和するとともに、新たな国際交流を生みだす。パプアニューギニアでは焼畑

から稲作に変えることで地球温暖化を緩和する。また、パプアニューギニアの稲作は温暖化

後の日本の稲作のモデルとなる。ロシアは温暖化後に北海道程度の気温になるため、日本の

稲作を活用できる可能性がある。現在、稲作を増やすためにロシア・中国・日本の稲作プロ

ジェクトが進行している。

○「遺伝子組換えで飢餓を救えるか ～教育による人々の意識改革～ 」

発表者：佐藤 華穂、加賀谷 理人、佐藤 誉頼、堀井 旺歩、小栗 美七瑠、鈴木 瑠華

研究内容：

世界では飢餓が深刻化している地域が数多く存在する。我々は、環境耐性能力をもち生産

性を高めることができる「遺伝子組換え（ＧＭ 」を利用することで飢餓を解決しようと考）

えた。しかしＧＭには多くのメリットがあるにもかかわらず、一般にはあまり普及していな

い。ＧＭを普及させるために、正しい知識を人々に伝え、抵抗感をなくすことが必要だと考

えた。そこで「教育環境の充実」という一つの考察を提言し、食糧確保の安定化を目指す。

９ 感想と評価

県内で同じように課題研究に取り組む生徒達の発表に触れ、参加生徒は非常に多くの刺激を受

けていた。校内発表しか体験していなかった生徒にとって、初めての形式での発表となったが、

気後れすることなく堂々と発表していた。他校生徒による科学的視点からの質問を受け、今まで

意識していなかった新たな視点を意識し、今後の探究活動・論文制作への意欲が増していた。ま

た、博士号教員の先生方から多くの質問や意見をいただき、その様子を見ることで指導する側の

指導力向上にもつながると感じた。今後、指導教員で情報を共有したい。ポスター発表の班はこ

の後東北大会への出場が控えているので、それに向けてさらに準備に取り組ませたい。

※ この他にも下記のような外部発表会に出場します。

３／１８（土 ・１９（日）東北地区ＳＧＨ課題研究発表フォーラムin杜の都 仙台市）

３／１９（日）ＳＧＨ甲子園（口頭発表英語部門ノミネート） 西宮市



第２章　研究開発の実施報告

Ⅱ　問題解決力育成授業研究
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「問題解決力育成授業」研究について

【１．はじめに】

生徒の課題研究活動である学校設定教科

「国際探究」を核としながらも，グローバ

ルリーダー育成の拠点校として，根本的な

授業改善を推進していく。これは，本校の

全教科・科目における授業改善の研究であ

り，改善の方向性としては，各教科の特性

に合わせたグローバルリーダー育成授業の

開発である。グローバルリーダーの育成を

目指して，知識の着実な習得・理解を踏ま

えた上で，主体的で協働的な，そして双方

向性のある，課題探究型・課題解決型授業

を考案・発信していきたい。

本校の研究開発の目標である，グローバ

ルリーダーに不可欠な五つの能力（課題設

定能力，課題探究能力，論理的思考力，プ

， ） ， ，「 」レゼンテーション能力 実践力 の育成を目指す授業を 本校の用語として 問題解決力育成授業

と呼ぶことにした。全教科・科目による「問題解決力育成授業」開発によって，生徒たちは日頃の授

業から，グローバルリーダーの卵としての素養を身に付けていくことになる。

【２ 「問題解決力育成授業」研究の推進計画】．

「問題解決力育成授業」として，１年目は

各教科が具体的にどのような授業を構想する

か，問題解決力育成授業研究班の指示によっ

て，各教科が研究を始めた。各教科の特性に

応じた授業考案を指示したが，イメージとし

て，例えば，国語科における「討論する ・」

「論文を書く」等の言語活動を重視した授業

や，地歴・公民科における地域の諸課題を具

体的に考える授業，情報科におけるやプレゼ

ンテーションツールの活用を実践する授業，

英語科における英語コミュニケーション能力

をより一層高める授業等が考えられた。また

ＮＩＥ全国大会秋田大会の場において，国語

科教員と地歴・公民科教員のティームティーチングで，問題解決力育成授業モデルを公開授業として

提示し，教室に入りきらないほどの参観者を得て，高い評価を受け，全国各紙に特集記事として掲載

された。

右上の図は，授業研究の推進計画であるが，１年目に，すでに全国大会の場での公開授業や，各教

科ごとの校内研究授業が実践されたことを受け，２年目となる今年度１０月２８日に，本校を会場に

して公開授業研究会を開催した。最初の計画より校外への公開を早めて，協議会から得られたことを

フィードバックすることで授業開発の質を高めていきたいと考えたからである。中等部も含めて，合

計７科目の授業を公開したが，全国から１２０名超の参観者を得て，高い評価を得ることができた。

具体的な内容については，後述する。
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平成２８年度 本校における授業改善の取組 
 

ＳＧＨ研究部研修班主任 岩川克敏 
 

１．SGH 事業と授業改善 
平成２８年度において、SGH 指定校である本校は、大きく２つの取組を軸として SGH 事業を進めて

きた。それは学校設定教科「国際探究」であり、そして問題解決力育成授業の研究である。 
大きな取り組みの一つ目は、学校設定教科「国際探究」を通じて、グローバルリーダーを育成しよう

という取組である。このことについては、SGH 研究部 SGH 班と本校 SGH 組織の「国際探究Ⅰ研究班」

「国際探究Ⅱ研究班」が密接に連携しながら推進してきた。 
二つ目は、問題解決力育成授業の研究である。 
これまで中央教育審議会、教育再生実行会議、高大接続システム改革会議をへて、「各大学の個別選

抜の改革」「新テストの実施」といった大学入試に関連する施策だけでなく、それぞれの高等学校お

よび大学機関でも改革を行っていくことが必要であると強調されている。この点が「高大接続改革」

の要であり、その前提にあるのは、今後の社会で求められる「生きる力」すなわち「健康・体力」、「豊

かな人間性」、そして特に「確かな学力（学力の３要素）」を、いかにして養成していくかということ

である。本校における問題解決力育成授業の研究、すなわち授業改善の取組も、以上の経緯を踏まえた

ものである。

グローバル化が進む社会は、「予測困難な時代」の到来であり、「生きる力」が強く求められる社会

である。グローバルリーダーの育成は、国際探究においてのみなされるものではないから、各教科等に

国際探究の成果が普及されることと同時に、各教科等においても授業改善が期待されることとなる。そ

の授業改善の視点に「アクティブラーニング」をおいた。このことについては、SGH 研究部研修班と

本校 SGH 組織の「問題解決力育成授業研究班」が密接に連携しながら推進してきた。 
 
２．秋田南ＳＧＨカンファレンス（公開授業研究会） 
１０月２８日（金）、本校を会場にして「秋田南ＳＧＨカンファレンス」の公開授業研究会が２２２

名の参加申込者を得て開催された。 
 
（１）授業研究のテーマ 

『 Developing the ability and attitude as a global leader 』 
～高大接続を展望して、中高でグローバルリーダーに必要な

確かな学力を育てるアクティブラーニングの実践～

本校はグローバルハイスクール事業の実施により、グローバルリーダーの育成を目指している。 
グローバルリーダーとは世界規模の問題を明確に意識して、日本の現状や郷土の課題を、海外と比較

検証しながら、倫理的に考察し、世界全体のために解決策を考えていくことができるグローバルな視点

を備えた人間である。 
そのため、本校では、学校設定教科「国際探究」を設定し、世界の食糧問題の解決を目指して、繊細

かつ大胆な発想でグローバルな視点からのテーマを設定し、研究を通じて自己の生き方にその成果を反

映させ、実際に社会に働きかけていく発信力や実践力を備えたバイタリティあふれる人間の育成を目指

している。そして、グローバルリーダーの育成は、学校設定教科「国際探究」だけでなく、学校のあら

ゆる教育活動で行う。 
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～高大接続を展望して、中高でグローバルリーダーに必要な

確かな学力を育てるアクティブラーニングの実践～

本校はグローバルハイスクール事業の実施により、グローバルリーダーの育成を目指している。 
グローバルリーダーとは世界規模の問題を明確に意識して、日本の現状や郷土の課題を、海外と比較

検証しながら、倫理的に考察し、世界全体のために解決策を考えていくことができるグローバルな視点

を備えた人間である。 
そのため、本校では、学校設定教科「国際探究」を設定し、世界の食糧問題の解決を目指して、繊細

かつ大胆な発想でグローバルな視点からのテーマを設定し、研究を通じて自己の生き方にその成果を反
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している。そして、グローバルリーダーの育成は、学校設定教科「国際探究」だけでなく、学校のあら
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以上を踏まえて、「グローバルリーダーとしての能力と態度の育成」をテーマとした。また、本校で

はグローバルリーダーが身に付けるべき能力として英語を重視している。それを象徴するためにテーマ

を英語で表記した。サブテーマの「高大接続の展望」は、進学校である秋田南高校がしっかりと意識し

なければならないものと考える。「中高で」の部分で、中等部においてもグローバルリーダーの育成が

図られることを示している。中高６年間、高大接続の展望の下にアクティブラーニングを実践する。 
 
（２）全体会での本校の授業改善についてのプレゼンテーション

 

今年度のカンファレンステーマに

「

」を私たちは掲げまし

た。グローバルリーダーとしての能力と態

度を育てる、という意味です。

副題には「高大接続を展望して、中高で

グローバルリーダーに必要な確かな学力

を育てるアクティブラーニングの実践」を

掲げました。ほぼ１００％の生徒が大学進 
学を希望する本校では、大学および大学卒業後の未来を展望した学力育成も大切と考えます。また併設型

中高一貫校でもある本校は、中高６年間を展望した学力指導も大切です。本校生のみならずこれからの社

会を生きる全ての生徒たちにとって確かな学力の育成は重要なことであり、そしてそのカギを握るのはア

クティブラーニングではないだろうか、と私たちは考えました。 

 

秋田県の小中学校で

は「秋田型探究授業」と

いうアクティブラーニ

ングが積極的に行われ

ています。大学もアクテ

ィブラーニングを積極

的に進めようとしてい

ます。大学入試も変わろ

うとしています。このよ

うな動きは、子供たちの

未来には「変化を予測す

ることが困難な時代」が

待ち受けているからで

す。子供たちは「答えの

用意されていない問い」

に対面していかなけれ

ばならないでしょう。 
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このような未来を生きていく子供たち

に、生徒たちに必要なものは「生きる力」

です。すなわち「健康・体力」「豊かな人

間性」そして「確かな学力」です。 
 

 

確かな学力について、学校教育法ではご覧のように述

べられています。

高校現場では知識や技能の習得に偏りがちである、ま

たは、講義式の一方的な授業が多い、ということは、こ

れまでもたびたび指摘されてきました。たとえ講義式で

はなく、問題演習をさせる授業であっても、ただ問題を

解いて、答えがあった、で終わりではここに語られてい 

る学力を十分に育んでいる、とは言えません。一つの問題を解くことが、未知の新たな問題に対応できる

何か普遍的な道筋、法則、教訓へと導く「深い学び」につながること、それが求められているのではない

でしょうか。 

 

深い学びには、知識、技能はもちろん重

要です。知識、技能の裏付けのない思考力、

判断力、表現力はありえません。学校のみ

ならず長い生涯にわたり学び続けるため

にも主体的に学習に取り組む態度は大切

です。そして何よりも「学び」を「深い学

び」に導くのが思考力・判断力・表現力で

あると私たちは考えます。 
 

 

さて、本校では、グローバ

ルリーダーに求められる資質

は「基本的知識・技能・習慣」

「探究力」「協働力」である

と考えています。そして、こ

れらは文部科学省の考える

「確かな学力」と密接な関わ

りがあり、基本的に一致して

います。

 

 

ただし、本校が目標とし

ているグローバルリーダ

ーに求められる３つの資

質を関連づけたとき、「思

考力・判断力・表現力」の

部分を「探究力・協働力」

とし、これに「知識・技能」

と「主体的な学習意欲」を

加えたものを、本校のグロ

ーバルリーダーに必要な

確かな学力と定義したい

と思います。

 
 
「知識・理解」「探究力・協働力」「主体的な学習意欲」は単独では育たず、スポーツで言う「心・技・

体」のように互いに関連し合いながら徐々に高まっていくものです。アクティブラーニングの実践により、

「グローバルリーダー」に求められる確かな学力は相乗効果で段階的に醸成されていくと考えます。

そして学校設定教科「国際探究」を通したグローバルリーダーに求められる「５つの力」の恒常的育成、

本校が進める３つのプロジェクトを通した「郷土愛」や「豊かでたくましい心」などの恒常的育成とあい

まって、本校が目的とする「グローバルリーダーの育成」と「大学入試改革等に対応した進路志望の達成」

がなされる、と考えます。 
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私たちは秋田大学の先生方をお招きして、研修会を行って参りました。その中で、現時点での秋田南高

校なりのアクティブラーニング定義を、本校の職員皆でつくってみてはどうか、とアドバイスをいただき

ました。そして、本校職員一人一人がアクティブラーニングについてキーワードを考えました。これは、

それからつくられた、本校なりの定義です。 

 
定義を図解にしてみます。まだ、しっかりと整理されたものではありませんが、教師主導の一方的な知

識伝達ではなく、生徒の主体的、協働的、対話的、問題解決的な学習を、本校の先生たちは考えているこ

とがわかります。また、単に主体的・協働的な学びに取り組むだけではなく、「頭脳の活性化の促進」を

重視し、「深い学び」につなげようとする意図が、この定義には込められています。たとえば、グループ

で取り組む学習を行うにしても、形式的な活動にとどまらず、活動した結果が「深い学び」につながった

かどうかを見ていただけたらと思います。

本校のアクティブラーニングは、まだ研究が始まったばかりで、意味づけや検証はこれからの課題であ

り、定義なども変わっていくものと思います。本日は、今の私たちのとりくみをご覧いただき、皆様から

のご指導、ご意見を今後の授業改善に生かして参りたいと思います。
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３．授業アンケート

第１回は６月、第２回は１０～１１月に実施した。

質問 生徒が、自分の考えを表現する機会が作られていますか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問 生徒同士で意見交換したり、協働して考えや意見を練り上げたりする場面が作られていますか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．次年度以降について

第２回授業アンケートの数値が向上している。しかし、無条件に肯定的に受け止めてよいだろうか。

アクティブラーニングは、授業におけるなんらかの特定の「型」ではなく、授業改善の視点である。し

たがって、意見発表、意見交換等の「型」において、生徒が高い評価したとしても、必ずしも思考力・

判断力・表現力を育成する適切な授業指導になっているかは不明である。そこは注意すべきである。

さて、次年度以降、次の４点を重点的に取り組んでいきたい。

第一に、学習指導案の「単元の目標」「生徒観」「教材観」を重視したい。個々の授業において、マニ

ュアル的に指導方法が得られるものではないことを、アクティブラーニングは示唆している。目標達成

に向け、対象生徒と教材をよく理解したうえでこそ、生徒の学びを支援する適切な指導案ができるもの

と考える。

第二に、カリキュラムマネジメントの視点からの授業改善を行いたい。個々の授業をこれまで以上に、

大きな視野から見つめ、年間指導計画では、教科横断的に他教科を意識し、また、各単元のまとまりの

中で育成する資質や能力を考えることが「主体的・対話的で深い学び（ＡＬ）」の実践では欠かせない。

第三に、探究力・協働力（思考力・判断力・表現力）をどのように評価するかを研究したい。

第四に、 の積極的活用を着実に進めていきたい。中高一貫教育校として探究型授業を進めていく

本校にとって、 の充実は教育環境インフラ整備として重要である。思考力、判断力、表現力を効果

的に育むツールとしてのみならず、 を活用して、授業改善の時間及び教師が生徒と向かい合う時間

を増やすことができると考える。
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高校 第１学年Ｃ組 国語総合 学習指導案

日 時 平成２８年１０月２８日（金）

授業者 加賀屋 俊 悦（Ｔ１ 高 校）

志 田 裕 子（Ｔ２ 中等部）

場 所 秋田南高校 １年Ｃ組教室

平和へのグローバルシンキング～オバマ・スピーチに関する社説の比較読み～１ 単元名

２ 単元の目標

（１）身の回りにあるメディアに関心をもち、情報を進んで得ようとする 【関心・意欲・態度】。

（２）論理の展開、語句や表現の仕方などに着目し、二つの社説の主張の違いを読み取ることが

できる。 【読むこと】

（３）文や文章の組み立て、語句の意味や表現の仕方などを理解し、語彙を豊かにすることができ

る。 【知識・理解】

３ 生徒と単元

（１ 《生徒の実態》男子２３名 女子１７名 計４０名）

活発にグループでの話し合い活動ができ、発想の広がりや深まりが期待できるクラスである。

自分たちで役割分担をして話し合いができ、グループの意見のまとめ方にも習熟してきた。４人

グループだが、やや受け身に活動する生徒も見られる。国語の成績は学年で下位であるが、グル

ープや学級での学習をリードする姿勢の生徒が育ってきており、話合いによって読みを深め合い

たい。

広島・長崎での核兵器の使用、その後の核兵器廃絶をめざす世界の動きについて、生徒自身は

多くの知識を持ちえていない。長文の論説文の読解を好んでいるとはいえないが、オバマ・スピ

ーチのもつ意義を考えることで、全世界規模の解決し難い課題に取り組んでいくための関心・意

欲・態度を育てたい。またグループ活動を通じて、読みを広げ、深めていくことを実感させるこ

とが必要とされる生徒たちである。

（２ 《本単元（教材）について》）

、 （ ） 。本単元で使用するオバマ・スピーチは ５月２８日 土 秋田魁新報に掲載されたものである

今年の５月にオバマ米大統領広島訪問は、世論調査でも多くの人々にその意義は高く認められ、

一方でその核兵器廃絶の課題の困難さも論じられてきた。マスコミの報道、新聞紙上での特集も

多く出された。オバマ・スピーチに関連する様々な新聞記事は、校内のＮＩＥコーナーに掲示し

ている。オバマ・スピーチの理解を深めるために生徒に自由に情報収集する時間を確保する。

さらに、５月２８日に掲載された朝日新聞と読売新聞との社説の比較を取り入れる。出来事に

ついて、新聞社としての考え方を示したり、意見を主張したりするのが社説である。生徒のとら

え方と比較する意味でも、また出来事の全体像を把握するためにも、数社の社説と出会わせるこ

とは有効であると考えている。論理の展開、見出しや語句、表現の仕方等に着目して、二つの社

説の主張の違いを読み取ることで、自分のとらえていたオバマ・スピーチの意味等について、さ

らに考えを深めたり広げたりすることにつながると考えている。

（３ 《 １ （２）を受けた、本単元の指導について》）（ ）、

本単元の導入では、中等部生から高校生への問いを紹介する。中等部の生徒が、家庭学習ノー

トにオバマ氏の広島訪問を取り上げ、自分なりにオバマ・スピーチへの感想をまとめてきた。そ

して 「高校生の皆さんは、このスピーチをどのように読みますか 」という問いかけをした。こ、 。

れを受け、中等部生に高校生として考えたことを発信しようということで本単元をスタートさせ
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る。中等部生へ分かりやすく自分の考えを伝えるというゴールを設定することは、オバマ・スピ

ーチを読み解く大きな意欲付けとなると考える。また、多くの生徒は、前単元で随想「少女たち

の『ひろしま （梯久美子）を読み 「自分たちも『広島』のことや『原爆 、そして『平和』に』」 、 』

ついて考えなければならないと思う 」という感想をもっている。前単元の学習も、本単元の学。

習内容への関心や意欲を高めることへつながっている。

オバマ・スピーチは英文で語られ、新聞に掲載された翻訳は各社で微妙な差異がある。英語で

スピーチの論旨を理解する力も求められるわけだが、長文の日本語翻訳文でも、言葉の力を信じ

るオバマ氏の強いメッセージ、聴衆に訴えかける文学的な表現は伝わってくる。様々な政治的な

制約の中で選ばれた言葉で綴られた演説原稿は、分量に圧倒されながらも読み抜く価値がある。

さらに、オバマ・スピーチを深く理解できるよう、論調が微妙に異なる二つの社説を比べる。

もちろん、どちらの論調が正しいか否かではなく、見出しや語句、表現の仕方等に着目し、本文

記事を根拠にその違いを読み取ることがねらいである。社説の見出しは、本文の内容の要約であ

り、教材となる二つの社説の見出しは、違いがある。本時では、見出しの違いに着目して、二つ

の社説の主張の違いに気付かせていきたい。

授業では、グループでの話し合いの時間を確保し、全体での話し合いの場面でも適宜グループ

で話し合い、意見交換ができるようにする。

本校は、ＳＧＨの実践校として、グローバルリーダーとしての発言や行動が求められている。

国語科では、社会の動きを知る手段として、新聞を読むことを勧めている。本単元の学習を通し

て、社会の中では様々な考え方があることを理解すると同時に、グローバルな課題について、今

後も意欲をもって考え、行動する意識を育てていきたい。

（総時数５時間）４ 全体計画

時 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 評 価

・オバマ・スピー ・オバマ・スピーチ ・関連する情報 進・中学生の感想を提示

チを読み、その を読み、グループ んで得ようとしてし、中学生の読みの

１ 意味について自 や全体で感想交流 いる。視点を確認する。

・オバマ・スピーチに 【関・意・態】分の考えをまと をする。

・ ・オバマ・スピーチ ついて、より理解を （観察・ノート）めることができ

の意義や評価を報 深めることができる ・文章構成、語句のる。

２ じた新聞記事等の よう、関連する新聞 意味や表現の仕方

情報を集め、オバ 記事等を準備してお 等を理解している

マ・スピーチの理 く。 【知識・理解】

解を深める。 （ノート・シート）

論理の展開、語句・オバマ・スピー ・数社の社説・記事 ・分からない漢字や ・

や表現の仕方等にチを論じた社説 を読み比べる。 語句等については

着目し、二つの社を比較して読み ・社説の論理の展開 辞書で調べるよう、 、

説の主張の違いを３ その主張の違い 見出しや語句、表 助言する。

着目 した社説本文 読み取っている。を読み取ること 現等に着目して、 ・

・ や根拠を全体で共有 【読むこと】ができる。 主張の違いを個で

できるように、読み （発表・ノート・読み取り、グルー

４ 取ったことをまとめ ホワイトボード）プで交流し合う。

るホワイトボードを

本 準備し、グループの

時 話し合いをまとめる

よう助言する。
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・オバマ・スピー ・中学生に伝えるこ ・グループや全体で ・オバマ・スピーチ

チの意味につい とを目的に、これ の話し合いから読 の意味にとどまら

て自分の考えを まで読んだ情報を み深めたことを、 ず、自分自身の問

５ まとめることが もとにオバマ・ス 最初の時間に書い 題として、意見を

できる。 ピーチの意味につ た文章に取り入れ まとめている。

いて自分の考えを て推敲するよう助 【関・意・態】

まとめる。 言する。 （発表・シート）

（本時 ４／５時間）５ 本時の計画

（１）本時のねらい

・論理の展開、語句や表現の仕方などに着目し、二つの社説の主張の違いを読み取ることが

できる。 【読むこと】

（２）学習過程

過 生 徒 の 学 習 活 動 学習 教 師 の 支 援 評価規準

※囲みは本時のめあて （評価の方法）程 形態

全体 ・本時の学習課題が明らかに１ 前時の学習を振り返る。

導 入 なるよう、前時で気付いた

二つの社説の違いについて

確認する。

２ 本時のめあてと学習の流れ

を確認する。 ・着目した社説本文や根拠を

全体で共有できるように、

・二つの社説の主張の違いを 読み取ったことをまとめる

読み取ろう。 ホワイトボードを準備し、

グループの話し合いをまと

３ 各グループで、二つの社説 めるよう助言する。 ・社説の論理の展

の違いの根拠について提案理 ・各グループで、根拠とした 開、語句や表現の

展 開 由をまとめる。 本文については、黒板に掲 仕方などに着目しグループ

示し、全体で吟味し合える 二つの社説の主張
↓

よう、掲示資料として準備 の違いを読み取っ

全体 しておく。 ている。

【読むこと】

・各グループの発表の相違点 （発表・ノート・４ 各グループで読み取った

に着目して聞くよう、助言 ホワイトボードことを伝え合い、全体で吟味

する。し合う。

・自分の学びを整理すること５ 本時の学習を振り返る。

ができるよう、振り返り
まとめ

個

の 時間を十分確保する。

＊本時は、ＴＴで行う。Ｔ１加賀屋は、社説読解に必要な全体助言やグループでの話し合いの支援

を行う。Ｔ１志田が、授業全体を進行する。
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（３）指導の目標達成のための工夫

生徒は、グループでの学習には意欲的である。それぞれの意見の相違に着目して、自分の意見

、 。 、 、 、や考えを更に深めたり 広げたりする姿が見られている 本単元は 論理の展開 見出しや語句

表現の仕方などに着目し、それぞれの社説の主張の違いを読み取ることがねらいである。社説を

読むことが初めてという生徒もおり、個人差が大きい。そこで、個で本文を根拠に筆者の主張を

読み取った後で、グループ・全体という話し合いをし、協働的な学びを位置付けることで、より

確かな読み、深まりのある読みにつながると考えている。

６ 分科協議会記録

日時：平成２８年１０月２８日（金） 場所：高校２年Ｄ組教室

指導助言者：秋田県総合教育センター 熊谷禎子 主任指導主事

（１）教科としてのアクティブラーニングや授業改善の取り組み

授業における話し合い活動は目的でなく手段であり、学びの場で考えを深化させることを重視し

ている。その場だけでなく、次にもその考え方を使えるように学ぶことが必要ととらえている。

（２）授業者から

・ 志田）中高一貫校の特色を生かすとともに、いろいろな文章を読ませるためＮＩＥを取り入れ、さら（

。 「 」にＳＧＨとしてグローバルな視点を持たせたいと考えた 授業で梯久美子の随想 少女たちのひろしま

を扱っただけでなく、ＴＴを組んでいる加賀屋先生が今夏広島を訪れ、また来年修学旅行で生徒たちが

、 、 。 、広島に行くこともあり 広島との縁があると感じたことも 教材を選定した理由のひとつである また

言語だけでなく、世界に目を向け関心を持つ態度も育てたいと考えた。

高校の授業で作らせた「羅生門」のパンフレットを中学生に見せたところ 「すごい」と尊敬する声、

が上がった。今回は中学生が家庭学習でオバマスピーチへの感想を書いてきたことに対し、高校生だっ

たらどのような感想を抱くか、また中学生の感想に対しどのような意見を持つかと考えて単元のスター

トを切った。グループで話し合いをさせたが、期待していたような意見がなかなか出なかったので、授

業者から「転換点」と「再起点」の違いや〝「 」〟の意味について揺さぶり質問をした。

・ 加賀屋）生徒はふだん社説を読まないし、大人でも見出しくらいしか読まない状況なので、まず見出（

子どもしについて、その違いはどこからくるのか、国語なので言葉にこだわって考えさせたかった。

たちは社会事象に関する知識が不足しているので、関心を持ってほしい。社説の読み違えが出てき

たのを拾いきれず残念だった。生徒自身が自分たちの成長を確認しながら読めたのはよかった。

（３）研究協議

・ 埼玉・近藤）今日の授業では生徒たちが意見を交わし合いながら変わっていっているのがすばらしい（

と思った。これまでの指導計画や、どれくらいグループ学習をやってきたのかを知りたい。

→（加賀屋）本校の国語総合は４単位なので訓練する機会はなかなか取れないが、他教科での積み

重ねがある。同じグループなので、役割がある程度決まっており、うまく機能している。

→（志田）秋田では小・中学校でもグループ学習を経験してきている。高校入学後も「羅生門」で

グループ学習を行っており、そのときの成功体験が今回の学習につながった。

・ 横手・古谷）他の班の内容を受け、相違点をしっかりつかまえて発表することができていたが、発表（

のしかたはどのように指導しているか。

→（加賀屋）対比点を把握させる指導をしている 「何を書いていないか」に気づけるようになっ。

たのが成長。グループの中で慣れている子が率先し、互いに磨き合っている。発表者の方を向く、

皆のほうを見て発表するといったこともきっちり指導している。
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→（志田）高校生を相手にしているので細かくは言わないが、対比点や根拠を明確にするなどの指

示をはっきりしている。

・ 能代松陽・小野）述語を意識させることが大事と思った。生徒は吟味する力が高く、言語感覚も（

鋭い。ふだんどのように育てる意識を持ち、手立てを講じているのか。

→（志田）比較することが一番良い。今回のように比較して考えさせることを積み重ねている。

→（加賀屋）意図的に比較させることが必要 「転換点」と「再起点」についても、生徒は初め同。

じではないかと言っていたが、だんだん気づいてきた 「段階的」と「ゆっくり」が違うことにつ。

いても同様である。授業者が、違いの分かるものを見つけてきて与えることが必要である。

・ 埼玉・関）ＡＬへの取り組みについて、学校の定義と今日の授業との関連を見ると、そのとおり（

に進んでいる。ここからさらに深めていかなければならないところとして、生徒の手が積極的に挙

がらないことに対してどうやれば良いかということがある。定化されたグループは役割が決まるこ

とで、言う生徒と言わない生徒が出てくる。言わない生徒、すなわち活動してはいるが伝えていな

い生徒が伝えることが必要。授業者から揺さぶり質問があったが、この学校であれば生徒が自分た

ちで気づけたのではないか。

→（加賀屋）一番難しいのは、生徒が自分で課題を見つけることであり、今はまだトレーニングし

ないとできない。発言についても場数を踏むことが必要。言語環境も含めた環境づくりが求められ

る。発言力は国語に期待されるところも大きい。科で考えながら進めていきたい。

→（志田）グループ４人の主張をまとめてホワイトボードに書くのも時間がかかった。個人で良い

意見を出しても、グループで話し合う中で消えることもある。だから揺さぶり質問も大事。確かに

話す生徒話さない生徒はいるが、話すことが嫌な生徒もいる。無理して話すより、深い学びでその

。 。 。生徒が変容することが大事 苦手な生徒も単元によっては活躍できる そういう単元の開発も必要

・ 埼玉・大浦）生の文から国語の知識を拾ってくることができるのは魅力的。それを一般化し生徒（

に落とし込むのか、ＡＬのなかで自然に身に付けさせるのか。最終的に教師の働きかけはどのよう

にするのか。

→（志田）文法は中学校でやっていること。〝「 」〟の働きが強調とは違うということには生徒

が自分で気づいたし、本文を根拠に説明することもできた。

→（樽田）常に活動的である必要はない。緩急をつけることも大切。

（４）指導助言

チームとして取り組んだ実践であり、発問も効果的だった。一つのことをいろいろな観点から深

く考察することで、思考力が鍛えられた。県では「問いを発する子」の育成を重視しており、小中

高の指導の指針の重点にもなっている 「課題の発見」と「伝え合う力」の育成は、県内どこの学。

校に行っても取り組みが行われており、南高の授業もそこが基盤にある。

これからどのように深めていくかが課題であるが、振り返りや吟味をどれだけできるかが重要。

振り返りの起点はある程度教師が出さなければならない。特に高１段階では教師からの働きかけが

必要。それが後に自らの課題発見につながる。

グループ学習で自分は何を発見し気づき分かったかが大切。今回の学びは次につながる、役立て

ることができる。

、 。 、生徒は細かいところにささるが 教師はそれを受け止め俯瞰させることが必要 今回の授業では

社説の見出しについて 「あまり変わらないよね」という状態から変わった。生徒の振り返りにも、

。 、 。その変化が残っている 生徒にどんな力をつけたいか チームとしてこれからも取り組んでほしい
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高校 第２学年 組 地理歴史科（地理 ）学習指導案

日 時 平成２８年１０月２８日（金） 
授業者 清 野 太 門（T1）  

三 浦 義 則（T2） 
場 所 地理歴史科講義室（三階） 

１ 単元名

現代世界の系統地理的考察 イ 資源・産業

～ １ 農業から見た世界 ～

２ 単元の目標

（１）世界の農業に関する諸事象の分布や動向などに関する考察を基に、世界の農業に対する関心と課題意識を高

め、それを意欲的に追究し、捉えようとしている。   【関心・意欲・態度】 
（２）世界の農業について、分布や動向などを多面的・多角的に考察し、その過程や結果を適切に表現している。

【思考・判断・表現】 
（３）適切に選択した情報を基に、世界の農業について読み取ったり図表などにまとめたりしている。 

【資料活用の技能】 
（４）世界の農業について、系統地理的に捉える視点や考察方法を理解し、その知識を身につけている。 

【知識・理解】 
３ 生徒と単元

（１）《生徒の実態》

男子２９名女子１０名 計３９名 
理系学部への進学を志望する生徒から成り、ほとんどの生徒が部活動に所属しているため家庭での学習時

間は少ない。４月当初と比較すると、他者を思いやりながら協働して学習する姿勢が醸成されつつあり、ア

クティブ・ラーニングによる学習を心地よく捉えている生徒が増加している。しかしながら地名や地理用語

を記憶すること、板書をきれいに書き取る学習活動を好む生徒も多くみられ、進路・受験指導の場面では、

社会科や地理歴史・公民科は「暗記科目」であるという風潮も根強い。そのため課題や問題の解き方、地理

的な見方・考え方についての指導を心がけてきた。また聞いたことをメモすること、グループで話し合いな

がら課題を解決すること、大勢の前で効果的に表現することについては今後の一層の指導が必要と考えられ

る。昨年度、生徒は学校設定科目「国際探究Ⅰ」のなかでも農と食について探究活動を実施している。 
（２）《本単元について》

この大項目は、自然環境、資源、産業、人口、都市・村落、生活文化、民族・宗教に関する諸事象につい

て、それぞれの事象の分布やまとまりに見られる空間的な規則性、傾向性とその要因などに着目して系統地

理的に考察させるとともに、そうした諸事象と関連しながら生起している、環境、資源・エネルギー、食料、

人口、居住・都市、民族、領土問題といった現代世界の諸課題について、地球的視野から理解させることを

主なねらいとしている。 
また、この中項目は、経済地理学などの成果を踏まえて学習の内容と方法を工夫し、世界の資源・エネル

ギーや農業、工業、流通、消費などに関する諸事情を取り上げ、その分布や動向などについて考察するとと

もに、世界の資源、産業と関わりの深い現代世界の資源・エネルギー、食料問題を大観させることを主なね

らいとしている。 
（３）《（１）、（２）を受けた本単元の指導について》

 農林水産業のみならず高校地理の基本的な目標は、ある地域の自然的・人文的性格を系統的に記述し、分
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析し、解釈することによって、変化する世界を理解しようとすることである。 
これまで GIS データの教材化をはじめとした ICT 機器の利活用について研究してきた。また中等部社会

科（中学１年）の授業展開をモデルとしながら授業改善を行っている。進学校である本校の生徒の能力に合

わせ、国名や都市名などの地名表記はできる限り英語を使用し、授業内で使用する資料はセンター試験や入

試問題で使用された資料を活用している。 
本時では、中学段階での既習事項や高校で習得した知識をベースとしながら、日本の食料自給率をどうす

ればよいのか考えさせたい。そのためにアクティブ・ラーニングの要素を取り入れ、協働し多様な考えに触

れながら探究していくことにより、グローバル化がますます進展する農業や食料をめぐる諸課題について、

解決方法に近づいていけると考える。 
 
４ 全体計画（総時５数間）

時 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の指導ポイント 評価 

１ 
 
 
 

・農業地域の形成条件

を、自然条件と社会

的・文化的条件に関連

させて説明できる。

・資料「作物の栽培の限界」

を読み取り、農業地域の形成

条件について考える。・焼畑、

遊牧、オアシス農業が人口の

希薄な地域で行われている

ことを確認する。 

・農業地域区分と人口分

布の図を提示し比較させ

ることで、焼畑、遊牧、

オアシス農業が人口希薄

な地域で行われているこ

とに気づかせる。 

・農業地域の形成条件

を、自然条件と社会

的・文化的条件に関連

させて説明することが

できる。

【知識・理解】（記述）

２ 
 
 

・アジアの伝統的な稲

作と畑作について説

明することができる。

・資料「アジアの農業地域区

分とモンスーン」を読み取

り、伝統的な稲作と畑作がモ

ンスーンと関連しているこ

とに気づき、土地生産性や労

働生産性について考える。 

・自然環境と栽培条件を

関連づけて空間領域を把

握させる。 
・食文化にみられる地域

的な差異について追究さ

せる。 

・アジアの伝統的な稲

作と畑作について説明

することができる。【知

識・理解】（記述）

３ 
 
 
 
 

・地中海式農業、混合

農業、酪農、園芸農業、

プランテーション農

業について説明する

ことができる。

・地中海式農業、混合農業、

酪農、園芸農業、プランテー

ション農業の発達について

時系列から考える。 

・農業形態の進化につい

て通史的な視点から考え

させる。 
・野菜の流通からみたグ

ローバル化の進展につい

て着目させる。 

・地中海式農業、混合

農業、酪農、園芸農業、

プランテーション農業

について説明すること

ができる。 
【知識・理解】（記述）

４ 
 
 
 
 

・企業的な農業につい

て比較・考察すること

ができる。

・穀物と肉類を事例に世界農

業の動向について考察する。 
・中学校で学習済みのセ

ンターピボットやフィー

ドロットの景観写真を提

示することで、関心を高

める。 

・企業的な農業につい

て比較・考察すること

ができる。

【資料活用の技能】（観

察・記述）
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析し、解釈することによって、変化する世界を理解しようとすることである。 
これまで GIS データの教材化をはじめとした ICT 機器の利活用について研究してきた。また中等部社会

科（中学１年）の授業展開をモデルとしながら授業改善を行っている。進学校である本校の生徒の能力に合

わせ、国名や都市名などの地名表記はできる限り英語を使用し、授業内で使用する資料はセンター試験や入

試問題で使用された資料を活用している。 
本時では、中学段階での既習事項や高校で習得した知識をベースとしながら、日本の食料自給率をどうす

ればよいのか考えさせたい。そのためにアクティブ・ラーニングの要素を取り入れ、協働し多様な考えに触

れながら探究していくことにより、グローバル化がますます進展する農業や食料をめぐる諸課題について、

解決方法に近づいていけると考える。 
 
４ 全体計画（総時５数間）

時 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の指導ポイント 評価 

１ 
 
 
 

・農業地域の形成条件

を、自然条件と社会

的・文化的条件に関連

させて説明できる。

・資料「作物の栽培の限界」

を読み取り、農業地域の形成

条件について考える。・焼畑、

遊牧、オアシス農業が人口の

希薄な地域で行われている

ことを確認する。 

・農業地域区分と人口分

布の図を提示し比較させ

ることで、焼畑、遊牧、

オアシス農業が人口希薄

な地域で行われているこ

とに気づかせる。 

・農業地域の形成条件

を、自然条件と社会

的・文化的条件に関連

させて説明することが

できる。

【知識・理解】（記述）

２ 
 
 

・アジアの伝統的な稲

作と畑作について説

明することができる。

・資料「アジアの農業地域区

分とモンスーン」を読み取

り、伝統的な稲作と畑作がモ

ンスーンと関連しているこ

とに気づき、土地生産性や労

働生産性について考える。 

・自然環境と栽培条件を

関連づけて空間領域を把

握させる。 
・食文化にみられる地域

的な差異について追究さ

せる。 

・アジアの伝統的な稲

作と畑作について説明

することができる。【知

識・理解】（記述）

３ 
 
 
 
 

・地中海式農業、混合

農業、酪農、園芸農業、

プランテーション農

業について説明する

ことができる。

・地中海式農業、混合農業、

酪農、園芸農業、プランテー

ション農業の発達について

時系列から考える。 

・農業形態の進化につい

て通史的な視点から考え

させる。 
・野菜の流通からみたグ

ローバル化の進展につい

て着目させる。 

・地中海式農業、混合

農業、酪農、園芸農業、

プランテーション農業

について説明すること

ができる。 
【知識・理解】（記述）

４ 
 
 
 
 

・企業的な農業につい

て比較・考察すること

ができる。

・穀物と肉類を事例に世界農

業の動向について考察する。 
・中学校で学習済みのセ

ンターピボットやフィー

ドロットの景観写真を提

示することで、関心を高

める。 

・企業的な農業につい

て比較・考察すること

ができる。

【資料活用の技能】（観

察・記述）

５ 
本

時 
 
 

・日本の食料自給につ

いて意欲的に追究で

きる。 
・日本の食料自給はど

うあるべきか自分の

考えを説明すること

ができる。

・食事から食料輸入の現状を

捉えて、日本の食料自給のあ

るべき姿について考える。 

・日常生活における食事

メニューから日本の食料

自給はどうあるべきかを

考えさせる。 
・TPP をめぐる最新の動

向についても引き出す。 

・日本の食料自給につ

いて意欲的に追究でき

る。 
【関心・意欲・態度】（観

察） 
・日本の食料自給はど

うあるべきか自分の考

えを説明することがで

きる。 
【思考・判断・表現】 
（記述・観察）

５ 本時の計画（本時 ５ ／５ 時間） 
（１）指導の目標

・日本の食料自給について意欲的に追究できる。 【関心・意欲・態度】 
・日本の食料自給はどうあるべきか自分の考えを説明することができる。 【思考・判断・表現】  

（２）学習過程

過 程 生徒の学習活動 学習 

形態 

教師の支援 評価の規準 

【評価の観点】 

（評価の方法） 

導 入 

８分 

（つかむ）

（ の り だ

す） 

 

１ 日常生活における食事メニューから

食材を列挙する。 

 

２ 国内生産のみの食事メニューと日常

生活における食事メニューを比較する。 

【本時の目標】日本の食料自給はどう

あるべきか自分の考えを説明できる。  

 

一斉 

個 

協働 

・写真を提示して具体的なイメー

ジをもたせる。（T１） 

・生徒の発言から食材の事例を板

書する。（T２） 

・図の読み取り方を補足する。（T

１） 

 

 

展 開 

３７分 

（ 追 究 す

る） 

 

 

（深める） 

３ 日本の食料自給が低下した理由を確

認する。 

 

 

４ 自分の考えをまとめる。 

５ グループで話し合い、その結果を発表

する。  

一斉 

 

 

 

個 

協働 

・生徒から意見がでない場合は教

師が説明する。（T２） 

（例）国内農業政策、食生活の変

化、貿易、農業大国の戦略等。 

・日本の食料自給はどうあるべき

か意思決定を求め、話し合いの結

果を発表させる。 

・観察する班を分担する。 

・発表の内容を板書する。（T２） 

日本の食料自給について

意欲的に追究している。 

【関心・意欲・態度】 

（観察）

日本の食料自給はど

うあるべきか自分の

考えを説明している。

【思考・判断・表現】 

（記述・観察）
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まとめ 

５分 

（ ま と め

る） 

６ 本時の学習内容を振り返り、整理す

る。 

個   

（３）指導の目標達成のための工夫

グローバル化がますます進展する農業や食料自給をめぐる諸課題について多面的・多角的に考えさせるため、

解答のない課題に挑戦させ、多様な考えに触れながら探究させることを試みた。 
６ 分科協議会記録

日時 平成２８年１０月２８日（金） 場所 高校２年Ｂ組教室

指導助言者 高校教育課 勝又貞臣 指導主事 
（１）教科としてのアクティブラーニングや授業改善の取り組み

ＡＬの試みも頻繁に行われるようになり、授業アンケートの生徒評価にもそのことが反映されてきた。高校教

員も中等部教員の授業を参観して、自らの授業に活かしている。手探りで、ジグソー法などのＡＬの手法をとり

あえず行ってみる、といったことから始まったが、研修会などを通じて、大切なことはＡＬの形式、型ではなく、

生徒が深い学びに至っているか、生徒の変容を促しているか、生徒の頭脳が活性化しているか、ということだと

わかった。単にＡＬの形式、型を踏襲すればよいのではないのだ、ということを学んだ。 
実践してみて、一つの壁は、膨大な知識の習得とＡＬをどう両立するか、ということである。知識の裏付けの

ない思考力、判断力、表現力はないと考える。そこで、プロジェクターを用いて授業進行を早めるなどの取り組

みも開始した。また、答えのない問いかけをして、個人で考えたのちに、グループで討議し、発表させるという

ことを行ったりしている。最近では、中世ヨーロッパの学習で「ジャンヌダルクは神の声を聞いたのか」という

問について考えさせたが、非常によかったと思う。 
（２）授業者から

・ＩＣＴの活用を積極的に取り入れ、わかりやすい授業を心がけている。また高校入試の答案を見ていると、秋

田型探究学習の成果が表れているように思う。高校も授業改善が必要だと考えている。本校は進学校なので、

大学入試レベルの問題を取り入れてアクティブラーニングに取り組んだ。（清野） 
・今回の授業は、進度の関係でこの「農業から見た世界」になり、本校のＳＧＨのテーマとたまたま合致する分

野となった。アクティブラーニングが先にありき、ではなく、授業やＳＧＨの目標を達成するためのアクティ

ブラーニングを目指した。様々な意見があり、自分の意見と異なる意見についても傾聴し、考えていく姿勢が

大切と考え、そのような授業を目指した。（三浦） 
（３）研究協議

Ｑ１．・現社の農業に関わる分野を、１年次で既習しているのか。それとも地理Ｂの授業で事前に触れ 
Ｑ１．・ていたのか。（由利：斎藤） 
Ａ１・１年次の現社はＳＧＨの特例により１単位しかないので、かなり内容は精選している。今日の授業関連し

ているところは、現社でも触れ、地理Ｂでも２時間くらい前に学習している。（清野） 
Ａ１・地理Ｂの農業に関する授業はほぼ終わっている。その知識を正しい用語で活用・統合するのが今日の授業

Ａ１・だった。（三浦） 
Ｑ２．・ＴＴやグループ活動は毎時間行っているのか。（由利：斎藤） 
Ａ２．・ＴＴは中１の社会と高１の現社で毎時間実施。（清野） 
Ａ２．・グループ活動は毎時間ではないが、アクティブラーニングが効果的な分野では取り入れている。２年生 
Ａ２．・の日本史Ａでは、米国の留学生が来たときに行った。（三浦） 
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Ａ２．・の日本史Ａでは、米国の留学生が来たときに行った。（三浦） 

Ｑ３．・毎回自分の授業では課題の設定に苦しんでいる。今回の課題は「食料自給率はどうあるべきか」というこ

とで、抽象的でハードルが高いと感じた。この課題は何を意識して、このレベルに設定したのか。（不動岡：

青木） 
Ａ３．・我々も毎回悩んでいる。逆にこちらが伺いたいくらいである。他校・他県の先生方からアドバイスをいた

だけるとありがたい。（清野・三浦） 
・政治・経済でジグソー法を実践しているが、観点を与えて、考え方の流れを示すようにしている。しかし

生徒の発言がそぐわないこともしばしばある。（不動岡：青木） 
・埼玉県では知識構成型ジグソー法に取り組んでおり、この分科会にも実践者が参加している。今日の授業

の感想も含めて、埼玉県の教員から発言させていただきたい。（埼玉県教育局：浅海） 
・地歴でＴＴの授業を初めて見て、新鮮だった。プロジェクターの利用で非常に効率が良いと思った。本校

もＳＧＨに指定され、ジグソー法に基づいて日本史の教材を作っている最中である。やはり課題設定で悩

んでいる。（浦和一女：高相） 
・自分は日本史が専門で、ジグソー法を実践中。解釈型歴史学習もアクティブラーニングの一種として取り

組んだ。今日の授業は生徒が設定された３つの条件に従って、意見をぶつけ合わせるという点が面白かっ

た。また独りで考える時間、みんなで話し合う時間、みんなで意見を聞く時間、と生徒の動きが明確に分

けられていた点が良かった。（蕨：磯部） 
・自分は課題を設定するときに、答えがないもの、になるようにしている。今日の授業で、生徒に発表させ

る際に、「答えは何でもいいんだよ」と声かけをしていたのが面白かった。生徒もあれで答えを言いやす

くなったのではないか。（川越：水村） 
Ｑ４．・ＴＴの進め方がとても滑らかだったが、分担はどうやって決めているのか（川越：水村） 
Ａ４．・あまりはっきりとは分けていない。一人が板書しているときには、一人が生徒を見ていたり、グループ活

動の際には、半分ずつ担当したりしている。（清野）・ＴＴの我々のコンセプトは「生徒に背を向けない」

こと。それによってアクティブラーニングの効果も上がっている。（三浦） 
・地歴のＴＴはなかなか実践を見ることがないので、新鮮だった。アクティブラーニングでは生徒の観察が

重要なので、二人がよく分担していたと思う。またスライドの色使いも良かった。ワークシートへの書き

込み方で、生徒の考えが広がっていくのが目に見えて分かるようになっていたのにも感動した。発問をも

とに生徒の発言を引き出すのはうまいと思ったが、その発言をもとにもっと生徒の思考を深める工夫がま

だ色々とできるのではないかと思った。（埼玉県教育局：小林） 
Ｑ５．・なぜ、「自給率低下もやむなし」という意見が、生徒から出てくると思っていたのか。（埼玉県教育局：小

林） 
Ａ５．・前の授業からの予想だった。しかし、生徒が緊張してだめだった。（三浦） 
（４）指導助言

冒頭の資料提示からの導入、展開が良かった。生徒の学びを引き出す流れだった。今後も進学校としてのアク

ティブラーニングの形を模索してほしい。ただ、生徒の発表の声がもう少し大きくても良かった。大勢の人の前

で話すという緊張を乗り越えてこそ、グローバルリーダーだと思うので、日常的にトレーニングしていって欲し

い。深い学びに到達しているか、生徒の変容を促しているか、生徒の頭脳が活性化しているか、をきちんと見取

ることが我々の仕事である。１時間の終わりにそれをきちんと評価していることが大切。また教師は生徒の学び

に関するプロデューサー、コーディネーター、ファシリテーターであり、進学校では学問の奥深さ、真髄を見せ

るプロフェッサーの側面も必要である。しかし根っこの部分はティーチャーであるので、生徒の変容、成長をき

ちんと見取る、ということが重要であり、その部分を今後も意識して継続してほしい。なお、ＳＧＨの指定を受

けている島根県立隠岐島前高校の例を紹介する。町と一体化した学校活性化プロジェクトが評価されている。将

来島に戻って来たいという高校生が増えた。今後の参考にしてほしい。秋田南高校も、ＳＧＨを通して、グロー

バルな人材はもちろんだが、ぜひ秋田で頑張る、秋田を支える生徒を育ててほしい。 
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高校 第１学年Ｆ組 数学科（数学Ⅰ）学習指導案

日 時 平成２８年１０月２８日（金） 
授業者 佐藤 英徳（Ｔ１） 

牧井 太宏（Ｔ２） 
場 所 高校 １年Ｆ組教室 

１ 単 元 名 第３章 図形と計量 第２節 三角形への応用 ８ 空間図形への応用 
２ 単元の目標

（１）正弦定理，余弦定理を空間図形の計量に応用できる。 【数学的な見方や考え方】 
（２）測量や空間図形への応用では，適当な三角形に着目して考察できる。 【数学的な技能】 
（３）正四面体の体積の求め方を理解する。    【知識・理解】 

３ 生徒と単元

（１）《生徒の実態》

男子２２名 女子１７名 計３９名 
数学の成績については学年の中で平均的なクラスである。現在は数学Ⅰの「図形と計量」と，数学Aの「図

形の性質」とを並行して学習し，様々な図形の性質や公式に集中して取り組んでいるが，知識の習得に比重

が寄り，実例で確認する機会が少ない。また，立体の把握について，教具を用いず板書のみで錐体と柱体の

体積比について考察させる授業を行った際，対象となる立体を具体的にイメージして捉えることが難しく，

数学で学力上位とされる生徒でも苦労する様子が見られた。 
空間図形の諸問題に対し，イメージの獲得と問題解決のための手法の発見，さらに計算とその結果の検証，

解決の４段階にわたることから，生徒各々のつまづきの段階が異なることによる指導の困難が予想され，グ

ループワークによる協議や教え合い，全体化を適宜導入して対応する計画である。 
（２）《本単元について》

中学校で学習した三角形の相似について発展的に取り扱い，三角比の考え方を導入する。三角比の相互関

係や正弦定理・余弦定理，高さが与えられない三角形の面積や円に内接する四角形の面積が求められること

を目標とし，またそれらを空間図形へ応用する力の獲得を目指す。 
これらを通して，平面図形や空間図形を把握し，与えられた図形の中から問題の解決に必要な情報を取捨

選択する力や問題の解決に必要な数式を組み立てる力，また数式から得られた結果が図形のどの部分に反映

されるかを認識する力を養成する。 
これらの力は，数学Ⅱ「図形と方程式」「三角関数」，数学Ｂ「ベクトル」，数学Ⅲ「積分法」に通底する理

解力と応用力であり，そうした単元へ繋げる指導としても重要である。 
（３）《（１），（２）を受けた，本単元の指導について》

本時は，正四面体の体積を求めるために，正四面体の頂点から底面に下ろした垂線について長さを求める

ための方法について理解させたいと考えた。高さを含む切断面の三角形に着目する方法や正四面体の底面に

着目する方法など，生徒間で方針を協議し比較検討させる。 
立体のイメージ把握を困難とする生徒へは，教具で立体を具体的に見せることや，ワークシートで立体の

側面図や俯瞰図を考察させ，またグループワークで生徒同士の教え合いを取り入れることで，理解を促す。

また，正四面体の体積を求めるために立体のどこで高さを測ればよいか，切断をどの面で行うのが適切か，

これらの理由を言語化し表現できる深い理解を目指す。
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高校 第１学年Ｆ組 数学科（数学Ⅰ）学習指導案

日 時 平成２８年１０月２８日（金） 
授業者 佐藤 英徳（Ｔ１） 

牧井 太宏（Ｔ２） 
場 所 高校 １年Ｆ組教室 

１ 単 元 名 第３章 図形と計量 第２節 三角形への応用 ８ 空間図形への応用 
２ 単元の目標

（１）正弦定理，余弦定理を空間図形の計量に応用できる。 【数学的な見方や考え方】 
（２）測量や空間図形への応用では，適当な三角形に着目して考察できる。 【数学的な技能】 
（３）正四面体の体積の求め方を理解する。    【知識・理解】 

３ 生徒と単元

（１）《生徒の実態》

男子２２名 女子１７名 計３９名 
数学の成績については学年の中で平均的なクラスである。現在は数学Ⅰの「図形と計量」と，数学Aの「図

形の性質」とを並行して学習し，様々な図形の性質や公式に集中して取り組んでいるが，知識の習得に比重

が寄り，実例で確認する機会が少ない。また，立体の把握について，教具を用いず板書のみで錐体と柱体の

体積比について考察させる授業を行った際，対象となる立体を具体的にイメージして捉えることが難しく，

数学で学力上位とされる生徒でも苦労する様子が見られた。 
空間図形の諸問題に対し，イメージの獲得と問題解決のための手法の発見，さらに計算とその結果の検証，

解決の４段階にわたることから，生徒各々のつまづきの段階が異なることによる指導の困難が予想され，グ

ループワークによる協議や教え合い，全体化を適宜導入して対応する計画である。 
（２）《本単元について》

中学校で学習した三角形の相似について発展的に取り扱い，三角比の考え方を導入する。三角比の相互関

係や正弦定理・余弦定理，高さが与えられない三角形の面積や円に内接する四角形の面積が求められること

を目標とし，またそれらを空間図形へ応用する力の獲得を目指す。 
これらを通して，平面図形や空間図形を把握し，与えられた図形の中から問題の解決に必要な情報を取捨

選択する力や問題の解決に必要な数式を組み立てる力，また数式から得られた結果が図形のどの部分に反映

されるかを認識する力を養成する。 
これらの力は，数学Ⅱ「図形と方程式」「三角関数」，数学Ｂ「ベクトル」，数学Ⅲ「積分法」に通底する理

解力と応用力であり，そうした単元へ繋げる指導としても重要である。 
（３）《（１），（２）を受けた，本単元の指導について》

本時は，正四面体の体積を求めるために，正四面体の頂点から底面に下ろした垂線について長さを求める

ための方法について理解させたいと考えた。高さを含む切断面の三角形に着目する方法や正四面体の底面に

着目する方法など，生徒間で方針を協議し比較検討させる。 
立体のイメージ把握を困難とする生徒へは，教具で立体を具体的に見せることや，ワークシートで立体の

側面図や俯瞰図を考察させ，またグループワークで生徒同士の教え合いを取り入れることで，理解を促す。

また，正四面体の体積を求めるために立体のどこで高さを測ればよいか，切断をどの面で行うのが適切か，

これらの理由を言語化し表現できる深い理解を目指す。

４ 全体計画（総時数２時間） 

時 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の指導ポイント 評      価 

１ 
 
 

 

・空間における辺の長さ

や面積を求めることが

できる。

・空間に含まれる三角形 

に着目し求積する。 

 

 

 

 

 

・適切な三角形を抽出し，

正弦定理，余弦定理を 

応用できる。

【数学的な技能】

発表・提出課題

２ 
本時 

 

・正四面体の高さや切断

面に着目し，体積を求

めることができる。

・垂線の足や正四面体の 

高さが分かる切断面に 

着目して，体積を求め 

る。 

・適切な例示や教具の提 

示を行い，思考・検証 

を促す。 

・正四面体の体積の求め

方を理解している。

【知識・理解】

発表・提出課題

５ 本時の計画（本時２／２時間） 
（１）指導の目標

高さの求め方を工夫して，正四面体の体積を求める有効な方法を検討することができる。 
 
（２）学習過程

過 程 生 徒 の 学 習 活 動 学習 

形態 

教 師 の 支 援 評 価 の 規 準 

【評価の観点】 

（評価の方法） 

導入 

１０分 

（つかむ） 

(のりだす) 

 

 

１ 柱体と錐体の体積の求め方（中学で既

習）について確認する。 

２ 1辺の長さが2の正四面体を提示 

し，体積を求めるために必要な値を考 

えさせる。 

３ 目標を提示し，正四面体の高さを求 

める必要があることを全体化する。 
 

【本時の目標】 

高さを求める有効な方法を見つけ，正四

面体の体積を求めよう。 

一斉 
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展開 

３５分 

(追究する) 

 

 

 

 

 

４ 高さについて，教具で観察しながら協議

し，ホワイトボードにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 各班の協議内容を全体化する。 

 

 

６ 正四面体の高さに対する複数の求 

め方について，どの方法が求めやすいか

班ごとに協議し，その方針で求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 計算結果を確認し，共有する。 

協議 

(10分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一斉 

(5分) 

 

協議 

(10分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一斉 

(10分) 

 

・教具(半透明の正四面体の模 

型，切断できる正四面体型の

スポンジ)を観察させ，竹串

とカッターを用いて三角錐

の高さの測り方を協議させ

る。 

・教具に色を塗らせ，求める 

線分を共通理解させる。 

・机間指導で理解を援助する。 

・ホワイトボードに，高さの求

め方をまとめさせる。 

・プロジェクターでグループワ

ークの結果を全体化する。 

・班の方針により「底面班」 

と「断面班」に分け，ワー 

クシートを配布する。 

・机間指導で理解を援助する。 

・ホワイトボードに，高さの求

め方をまとめさせる。 

 

 

 

 

 

・プロジェクターで結果を全体

化する。 

 

・教具で立体を観察 

しながら仮説を立て 

ている。 

【数学的な見方や考え方】 

（協議・発表） 

・高さの求め方を協議 

し，工夫して解決に取 

り組んでいる。 

【関心・意欲・態度 】 

（協議内容・ 

ホワイトボード・発表） 

 

 

 

 

・教具で立体を観察しな 

がら仮説を立ててい 

る。 

【数学的な見方や考え方】 

（協議・発表） 

・高さの求め方を協議 

し，工夫して解決に取 

り組んでいる。 

【関心・意欲・態度 】 

（協議内容・ 

ホワイトボード・発表） 
 

底面の三角形の外心を

用いて高さを求められ

ることに気づく。

垂線を含む切断面を用

いて高さを求められる

ことに気づく。

まとめ 

５分 

８ 本時の検証結果を確認する。 一斉 ・授業を通してわかったこと，

課題解決のために参考になっ

た考え方を確認する。 

 

 
（３）指導の目標達成のための工夫

正四面体の高さを求める方法には，切断しその断面の三角形を用いる方法や，垂線が底面と交わる点が底面の
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展開 

３５分 

(追究する) 

 

 

 

 

 

４ 高さについて，教具で観察しながら協議

し，ホワイトボードにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 各班の協議内容を全体化する。 

 

 

６ 正四面体の高さに対する複数の求 

め方について，どの方法が求めやすいか

班ごとに協議し，その方針で求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 計算結果を確認し，共有する。 

協議 

(10分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一斉 

(5分) 

 

協議 

(10分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一斉 

(10分) 

 

・教具(半透明の正四面体の模 

型，切断できる正四面体型の

スポンジ)を観察させ，竹串

とカッターを用いて三角錐

の高さの測り方を協議させ

る。 

・教具に色を塗らせ，求める 

線分を共通理解させる。 

・机間指導で理解を援助する。 

・ホワイトボードに，高さの求

め方をまとめさせる。 

・プロジェクターでグループワ

ークの結果を全体化する。 

・班の方針により「底面班」 

と「断面班」に分け，ワー 

クシートを配布する。 

・机間指導で理解を援助する。 

・ホワイトボードに，高さの求

め方をまとめさせる。 

 

 

 

 

 

・プロジェクターで結果を全体

化する。 

 

・教具で立体を観察 

しながら仮説を立て 

ている。 

【数学的な見方や考え方】 

（協議・発表） 

・高さの求め方を協議 

し，工夫して解決に取 

り組んでいる。 

【関心・意欲・態度 】 

（協議内容・ 

ホワイトボード・発表） 

 

 

 

 

・教具で立体を観察しな 

がら仮説を立ててい 

る。 

【数学的な見方や考え方】 

（協議・発表） 

・高さの求め方を協議 

し，工夫して解決に取 

り組んでいる。 

【関心・意欲・態度 】 

（協議内容・ 

ホワイトボード・発表） 
 

底面の三角形の外心を

用いて高さを求められ

ることに気づく。

垂線を含む切断面を用

いて高さを求められる

ことに気づく。

まとめ 

５分 

８ 本時の検証結果を確認する。 一斉 ・授業を通してわかったこと，

課題解決のために参考になっ

た考え方を確認する。 

 

 
（３）指導の目標達成のための工夫

正四面体の高さを求める方法には，切断しその断面の三角形を用いる方法や，垂線が底面と交わる点が底面の

外心であることを用いる方法などがある。また，用いる三角形が同じでも，高さを求めるに至る過程が複数ある。

本時の授業では，模型を用いて立体を具体的に捉えさせ，グループワークを行うことで，どの方針，どの過程を

採るのがよいかを見立て，他の班員と協議させ，協働して解を導かせる。 
６ 分科協議会記録

指導助言者 秋田県総合教育センター 小松田哲也 指導主事 
（１）教科としてのアクティブラーニングや授業改善の取り組み

・各教員がアイディアを出しながら実践し、その後意見交換して作り上げていっている段階である。 
・今日の授業で行っていたホワイトボードを使ったり、席の座り方を工夫したりすることは今までやってきたこ

とをいかした部分である。 
・今日やったこと以外に、その日に扱うメインの問題について解けたら黒板に名前を書いていき、全員が解ける

ことを目指すということもやっている。このとき解けた生徒は解けていない生徒に教えるように指示している。 
（２）授業者から

・Ｔ１：佐藤（英） 
・なるべく教え込まないように意識した。 
・学力差があったとしても、全員が満足できる授業をしたいと考えている。今日の授業では、発見したことを班

員全員が納得できるよう教具を用意するなど工夫した。 
・一方で、教具を多くしすぎないようにも注意した。多すぎると生徒たちは何を使うかで悩んでしまい、本題の

議論に入れないこともあるためである。 
・ホワイトボードは協働性を意識して用意した。ノートやプリントより大きいホワイトボードであれば、全員が

議論に参加しやすいと考えた。 
・生徒の考えを全体で共有するために iPadを使った。 
・Ｔ２：牧井 
・４月に北海道から人事交流で秋田に来た。北海道では講義型の授業しかやってこなかった。秋田南高校に来て

ALを取り入れていくことになり、今までの授業観をすべて変えなくてはいけなくなった。 
・秋田市内でも授業研究会が今まで４回あった。また、本校の中等部の授業も見学させてもらった。その経験を

踏まえて、自分たちが取り入れられるものを探し、今回の授業を作っていきました。 
（３）研究協議

・＜質問１＞スポンジと竹串は、授業をつくる最初の時点で使おうと決めていたのか？それとも授業案を練って

いく中で出てきたアイディアなのか？ 
・＜答え１＞スポンジと竹串は最初の段階で使おうと決めていた。 
・＜質問２＞今日のような授業だけでは、「テストの答案を適切に書く」という力はつきづらいと思うが、答案を

書く力はどのように身に付けさせているのか。 
・＜答え２＞基礎学力を定着させるために課題を毎週課し問題を解く経験をさせている。また、学力が高い生徒

には入試問題や参考書の問題を扱う講習を行っている。そのような中で解答を書く力が身につくと考えている。 
・＜質問３＞１人の生徒が思いついたアイディアを全体に広めるためにはどのような工夫があるか。 
・＜答え３＞本日の授業で行ったような、ホワイトボードの利用や生徒による発表くらいしか今のところはない。 
・＜質問４＞扱う問題をすでに知っていて解ける生徒は他の生徒に教えたりする役割をしてもらえばいいと思う

が、今日の授業ではそこがうまくいっていないように感じた。その点についてどのように考えているか。 
・＜答え４＞教える役割を担ってもらいたいと思っている。今日も教えてもらうようにしたつもりだったが不十

分だったのかもしれない。反省し今後にいかしていきます。 
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・＜質問５＞今日の授業では、問題を解くためにいろいろなアイディアを生徒たちが見つけたが、授業案には「有

効な方法を見つける」とあるが、今日出てきたアイディアのうちどれが「有効な方法」だととらえて授業をし

ていたのか。また、そのことを生徒たちにはどのように伝え、身に付けさせていくつもりか。 
・＜答え５＞１つ目については、どれが「有効だ」ということは決めていなかった。今日の授業では、生徒には

「解くために何に気付けばいいのか」を考えてもらえればよいと思っていた。２つ目のことについては、類題

を解かせてアイディアの用途に気付かせるという方法があると考えている。今回の問題では使えるアイディア

でも、少し条件を変えるとそのアイディアが使えない問題が作れる。このようにしてより多くの問題に適用で

きるアイディアは何かを考えさせれば良いと思う。 
・＜質問６＞最後にｉＰａｄで撮った写真をプロジェクターで映していたが、あの方法だと生徒たちの考えを残

せないと思った。その解決策は何かあるのか。 
・＜答え６＞残させた場合は、ノートに写させるくらいしか現時点ではアイディアがない。 
・＜感想１＞今日の授業を見て気になったことが２つあった。１つ目は、解けた生徒が解けたあとに何もせず暇

をしていたことです。解き終わったらすぐに○をつけるのでなく、生徒同士で正解を確かめさせるような活動

をしてもよかったのではないか。２つ目は、教員が説明を始めた時点で生徒たちの思考が止まっているように

感じた。説明も疑問を投げかけるような形をするなどし、生徒同士で問題を解決していく形にすれば生徒たち

の思考は止まらないと思います。 
・＜感想２＞道具を使って、生徒たちに実際に実物がどうなっているのか見させるというのは大変良かったと思

いました。 
・＜感想３＞ジグソー法で授業することがあるが、たいてい最終的な解法１つに定まっている。それに対し今日

の授業は生徒によってさまざまな解法が出てきていたので、それはすごくいいことだと感じた。 
・＜感想４＞コーワライティングシートという黒板に簡単に貼れる紙があるので、ホワイトボードがない場合は

使えると思います。情報提供です。 
・＜司会＞今日の授業に限らず普段先生方が行っている工夫などがあれば教えてください。 
・＜意見１＞アクティブ・ラーニングをやったからといって、知識が確実に定着するものではないので、定着さ

せる工夫をしている。最近では、問題の解説をした後で生徒たち自身に「この問題を解くためのヒント」を書

かせている。さらに、出てきたヒントを共有させている。これによって知識が定着するようになったと感じて

いる。 
・＜意見２＞埼玉県では東京大学のＣｏＲＥＦと連携して「ジグソー法」の授業を取り入れている。主に２つの

方法がある。１つは、複数の別解を用意して１人の生徒は１つ解法を学び他の生徒に教える。それによってい

ろいろな解法を全員が共有するという方法です。もう１つは、問題を解くのに必要となる知識が複数ある場合

です。１人は１つの知識を覚えてもらい別々の知識をもった生徒たちを集め、それぞれが覚えた知識を持ち寄

って問題を解くという方法です。具体的な内容につきましては、東京大学のＣｏＲＥＦのＨＰに報告集がｐｄ

ｆでありますのでそちらをご覧になってください。 
（４）指導助言

今、秋田県では「小学校、中学校の学びを高校にどうつなげていくか」というのが１つ大きな課題になって

いる。小学校や中学校では協働的な学習、アクティブ・ラーニングというが当たり前に行われている。しかし、

高校ではまだ研究段階である。生徒たちが成長してきた過程を高校でも生かせるという意味で、今日の授業は

秋田県が目指している授業の１つの形であるように感じた。 
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・＜質問５＞今日の授業では、問題を解くためにいろいろなアイディアを生徒たちが見つけたが、授業案には「有

効な方法を見つける」とあるが、今日出てきたアイディアのうちどれが「有効な方法」だととらえて授業をし

ていたのか。また、そのことを生徒たちにはどのように伝え、身に付けさせていくつもりか。 
・＜答え５＞１つ目については、どれが「有効だ」ということは決めていなかった。今日の授業では、生徒には

「解くために何に気付けばいいのか」を考えてもらえればよいと思っていた。２つ目のことについては、類題

を解かせてアイディアの用途に気付かせるという方法があると考えている。今回の問題では使えるアイディア

でも、少し条件を変えるとそのアイディアが使えない問題が作れる。このようにしてより多くの問題に適用で

きるアイディアは何かを考えさせれば良いと思う。 
・＜質問６＞最後にｉＰａｄで撮った写真をプロジェクターで映していたが、あの方法だと生徒たちの考えを残

せないと思った。その解決策は何かあるのか。 
・＜答え６＞残させた場合は、ノートに写させるくらいしか現時点ではアイディアがない。 
・＜感想１＞今日の授業を見て気になったことが２つあった。１つ目は、解けた生徒が解けたあとに何もせず暇

をしていたことです。解き終わったらすぐに○をつけるのでなく、生徒同士で正解を確かめさせるような活動

をしてもよかったのではないか。２つ目は、教員が説明を始めた時点で生徒たちの思考が止まっているように

感じた。説明も疑問を投げかけるような形をするなどし、生徒同士で問題を解決していく形にすれば生徒たち

の思考は止まらないと思います。 
・＜感想２＞道具を使って、生徒たちに実際に実物がどうなっているのか見させるというのは大変良かったと思

いました。 
・＜感想３＞ジグソー法で授業することがあるが、たいてい最終的な解法１つに定まっている。それに対し今日

の授業は生徒によってさまざまな解法が出てきていたので、それはすごくいいことだと感じた。 
・＜感想４＞コーワライティングシートという黒板に簡単に貼れる紙があるので、ホワイトボードがない場合は

使えると思います。情報提供です。 
・＜司会＞今日の授業に限らず普段先生方が行っている工夫などがあれば教えてください。 
・＜意見１＞アクティブ・ラーニングをやったからといって、知識が確実に定着するものではないので、定着さ

せる工夫をしている。最近では、問題の解説をした後で生徒たち自身に「この問題を解くためのヒント」を書

かせている。さらに、出てきたヒントを共有させている。これによって知識が定着するようになったと感じて

いる。 
・＜意見２＞埼玉県では東京大学のＣｏＲＥＦと連携して「ジグソー法」の授業を取り入れている。主に２つの

方法がある。１つは、複数の別解を用意して１人の生徒は１つ解法を学び他の生徒に教える。それによってい

ろいろな解法を全員が共有するという方法です。もう１つは、問題を解くのに必要となる知識が複数ある場合

です。１人は１つの知識を覚えてもらい別々の知識をもった生徒たちを集め、それぞれが覚えた知識を持ち寄

って問題を解くという方法です。具体的な内容につきましては、東京大学のＣｏＲＥＦのＨＰに報告集がｐｄ

ｆでありますのでそちらをご覧になってください。 
（４）指導助言

今、秋田県では「小学校、中学校の学びを高校にどうつなげていくか」というのが１つ大きな課題になって

いる。小学校や中学校では協働的な学習、アクティブ・ラーニングというが当たり前に行われている。しかし、

高校ではまだ研究段階である。生徒たちが成長してきた過程を高校でも生かせるという意味で、今日の授業は

秋田県が目指している授業の１つの形であるように感じた。 
 
 

高校 第１学年 組 理科（化学基礎）学習指導案

 
日 時 平成２８年１０月２８日（金） 
指導者 加茂谷 糸恵 
場 所 化学実験室（２階） 

 
１ 単元名  

第３章 物質の変化 ２節 酸と塩基 
 
２ 単元の目標

（１）酸・塩基や中和反応に関心をもち、それらを日常生活に関連付けて意欲的に探究しようとす

る。 【関心・意欲・態度】 
（２）酸･塩基の観察、実験をもとに共通性を見出し、酸･塩基の定義を理解し、日常生活と関連づ

けて酸･塩基反応を考察できる。また、酸･塩基の強弱と pH の観察、実験などを通し、科学的

に考察し、導き出した考えを的確に表現できる。 【思考・判断・表現】 
（３）実験器具の取り扱いができると同時に、酸・塩基の量的関係から濃度未知の酸や塩基の濃度

を求める技能を習得する。 【観察・実験の技能】 
（４）日常生活と関連付けて酸･塩基反応を捉えることができ、中和滴定の量的関係を理解し、pH

の指標の便利さと実用性を理解している。 【知識・理解】 

３ 生徒と単元

（１）《生徒の実態》

男子２２名 女子１８名 計４０名 
おとなしく素直な生徒が多く、化学基礎の授業では落ち着いて静かに授業に取り組んでい

るが、主体的に学ぶという姿勢に関しては更に成長が望まれる。 
酸と塩基については中学校までに身のまわりのものの酸性・アルカリ性を調べ、酸性水溶

液・アルカリ性水溶液の性質として、リトマス・BTB などの指示薬の色変化、マグネシウム

などの金属との反応を学習してきている。さらに酸性やアルカリ性の強さを表す指標として

pH を扱っており、pH７が中性、７より小さいほど酸性が強く、７より大きいほどアルカリ

性が強いことにも触れている。水溶液中で“酸性とアルカリ性の物質が反応して、互いの性

質を打ち消し合い、水と塩を生成する”という形で中和を学んでいるが、塩酸と水酸化ナト

リウム水溶液の中和など限定的であり、物質量は学習していないので、定量的な考えにはほ

とんど触れていない。 
また、塩についても、中和反応によってできる物質という学習はしているが、塩化ナトリ

ウムや水に溶けにくい塩として硫酸バリウムなど、強酸と強塩基の塩に限定される。また、

駒込ピペットを用いた中和実験は行っているが、物質量の概念がないので、中和点までの滴

下量を計算することには詳しくは踏み込んで学習していない。 
日常生活や社会で活用されていることに気付いたり、実験・観察を通して現象を確認する

学習を主にしてきている。 
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（２）《本単元について》

中学校での既習事項から導入し、水溶液中の水素イオンや水酸化物イオンに着目して酸・

塩基を定義する。これまで水溶液での扱いだけであったので、アルカリ性と表現していたが、

定義の広がりにより水溶液以外でも現象を捉える必要性があることから塩基性という表現に

かわる。水素イオンや水酸化物イオンに着目するという視点をもつことから価数を理解し、

イオン式、電離、電離度、酸と塩基の強弱を学習していくことで理解を深めて行く。 
定量的な学習としては、高校で学習した物質量の概念をつかい、水のイオン積に触れるこ

とで、水酸化物イオンが等モル存在するという視点をもたせ、水素イオン濃度と水酸化物イ

オン濃度の関係を考察し、pH について計算することで定着を図る。 
ここまでの学習内容から中和反応を定性的側面と、定量的側面を関連付けて捉えることを

学ぶ。また、実験で使用する器具も、「とも洗い」が必要か判断することが必要になる。単元

の最後には実験操作、グラフの読み取り、中和点の水溶液の性質の判断、量的関係の考察な

どの能力を総合的に身に付けさせていきたい。 
 
（３）《（１）、（２）を受けた、本単元の指導について》

この単元では予想・仮説をたてて、実験・観察を行う学習より、中学校までの現象論を高

校で学習した新たな概念を導入し更に深めていく学習が多い。よって事象の理由を考察し、

自らが見つけた疑問を対話によって解決することで、主体的・協動的に学ぶ姿勢を身に付け

ていき、考えを深めることに結びつけていきたいと考えている。 
また、中和滴定で使用する器具は、高校で使用する測定器具の中では最も精度が高いもの

の一つである。操作目的を考えながら実験を行わないと正確な値が得られないので、一つ一

つの操作の意味をよく理解する必要がある。器具の洗浄など高い精度が要求されるガラス器

具の扱い方、結果の精度を求められる実験に対する新たな見方や考え方をもたせたい。 
単元の学習が進むにつれ、そこまでの既習事項を組み合わせた考え方が必要になる。単元

のつながりを意識させながら対話し、実験を行うことで単元のつながりを意識した考え方や、

既習事項の総合的な捉え方ができるようになることを目指す。 
 

４ 全体計画（総時数１０時間）

時 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の指導ポイント 評価

１

本

時

・酸･塩基の定義を理

解し、日常生活と関

連付けて酸･塩基反

応を考察できる。

・電離を表す式を使っ

て酸と塩基の定義

について考察する。

・科学的な表現を使い

説明し合うことに

よって理解を深め

させる。

【思考・判断・表現】

・グループ活動に取り

組んでいる。

【関心・意欲・態度】

（プリント・テスト）

２ ・酸･塩基の性質につ

いて関心をもって、

観察、実験に取り組

むことができる。

・実験で酸と塩基の強

酸と弱酸の反応の

違い、酸と塩基の価

数などについて観

察、実験する。

・酸と塩基の性質に関

する実験を通して、

電離度と価数につ

いて理解を深めさ

せる。

・積極的に実験し適切

な操作を行ってい

る。

【関心・意欲・態度】

【観察・実験の技能】

（実験レポート）
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（２）《本単元について》

中学校での既習事項から導入し、水溶液中の水素イオンや水酸化物イオンに着目して酸・

塩基を定義する。これまで水溶液での扱いだけであったので、アルカリ性と表現していたが、

定義の広がりにより水溶液以外でも現象を捉える必要性があることから塩基性という表現に

かわる。水素イオンや水酸化物イオンに着目するという視点をもつことから価数を理解し、

イオン式、電離、電離度、酸と塩基の強弱を学習していくことで理解を深めて行く。 
定量的な学習としては、高校で学習した物質量の概念をつかい、水のイオン積に触れるこ

とで、水酸化物イオンが等モル存在するという視点をもたせ、水素イオン濃度と水酸化物イ

オン濃度の関係を考察し、pH について計算することで定着を図る。 
ここまでの学習内容から中和反応を定性的側面と、定量的側面を関連付けて捉えることを

学ぶ。また、実験で使用する器具も、「とも洗い」が必要か判断することが必要になる。単元

の最後には実験操作、グラフの読み取り、中和点の水溶液の性質の判断、量的関係の考察な

どの能力を総合的に身に付けさせていきたい。 
 
（３）《（１）、（２）を受けた、本単元の指導について》

この単元では予想・仮説をたてて、実験・観察を行う学習より、中学校までの現象論を高

校で学習した新たな概念を導入し更に深めていく学習が多い。よって事象の理由を考察し、

自らが見つけた疑問を対話によって解決することで、主体的・協動的に学ぶ姿勢を身に付け

ていき、考えを深めることに結びつけていきたいと考えている。 
また、中和滴定で使用する器具は、高校で使用する測定器具の中では最も精度が高いもの

の一つである。操作目的を考えながら実験を行わないと正確な値が得られないので、一つ一

つの操作の意味をよく理解する必要がある。器具の洗浄など高い精度が要求されるガラス器

具の扱い方、結果の精度を求められる実験に対する新たな見方や考え方をもたせたい。 
単元の学習が進むにつれ、そこまでの既習事項を組み合わせた考え方が必要になる。単元

のつながりを意識させながら対話し、実験を行うことで単元のつながりを意識した考え方や、

既習事項の総合的な捉え方ができるようになることを目指す。 
 

４ 全体計画（総時数１０時間）

時 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の指導ポイント 評価

１

本

時

・酸･塩基の定義を理

解し、日常生活と関

連付けて酸･塩基反

応を考察できる。

・電離を表す式を使っ

て酸と塩基の定義

について考察する。

・科学的な表現を使い

説明し合うことに

よって理解を深め

させる。

【思考・判断・表現】

・グループ活動に取り

組んでいる。

【関心・意欲・態度】

（プリント・テスト）

２ ・酸･塩基の性質につ

いて関心をもって、

観察、実験に取り組

むことができる。

・実験で酸と塩基の強

酸と弱酸の反応の

違い、酸と塩基の価

数などについて観

察、実験する。

・酸と塩基の性質に関

する実験を通して、

電離度と価数につ

いて理解を深めさ

せる。

・積極的に実験し適切

な操作を行ってい

る。

【関心・意欲・態度】

【観察・実験の技能】

（実験レポート）

 

３ ・水のイオン積と pH 
の定義、pH の指標

の便利さと実用性

を理解できる。

・水のイオン積に触

れ、水素・水酸化物

イオン濃度を用い

pH で表す。

・pH の利用について

水のイオン積を用

いて考察させる。

・水のイオン積と pH
の関係を理解して

いる。【知識・理解】

（ノート・観察）

４ ・pH を求めることが

できる。

・電離度と pH につい

て考察することが

できる。

・pH について計算し、

水素イオン濃度と

水酸化物イオン濃

度との関係につい

て理解する。

・pH の計算をもとに

電離度について振

り返り、考えを深め

させる。

・水溶液の pH を求め

ることができる。

【思考・判断・表現】

（プリント・小テス

ト）

５ ・酸と塩基の中和反応

理解し、中和反応を

化学反応式を使っ

て表現できる。

・いろいろな酸と塩基

との中和の反応式

を書き、価数と係数

の関係に気付く。

・様々な価数の酸と塩

基の中和反応と塩

の名称や量的関係

について気付かせ

る。

・中和の反応式を書く

ことができる。

【思考・判断・表現】

（プリント・観察）

６ ・物質量の概念から、

中和滴定の量的関係

を理解し、計算でき

る。

・酸と塩基の中和反応

を物質量の観点から

考え、中和に必要な水

溶液の体積などを求

める。

・中和の量的関係の計

算から物質量、モル濃

度、酸と塩基の価数な

ど学習内容を深めさ

せる。

・中和反応の量的関係

を計算できる。

【知識・理解】

（プリント・小テス

ト）

７ ・酸性塩と塩基性塩の

水溶液の性質を理

解するとともにそ

の性質と中和反応

を結びつけ説明で

きる。

・塩の種類について

や、塩が水に溶けた

ときに示す性質を

理解し中和反応と

結び付けて考察す

る。

・塩の水溶液の分類と

塩が水に溶けたと

きに示す性質は必

ずしも一致しない

ことに気付かせ表

現させる。

・塩の性質と液性につ

いて理解している。

【知識・理解】

・中和点の水溶液の性

質が判断できる。

【思考・判断・表現】

（ノート・小テスト）

８ ・中和滴定の実験の流

れをつかみ、実験で

使用する器具につ

いて目的と使用方

法を理解できる。

・中和滴定で使用する

器具の使用方法と

使用目的、使用上の

注意点を理解する。

・器具の使用方法、実

験での注意を実験

目的から考察させ

る。

・器具の使用目的・方

法をまとめている。

【観察・実験の技能】

【知識・理解】

（発表・観察・ノート）

９ ・滴定曲線と指示薬の

関係を理解し、酸と

塩基の組み合わせ

により指示薬を選

択できる。

・滴定曲線の性質を理

解し、中和点が必ず

しも中性でないこ

とを理解する。実験

に使用する指示薬

を適切に判断する。

・滴定曲線の理解とと

もに、そこから使用

する指示薬を判断

させる。

滴定曲線について理

解し、指示薬を判断で

きる。

【思考・判断・表現】

（発表・観察・ノート）

・中和滴定での実験器

具の取り扱いがで

きると同時に、量的

関係から酸や塩基

の濃度を求める技

能を習得している。

・中和滴定の実験を行

う。

・実験結果から濃度未

知の酸の濃度を計

算する。

・中和滴定の実験を行

い、結果から濃度未

知の酸の濃度を導

かせ、指示薬につい

て考察させ、既習事

項を深める。

・中和滴定の実験を適

切に行い、実験結果

から濃度を計算で

きる。

【観察・実験の技能】

（実験レポート・観

察）
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５ 本時の計画（本時１／１０時間）

（１）指導の目標

・生徒同士で中学校での学習を振り返り、酸と塩基のとらえ方について関心をもち、グループ活

動に積極的に取り組むことができる。 【関心・意欲・態度】 
・酸と塩基の定義について、話し合いのなかで理解し、科学的な表現を使って自分の考えを他生

徒に分かりやすく説明することができる。 【思考・判断・表現】 
 
（２）学習過程

過程 生徒の学習活動 学習

形態 

教師の支援 評価の規準 

【評価の観点】 

（評価の方法） 

導入 

５分 

 

(つかむ) 

１ 本時の目標を確認する。 

【本時の目標】 

酸と塩基の定義を話し合いのなか

で理解し、科学的な表現を使って、

他の生徒に分かりやすく説明でき

る。 

 

２ グループ学習の流れを確認する。 

 

一斉 ・生徒がスムーズに動ける

ようにプリントに本時

の目標と流れを示して

おく。 

 

・小テストの問題例を示

し、到達目標を意識させ

る。 

 

 

展開 

３５分 

(追究する) 

 

(深める) 

 

３ ２グループに分かれ、それぞれア

レニウスの定義、ブレンステッド・

ローリーの定義について学習する。 

 

４ 班に戻り、お互いに学習した定義

を教え合う。「アンモニア分子は酸か

塩基か」両定義でそれぞれ文章や反

応式をつかい、説明する。 

 

班 

 

・机間巡視をして適宜アド

バイスをする。 

 

・生徒同士で確認し、対話

させるために、教科書と

プリントはしまわせる。 

 

 

・積極的に取り組んで

いる 
【関心・意欲・態度】 
・定義について理解

し、説明できている 
【思考・判断・表現】 
（観察・プリント）

 

まとめ 

１０分 

(まとめる) 

５ 小テストを取り組ませる。 

 

６ アンケートを記入させる。 

個 ・相手の理解を確認するた

めに、小テストの点数は

班の平均点を計算する

ことを意識させる。 

 

 
（３）指導の目標達成のための工夫

本時は、中学校での既習事項として酸とアルカリの知識をもとに水溶液以外のより広範囲な物

質にも酸・塩基の考え方ができることを学習する。小テストを事前に例示することで、課題意識

を明確に持たせ、積極的に話し合いに参加させる。相手に分かりやすく説明するという目的を持

たせ、科学的な表現を使い説明することで、科学的な表現を身に付けることを目的とする。 
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６ 分科協議会記録

日時 平成２８年１０月２８日（金）

場所 高校 ２年 Ａ組教室

指導助言者 高校教育課 能美佳央 指導主事 
 
（１）教科としてのアクティブラーニングや授業改善の取り組み

本校は本年度から中高一貫校となり、中等部理科の授業に高校理科教員が T.T.で参加している。

中等部の授業は講義式に傾きがちな高校の授業に対して、生徒を動かし主体的に学ぶような活動

が多く、AL に取り組む我々にも非常に興味深い内容が多い。その経験を生かし、中等部理科教

員にも協力を仰ぎながら授業改善に取り組んでいる。 
現在では生物における腎臓や肝臓の働きを相互に話し合わせ、小テストや発表などで自己評価

を深める試みや、物理における「問題作成リーグ」など、実験、座学において多岐にわたる取り

組みを行うようになってきている。 
 
（２）授業者から

「理科」という教科は実験そのものがアクティブラーニング（以下 AL）であるが、今回の授

業に関しては座学で AL をどう実践するかを理科教員全体で考えて実践したものである。化学基

礎を担当している教員４名で具体的な指導案を作成し、アイディアを盛り込み実践した。特に「化

学の専門ではない教員でも」実践でき「学びを深める」授業を目指して指導案を作成するように

心がけた。そのために実際に化学の専門ではない教員に授業を実施してもらい意見を取り入れな

がら少しずつ修正を入れている。また、中等部教員にもアドバイスをいただきながら案を練り上

げてきた。 
本日は公欠などで生徒数が２７名と少ないながら、活発な活動が行われていた。平素の授業で

もなるべく話し合う時間を設けているためか、理科の題材について話し合うことへの練度が上が

ってきていることも確認できた。「化学平衡」などの発展的な内容に興味を持つ生徒もおり、授

業者の意図を越えて深く学んでいる生徒も散見されたのは良い傾向だと考えている。 
 
（３）研究協議

参加者からは活発な質問があり、授業者を含め本校理科教員全員で丁寧に解答をしていきなが

ら協議を進めていった。まずは座学を実験室で行った理由について質問が上がったが、班別に行

動し、なおかつ活発に議論できる場所として実験室が選ばれた経緯が伝えられた。また、本時の

授業における評価に関しての協議が最も長く、「定義について理解し説明できる」という項目に関

して「小テスト」という評価が妥当なのか深く話し合われた。小テストの内容についても活発な

議論がなされ、解答する内容が多岐にわたっているため、もっと絞った方がいいという意見もあ

った。授業者からは「説明できる」という評価をする際に、考察を深めた授業内のプリントも評

価に入れているということが伝えられ、小テストのみの評価ではない総合評価になると説明があ

ったが小テストの問題の精選については傾聴すべきところが多くみられ新たな収穫があった。 
また、今回の授業ではジグソー法が取り入れられており、考えを深めるために授業時間がとら

れているが、参加者から①年間の実施回数、②職員の共同体制、③生徒たちの変化、④評価をど

のように変えていくか、という質問があった。これには授業者だけではなく他の科目の担当者か
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らも発言があり、活発な意見交換がなされた。①に対しては「化学：これは②の解答にもなるが、

座学で全担当者共通の授業を行ったのはこれが初めてである」「地学：ジグソー法で行っていると

いうわけではないが、生徒が主体的に考える授業は多くはないが取り入れている」「物理：大単元

終了時に『問題作成リーグ』を行い、生徒各自に問題を作らせ解答後に作成した問題を自己、お

よび他己評価させる活動を行っている」という AL の実践例、③に対して、生徒が主体的に考え

るようになったことはアンケートなどからわかるが、「AL の観点から自分自身がより授業の組み

立ての段階から生徒が理解するということがどういうことなのかを考えられるようになった」と

いう授業者の意見がこの実践の成果を現していると考える。また、理科全職員一丸となって専門

外、校種の垣根も越えて授業に取り組むということがいかなる効果を上げるかということに気付

かされたという意味でも大きな変化があったように思う。④の評価に関しては、高校では小テス

トなどの数値化できる評価に偏りがちであるが、中等部の授業に参加してみると、授業での成果

物を用い、掲示・発表することで評価の方法を工夫していることが実感できている。今後はこの

ような経験を生かして授業の評価を見直すことも考えてみるという意見も出ていた。 
授業者以外の教員が行った授業に関しての報告もあり、生徒たちの反応は概ね好評で事前に授

業を行ったクラスでは「理解できたか」という項目に対しては「良くあてはまる」「あてはまる」

という解答が２クラスで７３％、６０％、「いつもよりも考えることができたか」という項目に対

しては８０％以上の生徒が考える機会が増えているととらえていた。 
 

（４）指導助言

【小野寺 清氏】 
自分自身が酸・塩基の単元を導入する際は、実験などを通して実際の事物を掲示することが多

かったが、今回の授業は AL を意図的に導入に取り入れた試みであったと思う。毎時間実践でき

るスタイルではないが、生徒を動かすことに注力していることがよくわかった。 
秋田県は以前から「わかる授業・魅力ある授業」をめざし、生徒を動かす授業を心がけてきた。

これらは AL に通ずるところがあり、今回の研究授業にも生きていたと感じる。生徒たちがこの

学校にきて良かったと感じる授業ができるように、今日の研究授業を生かして欲しい。 
 
【能美 佳央指導主事】 

本時のねらいは、グループで対話をしながら学びを深めることだということで一つのグループ

に終始注目してその動向を観察していた。最初に説明がうまくいかない生徒がいたが、他の生徒

の説明を聞いて「もう一度やりたい」と申し出る場面があった。このことがこの授業の本旨であ

り、自分の考え・思考を整理し考えを深めている場面である好例だと考える。一つのグループに

注目しこのような状況に気付くというのも今後の授業研究会のあり方として良いのではないかと

感じる。 
しかし、「興味・関心を持ち、グループ活動に積極的に取り組む」という本時の評価は協議でも

話し合われていたが計りにくい学力である。自分の考えを主体的に持った上で、他者の発言から

学び互いの思考を深化するという学習のかたちは新たな学習指導要領でもキーワードになってい

る「主体性・協調性・多様性」に他ならず、我々教員は今後も常に「評価のあり方」の改善に努

めなければならないということではないだろうか。今後も学びを通して気づきを促し、より深い

学習の生まれる授業を目指して欲しい。 
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高校 第１学年Ｅ組 外国語科（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ）学習指導案

日 時 平成２８年１０月２８日（金） 
授業者 木 村 太 郎 
場 所 高校 １年Ｅ組教室 

１ 単元名 Lesson 6  Maria and the Stars of Nazca 
２ 単元の目標

（１）マリア・ライヘのナスカ地上絵に関する研究の経緯とその業績について理解する。 
【外国語理解の能力、言語や文化についての知識・理解】 

（２）マリアの人生を通じた物語を読み、自身の将来の生き方について考え、意見交換する。 
【コミュニケーションへの関心・意欲・態度、外国語表現の能力】 

３ 生徒と単元

（１）《生徒の実態》

男子２３名 女子１７名 計４０名。入学から半年が過ぎ、落ち着いた態度で学習に臨んでいる。

控えめでおとなしい生徒が多いが、互いを尊重し合いながら行動できるバランスの取れた集団であ

る。各科目の授業において、教師の指導に対し真剣に耳を傾けて理解しようとしている。また、ペ

アワークやグループワークに積極的に取り組んでおり、協働的な学習を通して互いに高め合う姿が

見られる。大半の生徒が大学進学を希望しており、知的好奇心が旺盛な生徒が多い。文系志望、理

系志望の生徒の比はおよそ半分ずつである。 
前期のコミュニケーション英語Ⅰの授業においては、リテリングなどの活動を通じて、情報を理

解し、概要や要点をとらえ、積極的かつ適切に伝えようとする基礎的な能力を養ってきた。後期は、

聞いたり読んだりしたことに基づき、情報を理解することに加え、自分の考えや意見を英語で伝え

合う活動を取り入れている。自分の言葉で伝えることにハードルの高さを感じている生徒もいるが、

活動には概ね積極的に参加している。 
（２）《本単元について》

本単元の本文は、ナスカ地上絵の研究とその保護に一生を捧げた女性、マリア・ライヘの物語で

ある。28 歳でペルーに移住したマリアは、指を怪我して一本失うという事故にあったが、ペルーに

とどまり、1941 年にナスカの地上絵の研究を始める。マリアは 1952 年に、人生を決定づける新た

な地上絵と出会う。それは、マリアと同じように、片手の指が４本しかないサルの絵であった。ナ

スカでは、障害は神と対話する力の象徴と信じられていたのだという。マリアは運命を感じ、地上

絵の研究と保護に生涯を捧げる決心をする。 
多くの困難を克服し、「自分の生きる道」を見つけたマリアの物語は、本校生が将来の進路を考

える上で示唆を与え得るものである。例えば、マリアは事故により指を切断することになるが、そ

の後もペルーにとどまることを決意する。それが、運命を変える地上絵との出会いへとつながった。

また、マリアの地上絵に対する保護活動は、長い間ペルーの人々の理解を得られなかったが、後年、

功績が認められ、「ナスカの偉大な女性（“Great Lady of Nazca”）」の称号を与えられるまでになっ

た。マリアの人生においてどのような葛藤があったのか、彼女は困難をどのようにして乗り越えて

きたのか。マリアの人生を一つのモデルとし、自身の将来の生き方について考え、自分はどのよう

な人間になりたいかを考えるきっかけとしたい。 
（３）《（１）、（２）を受けた、本単元の指導について》

単元の最初の学習として、段落ごとの大まかな内容をとらえることを目標として指導する。その
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方法として、概要をとらえるのに必要なキーワードを提示し、写真も用いて話題への興味を持たせ

る。それが次時以降に学ぶ各 part の学習へのステップとなっている。 
各 part に２時間ずつかけて指導を行うが、生徒は「予習ノート」で学習し、前もって part のお

おまかなイメージをつかんでいることを前提としている。最初の１時間は、「予習ノート」で学ん

だ内容に加え、ハンドアウトにより理解を深めるようにする。次の１時間は、前時に学んだ内容を

さらに深める時間としたい。そのために、内容を理解するだけでなく、学んだ内容をもとに自分自

身のことについて表現し、伝える活動を取り入れる。例えば、事故にあったマリアは、その後もペ

ルーにとどまることを決断する。この決断に至る彼女の葛藤にはどのようなものがあったのかを考

えさせ、転じて自分がマリアの立場だったらどうするかを考え、表現する活動へとつなげる。また、

彼女と同じように片手の指が４本しかないサルの地上絵との出会いは、マリアの運命を決定づける。

そのことを理解した上で、今までの人生で自分にとって大きな出会いは何だったかを考えさせ、互

いに伝えさせたい。さらに、本時に当たる９時間目には、マリアが、地上絵の保護活動に対して地

域の人々の協力を得られない中、「地上絵の重要性を説明」し続けたことが述べられている。これ

を受け、マリアが訴えた地上絵の重要性とはどんなことだったのか、自分がその立場だったらどん

なことを訴えるのかを考えさせ、また互いに伝え合う活動を行う。 
本単元の学習における最終段階では、学んだことをもとに、生徒が自分自身の将来についての考

えを英語で表現し、相手に伝えられるようになることを目指す。 
４ 全体計画（総時数１０時間）

時 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の指導ポイント 評価 

１ 
(導入) 
 
 
 
 

マリア・ライヘのナス

カ地上絵に関する研

究の概要を知り、各

part にふさわしいタ

イトルを選ぶことが

できる。 

Part ごとに CD を聞

き、本文を読んだ後

で、各 part のタイト

ルとしてふさわしい

ものを選ぶ。 

各 part における適切

なキーワードをとら

えさせる。 

各 part の概要をとら

え、適切なタイトルを

選ぶことができる。 
【外国語理解の能力】 
（ワークシート） 
 

２・３ 
(part1) 
 

ナスカ地上絵の謎を

知り、マリアの立てた

仮説を理解する。 

本文を聞いたり読ん

だりして、その概要を

とらえる。 
 
聞き手に伝わるよう

音読する。 
 
学んだ内容について、

自分自身の言葉で聞

き手に伝える。 
 
 
 
 
読んで学んだことに

基づき、自分の考えを

表現する。 

ハンドアウトを用い

て、ポイントを押さえ

させる。 
 
抑揚や意味のまとま

りを意識して読ませ

る。 
 
自分の言葉で伝える

ことができるよう、必

要に応じてパラフレ

ーズさせる。 
 
 
表現に必要な言葉を

提示する。 

聞いたり読んだりし

た内容を理解してい

る。

【外国語理解の能力】 
（観察）

学んだ内容やそれに

基づく考えを、自分自

身の言葉で伝えよう

としている。

【外国語表現の能力】

【関心・意欲・態度】

（発表・観察）

地上絵の重要性を理

解している。

【言語や文化につい

ての知識・理解

（発表・ﾊﾝﾄﾞｱｳﾄ）

４・５ 
(part2) 
 

マリアがペルーに来

た経緯と、そこで経験

した事故を理解する。 
６・７ 
(part3) 
 

マリアが地上絵を見

て考えた、古代の人々

の考えを理解する。 
８・９ 
(part4)
本時９ 
 

マリアの地上絵の保

護活動と、現地の人々

の対応の変化を理解

する。 
２～９ 学んだ内容に基づき、

自分の考えを相手に

伝えることができる。 
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方法として、概要をとらえるのに必要なキーワードを提示し、写真も用いて話題への興味を持たせ

る。それが次時以降に学ぶ各 part の学習へのステップとなっている。 
各 part に２時間ずつかけて指導を行うが、生徒は「予習ノート」で学習し、前もって part のお

おまかなイメージをつかんでいることを前提としている。最初の１時間は、「予習ノート」で学ん

だ内容に加え、ハンドアウトにより理解を深めるようにする。次の１時間は、前時に学んだ内容を

さらに深める時間としたい。そのために、内容を理解するだけでなく、学んだ内容をもとに自分自

身のことについて表現し、伝える活動を取り入れる。例えば、事故にあったマリアは、その後もペ

ルーにとどまることを決断する。この決断に至る彼女の葛藤にはどのようなものがあったのかを考

えさせ、転じて自分がマリアの立場だったらどうするかを考え、表現する活動へとつなげる。また、

彼女と同じように片手の指が４本しかないサルの地上絵との出会いは、マリアの運命を決定づける。

そのことを理解した上で、今までの人生で自分にとって大きな出会いは何だったかを考えさせ、互

いに伝えさせたい。さらに、本時に当たる９時間目には、マリアが、地上絵の保護活動に対して地

域の人々の協力を得られない中、「地上絵の重要性を説明」し続けたことが述べられている。これ

を受け、マリアが訴えた地上絵の重要性とはどんなことだったのか、自分がその立場だったらどん

なことを訴えるのかを考えさせ、また互いに伝え合う活動を行う。 
本単元の学習における最終段階では、学んだことをもとに、生徒が自分自身の将来についての考

えを英語で表現し、相手に伝えられるようになることを目指す。 
４ 全体計画（総時数１０時間）

時 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の指導ポイント 評価 

１ 
(導入) 
 
 
 
 

マリア・ライヘのナス

カ地上絵に関する研

究の概要を知り、各

part にふさわしいタ

イトルを選ぶことが

できる。 

Part ごとに CD を聞

き、本文を読んだ後

で、各 part のタイト

ルとしてふさわしい

ものを選ぶ。 

各 part における適切

なキーワードをとら

えさせる。 

各 part の概要をとら

え、適切なタイトルを

選ぶことができる。 
【外国語理解の能力】 
（ワークシート） 
 

２・３ 
(part1) 
 

ナスカ地上絵の謎を

知り、マリアの立てた

仮説を理解する。 

本文を聞いたり読ん

だりして、その概要を

とらえる。 
 
聞き手に伝わるよう

音読する。 
 
学んだ内容について、

自分自身の言葉で聞

き手に伝える。 
 
 
 
 
読んで学んだことに

基づき、自分の考えを

表現する。 

ハンドアウトを用い

て、ポイントを押さえ

させる。 
 
抑揚や意味のまとま

りを意識して読ませ

る。 
 
自分の言葉で伝える

ことができるよう、必

要に応じてパラフレ

ーズさせる。 
 
 
表現に必要な言葉を

提示する。 

聞いたり読んだりし

た内容を理解してい

る。

【外国語理解の能力】 
（観察）

学んだ内容やそれに

基づく考えを、自分自

身の言葉で伝えよう

としている。

【外国語表現の能力】

【関心・意欲・態度】

（発表・観察）

地上絵の重要性を理

解している。

【言語や文化につい

ての知識・理解

（発表・ﾊﾝﾄﾞｱｳﾄ）

４・５ 
(part2) 
 

マリアがペルーに来

た経緯と、そこで経験

した事故を理解する。 
６・７ 
(part3) 
 

マリアが地上絵を見

て考えた、古代の人々

の考えを理解する。 
８・９ 
(part4)
本時９ 
 

マリアの地上絵の保

護活動と、現地の人々

の対応の変化を理解

する。 
２～９ 学んだ内容に基づき、

自分の考えを相手に

伝えることができる。 

１０ 
(まとめ 
・復習) 

学んだ内容について、

自分自身の言葉で聞

き手に伝えることが

できる。 
学んだことに基づき、

意見交換することが

できる。 

写真やキーワードを

ヒントに、学んだ内容

を要約し、聞き手に伝

える。 
 
 
読んで学んだ内容に

基づき、自分自身の考

えを簡潔に書き、意見

を交換する。 

自分の言葉で話した

り書いたりして伝え

ることができるよう、

必要に応じてパラフ

レーズさせる。 
 
自分の意見と他者の

意見の違いを意識さ

せる。 

学んだ内容をまとめ、

聞き手に伝えること

ができる。

【外国語表現の能力】

【関心・意欲・態度】

（発表・観察）

５ 本時の計画（本時９／１０時間）

（１）指導の目標

・マリア・ライヘのナスカ地上絵への保護活動と、現地の人々の対応の変化を理解し、「地上絵の重

要性」とは何かを自分自身の言葉で表現することができる。  
（２）学習過程

過程 生徒の学習活動 
学習 

形態 
教師の支援 

評価 

【評価の観点】 

（評価の方法） 
導入 

５分 
 
（つかむ） 
 
（のりだす） 

１. Warm-up 
（前時までの復習） 

・前時までに学んだ内容につ

いて覚えていることを相手

に伝える。 

 
 
ペア 

 
 
・既習の part１～３までの内容を振り

返るための写真を提示する。  

展開 

４０分 

（追求する） 

（深める） 

 

2.Words 
・Part4 の単語の意味と読み

方を確認させる。 
 
3.Reading Aloud 
・ペア音読する。（×２） 
・個人音読する（×２） 
 
4.Retelling 
・Part4 の内容（マリアの地

上絵の保護活動）について英

語で説明する。 
 
5.Thinking and Expressing 
・マリアが言う「地上絵の重

要性」とは何かを考える。 
・それぞれの考えをグループ

内で発表させ、一つにまとめ

る。 

一斉 
 
 
 
ペア 
個 
 
 
 
ペア 
 
 
 
 
個 
 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 
・必要に応じて情報を付加する。 
 
 
・スクリーンに表示されるテキストが動

くスピードを変え、難易度をコントロー

ルする。 
 
 
・活動に必要ないくつかの言葉をヒント

として与える。 
・自分の言葉で伝えることができるよ

う、必要に応じてパラフレーズさせる。 
 
・ハンドアウトを用いて自分の考えを書

かせる。 
・個人の考えをもとに、グループでの意

見をまとめさせる。 
・机間指導しながら、必要に応じてグル

ープの話し合いを支援する。 

マリアの地上絵保護活

動と、それに対する現地

の人々の対応の変化を

理解している。

【外国語理解の能力】 
（観察・ハンドアウト）

「地上絵の重要性」とは

何か、自分自身の考えを

伝えている。

【外国語表現の能力】

（発表・観察）

 
まとめ 

５分 

（まとめる） 

6.Presentation 
・各グループでまとめた意見

を発表する 

 

一斉 

 
・同じ内容の意見であっても、それぞれ

の表現で伝えるよう促す。 

 
（３）指導の目標達成のための工夫

本校の生徒は、課題を与えればまじめに取り組むが、自ら進んで課題を見つけ意欲的に学習したり、

授業中に積極的に発言する生徒が決して多いとは言えない。将来のグローバルリーダーに求められる資

質「基礎的知識・技能・習慣」「協働力」「主体的な学習意欲」を、学習指導を通して育成したい。本授

業においては、学んだことをもとに、意見や考えを自分自身の言葉で表現することを達成するために、

主体的かつ協働的な学びの視点に立ったペアやグループでの活動を行う。 
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６ 分科協議会記録

日時：平成２８年１０月２８日（金） 場所：高校１年 組教室

指導助言者：高校教育課 下橋 実 主任指導主事 
 
（１）教科としてのアクティブラーニングや授業改善の取り組み

授業の中でペアワークやグループワークを多用し、生徒の発話の機会を昨年度より多く作ろうと意識

している。また、テキストにある英文を正しく読解することはもちろんであるが、そこから読み取れる

新しい情報、実生活に関わりのあることを生徒に探らせ、知識の涵養にも努めている。生徒がいわゆる

「アクティブに活動」することはもちろん、問題意識を持って知的好奇心を高めるような「アクティブ

な思考」をもてるよう、授業を展開しているつもりである。

（２）授業者から

・今日は １から ４を各２時間ずつ行い、毎時間自分の意見を書いている。例えば、本文でマ

リアが指を切るのだが自分ならばそれでもペルーに残るか、ペルーの人が非協力的だが自分ならばマ

リアに協力するかどうかなど personalize して伝えさせるようにしている。

・個人→ペアにすることで新たな気づきを得られる。本校のアクティブラーニングは形式ではなく、

頭脳が活性化している状態なので、生徒に考えさせているためしーんとしている場面があったが、

友達に伝えるために頭の中でぐるぐる回っていたはずである。 
 
（３）研究協議

【不動岡高校 松本】①このスタイルは入学時から続けているか ②指導案を見ると前時は inpu を

している。どのようにアクティブにしているか。Discussion をどうしているか。

【木村】①当初からこのようなハンドアウトを使って行っている。②前時は予習ノートを使って

structure を理解させる。日本語を交えて行うがそれだけでは終わらず interaction しながらやってい

る。Discussion の練習はしておらず授業の始めに様々なトピックでの意見交換をすることはある。

【熊谷高校 山岡】①オートリードの時間はどのように決めているのか。②リテリングの完成度は高

かったが、４回の音読の効果なのか予習のおかげなのか。③What is the importance? の質問は教科

書では見あたらないが独自のものか。④グローバルリーダーの育成を生徒が理解しているか。

【木村】①今日は１分４５秒でやった。前のレッスンでは１分３０秒でやっていたが英文が長くなる

と生徒がついてこれるか不安なところもある。２回目は速めて１分３０秒でやった。individual は早

めに、blank は文脈を考えさせながらなので若干ゆっくりにした。②完成度が高いかどうかはわから

ないが、予習で練習の指示は出していない。今日の授業のように写真を見て quick response を行い、

fluency を意識して話させている。プリントの下の☆を全部塗りつぶすよう推奨している。③質問は

独自のものである。レッスンごとに交代でプリントを作っていて、プラスαを作り深く考えさせるよ

うにしている。④グローバルリーダーの育成は英語の授業だけでは無理なので、学校全体で他教科や

ＳＧＨと連携して取り組んでいく。

【川越高校 金野】①生徒があいまいなことを発言している場面もあったが、先生がきちんと言い直

していた。生徒を理解するために何かやっているか。②生徒はときに勝手な理論を書いてきたりする

こともあるが、直すことはあるのか。③先生のバックグラウンド、研修方法はどんなものですか。
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６ 分科協議会記録

日時：平成２８年１０月２８日（金） 場所：高校１年 組教室

指導助言者：高校教育課 下橋 実 主任指導主事 
 
（１）教科としてのアクティブラーニングや授業改善の取り組み

授業の中でペアワークやグループワークを多用し、生徒の発話の機会を昨年度より多く作ろうと意識

している。また、テキストにある英文を正しく読解することはもちろんであるが、そこから読み取れる

新しい情報、実生活に関わりのあることを生徒に探らせ、知識の涵養にも努めている。生徒がいわゆる

「アクティブに活動」することはもちろん、問題意識を持って知的好奇心を高めるような「アクティブ

な思考」をもてるよう、授業を展開しているつもりである。

（２）授業者から

・今日は １から ４を各２時間ずつ行い、毎時間自分の意見を書いている。例えば、本文でマ

リアが指を切るのだが自分ならばそれでもペルーに残るか、ペルーの人が非協力的だが自分ならばマ

リアに協力するかどうかなど personalize して伝えさせるようにしている。

・個人→ペアにすることで新たな気づきを得られる。本校のアクティブラーニングは形式ではなく、

頭脳が活性化している状態なので、生徒に考えさせているためしーんとしている場面があったが、

友達に伝えるために頭の中でぐるぐる回っていたはずである。 
 
（３）研究協議

【不動岡高校 松本】①このスタイルは入学時から続けているか ②指導案を見ると前時は inpu を

している。どのようにアクティブにしているか。Discussion をどうしているか。

【木村】①当初からこのようなハンドアウトを使って行っている。②前時は予習ノートを使って

structure を理解させる。日本語を交えて行うがそれだけでは終わらず interaction しながらやってい

る。Discussion の練習はしておらず授業の始めに様々なトピックでの意見交換をすることはある。

【熊谷高校 山岡】①オートリードの時間はどのように決めているのか。②リテリングの完成度は高

かったが、４回の音読の効果なのか予習のおかげなのか。③What is the importance? の質問は教科

書では見あたらないが独自のものか。④グローバルリーダーの育成を生徒が理解しているか。

【木村】①今日は１分４５秒でやった。前のレッスンでは１分３０秒でやっていたが英文が長くなる

と生徒がついてこれるか不安なところもある。２回目は速めて１分３０秒でやった。individual は早

めに、blank は文脈を考えさせながらなので若干ゆっくりにした。②完成度が高いかどうかはわから

ないが、予習で練習の指示は出していない。今日の授業のように写真を見て quick response を行い、

fluency を意識して話させている。プリントの下の☆を全部塗りつぶすよう推奨している。③質問は

独自のものである。レッスンごとに交代でプリントを作っていて、プラスαを作り深く考えさせるよ

うにしている。④グローバルリーダーの育成は英語の授業だけでは無理なので、学校全体で他教科や

ＳＧＨと連携して取り組んでいく。

【川越高校 金野】①生徒があいまいなことを発言している場面もあったが、先生がきちんと言い直

していた。生徒を理解するために何かやっているか。②生徒はときに勝手な理論を書いてきたりする

こともあるが、直すことはあるのか。③先生のバックグラウンド、研修方法はどんなものですか。

【木村】①生徒が言ったことをあいまいのままにしたくないので“ ～”と言い直している。②

全て直すのが難しいが、集めて目を通すくらいはしている。生徒が書いたものをどうフィードバック

するか課題である。③研究授業を参観しに行ったり、同じ学年に全英連で発表した深沢先生もいるの

で教えてもらったりしている。同じ学年や英語科の教員と意見交換している。東京の中高一貫校であ

る両国高校に先進校視察へ行った時に山本先生の授業を見て刺激を受けた。いろいろ見たものを実際

にやってみている。

【越谷北高校 塩野谷】①指導案を見ると１０時間で１レッスン進んでいるようだが、本校は８時間

で進んでいる。進度をどのように工夫して確保しているのか。普通科と英語科は違うのか。

【木村】①今回のレッスンは１０時間で、いつもそうではない。小説のような内容の場合は短くした

りする。１年は英語科がなく２～３年生にしか英語科がないので詳細は別の先生に聞いて欲しい。

【髙橋】２年生は普通科６クラス＋英語科１クラスである。教材内容は同じだが、英語科と国際探究

をやっているクラスは、コミュ英Ⅱ（総合英語）４を国際探究１＋コミュ英Ⅱ（総合英語）３で行っ

ている。

【文部科学省 向後】「この能力を身に付けさせるため○時間必要だ。そのためにこの教材は○時間

で終わらせよう」と考えて欲しい。教科書を全て終わらせる必要はない。身に付けさせたい能力を考

えて計画を立てて欲しい。

【国際教養大 豊島】 できない生徒のフォローアップをどうするか。その場で考えなければいけな

いのか、事前に予習で準備してくるのか。活動することを優先させるのか、それとも考えることや表

現することを重視するのか。活動を優先させると生徒のできにばらつきが出る。考えることも時間を

取れば考えが浮かぶこともあるがどうか。

【木村】当然考えることや表現することを優先させたい。机間巡視をすることでできない生徒をフォ

ローしたい。上位の生徒をもっと伸ばしたいし、下位の生徒の底上げもしたい。その場ですぐ指導で

きればいいが難しいところもある。あとからのフォローアップも必要だ。

 
（４）指導助言

・パソコンを活用してキーワードを提示したり、音読を行ったりしており、 の活用で時間短縮も

できていた。また、各グループからの発表を先生が言い直したり質問したりして生徒とのやりとり

ができていた。

・３０秒で意見を述べるのはテンポはいいが急かされている感じがある。最後に発表した生徒は１分

かかっていた。時間を意識するのか内容を優先させるか。３０秒であればその時間内に言えるよう

にする指導も必要か。

・授業の構成についてだが、目標に「自分の言葉で表現できる」とあるのでもっと時間をかけても良

かったのではないか。授業のどこに焦点を当てるかどうか、音読をカットできるのかどうかなど。

・グループディスカッションでは前の人にコメントを言うだけになってしまった。どんなことを言っ

ていたのかを共有する場面があってもよかった。役割を与えても良いかもしれない。

～ が課題であるならばどう解決するか。ネットを見たらナスカの絵を本にして活動資金

にする例もあった。

・知識や技能を活用して課題を解決できているかを考えて授業を進めて欲しい。授業の中でグローバ

ルリーダーの資質を身に付けていって欲しい。学校全体で授業改善に努めて欲しい。
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中等部 第１学年１組 数学科学習指導案

 
日 時 平成２８年１０月２８日（金） 
授業者 工藤 道人、庫山 徹 
場 所 中等部１年１組教室 

 
１ 単元名 平面図形 

２ 単元の目標

（１）移動前と移動後の二つの図形を調べたり、作図の方法を考えたりしようとする。

  【数学への関心・意欲・態度】 

 

（２）移動前と移動後の二つの図形の関係から図形の性質を見いだしたり、具体的な場面で作図を活

用したりできる。  【数学的な見方や考え方】

 

（３）図形の性質を用語や記号を用いて表すことや、定規やコンパスを使って図形の移動や基本的な

作図ができる。  【数学的な技能】

 

（４）平行移動、対称移動及び回転移動の意味や、基本的な作図の方法がわかる。 

                                                   【数量や図形などについての知識・理解】

３ 生徒と単元

（１）《生徒の実態》

男子１２名、女子１５名、計２７名。

中学校生活も半年が過ぎ、比較的落ち着いた中で学校生活を送っている。学習への意欲が高い

生徒が多く、自分で見通しをもちながら学習に取り組んでいる。積極的に発表したり、お互いに

学び合ったりする姿も見られ、成就感や達成感を感じながら学習を進めている生徒が多い。

図形領域の学習に入る前に行ったアンケート調査によると、「図形領域の学習は楽しい」７６．

２％ （「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計。以下同じ）、「図形領域の学習は

得意である」７３．１％、「図形の性質を調べることや考えることは楽しい」８８．５％、「い

ろいろな図形の面積や角の大きさを求めることは得意である」８０．８％、「定規やコンパス、

分度器を使って図形をかくことは得意である」８４．６％となった。 

また、事前に行ったテストによると、平行や垂直といった数学用語の理解、三角形や四角形の

性質、合同な図形の意味や性質、線対称や点対称な図形の意味、拡大図と縮図の意味などの小学

校の既習事項について、おおむね定着が図られている結果であった。 

これらを踏まえ、数学への興味関心をより高め、それを持続させる授業を構築するために、導

入部分や課題提示の仕方を工夫するとともに、図形に関する観察、操作などの活動や比較・検討

の場面での練り合いや学び合いを充実させ、図形の基本的な性質や構成についてさらに理解を深

め、論理的に考察し表現する能力を高めていきたい。 
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中等部 第１学年１組 数学科学習指導案

 
日 時 平成２８年１０月２８日（金） 
授業者 工藤 道人、庫山 徹 
場 所 中等部１年１組教室 

 
１ 単元名 平面図形 

２ 単元の目標

（１）移動前と移動後の二つの図形を調べたり、作図の方法を考えたりしようとする。

  【数学への関心・意欲・態度】 

 

（２）移動前と移動後の二つの図形の関係から図形の性質を見いだしたり、具体的な場面で作図を活

用したりできる。  【数学的な見方や考え方】

 

（３）図形の性質を用語や記号を用いて表すことや、定規やコンパスを使って図形の移動や基本的な

作図ができる。  【数学的な技能】

 

（４）平行移動、対称移動及び回転移動の意味や、基本的な作図の方法がわかる。 

                                                   【数量や図形などについての知識・理解】

３ 生徒と単元

（１）《生徒の実態》

男子１２名、女子１５名、計２７名。

中学校生活も半年が過ぎ、比較的落ち着いた中で学校生活を送っている。学習への意欲が高い

生徒が多く、自分で見通しをもちながら学習に取り組んでいる。積極的に発表したり、お互いに

学び合ったりする姿も見られ、成就感や達成感を感じながら学習を進めている生徒が多い。

図形領域の学習に入る前に行ったアンケート調査によると、「図形領域の学習は楽しい」７６．

２％ （「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計。以下同じ）、「図形領域の学習は

得意である」７３．１％、「図形の性質を調べることや考えることは楽しい」８８．５％、「い

ろいろな図形の面積や角の大きさを求めることは得意である」８０．８％、「定規やコンパス、

分度器を使って図形をかくことは得意である」８４．６％となった。 

また、事前に行ったテストによると、平行や垂直といった数学用語の理解、三角形や四角形の

性質、合同な図形の意味や性質、線対称や点対称な図形の意味、拡大図と縮図の意味などの小学

校の既習事項について、おおむね定着が図られている結果であった。 

これらを踏まえ、数学への興味関心をより高め、それを持続させる授業を構築するために、導

入部分や課題提示の仕方を工夫するとともに、図形に関する観察、操作などの活動や比較・検討

の場面での練り合いや学び合いを充実させ、図形の基本的な性質や構成についてさらに理解を深

め、論理的に考察し表現する能力を高めていきたい。 

 

（２）《本単元について》

小学校では、基本的な図形をかいたり、作ったり、図形を平面に敷きつめたりといった操作的

な活動や観察、構成などを通して、図形を構成する要素や位置関係、多角形や正多角形、図形の

合同、拡大図や縮図、対称な図形について学習してきている。 

中学校第１学年の図形領域では、平面図形や空間図形についての観察・操作や実験などの活動

を通して、図形に対する直感的な見方や考え方を深めるとともに、論理的に考察し表現する能力

を培うことを目標としている。

本単元では、小学校での既習事項を踏まえながら、平面図形の対称性に着目して見通しをもっ

て作図し、また、作図方法を具体的な場面で活用していく。これらの学習を通して、平面図形に

ついての理解を深め、直感的な見方や考え方を養うとともに、論理的に考察する能力を培ってい

く。また、図形の移動について理解すること、図形の関係について調べることを通して、図形に

対する見方を豊かにしていく。 

本単元の学習が、図形領域の土台となるものであり、空間図形、第２学年の図形の論証の学習

へとつながるという点からも、きちんと丁寧に指導していく必要があると考える。 

（３）《（１）、（２）を受けた、本単元の指導について》

図形の学習においては、単に図形の性質や作図の方法を理解するといった知識の獲得や、指示

された通りに問題を解いたり、作図したりという学習に終始しないようにしていく。課題や条件

に合う図をかいたり、実際の図形を折ったり移動させたりといった操作活動や取り入れることや、

作図の過程について記述させたり説明させたりする活動を取り入れることで、図形に対する直感

的な見方や考え方を培い、論理的な考察力を伸ばしていきたい。

授業のねらいを明確にし、またねらいを達成するための課題提示の仕方を工夫していく。その

ことにより生徒一人一人が「わかりたい、考えてみたい」といった意欲を高め、意欲を持続させ

ながら課題解決を図ることができると考える。また、自力解決の時間を十分保障するとともに、

問題解決の過程の中で生徒のいろいろな見方や考え方を尊重しそれを認めていく。そのことによ

り、学ぶ楽しさやできる喜びを実感させて学習意欲をより高めさせたい。必要に応じて、課題解

決への見通しや手がかりを見いだすための生徒間どうしの話し合いや教え合いの場面や、自力解

決の場面で導き出したものをペアやグループで共有したり検討したりする場面を設定する。これ

らを通して、数学的な見方や考え方をより高め、よさを感じ取らせたい。 

グループや学級全体で比較したり検討したりする場面では、学び合いを深めたり，広げたりす

るために，例えば，生徒から出された多様な見方や考え方の取り上げ方を工夫したり（何を，ど

の順番で，どのタイミングでなど），あえて不完全な解法や誤答を取り上げ考えさせたりするな

ど，手立てを工夫していく。 

生徒一人一人を認めて成就感や達成感を実感できるような場面を可能な限り設定し、情意面で

の向上も図っていく。さらに、学習する楽しさやわかる（わかった）喜びを感得する一助となる

意味でも、生徒一人一人に対する評価問題の添削や机間指導による声かけを丁寧に行っていく。 

振り返りの場面では，何を，どのように振り返りさせたいのか教師側から明確な視点を与える

など工夫し，学ぶ意欲や次時への意欲，学んだことを活かそうとする態度を高めたい。

４ 全体計画（総時数１５時間） 【掲載省略】
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５ 本時の計画（本時９／１５時間） 
（１）指導の目標 ・作図可能な三角形やその作図方法を見出し、作図可能である理由を説明できる。 

【数学的な見方や考え方】  
（２）学習過程

過程 生徒の学習活動 形態 教師の支援 評価【観点】（方法） 

導入 

７分 

（つかむ） 

 

 

１ 問題を把握する。  

次の(1)～(4)のうち、作図によってか

くことができる△ＡＢＣはどれか？ 

(1) ∠CAB＝45°、∠BCA＝75° 

(2) ∠CAB＝15°、∠BCA＝75° 

(3) ∠CAB＝60°、∠BCA＝97.5° 

(4)  ∠CAB＝60°、∠BCA＝80° 

２ 課題を設定する。 

三角形の内角がどのような角度

の場合、作図できるのだろうか？ 
 

一斉 

 

 

 

一斉 

問題把握を全体で行い、解

決への見通しがもてるかどう

か確認する場とする。 

 

生徒の声やつぶやきを活か

した課題設定を行う。 

 

 

展開 

２３分 

（追究する） 

 

 

 

３ 課題に取り組む。 

 

 

４ グループで考え方や作図の手順

を確認し合う。 

個 

 

 

グ ル

ープ 

自力解決の時間を保障す

る。その後グループとなり、

どんな場合に作図できるのか

について話し合い、作図方法

を含め、まとめてみるように

指示する。 

課題に関心をもち、意

欲的に課題を解決しよう

としている。 

【数学への関心・意欲・

態度】（観察・ノート）

まとめ 

１２分 

（まとめる） 

５ 考え方や作図の手順を全体で確

認し、まとめる。 

三角形の内角が直角や 60°（正三角

形の内角）、それらの角の二等分線でで

きる角(45°、30°、22.5°など)、基本

の作図をいくつか組み合わせて作図で

きる角があるときは作図できる。 

６ 評価問題を解く。 

一斉 

 

 

 

 

 

個 

「なぜ作図可能であると判

断したのか」「どのような手順

で作図するのか」といった点

をはっきりさせて発表するよ

う指示する。 

机間指導を通して、一人一

人の丸付けを行い、できた生

徒を賞賛する。 

 

作図可能な三角形

やその作図方法を見

出し、作図可能である

理由を説明している。

【数学的な見方や考

え方】（ノート・評価

問題） 

振り返り

８分 

（振り返る） 

７ 授業の振り返りをする。 個 授業を通してわかったこ

と、課題解決のために参考に

なった考え方などをかいてみ

るよう指示する。 

 

（３）指導の目標達成のための工夫

  本時は、与えられた条件に合う図を作図するだけではなく、なぜ作図可能な三角形といえるの

か数学的な根拠をもとに筋道を立てて説明できることをねらいとしている。そのために、角の大

きさに注目させ、作図できる角に共通していることは何か、作図できる角とできない角の違いは

何かなど、グループ内で協働して比較・検討し、探究する場面を設定する。また、生徒同士で教

え合い、伝え合う場面を設定し、全員が作図可能な理由を理解し、説明できるようにする。 
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５ 本時の計画（本時９／１５時間） 
（１）指導の目標 ・作図可能な三角形やその作図方法を見出し、作図可能である理由を説明できる。 

【数学的な見方や考え方】  
（２）学習過程

過程 生徒の学習活動 形態 教師の支援 評価【観点】（方法） 

導入 

７分 

（つかむ） 

 

 

１ 問題を把握する。  

次の(1)～(4)のうち、作図によってか

くことができる△ＡＢＣはどれか？ 

(1) ∠CAB＝45°、∠BCA＝75° 

(2) ∠CAB＝15°、∠BCA＝75° 

(3) ∠CAB＝60°、∠BCA＝97.5° 

(4)  ∠CAB＝60°、∠BCA＝80° 

２ 課題を設定する。 

三角形の内角がどのような角度

の場合、作図できるのだろうか？ 
 

一斉 

 

 

 

一斉 

問題把握を全体で行い、解

決への見通しがもてるかどう

か確認する場とする。 

 

生徒の声やつぶやきを活か

した課題設定を行う。 

 

 

展開 

２３分 

（追究する） 

 

 

 

３ 課題に取り組む。 

 

 

４ グループで考え方や作図の手順

を確認し合う。 

個 

 

 

グ ル

ープ 

自力解決の時間を保障す

る。その後グループとなり、

どんな場合に作図できるのか

について話し合い、作図方法

を含め、まとめてみるように

指示する。 

課題に関心をもち、意

欲的に課題を解決しよう

としている。 

【数学への関心・意欲・

態度】（観察・ノート）

まとめ 

１２分 

（まとめる） 

５ 考え方や作図の手順を全体で確

認し、まとめる。 

三角形の内角が直角や 60°（正三角

形の内角）、それらの角の二等分線でで

きる角(45°、30°、22.5°など)、基本

の作図をいくつか組み合わせて作図で

きる角があるときは作図できる。 

６ 評価問題を解く。 

一斉 

 

 

 

 

 

個 

「なぜ作図可能であると判

断したのか」「どのような手順

で作図するのか」といった点

をはっきりさせて発表するよ

う指示する。 

机間指導を通して、一人一

人の丸付けを行い、できた生

徒を賞賛する。 

 

作図可能な三角形

やその作図方法を見

出し、作図可能である

理由を説明している。

【数学的な見方や考

え方】（ノート・評価

問題） 

振り返り

８分 

（振り返る） 

７ 授業の振り返りをする。 個 授業を通してわかったこ

と、課題解決のために参考に

なった考え方などをかいてみ

るよう指示する。 

 

（３）指導の目標達成のための工夫

  本時は、与えられた条件に合う図を作図するだけではなく、なぜ作図可能な三角形といえるの

か数学的な根拠をもとに筋道を立てて説明できることをねらいとしている。そのために、角の大

きさに注目させ、作図できる角に共通していることは何か、作図できる角とできない角の違いは

何かなど、グループ内で協働して比較・検討し、探究する場面を設定する。また、生徒同士で教

え合い、伝え合う場面を設定し、全員が作図可能な理由を理解し、説明できるようにする。 

６ 分科協議会記録 指導助言者 義務教育課 竹村竜祥 指導主事

（１）教科としてのアクティブラーニングや授業改善の取り組み

「秋田型探究授業」の「課題の設定」「自力思考」「グループなどでの対話」「全体での探究」「振

り返り」というプロセスがアクティブラーニングそのものと捉えて実践している。それ以外にも学

び合いや教え合いの場を設定するなど，その単元や内容に応じて新しいことにも取り組んでいる。 
（２）授業者から

・前時までは数学的技能を身に付けることがねらいであったが，本時は見方や考え方を観点とした。

「なぜ，作図ができるのか」あるいは「なぜ，作図できないのか」ということをグループで比較

検討しながら，最終的には生徒自身の言葉で「記述する」あるいは「説明できる」というところ

をねらいとして授業を展開した。そのためにグループで考える場面や全体で発表しまとめにつな

げる場面を設定し，最終的には個でまとめるような流れとした。 
・授業のまとめの部分については子どもたち自身でのまとめがそれでよかったのかという反省点も

あり，次時にもう一度確認しなければいけないと感じている。評価問題は，想定したよりも状況

が悪かったように感じた。ねらいへの到達状況がやや弱かったと感じている。 
（３）研究協議

・子どもたちのレベルが高く，驚いた。コンパクトかつインパクトのある授業だった。質問ではな

く発問がそのまま生徒たちの活動に繋がっていた。 
・レベルの高い課題の中で，グループから出てきたまとめに重要なキーワードがしっかりと出てき

ていて感心した。作図と和や差という演算が関係していることや数の性質についての気づきもあ

った。５０分という時間の中で中学１年生がよくここまで考えられたなと感銘を受けた。作図の

方法を発表させる場面で，説明通りに実際に作図をしてみるというのもよかったのではないか。 
・まさに「秋田型探究授業」の流れに沿ったすばらしい授業だったと思う。技能をねらいとした授

業ではどのように「秋田型探究授業」を行っているのかを教えていただきたい。 
・（授業者）技能を身に付ける場面でも，性質について記述させたり，発表させたりする。また，教

え合いや学び合いといった活動により技能を定着させるようにもしている。 
・ティームティーチングの授業であったが，Ｔ１もＴ２もどちらも主役のように動いていた。まと

めの場面では，あくまでも生徒の言葉でまとめるということがなされており，参考になった。 
・今日の７つのグループから出てきたまとめはほんとにすばらしいと思う。ぜひ生徒を褒めてもら

いたい。「作図できる」「作図できない」というのは数の演算に帰着するわけだが，それに関係す

ることを見いだすことができていた。生徒の振り返りの中に「まだ納得いかない」ということが

もしも書いてあれば，それはとてもいいことだと思うし，そういう子には個別にアクセスして興

味・関心を更に高めてもらいたい。 
・秋田型探究授業のスタイルの中で，生徒自身が見方・考え方を深められる授業であり，「深い学び」

に繋がる授業になっていた。答えを出して終わりでなく，自分の言葉で記述させることを６年間

続けていくことで，大学入試にも対応できる学力がついていくと思う。 
・「自分の言葉で考えて説明する」ということに一貫性があった。評価問題も「作図できる理由を書

け」という問題であり，まさにアクティブラーニングの視点だと思った。ただ，まとめが全体で

確認されず，まちがったまとめをしていた生徒が見られたので，修正する必要があると思う。 
・（授業者）グループでまとめたものを全体で比較する場面で，ある程度共通するキーワードが出て

くるだろうから，それを共有することにして，あとは自分の言葉でまとめさせることにした。た
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だ，今日の様子だと，指導者からの価値付けが不十分だったこともあり，生徒のまとめが不十分

になってしまったと思う。そこが反省点である。 
・今日の授業のまとめかたをどうするかはかなり難しいことだと思う。証明するのは中学校段階で

は無理なので，それを言おうとすると押しつけになってしまい，それを先生が「こうだ」と言っ

てしまうのは残念な気がする。今回のように数学的に難しく，広がりのあるテーマであれば，そ

の場では疑問が残っても，６年間でその疑問を持ち続けて関心を持っていくことは良いことだと

思う。次の学習への意欲にも繋がるのではないか。開いた形で学びの道筋をつけてあげれば，無

理をして指導者側からのまとめをする必要はないのではないかと思う。 
・今日の内容は知識としてどうしても身に付けなければいけないところではなかったので，まとめ

のことはそれほど重要ではなく，むしろ本時のねらいの見方・考え方をどのように深めるかが大

事だと思う。見方・考え方を深めるためには「分割と合成」の考え方が大切である。分割には引

き算による分割と割り算による分割がある。今日の場面では，引き算による分割は問題ないと思

うが，割り算での分割がポイントで，「２等分はできるが３等分はできない」ということも話題に

なった。垂直二等分線も角の二等分線も「対称性」がポイントであり，２等分できることと対称

性との関連を意識させ，対称性をよりどころとした考え方をさせることができればよかった。 
（４）指導助言

本校は SGH への取り組みの一貫として，アクティブラーニングの視点に基づく授業改善を進め

ています。また，中等部では秋田型探究授業も推進しています。先日横手市で開催した学力フォー

ラムにおいては，文部科学省教育課程企画室の大杉住子室長から「アクティブラーニングの要素は

すべて秋田型の探究授業に含まれている」というような言葉をいただいています。アクティブラー

ニングの視点に基づく授業改善を進めていってたどり着く形は一つではないと思いますが，その中

の一つの形が探究型授業であり，それを進めている本校の取組はアクティブラーニングの最先端を

いっているといえると思います。 
その探究型授業においては４つのプロセス「子どもの疑問をうまくとりあげての課題の設定」「自

力思考」「ペアやグループなどでの学び合いや全体での探究」「まとめと振り返り」があります。こ

れに基づいて本時の授業をみてみると，最初の「課題設定」の場面では，問題自体はさらっと提示

していましたが，「どれが簡単そうか？」「どれが難しそうか？」といった発問があり，生徒が見通

しをもつことに繋がっていました。次に「自力思考」の場面ですが，本時はすぐにグループ活動に

入ったものの，その中で「まずは自分で取り組んで，そのあとでグループ内で説明し合うように」

という指示があり，自力思考の時間が与えられていました。これによって，その後のグループ内で

の説明が活発に行われたのではないかと思います。グループ内での学び合いの場面でよく言われる

のが「活動主義にならないように」ということです。その視点でグループの中の子どもたちの様子

を見てみましたが，子どもたち一人ひとりが主体的に意見を出し合って理解し合っていく，もしく

は大事なことに気づかない子に教え合ったりという学びの様子があり，形だけではない有意義なグ

ループ活動が行われていました。問題・課題の設定のしかたが良かったのと，日頃の指導の成果だ

と思います。「まとめ」の場面については，先ほどから議論があります。基本的には課題に対するま

とめがあるべきです。ただし，何事にも例外はあります。すべての生徒が正しくまとめられていた

かというと不安がありますが，それをすべての生徒に求めるには難しい題材であったと思います。

もう少ししっかりまとめたいというのであれば，机間指導しながらポイントを捉えている生徒のま

とめを見つけて，途中段階で何人かの生徒に発表させるなどすれば，効果的だったかもしれません。 
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だ，今日の様子だと，指導者からの価値付けが不十分だったこともあり，生徒のまとめが不十分

になってしまったと思う。そこが反省点である。 
・今日の授業のまとめかたをどうするかはかなり難しいことだと思う。証明するのは中学校段階で

は無理なので，それを言おうとすると押しつけになってしまい，それを先生が「こうだ」と言っ

てしまうのは残念な気がする。今回のように数学的に難しく，広がりのあるテーマであれば，そ

の場では疑問が残っても，６年間でその疑問を持ち続けて関心を持っていくことは良いことだと

思う。次の学習への意欲にも繋がるのではないか。開いた形で学びの道筋をつけてあげれば，無

理をして指導者側からのまとめをする必要はないのではないかと思う。 
・今日の内容は知識としてどうしても身に付けなければいけないところではなかったので，まとめ

のことはそれほど重要ではなく，むしろ本時のねらいの見方・考え方をどのように深めるかが大

事だと思う。見方・考え方を深めるためには「分割と合成」の考え方が大切である。分割には引

き算による分割と割り算による分割がある。今日の場面では，引き算による分割は問題ないと思

うが，割り算での分割がポイントで，「２等分はできるが３等分はできない」ということも話題に

なった。垂直二等分線も角の二等分線も「対称性」がポイントであり，２等分できることと対称

性との関連を意識させ，対称性をよりどころとした考え方をさせることができればよかった。 
（４）指導助言

本校は SGH への取り組みの一貫として，アクティブラーニングの視点に基づく授業改善を進め

ています。また，中等部では秋田型探究授業も推進しています。先日横手市で開催した学力フォー

ラムにおいては，文部科学省教育課程企画室の大杉住子室長から「アクティブラーニングの要素は

すべて秋田型の探究授業に含まれている」というような言葉をいただいています。アクティブラー

ニングの視点に基づく授業改善を進めていってたどり着く形は一つではないと思いますが，その中

の一つの形が探究型授業であり，それを進めている本校の取組はアクティブラーニングの最先端を

いっているといえると思います。 
その探究型授業においては４つのプロセス「子どもの疑問をうまくとりあげての課題の設定」「自

力思考」「ペアやグループなどでの学び合いや全体での探究」「まとめと振り返り」があります。こ

れに基づいて本時の授業をみてみると，最初の「課題設定」の場面では，問題自体はさらっと提示

していましたが，「どれが簡単そうか？」「どれが難しそうか？」といった発問があり，生徒が見通

しをもつことに繋がっていました。次に「自力思考」の場面ですが，本時はすぐにグループ活動に

入ったものの，その中で「まずは自分で取り組んで，そのあとでグループ内で説明し合うように」

という指示があり，自力思考の時間が与えられていました。これによって，その後のグループ内で

の説明が活発に行われたのではないかと思います。グループ内での学び合いの場面でよく言われる

のが「活動主義にならないように」ということです。その視点でグループの中の子どもたちの様子

を見てみましたが，子どもたち一人ひとりが主体的に意見を出し合って理解し合っていく，もしく

は大事なことに気づかない子に教え合ったりという学びの様子があり，形だけではない有意義なグ

ループ活動が行われていました。問題・課題の設定のしかたが良かったのと，日頃の指導の成果だ

と思います。「まとめ」の場面については，先ほどから議論があります。基本的には課題に対するま

とめがあるべきです。ただし，何事にも例外はあります。すべての生徒が正しくまとめられていた

かというと不安がありますが，それをすべての生徒に求めるには難しい題材であったと思います。

もう少ししっかりまとめたいというのであれば，机間指導しながらポイントを捉えている生徒のま

とめを見つけて，途中段階で何人かの生徒に発表させるなどすれば，効果的だったかもしれません。 

中等部 第１学年３組 Ｊ 科学習指導案

日 時 平成２８年１０月２８日（金）

授業者 吉 澤 孝 幸

腰山 潤

場 所 中等部１年３組教室

１ 単元名 「簡易ディベートに挑戦！」 
２ 単元の目標

（１）自分がもつ国語や英語の知識を最大限に活用し、積極的にコミュニケーションを図ることができ

る。

（２） テーマについて、日本語や英語で多様な角度からの自分の意見を構成・整理して表現できる。

３ 生徒と単元

（１）《生徒の実態》

男子１７名、女子１９名、計２６名。

入学以前の学習経験の違いが平素の授業において大きな配慮事項になることはなく、ほぼ同じ段

階から中学校における英語の学習をスタートした。言語活動においても、自分ができることを班や

学級の中で貢献するという姿勢が見られ、協働的な学習を通して集団を高めていくことが期待でき

る。発表を通して交流する場では、やや声量に不安もあるが、個々の思考力は高く、日本語での討

論では、話題とされる事柄に関する豊富な知識を基に、物事を批判的に考察したり、様々な角度か

ら意見を出すことができる。また、日本語と英語の言語構造を比較する際に、国語で学習した漢文

の語順と英語との共通性を引き出して説明するなどの場面が見られた。英語分野における活動では、

話す際に簡単なメモを作成し話す準備をしているが、なぜメモ書きから話すのかという活動の趣旨

についての理解も早い。伝える際にどのように話せばより効果的な伝え方になるか、また少ない語

彙や表現を補うために、英語ではどのような視点からアプローチしたらよいかを意識して活動に取

り組んでいるところである。

（２）《本単元について》

本単元で設定している簡易ディベートを行うにあたっては、語彙も少なく使える英語表現も極め

て限られているため、目標としている本格的なディベートを現時点で行うことは難しい。従って本

単元は、将来本格的なディベートに取り組むことを見据えた「土台の土台」と形容することができ

る。それでは、「土台の土台」とは何か。本単元では、「英語で文が作れなくとも、今あるレベルで

単語であっても積極的にコミュニケートしようとする意欲」と規定したい。これは「英文が作れな

いので発話しない」という生徒を作らないことを意味する。「単語だけを発話したとしても、その単

語を拾って先生が言い換えてくれる」という安心感も醸成したい。

本科目の最終的な目標は、「英語で討論やディベートができる」ことである。そこで大切にしてい

ることは、「何とかして伝えようとする意欲」に支えられた伝え方であり、そのような姿勢自体がグ

ローバルリーダーとして最も必要な資質と捉えている。語彙も表現も不足する中で敢えて最終到達

点を簡易的に取り上げ、本科目が掲げる目標の基礎づくりの学習として生徒に伝えようとする意識

の大切さを意識させたいと考え、本単元を設定した。

（３）《（１）、（２）を受けた、本単元の指導について》

本科は、最終目標を英語での活動に置いているが、国語的分野と英語的分野を取り扱うことにあ

たり「日本語で行ったことを英語でそのまま置き換える活動は行わない。」ということを前提とした。
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踏み込んで表現すると「日本語で考えたものを英語で書いたり、話したりということは行わない」

と言える。その上で、国語分野の役割を明確にして指導を行う必要があると考え、国語分野では３

つの役割を担うこととした。一つ目は、日本語と英語の「論理構成」を十分に教えること。英語で

は、「メインアイディア＋理由・詳細・具体例・重み付け」などの構成となり、日本語とのロジック

パターンの違いを踏まえた上で発話することが大切になる。ここにこそ、英語と日本語が組み合わ

せられている意義があると考える。二つ目は、目標とする活動形式を体験させる。例えば、簡易デ

ィベートの流れや手順を国語で体験させ、活動の流れを理解させる。その後で、慣れ親しんだ段階

で英語の活動を行う。最後は、テーマに関わりコンテンツを幅広く日本語で議論する。以上の３つ

を国語分野で扱い、その上で英語での活動に取り組むことなるが、日本語で議論したものの中から

英語で行うことができる何割かを英語に乗せて表現させる。その際に、日本語で行う時とは異なる

角度から見方や考え方をもたせたい。必ずしも文レベルの発話を強制せず、文構造もネイティブに

とって支障がないような文構造で許容する姿勢を示したい。

４ 全体計画（総時数４時間）

時間 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の指導のポイント 評価

第１時

＜国語分野＞ 
日本語の資料を読み自

分のものの見方・考え

方を広める。 

テーマに関わり様々

な考え方や見方を知

る。 

テーマと自分の生活体験

を結び付けて考えること

ができるよう支援する。 
ワークシート 

第２時

＜国語分野＞ 
テーマについて日本語

で論理的な議論を行

い、活動の流れをつか

もう。 

活動の流れを知り、チ

ームに分かれて簡易

ディベートを行う。 

相手の発話を踏まえて、

論理的な発言ができるよ

うに支援する。 
観察 

第３時

＜英語分野＞ 
自分の立場に基づい

て、メモ書きを通して複

数の理由を形成・整理

できる。 

教師とのやりとりを通し

て、自分の生活場面と

結び付けて理由となる

キーワードを整理し、

チームで共有する。 

個人的な生活体験から考

えることを理由付けの視

点として与える。 
ワークシート 

第４時

（本時）

＜英語分野＞ 
英語と知識を総動員し

て整理・構成した考えを

語句や単文で積極的に

表現している。 

ショートプレゼンテー

ションや簡易ディベー

トを行う。 

生徒から出されるキーワ

ードからどのような表現が

できるか例を示したり、言

い換えを行う。 

観察 
 
後日映像による

評価 

５ 本時の学習（本時４ ４）

（１）ねらい

与えられたテーマについて、メモに基づいて意見を形成・整理し、簡単な語句や単文で積極的に伝え

合うことができる。  
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踏み込んで表現すると「日本語で考えたものを英語で書いたり、話したりということは行わない」

と言える。その上で、国語分野の役割を明確にして指導を行う必要があると考え、国語分野では３

つの役割を担うこととした。一つ目は、日本語と英語の「論理構成」を十分に教えること。英語で

は、「メインアイディア＋理由・詳細・具体例・重み付け」などの構成となり、日本語とのロジック

パターンの違いを踏まえた上で発話することが大切になる。ここにこそ、英語と日本語が組み合わ

せられている意義があると考える。二つ目は、目標とする活動形式を体験させる。例えば、簡易デ

ィベートの流れや手順を国語で体験させ、活動の流れを理解させる。その後で、慣れ親しんだ段階

で英語の活動を行う。最後は、テーマに関わりコンテンツを幅広く日本語で議論する。以上の３つ

を国語分野で扱い、その上で英語での活動に取り組むことなるが、日本語で議論したものの中から

英語で行うことができる何割かを英語に乗せて表現させる。その際に、日本語で行う時とは異なる

角度から見方や考え方をもたせたい。必ずしも文レベルの発話を強制せず、文構造もネイティブに

とって支障がないような文構造で許容する姿勢を示したい。

４ 全体計画（総時数４時間）

時間 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の指導のポイント 評価

第１時

＜国語分野＞ 
日本語の資料を読み自

分のものの見方・考え

方を広める。 

テーマに関わり様々

な考え方や見方を知

る。 

テーマと自分の生活体験

を結び付けて考えること

ができるよう支援する。 
ワークシート 

第２時

＜国語分野＞ 
テーマについて日本語

で論理的な議論を行

い、活動の流れをつか

もう。 

活動の流れを知り、チ

ームに分かれて簡易

ディベートを行う。 

相手の発話を踏まえて、

論理的な発言ができるよ

うに支援する。 
観察 

第３時

＜英語分野＞ 
自分の立場に基づい

て、メモ書きを通して複

数の理由を形成・整理

できる。 

教師とのやりとりを通し

て、自分の生活場面と

結び付けて理由となる

キーワードを整理し、

チームで共有する。 

個人的な生活体験から考

えることを理由付けの視

点として与える。 
ワークシート 

第４時

（本時）

＜英語分野＞ 
英語と知識を総動員し

て整理・構成した考えを

語句や単文で積極的に

表現している。 

ショートプレゼンテー

ションや簡易ディベー

トを行う。 

生徒から出されるキーワ

ードからどのような表現が

できるか例を示したり、言

い換えを行う。 

観察 
 
後日映像による

評価 

５ 本時の学習（本時４ ４）

（１）ねらい

与えられたテーマについて、メモに基づいて意見を形成・整理し、簡単な語句や単文で積極的に伝え

合うことができる。  

（２）学習過程

段 階 生徒の学習活動

学

習

形

態

教師の指導

評 価

【観点】

（評価方法）

導 入

（５分）

１ Presentations in groups 
どれだけ自分を語れるか 

グ

ル

ー

プ 

・プレゼンターの紹介とプレゼン

テーション後の活動を簡潔に

説明する。 
 

展 開

（４３分）

 
２ Speech and Introduction 
 “My mother often ・・・” 
 
 
３ Today’s Topic 
   生徒のスピーチを呼び水とし
てテーマを引き出す。 

 
 
 
 
４ Simplified Debate 
     
① Key Words Only  

    アイディアとなるキーワード
をチームで出し合う。 

 
 ② Sharing with the class 
全体で共有し論理構成と発

話例を示す。 
 
③Simplified Debate 

on the team 
４対４の簡易ディベートを行

う。 
 
   ④On the whole class 
     代表者簡易ディベート 

 
全

体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
個 
 
 
 
 
 
グ

ル

ー

プ 
全

体 

 
・生徒のスピーチを利用して本

日のトピックへの布石とする。 
 
・話題と生徒の生活体験と結び

付けるような即興的なフィード

バックを行う。 
 
 
 
 
 
 
・文を書かないように注意を喚起

する。 
 
 
・アイディアとしての単語を拾い

英文で言い換えや確認をして

やる。 
 
○２番目と４番目の生徒は、相

手の意見に対応した意見を述

べることを強調し、全体で確

認する。 
 
○生徒の発話を足がかりに、話

題を発展させたり、優れたパ

フォーマンスに対する気付き

を促す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【関心・意欲】 
文構造の間違いを

恐れず、積極的に

発話したり、応答し

ている。 
（活動の観察） 
（後日映像確認） 
 

終末

（２分）
５ 振り返り方法を連絡する。 

全

体 
言語の本質についての振り返り

であることを伝える。 
 

“A parent comes in my room.”    It’s OK. / I don’t like it. 
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（３） 指導の目標達成のための工夫

「話すこと」においては、「スピーチ」と対応力が必要な「やりとり」とを区別した上で指導されるべきである。し

かし、中学生の段階で英語での対応力を求める活動を行うには段階的な「足場かけ」が必要となる。本活動

では、相手の意見を踏まえて自分のチームの立場を明らかにする部分を「対応力」と捉え、相手の意見に対

応して短い時間でキーワードを基に協働的に形成・整理する場面で、協働的な学習を通して高い相互影響

力が見られると考えている。チームには、英語に関わる知識や場合によっては意欲の差も存在するが、チー

ムやクラスを一つのコミュニティーと捉え「自分でできる範囲でコミュニティーに貢献する」という姿勢を、学習

の場でも実現させたい。 
 
６ 分科協議会記録

日時 平成２８年１０月２８日（金）

場所 高校 ２年 組教室

指導助言者 高校教育課 石井むつみ 指導主事 
義務教育課 山田仁美  指導主事 

 
（１）教科としてのアクティブラーニングや授業改善の取り組み

 （腰山）・本校の教育目標であるグローバルリーダーの育成を念頭に置いた授業を心掛けた。 
（腰山）・授業でのタスクを明確にし、本人が持っている能力や既存知識を最大限に活用しながら、実際に英語を

（腰山）・使わせる。 
（腰山）・国語科でディベートの方法をしっかり学んでから、英語のディベートを行った。 

 
（２）授業者から

（吉澤）・生徒のコミュニティー（ここでは教室での活動）に貢献する授業（トピック設定など）を実践する。 
（吉澤）・動詞の選択が適切にできるかどうか。その際には、日本語が介在する時間を短くする、発言をリキャスト

（吉澤）・するなどの配慮をした。 
（吉澤）・言語の本質にせまる振り返りを意識した。 
（吉澤）・ゲストを作らない授業を目指し、アクティブラーニングを取り入れた。 
（吉澤）・目標をあえて明示せずに、自由度の高い授業を意識した。 
 
（３）研究協議

（大宮）・間違った英語の文法の発言は訂正しないのか。例えば「I father」を「My father」に訂正するなど。 
（吉澤）・游がせておく。自由度の高い授業をする。そのぶん振り返りにおいて自分が話したことを書いてみて、気

（吉澤）・付きを与える。 
（小坂）・フィードバック、評価について。 
（吉澤）・普段の（英語）の授業では、クリアすべき点（音読、スキップ、書き込み、ショドウィングなど）を明確にする。

（吉澤）・ここでは（JEの授業では）活動の様子を振り返ることで行う。 
（奥）・教科書の内容を自分たちで広げる授業はしないのか。 
（吉澤）・週ごとに勉強道具（プリントやワークシートなど）を渡し、前もって決めたものを調べさせる。和英辞典を使

（吉澤）・わせず、既存の単語を使わせながら言い換えを考える。自分の持っている語彙をフル活用させる。別の

（吉澤）・アングルから手持ちの語彙を使えるようにする。教科書の語彙は辞書を引かせるような内容である。 
（腰山）・（今回の JEの授業では）日常体験から言葉を考えさせる（暗示的学習法の）授業であった。 
（築地）・子どもが興味を持つトピックは何か。 
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（３） 指導の目標達成のための工夫

「話すこと」においては、「スピーチ」と対応力が必要な「やりとり」とを区別した上で指導されるべきである。し

かし、中学生の段階で英語での対応力を求める活動を行うには段階的な「足場かけ」が必要となる。本活動

では、相手の意見を踏まえて自分のチームの立場を明らかにする部分を「対応力」と捉え、相手の意見に対

応して短い時間でキーワードを基に協働的に形成・整理する場面で、協働的な学習を通して高い相互影響

力が見られると考えている。チームには、英語に関わる知識や場合によっては意欲の差も存在するが、チー

ムやクラスを一つのコミュニティーと捉え「自分でできる範囲でコミュニティーに貢献する」という姿勢を、学習

の場でも実現させたい。 
 
６ 分科協議会記録

日時 平成２８年１０月２８日（金）

場所 高校 ２年 組教室

指導助言者 高校教育課 石井むつみ 指導主事 
義務教育課 山田仁美  指導主事 

 
（１）教科としてのアクティブラーニングや授業改善の取り組み

 （腰山）・本校の教育目標であるグローバルリーダーの育成を念頭に置いた授業を心掛けた。 
（腰山）・授業でのタスクを明確にし、本人が持っている能力や既存知識を最大限に活用しながら、実際に英語を

（腰山）・使わせる。 
（腰山）・国語科でディベートの方法をしっかり学んでから、英語のディベートを行った。 

 
（２）授業者から

（吉澤）・生徒のコミュニティー（ここでは教室での活動）に貢献する授業（トピック設定など）を実践する。 
（吉澤）・動詞の選択が適切にできるかどうか。その際には、日本語が介在する時間を短くする、発言をリキャスト

（吉澤）・するなどの配慮をした。 
（吉澤）・言語の本質にせまる振り返りを意識した。 
（吉澤）・ゲストを作らない授業を目指し、アクティブラーニングを取り入れた。 
（吉澤）・目標をあえて明示せずに、自由度の高い授業を意識した。 
 
（３）研究協議

（大宮）・間違った英語の文法の発言は訂正しないのか。例えば「I father」を「My father」に訂正するなど。 
（吉澤）・游がせておく。自由度の高い授業をする。そのぶん振り返りにおいて自分が話したことを書いてみて、気

（吉澤）・付きを与える。 
（小坂）・フィードバック、評価について。 
（吉澤）・普段の（英語）の授業では、クリアすべき点（音読、スキップ、書き込み、ショドウィングなど）を明確にする。

（吉澤）・ここでは（JEの授業では）活動の様子を振り返ることで行う。 
（奥）・教科書の内容を自分たちで広げる授業はしないのか。 
（吉澤）・週ごとに勉強道具（プリントやワークシートなど）を渡し、前もって決めたものを調べさせる。和英辞典を使

（吉澤）・わせず、既存の単語を使わせながら言い換えを考える。自分の持っている語彙をフル活用させる。別の

（吉澤）・アングルから手持ちの語彙を使えるようにする。教科書の語彙は辞書を引かせるような内容である。 
（腰山）・（今回の JEの授業では）日常体験から言葉を考えさせる（暗示的学習法の）授業であった。 
（築地）・子どもが興味を持つトピックは何か。 

（吉澤）・生徒にとって身近なトピック。例えば「自販機は学校に置くべきか。」「制服の是非」など。ディベートをす

（吉澤）・る上で、深みに限界がないものを選びたい。トピックに関する自分自身のインプット（社会情勢に目を向

（吉澤）・けるなど）をしていきたい。 
（佐藤）・グローバルリーダーの育成についてだが、グローバルリーダーを輩出するには、まだまだ足りない。上位

（吉澤）・層を刺激する手立てが必要である。上位層にはさらにベクトルを上に向けておかなければ、レベルが下

（吉澤）・がってしまう。わからないことを投げ込まなければ下がってしまう。知らないことは（やる気のある者は）調

（吉澤）・べる。それが上へとつながる。帰宅後の主体的な学びにつなげたい。今のトップ（の集団）よりも上の集団

（吉澤）・を作ることが大切。生徒が楽しそうなだけでは足りない。 
秋田県は全国一の学力を誇る県ではあるが、例があるものを使っているだけではいけない。新たな発想

（吉澤）・を展開させたい。 
（大宮）・周りを気にせずに発言する女子について。 
（吉澤）・受容の態度は整っている。女子生徒もその態度に気付き、周りの生徒も英語の活動を通して受容するよ

（吉澤）・うになって欲しい。 
（野澤）・日常生活の写真や話題を用いたプレゼンを行った生徒について。 
（吉澤）・SGHでチャンスが欲しいと言う保護者の協力を仰いだ。その生徒は部活動指導においても関わりが多
（吉澤）・い生徒であり、（生徒との信頼関係が築けており）協力を仰ぎやすかった。 
 
④指導助言 
（山田） ・うなずき、身振り、手振り、力強い拍手、すばらしい授業であった。グローバルリーダーとしての片鱗が

見えた。 
・JEコミュニケーションの有用性を意識することや、メタ認知（資料をもとに学習者自身が内省し自己評
価を行うことで、自己の学習状況を認識する力を育成し、自立的学習を促進させること）が出来ていた。 
・国語科として表す力と感じる力、論理的思考力を学ばせ、英語のディベートにつなげていければ。 

（石井） ・頭脳が活性化された授業だった。 
 ・目標をあえて示していないとのことであったが、目標がしっかり捉えられており、生徒もしっかりわかって
いる。 
・コーディネート力や生徒の発言をしっかり拾いリキャストすることが、積極的に発言する姿勢につなが

る。 
・キーワードを上手く使った授業であった。即興で話す手段かつ積極的に話すきっっかけになっていた。

センテンスを書いていたら、そうはならなかったであろう。 
・親への感謝の気持ちが増す簡易ディベートであり、自分と家族の関係を考えたであろうトピックであっ

た。 
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SGHカンファレンスアンケート集計結果

（１）公開授業研究会について

①参考になった
②少し参考に
なった

③あまり参考に
ならなかった

④参考にならな
かった

合計

回答数 61 4 2 0 67

％ 91.04 5.97 2.99 0 100

２．どの公開授業を参観されましたか。該当する番号を○で囲んでください。
①中学1年【学校設
定教科】J.E.コミュニ
ケーション

②高校1年【国語
科】国語総合(現代
文)

③中学1年【数学
科】

④高校1年【数学
科】数学Ⅰ

回答数 6 11 3 14

％ 8.70 15.94 4.35 20.29
⑤高校1年【外国語
科】コミュニケーショ
ン英語Ⅰ

⑥高校1年【理科】
化学基礎

⑦高校2年【地理歴
史科】地理Ｂ

合計

回答数 17 5 13 69 ※複数回答あり

％ 24.64 7.25 18.84 100

３．公開授業を参観し、参考になるところがありましたか。下の記号を○で囲んでください。

　　②の場合には番号を○で囲んでください。

a.知識･技能を深
める指導

b.探究力・協働力
(思考力･表現力･
判断力)を高める
指導

c.主体的な学習
意欲を高める指
導

d.その他 合計

回答数 11 39 37 17 104 ※複数回答あり

％ 10.58 37.50 35.58 16.35 100

　d.その他（自由記述欄）
研究授業

中1・J.E.C
中1・J.E.C

高1・国総現

高1・国総現

高1・国総現

高1・国総現

高1・国総現

中1・数学

中1・数学、
高1・数Ⅰ
高1・数Ⅰ

高1・数Ⅰ

高1・数Ⅰ

高1・数Ⅰ
高1・コ英Ⅰ
高1・コ英Ⅰ
高1・コ英Ⅰ
高1・コ英Ⅰ

高1・コ英Ⅰ

高1・化基
高1・化基
高2・地理B

タブレットを用いたタイムタイマーの活用や、写真を拡大しての説明など、思考の共有とデジタルツールの活
用。

１回１回の授業で完結するのではなく、中学３年間･高校３年間を継続して、生徒の知的好奇心を喚起し、保ち
続ける授業。

キーワードを基にして発語をさせるところ。

正解のない課題を取り組ませている点。

パワーポイントの使い方。

情報機器の使い方。

積極的な話し合いが行われており、生徒１人１人の学力が向上しそうだと思った。

ＩCTの活用、生徒に考えさせ伝える活動が印象的だった。

ジグソー法を理科に取り入れる例を見ることができた。

たくさんの工夫がされており、素晴らしかった。
生徒へのコメントの丁寧さ。

板書をしないことで（あるいはスクリーンやＰＣを駆使することで）テンポ良く授業を進めさせることができるとい
うことを示していた。そのことにより生徒に英語を使わせる時間を増やすことができていた。

教具の有効的な使い方、準備の具体的内容、教員の立場、共有の方法。

立体図形は苦手、という生徒が多いので、指導や授業を行うときに、いつもどのようにしたら理解を深められる
だろうか、と考えていた。生徒を指名して答えさせるのは何か意味があるのか？

生徒達の視点が変化していく様を見て取ることができた。

子供たちのモチベーションを下げることなく、授業が進行する様子。

小・中学校での学びの観点、文字や読み方などの既習事項や学習形態(グループ）の用い方などを組み込ん
だすばらしい授業であった。

子供たちに協働性を高めさせ、深い理解をさせていく大切さを改めて感じることができた。

１．本校の公開授業の内容は、あなたの研究や授業実践･業務等に生かせる内容でしたか。

記述内容

グループでホワイトボードに意見をまとめて発表することで、顔を上げて発表を聞くことができるので良いと
思った。

グループ→全体→グループの流れで学習の深まりを感じた。

ていねいな授業に頭が下がる。先生のまとめ方、発問の仕方が素晴らしい。生徒１人１人がしっかりと活動し
ていた。
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SGHカンファレンスアンケート集計結果

（１）公開授業研究会について

①参考になった
②少し参考に
なった

③あまり参考に
ならなかった

④参考にならな
かった

合計

回答数 61 4 2 0 67

％ 91.04 5.97 2.99 0 100

２．どの公開授業を参観されましたか。該当する番号を○で囲んでください。
①中学1年【学校設
定教科】J.E.コミュニ
ケーション

②高校1年【国語
科】国語総合(現代
文)

③中学1年【数学
科】

④高校1年【数学
科】数学Ⅰ

回答数 6 11 3 14

％ 8.70 15.94 4.35 20.29
⑤高校1年【外国語
科】コミュニケーショ
ン英語Ⅰ

⑥高校1年【理科】
化学基礎

⑦高校2年【地理歴
史科】地理Ｂ

合計

回答数 17 5 13 69 ※複数回答あり

％ 24.64 7.25 18.84 100

３．公開授業を参観し、参考になるところがありましたか。下の記号を○で囲んでください。

　　②の場合には番号を○で囲んでください。

a.知識･技能を深
める指導

b.探究力・協働力
(思考力･表現力･
判断力)を高める
指導

c.主体的な学習
意欲を高める指
導

d.その他 合計

回答数 11 39 37 17 104 ※複数回答あり

％ 10.58 37.50 35.58 16.35 100

　d.その他（自由記述欄）
研究授業

中1・J.E.C
中1・J.E.C

高1・国総現

高1・国総現

高1・国総現

高1・国総現

高1・国総現

中1・数学

中1・数学、
高1・数Ⅰ
高1・数Ⅰ

高1・数Ⅰ

高1・数Ⅰ

高1・数Ⅰ
高1・コ英Ⅰ
高1・コ英Ⅰ
高1・コ英Ⅰ
高1・コ英Ⅰ

高1・コ英Ⅰ

高1・化基
高1・化基
高2・地理B

タブレットを用いたタイムタイマーの活用や、写真を拡大しての説明など、思考の共有とデジタルツールの活
用。

１回１回の授業で完結するのではなく、中学３年間･高校３年間を継続して、生徒の知的好奇心を喚起し、保ち
続ける授業。

キーワードを基にして発語をさせるところ。

正解のない課題を取り組ませている点。

パワーポイントの使い方。

情報機器の使い方。

積極的な話し合いが行われており、生徒１人１人の学力が向上しそうだと思った。

ＩCTの活用、生徒に考えさせ伝える活動が印象的だった。

ジグソー法を理科に取り入れる例を見ることができた。

たくさんの工夫がされており、素晴らしかった。
生徒へのコメントの丁寧さ。

板書をしないことで（あるいはスクリーンやＰＣを駆使することで）テンポ良く授業を進めさせることができるとい
うことを示していた。そのことにより生徒に英語を使わせる時間を増やすことができていた。

教具の有効的な使い方、準備の具体的内容、教員の立場、共有の方法。

立体図形は苦手、という生徒が多いので、指導や授業を行うときに、いつもどのようにしたら理解を深められる
だろうか、と考えていた。生徒を指名して答えさせるのは何か意味があるのか？

生徒達の視点が変化していく様を見て取ることができた。

子供たちのモチベーションを下げることなく、授業が進行する様子。

小・中学校での学びの観点、文字や読み方などの既習事項や学習形態(グループ）の用い方などを組み込ん
だすばらしい授業であった。

子供たちに協働性を高めさせ、深い理解をさせていく大切さを改めて感じることができた。

１．本校の公開授業の内容は、あなたの研究や授業実践･業務等に生かせる内容でしたか。

記述内容

グループでホワイトボードに意見をまとめて発表することで、顔を上げて発表を聞くことができるので良いと
思った。

グループ→全体→グループの流れで学習の深まりを感じた。

ていねいな授業に頭が下がる。先生のまとめ方、発問の仕方が素晴らしい。生徒１人１人がしっかりと活動し
ていた。

ペーパー試験に頼らない多面的な評価について。

とにかく体に気をつけながらがんばってほしい。

地歴･公民の科目の多様な事例。

中高一貫の協働について。

中学校～高校卒業までに何ができるようになったかについて分析を行ったもの。

地域と世界とのつながりを教科の授業でどう扱うか。

それぞれの教科の視点からＳＧＨにどのように迫るのか。

生徒主体の授業方法の分析と、他の方法の試み。

生徒間の学習習慣の相互作用など。生徒同士の波及効果について。

進学校におけるアクティブラーニングの実践（大学入試問題〈東大の問題など〉を活用した授業等）

様々な手法を取り入れ授業をしていただきたい。

国際問題研究。

国語科における「協働」的学習（高等学校）。

国語科ということで言えば、古典（古文・漢文）の扱いをどのようにしていくかを研究して欲しい。

こうしたスタイルが、進路実現に数値として表れるまで、ぜひ続けていただきたい。

グループワークへの取り組みの増加。

グループワークに不慣れだけれど、良い意見を持っている生徒が、他の生徒に影響を与える授業。

空間ベクトルの際にどのように教材･指導を行うのか。

学習者全員がグローバルに必要な技能習得を理解し、主体的にモチベーション高く学ぼうとする授業の研究。

iPad、タブレット、電子教科書など情報機器を利用する授業。

ALを活用した実験授業についての研究。

４．次年度以降、本校にどのような研究を望まれますか。下の枠内にご記入ください。（自由記述）

中等部の生徒が増えていく中で、６年間を見通したカリキュラムの開発（特にアクティブラーニングでつける力）。

さらにAL型の授業を実践していただき、現・古・漢のどれでも生徒主体に授業を展開して、その成果を発表してほしい。
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（２）分科協議会・運営等について

１．どの分科協議会に参加されましたか。
①J.E.コミュニケーション ②国語科 ③数学科(中学) ④数学科(高校)

回答数 6 10 3 13

％ 9.09 15.15 4.55 19.70

⑤外国語科 ⑥理科 ⑦地理歴史科 合計

回答数 16 5 13 66

％ 24.24 7.58 19.70 100

①参考になった ②少し参考になった ③あまり参考にならなかった ④参考にならなかった 合計

回答数 57 6 3 0 66

％ 86.36 9.09 4.55 0 100

(自由記述欄）

分科協議会

中1・J.E.C

中1・J.E.C

高1・国総現

高1・国総現

高1・国総現

高1・数Ⅰ

高1・数Ⅰ

高1・数Ⅰ

高1・コ英Ⅰ

高1・コ英Ⅰ

高1・コ英Ⅰ

高1・化基

高2・地理B

３．その他（開会行事・公開授業・分科協議会・閉会行事・運営等）、お気づきの点がありましたらご記入ください。

英語科の先生方を中心に丁寧な指導をされたことや、生徒の努力が感じられた。どこまでが調べた内容で、どこからが提案
なのかが、もっと明らかであると良いと感じた班があった。

説明に使用したスライドショーの印刷物も欲しかった。

とても行き届いた案内でした．運営面も大変勉強になりました。

パワーポイントの資料があるとメモを取りやすい。またフィードバックしやすい。

分科会後に行われた向後先生のお話は、ぜひ学校に戻って周知すべきだと思った。資料があれば良かった。

分科協議会はもう少し時間が欲しかった。

向後先生のコメントが洗練されていて、大変貴重な機会となった。

「SGHらしさ」はあまり感じなかった。

文科省の方の話も、その姿勢が伝わり良かった．（英語教育にもっと予算を！）

生徒達のあいさつが「お疲れ様です」だったこと。

can-do listを重視して、教科書を終わらせることをやめよう（やること vs 考えること）

参加した先生方も、南高の先生方の答えも、指導助言者の方の話も、とても参考になった。教材の取り扱い
や、can-doとのつながりも、文科省の考え方も理解できた。

指導助言者の方のコメントが明確だった。

ALは手法ではなく視点であるという考え方が、とても参考になった。

１つの方法に対しての議論となり残念だった。

開会行事・閉会行事が寒かった。

グローバル・リーダーを育むことについて考えさせられた。

公開授業の教室が狭かった。

準備が行き届いていて、感動した。

生徒がいきいきと活動していた。

デジタル　ツールの活用法

２．参加された分科協議会の内容は貴校の研究や授業実践に生かせる内容でしたか。番号を１つ○で囲んでく
ださい。その他、ご意見がありましたら下の枠内にご記入ください。

記述内容

これまでの取り組みの過程をお話しいただいたことが参考になった。

映像のフィードバックの利用について質問させていただいた．振り返りの時間についての大きな悩みがあった
が、大きなヒントを得た。

各グループの発表から、生徒が新たな試み、深い読みを発見したり、気づいたりしている様子がわかり、すば
らしい協働だと感じた。

先生の技量に感動した。

ALを、発問で引っ張るという、最も大切でありながら忘れがちな事に気づかされた。

ICTの活用法。教具。グループワークの進め方（教師の立場）。

協働学習の課題設定について、詰めすぎるでなく、やさしすぎでなく、塩梅を考えたい。



第３章　研究開発の検証評価

　（関係資料等）
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（２）分科協議会・運営等について

１．どの分科協議会に参加されましたか。
①J.E.コミュニケーション ②国語科 ③数学科(中学) ④数学科(高校)

回答数 6 10 3 13

％ 9.09 15.15 4.55 19.70

⑤外国語科 ⑥理科 ⑦地理歴史科 合計

回答数 16 5 13 66

％ 24.24 7.58 19.70 100

①参考になった ②少し参考になった ③あまり参考にならなかった ④参考にならなかった 合計

回答数 57 6 3 0 66

％ 86.36 9.09 4.55 0 100

(自由記述欄）

分科協議会

中1・J.E.C

中1・J.E.C

高1・国総現

高1・国総現

高1・国総現

高1・数Ⅰ

高1・数Ⅰ

高1・数Ⅰ

高1・コ英Ⅰ

高1・コ英Ⅰ

高1・コ英Ⅰ

高1・化基

高2・地理B

３．その他（開会行事・公開授業・分科協議会・閉会行事・運営等）、お気づきの点がありましたらご記入ください。

英語科の先生方を中心に丁寧な指導をされたことや、生徒の努力が感じられた。どこまでが調べた内容で、どこからが提案
なのかが、もっと明らかであると良いと感じた班があった。

説明に使用したスライドショーの印刷物も欲しかった。

とても行き届いた案内でした．運営面も大変勉強になりました。

パワーポイントの資料があるとメモを取りやすい。またフィードバックしやすい。

分科会後に行われた向後先生のお話は、ぜひ学校に戻って周知すべきだと思った。資料があれば良かった。

分科協議会はもう少し時間が欲しかった。

向後先生のコメントが洗練されていて、大変貴重な機会となった。

「SGHらしさ」はあまり感じなかった。

文科省の方の話も、その姿勢が伝わり良かった．（英語教育にもっと予算を！）

生徒達のあいさつが「お疲れ様です」だったこと。

can-do listを重視して、教科書を終わらせることをやめよう（やること vs 考えること）

参加した先生方も、南高の先生方の答えも、指導助言者の方の話も、とても参考になった。教材の取り扱い
や、can-doとのつながりも、文科省の考え方も理解できた。

指導助言者の方のコメントが明確だった。

ALは手法ではなく視点であるという考え方が、とても参考になった。

１つの方法に対しての議論となり残念だった。

開会行事・閉会行事が寒かった。

グローバル・リーダーを育むことについて考えさせられた。

公開授業の教室が狭かった。

準備が行き届いていて、感動した。

生徒がいきいきと活動していた。

デジタル　ツールの活用法

２．参加された分科協議会の内容は貴校の研究や授業実践に生かせる内容でしたか。番号を１つ○で囲んでく
ださい。その他、ご意見がありましたら下の枠内にご記入ください。

記述内容

これまでの取り組みの過程をお話しいただいたことが参考になった。

映像のフィードバックの利用について質問させていただいた．振り返りの時間についての大きな悩みがあった
が、大きなヒントを得た。

各グループの発表から、生徒が新たな試み、深い読みを発見したり、気づいたりしている様子がわかり、すば
らしい協働だと感じた。

先生の技量に感動した。

ALを、発問で引っ張るという、最も大切でありながら忘れがちな事に気づかされた。

ICTの活用法。教具。グループワークの進め方（教師の立場）。

協働学習の課題設定について、詰めすぎるでなく、やさしすぎでなく、塩梅を考えたい。

１．１年国際探究Ⅰアンケート結果

実施：平成２９年２月２４日

対象：本校１年生 回収総数２２９

Ｑ１．【課題設定能力－ア】

食糧問題に限らなくてもかまいません。国際

探究の活動をとおして、地域や日本、世界の状

況に対する問題意識や認識が深まりましたか。

Ｑ２．【課題設定能力－イ】

自分の興味関心や問題意識、事実に対する

認識から、具体的な研究テーマや課題を設定

する考え方や手法が身に付きましたか。

Ｑ３．【課題探究能力】

フィールドワークなど国際探究の活動をとおし

て、関心を持ったことに対して、さらに深く知るた

めの技術や手法が身に付きましたか。

Ｑ４．【論理的思考力】

国際探究の活動をとおして、物事を考えるとき、

情報を分析し、その結果を整理し、考えようとい

う姿勢が身に付きましたか。

Ｑ５．【プレゼンテーション能力】

国際探究の活動をとおして、自分が取り組ん

できたテーマや事柄について、他者へ伝える姿

勢や技術・手法などが身に付きましたか。

Ｑ６．【英語－ア】

国際探究の活動をとおして英語コミュニケー

ション力を身に付けたいとの意欲は高まりました

か。

Ｑ７．【英語－イ】（複数回答可）

国際探究の活動を通して、英語に関する行動の変化について、該当するものを選んでください。

非常に

深まっ

た 
59% 

深まっ

た 
41% 

深まら

なかっ

た 
0% 

大いに

身に付

いた 
55% 

やや身

に付い

た 
45% 

身に付

かな

かった 
0% 

大いに

身に付

いた 
62% 

やや身

に付い

た 
38% 

身に付

かな

かった 
0% 

大いに

身に付

いた 
64% 

やや身

に付い

た 
35% 

身に付

かな

かった 
1% 

大いに

身に付

いた 
53% 

やや身

に付い

た 
47% 

身に付

かな

かった 
0% 

非常に

高まっ

た 
32% 

高まっ

た 
55% 

高まら

なかっ

た 
13% 
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①英語検定などの資格試験を受験した。

②英字新聞を読むようになった。

③英語の原書を読むようになった。

④英語のウェブサイトを閲覧した。

⑤英語で映画を見るようになった。

⑥英会話学校に通ったり をやったりした。

⑦ や留学生と積極的に話すようになった。

Ｑ８．【授業】

普段の授業（英語も含めた多様な授業）に関

して、話合い・発表交流・協働・意見交換・討論

活動等、 を意識した変化を感じますか？

Ｑ９．【秋田や世界とのつながり】（複数回答可）

国際探究の活動を通しての心の変化について、該当するものを選んでください。

①秋田のことを世界と結び付けて考えるようになった。

②秋田のことを考え、自分に何かできないだろうか、などと思うようになった。

③世界のことを考え、自分に何かできないだろうか、などと思うようになった。

④国際系・外国語系の大学に進学したい、という気持ちが強まった。

⑤海外で暮らしたい、頻繁に海外へ行きたい等、海外への気持ちが強まった。

⑥地域を愛する気持ち、地域に根を張り地域貢献したい気持ちが強まった。

Ｑ１０．【自己の変化－ア】

現時点で、今後や将来留学したい、あるいは

仕事で国際的に活躍したいという希望はありま

すか。

Ｑ１１．【自己の変化－イ】

今年度（春休みまで）学校の事業以外で自主

的に短期留学や海外研修（見学旅行）をしまし

たか。
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6 

34 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 

強く感

じる 
28% 

感じる 
54% 

感じな

い 
18% 

113 
128 

72 
12 

57 
75 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 

はい 
28% 

いいえ 
72% 

はい 
1% 

いいえ 
99% 
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①英語検定などの資格試験を受験した。

②英字新聞を読むようになった。

③英語の原書を読むようになった。

④英語のウェブサイトを閲覧した。

⑤英語で映画を見るようになった。

⑥英会話学校に通ったり をやったりした。

⑦ や留学生と積極的に話すようになった。

Ｑ８．【授業】

普段の授業（英語も含めた多様な授業）に関

して、話合い・発表交流・協働・意見交換・討論

活動等、 を意識した変化を感じますか？

Ｑ９．【秋田や世界とのつながり】（複数回答可）

国際探究の活動を通しての心の変化について、該当するものを選んでください。

①秋田のことを世界と結び付けて考えるようになった。

②秋田のことを考え、自分に何かできないだろうか、などと思うようになった。

③世界のことを考え、自分に何かできないだろうか、などと思うようになった。

④国際系・外国語系の大学に進学したい、という気持ちが強まった。

⑤海外で暮らしたい、頻繁に海外へ行きたい等、海外への気持ちが強まった。

⑥地域を愛する気持ち、地域に根を張り地域貢献したい気持ちが強まった。

Ｑ１０．【自己の変化－ア】

現時点で、今後や将来留学したい、あるいは

仕事で国際的に活躍したいという希望はありま

すか。

Ｑ１１．【自己の変化－イ】

今年度（春休みまで）学校の事業以外で自主

的に短期留学や海外研修（見学旅行）をしまし

たか。
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① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
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強く感

じる 
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感じる 
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感じな

い 
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113 
128 

72 
12 

57 
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① 
② 
③ 
④ 
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はい 
28% 

いいえ 
72% 

はい 
1% 

いいえ 
99% 

Ｑ１２．【自己の変化－ウ】（複数回答可）

国際探究の活動を通してあなたの中で次のような変化がありましたか。あったものを全て挙げてください。

①以前より明るく積極的で前向きな思考をするようになり、周囲の人とよく会話するようになった。

②以前より人前で自分の考えを述べることに関して抵抗感が薄れてきた。

③以前より自分とは違うタイプの人や違う考えをもつ人の言葉にもよく耳を傾けるようになった。

④周囲の何気ない事象を見聞きした時、以前より問題意識を持ちながら見聞きするようになった。

⑤新聞や ニュース、ネット情報を鵜呑みにせず、客観的に考えたり調べてみるようになった。

⑥何かの問題に対して、仮説を立てたり、筋道を立てて段階を踏んで論理的に考えるようになった。

⑦大学教員の考え方や指導に触れて、学問や研究の在り方について学び、見方や考え方が広がった。

⑧社会人の考え方や指導に触れて、地域の実態や社会の現実を学び、見方や考え方が広がった。

⑨自分が発言や発表をする時に、根拠を示して、客観的・論理的に話すようになった。

⑩以前より自分の成し得たことに意義を感じたり、自分の活動に対して自信がもてるようになった。

⑪以前より一つの目標に向かってチーム内でうまく協力して進めることができるようになった。

⑫以前より海外の大学への直接進学に興味がわいてきた。

⑬以前より海外に頻繁に出かけたり、英語漬けの環境に身を置きたい気持ちが強くなってきた。

⑭以前より大学進学に関する有効性を感じて、意識や意欲（学部学科を問わず）が高まった。

⑮他科目の学習時間でも、与えられた課題だけでなく自ら見つけた課題に取り組む時間が増えた。

Ｑ１３．【自己の変化－エ】（自由記述より抜粋）

国際探究の活動を通して、自分が成長した・変化したと実感できたことを述べてください。

・英語力を付けることができた。わからなくても聞こう、伝えようとする気持ちをもとうと思う。

・日本、秋田の未熟さに気付いた。分析能力が向上した。

Ｑ１４．【自己の課題】（自由記述より抜粋）

１年間の国際探究の活動を終えて明らかになったあなたの今度の課題はどんなことですか。

・どのようにしたら相手にわかりやすく理解してもらえるかをもっと考えること。

・英語をもっと勉強しようと思いました。

Ｑ１５．【国際探究Ⅱについて】（自由記述より抜粋）

「国際探究Ⅱ」を選択しなかった生徒のみ答えてください。あなたが「国際探究Ⅱ」を選択しなかった理由を

具体的に教えてください。

・部活動と両立が難しいため、放課後の活動にいけないから。

・国探よりも、自分の進路に向けて他教科の勉強に力を入れたいと思ったから。
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アンケート全般を通じて、生徒の問題意識の高まりや課題設定・探究能力、論理的思考力、プレ
ゼンテーション能力など、多くの分野で向上が見られた。活動をとおして英語に対する関心や海外
への意識の高まりも含め、本研究の趣旨でもあるグローバルリーダー育成に向けた基本的な資質の
向上を図ることができたと考える。また、「こまちの里」秋田の高校生として、世界の食糧問題を
秋田の課題と結びつけて考える、グローバルな視点と地域貢献の視点の両方の向上が見られた。 
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２．２年生国際探究Ⅱ 生徒アンケート結果

（１）国際探究Ⅱ選択生徒

対象：高校２年生「国際探究Ⅱ」選択生徒（２クラス） 回収総数：７３

実施期間：２月２３日

Ｑ７．国際探究の活動を通しての英語に関する行動の変化について、該当するものを選んでください。

（複数回答可）
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ALTや留学生と積極的に話すようになった 
英会話学校や、Skypeをやってみたりした 
吹替でなく英語で映画を見るようになった 

英語のウェブサイトも閲覧するようになった 
英語の原書を読むようになった 
英字新聞を読むようになった 

英語検定などの資格試験を受験した 
国際探究Ⅱ選択生徒は英語科クラスが

半数を占めることもあって、もともと英

語への関心が高い生徒が多いが、普通科

も含めてほとんどの生徒が複数の項目を

挙げている。英語検定については、秋田

県教育委員会からの受験料補助もあっ

て、受験者数が多くなっている。この結

果、８名が準１級に、３５名が２級に合

格するなど、成果を上げている。 

Ｑ１．国際探究の活動を通し

て、地域や日本、世界に対する

問題意識や認識が深まりまし

たか。食糧問題に限らなくても

かまいません。

 

非常に

深まっ

た 
63% 

深まっ

た 
37% 

問題意識の高まり 

Ｑ２．自分の興味関心や問題意

識、事実に対する認識から、具

体的なテーマや課題を設定す

る考え方や手法が身に付きま

したか。

 

大いに

身に付

いた 
56% 

やや身

に付い

た 
43% 

身に付

かな

かった 
1% 

課題設定能力の高まり 

Ｑ３．フィールドワークなど国

際探究の活動を通して、関心を

もったことに対して、さらに深

く知るための技術や手法、姿勢

などが身に付きましたか。

大いに

身に付

いた 
71% 

やや身

に付い

た 
29% 

身に付

かな

かった 
0% 

課題探究能力の高まり 

Ｑ４．国際探究の活動を通し

て、物事を考えるときに、情報

を分析し、その結果を整理し、

考えようという姿勢が身に付

きましたか。

 

大いに

身に付

いた 
73% 

やや身

に付い

た 
26% 

身に付

かな

かった 
1% 

論理的思考力の高まり 

Ｑ５．国際探究の活動を通し

て、自分が取り組んできたテー

マや事柄について、他者へ伝え

る姿勢や技術・手法などが身に

付きましたか。

 

大いに

身に付

いた 
73% 

やや身

に付い

た 
26% 

身に付

かな

かった 
1% 

プレゼン能力の高まり 

Ｑ６．国際探究の活動を通し

て、英語コミュニケーション力

を身に付けたいとの意欲は高

まりましたか。

非常に

高まっ

た 
66% 

高まっ

た 
31% 

高まら

なかっ

た 
3% 

英語コミュニケーション力

への意欲 
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２．２年生国際探究Ⅱ 生徒アンケート結果

（１）国際探究Ⅱ選択生徒

対象：高校２年生「国際探究Ⅱ」選択生徒（２クラス） 回収総数：７３

実施期間：２月２３日

Ｑ７．国際探究の活動を通しての英語に関する行動の変化について、該当するものを選んでください。

（複数回答可）

25 
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33 
20 

13 
5 

50 

0 10 20 30 40 50

ALTや留学生と積極的に話すようになった 
英会話学校や、Skypeをやってみたりした 
吹替でなく英語で映画を見るようになった 

英語のウェブサイトも閲覧するようになった 
英語の原書を読むようになった 
英字新聞を読むようになった 

英語検定などの資格試験を受験した 
国際探究Ⅱ選択生徒は英語科クラスが

半数を占めることもあって、もともと英

語への関心が高い生徒が多いが、普通科

も含めてほとんどの生徒が複数の項目を

挙げている。英語検定については、秋田

県教育委員会からの受験料補助もあっ

て、受験者数が多くなっている。この結

果、８名が準１級に、３５名が２級に合

格するなど、成果を上げている。 

Ｑ１．国際探究の活動を通し

て、地域や日本、世界に対する

問題意識や認識が深まりまし

たか。食糧問題に限らなくても

かまいません。

 

非常に

深まっ

た 
63% 

深まっ

た 
37% 

問題意識の高まり 

Ｑ２．自分の興味関心や問題意

識、事実に対する認識から、具

体的なテーマや課題を設定す

る考え方や手法が身に付きま

したか。

 

大いに

身に付

いた 
56% 

やや身

に付い

た 
43% 

身に付

かな

かった 
1% 

課題設定能力の高まり 

Ｑ３．フィールドワークなど国

際探究の活動を通して、関心を

もったことに対して、さらに深

く知るための技術や手法、姿勢

などが身に付きましたか。

大いに

身に付

いた 
71% 

やや身

に付い

た 
29% 

身に付

かな

かった 
0% 

課題探究能力の高まり 

Ｑ４．国際探究の活動を通し

て、物事を考えるときに、情報

を分析し、その結果を整理し、

考えようという姿勢が身に付

きましたか。

 

大いに

身に付

いた 
73% 

やや身

に付い

た 
26% 

身に付

かな

かった 
1% 

論理的思考力の高まり 

Ｑ５．国際探究の活動を通し

て、自分が取り組んできたテー

マや事柄について、他者へ伝え

る姿勢や技術・手法などが身に

付きましたか。

 

大いに

身に付

いた 
73% 

やや身

に付い

た 
26% 

身に付

かな

かった 
1% 

プレゼン能力の高まり 

Ｑ６．国際探究の活動を通し

て、英語コミュニケーション力

を身に付けたいとの意欲は高

まりましたか。

非常に

高まっ

た 
66% 

高まっ

た 
31% 

高まら

なかっ

た 
3% 

英語コミュニケーション力

への意欲 

Ｑ９．国際探究の活動を通しての心の変化について、該当するものを選んでください。（複数回答可）

Ｑ ．国際探究の活動を通して、あなたの中でどのような変化がありましたか。（複数回答可）
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①秋田のことを世界と結びつけて考えるようになった 

②秋田のことを考え、自分に何かできないかと思うようになった 

③世界のことを考え、自分に何かできないかと思うようになった 

④国際系・外国語系の大学に進学したい気持ちが強まった 

⑤海外に行ったり暮らしたりしてみたいという気持ちが強まった 

⑥地域を愛する気持ち、地域に貢献したい気持ちが強まった 
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①以前より、明るく積極的で前向きな思考をするようにな
り、周囲の人とよく会話をするようになった。 
②以前より、人前で自分の考えを述べることに関して抵抗
感が薄れてきた。 
③以前より、自分とは違うタイプの人や違う考えをもつ人
の言葉にもよく耳を傾けるようになった。 
④周囲の何気ない事象を見聞きした時に、以前より、自分
なりに問題意識をもちながら見聞きするようになった。 
⑤新聞やＴＶニュース、ネット情報を鵜呑みにせずに、客
観的に考えたり調べてみるようになった。 
⑥何かの問題に対して、仮説を立てたり、筋道を立てて段
階を踏んで、論理的に考えていくようになった。 
⑦大学教員の考え方や指導にふれて、学問や研究のあり方
について学び、見方や考え方が広がった。 
⑧社会人の考え方や指導にふれて、地域の実態や社会の現
実を学び、見方や考え方が広がった。 
⑨自分が発言や発表をする時に、根拠を示して、客観的・
論理的に話すようになった。 
⑩以前より、自分の成し得たことに意義を感じたり、自分
の活動に対して自信がもてるようになった。 
⑪以前より、一つの目標に向かってチーム内でうまく協力
して進めることができるようになった。 
⑫以前より、海外の大学への直接進学に興味がわいてき
た。 
⑬以前より、海外に頻繁に出かけたり、英語漬けの環境に
身を置きたいという気持ちが強くなってきた。 
⑭以前より、大学進学に関する有効性を感じて、意識や意
欲（学部学科を問わず）が高まった。 
⑮他科目の家庭学習においても、教員から与えられた課題
だけでなく、自分で見付けた課題に取り組む時間が増え
た。 

Ｑ８．普段の授業（英語も含め

た多様な科目）に関して、話合

い・発表交流・協働・意見交換・

討論活動等、ＳＧＨを意識した

変化を感じますか。

 

強く感

じる 
41% 

感じる 
44% 

感じな

い 
15% 

授業におけるSGHの影響 

Ｑ ．現時点で、今後や将来、

留学したい、あるいは仕事で国

際的に活躍したいという希望

はありますか。

 

はい 
66% 

いいえ 
34% 

留学・国際志望の生徒 

Ｑ ．今年度（春休みまで）、

学校の事業以外で自主的に短

期留学や海外研修（見学旅行）

をしましたか。

はい 
8% 

いいえ 
92% 

短期留学・国際研修 

アメリカ １

韓国

カナダ

その他  
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Ｑ ．上記以外で、国際探究の活動を通して、自分が成長した・変化したと実感できたことを述べて

ください。

Ｑ ．１年間の国際探究の活動を終えて明らかになった、あなたの今後の課題はどんなことですか。

・積極的に自分の意見を言えるようになった。 
・知らない大人の方と話すときも、以前より緊張したり萎縮したりすることがなくなった。 
・人前で話すことを楽しく感じるようになった。 
・プレゼンテーション能力は本当に高くなったと思うし、度胸も付いた。知らないことに飛び込むことに抵

抗がなくなったので、世界が広がった。 
・相手への伝え方を意識するようになった。相手へ伝えるときに言葉を選ぶようになった。 
・人に何か伝えるときに、どうしたらわかりやすく伝わるかなど考えて発表するようになった。 
・人の意見を聞き、受け入れられるようになった。考え方の違う人の意見に対し、想定して構えられるよう

になった。いろいろな分野のスピーチを聞いてみようと思った。 
・自分たちの作ったものを客観的に見て、いいところ悪いところをみつけられるようになった。 
・普段の会話などにおいても、一般論や根拠の無い話はしないことを心がけるようになった。論理的に考え

たり話したりするようにしている。 
・自分と他の人の考え方を合わせて、より多角的に事象を見たり、解決策を考えたりできるようになった。 
・一つの分野をより深くまで掘り下げて考えることができるようになった。 
・世界の動きに注目して、いろいろなことに疑問をもち、自分で調べるようになった。 
・ニュースや記事からその背景を考えるようになった。 
・世界で起こっていることに関心をもち、特に気になったものはネットなどで調べてみたり、友達と自分の

見解を述べ合ったりするようになった。 
・日本の政治に対しても強く関心を持つようになった。 
・秋田についての情報を積極的に得たいと思うようになった。 
・地域での問題点を見つけ、解決したいと思うようになった。 
・英語を話すことへの意識が変わった。楽しく英語を話すこともできた。英語を話すことへの抵抗が薄れた。 
・英語はコミュニケーションのツールにすぎないことを感じ、英語を話せるようになりたいと思った。 
・英語を話すことが楽しいと感じるようになった。 
・自分の英語が海外の人にも通じるのだと自信をもつようになった。 
・英語を聞き取れる力が上がった。 
・海外に留学したいという意欲が増した。 
・積極的に行事へ参加するようになった。 
・プレゼンや論文の作成をとおして、物事を「計画的」に進めることの大切さを学んだ。 
・時間配分の意識の変化や、目標から逆算していくことの大切さを学ぶことができた。 
・情報を抜粋する力や情報収集力が上がったと思う。 
・メモの取り方が上手になった。 
・リーダーとして人をまとめる力が付いたと思う。 
・グループ内で役割を決める際に、効率や個々の能力を考えた役割分担ができるようになった。 
 

・英語で正確に伝える力。論理的に問題を解決へ導く力。 
・海外の人との会話や英語での質問・発表を体験し、英語力を上げて会話や質問、発表の質を上げたい。 
・論理的に提言する力。 
・自分の意見をよりいろいろなところに訴えたり、伝えたりすること。 
・他人の意見をしっかり受け入れて、改善できるようにしたい。 
・反対の意見や質問があったとき、それに対してどう答えれば自分の考えを伝えられるか。 
・違う目線から物事を見てみること。 
・いろいろなものをまとめたり、言語化して文章にしたりする能力が低い。話す、書く機会をもっと増やす。 
・もっと自分の地元のことを知って、地元のために何かすること。 
・授業でも、積極的に発言したいと思う。 
・自分の目標に対して、論理的に考えていくことで有意義な生活をしていくことができると思う。 
・フィールドワークでもっと多くの場所を訪れて、１か所だけで得た情報を鵜呑みにしないようにすること。 
・自分の意見を述べる上での根拠となる知識を得ること。 
・グループ研究なので、もっと周りを頼って、仕事を分担していこうと思う。 
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Ｑ ．上記以外で、国際探究の活動を通して、自分が成長した・変化したと実感できたことを述べて

ください。

Ｑ ．１年間の国際探究の活動を終えて明らかになった、あなたの今後の課題はどんなことですか。

・積極的に自分の意見を言えるようになった。 
・知らない大人の方と話すときも、以前より緊張したり萎縮したりすることがなくなった。 
・人前で話すことを楽しく感じるようになった。 
・プレゼンテーション能力は本当に高くなったと思うし、度胸も付いた。知らないことに飛び込むことに抵

抗がなくなったので、世界が広がった。 
・相手への伝え方を意識するようになった。相手へ伝えるときに言葉を選ぶようになった。 
・人に何か伝えるときに、どうしたらわかりやすく伝わるかなど考えて発表するようになった。 
・人の意見を聞き、受け入れられるようになった。考え方の違う人の意見に対し、想定して構えられるよう

になった。いろいろな分野のスピーチを聞いてみようと思った。 
・自分たちの作ったものを客観的に見て、いいところ悪いところをみつけられるようになった。 
・普段の会話などにおいても、一般論や根拠の無い話はしないことを心がけるようになった。論理的に考え

たり話したりするようにしている。 
・自分と他の人の考え方を合わせて、より多角的に事象を見たり、解決策を考えたりできるようになった。 
・一つの分野をより深くまで掘り下げて考えることができるようになった。 
・世界の動きに注目して、いろいろなことに疑問をもち、自分で調べるようになった。 
・ニュースや記事からその背景を考えるようになった。 
・世界で起こっていることに関心をもち、特に気になったものはネットなどで調べてみたり、友達と自分の

見解を述べ合ったりするようになった。 
・日本の政治に対しても強く関心を持つようになった。 
・秋田についての情報を積極的に得たいと思うようになった。 
・地域での問題点を見つけ、解決したいと思うようになった。 
・英語を話すことへの意識が変わった。楽しく英語を話すこともできた。英語を話すことへの抵抗が薄れた。 
・英語はコミュニケーションのツールにすぎないことを感じ、英語を話せるようになりたいと思った。 
・英語を話すことが楽しいと感じるようになった。 
・自分の英語が海外の人にも通じるのだと自信をもつようになった。 
・英語を聞き取れる力が上がった。 
・海外に留学したいという意欲が増した。 
・積極的に行事へ参加するようになった。 
・プレゼンや論文の作成をとおして、物事を「計画的」に進めることの大切さを学んだ。 
・時間配分の意識の変化や、目標から逆算していくことの大切さを学ぶことができた。 
・情報を抜粋する力や情報収集力が上がったと思う。 
・メモの取り方が上手になった。 
・リーダーとして人をまとめる力が付いたと思う。 
・グループ内で役割を決める際に、効率や個々の能力を考えた役割分担ができるようになった。 
 

・英語で正確に伝える力。論理的に問題を解決へ導く力。 
・海外の人との会話や英語での質問・発表を体験し、英語力を上げて会話や質問、発表の質を上げたい。 
・論理的に提言する力。 
・自分の意見をよりいろいろなところに訴えたり、伝えたりすること。 
・他人の意見をしっかり受け入れて、改善できるようにしたい。 
・反対の意見や質問があったとき、それに対してどう答えれば自分の考えを伝えられるか。 
・違う目線から物事を見てみること。 
・いろいろなものをまとめたり、言語化して文章にしたりする能力が低い。話す、書く機会をもっと増やす。 
・もっと自分の地元のことを知って、地元のために何かすること。 
・授業でも、積極的に発言したいと思う。 
・自分の目標に対して、論理的に考えていくことで有意義な生活をしていくことができると思う。 
・フィールドワークでもっと多くの場所を訪れて、１か所だけで得た情報を鵜呑みにしないようにすること。 
・自分の意見を述べる上での根拠となる知識を得ること。 
・グループ研究なので、もっと周りを頼って、仕事を分担していこうと思う。 
 

（２）国際探究Ⅱ非選択生徒

対象：高校２年生「国際探究Ⅱ」非選択生徒（５クラス） 回収総数：１９４

実施期間：２月２３日

Ｑ４．国際探究Ⅱに関して、該当するものを全て記号で挙げてください。（複数回答可）

Ｑ５．国際探究Ⅱについて、発表会の姿や活動の様子を垣間見て、感想があれば記入してください。

25 

44 

41 

70 

20 

80 

103 

0 20 40 60 80 100 120

国際探究Ⅱの活動について 
①１年次からの成長に驚いた 
 
②自分も同様に探究力等、身に付けたい 
 
③自分も選択しておけばよかった 
 
④自分なりに頑張ろうと刺激を受けている 
 
⑤活動成果を見聞きすれば自分のためになる 
 
⑥受験について自分の探究力の現状が心配 
 
⑦選択しなかったことで探究力等、停滞を感
じる 

・とても頑張っていて、すごいと思う。 
・夜遅くまで残ってスライドを作っていたりしていて、たくさんの人がいる前での発表にはとても驚かさ

れた。素直にすごいと思った。 
・（部活の大会で）発表会を見ることはできませんでしたが、頑張っている様子は伝わってきます。 
・課題研究を頑張っている姿を見て、まるで別の世界のように見えた。一生懸命やっている姿を尊敬する。 
・頑張っている姿を見てすごいな、と同学年ながら尊敬しています。 
・身振り手振りを使って発表していて、分かりやすかった。 
・人と何か（プレゼンとか）を作る機会があるのは楽しそうだと思うので、国際探究Ⅱのないクラスでも

やってみたいと思うことがあります。 
・英語を読むのではなくて、伝えることができていた。 
△発表が全て英語で行われていたが、そのせいで議論や発表に熱を感じなかった。プレゼン、議論の能力

と言語能力は別にして考えるべき。 
 

Ｑ１．現時点で、今後や将来、

留学したい、あるいは仕事で国

際的に活躍したいという希望

はありますか。

 

はい 
18% 

いいえ 
82% 

留学・国際志望 

Ｑ２．現時点で、国際系・外国

語系の大学に進学したいとい

う希望はありますか。

 

はい 
5% 

いいえ 
95% 

国際・外国語大学志望 

Ｑ３．普段の授業（英語も含め

た多様な科目）に関して、話合

い・発表交流・協働・意見交換・

討論活動等、ＳＧＨを意識した

変化を感じますか。

感じる 
40% 

感じ

ない 
60% 

授業へのSGHの影響 
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３．職員アンケート結果

対象：本校教職員 実施期間：２月２３日～２８日 回収総数：５８

Ｑ１．学校設定教科「国際探究」は、本校の教育理念「グロ－バルリーダーの育成」にとって、有効

であると思いますか？

Ｑ２．学校設定教科「国際探究」は、生徒のどんな能力の育成に有効と考えますか？①～⑪の中から

特に効果が大きいと感じるものから順に５つ挙げてください。

〈選択順位〉

１位 ①２３人 ⑤１４人 ②１２人

２位 ②２１人 ①１０人 ③１０人

３位 ⑤１６人 ③１２人 ①９人

４位 ⑤１０人 ⑪８人 ④７人

５位 ⑨９人 ⑪８人 ②６人 ⑤６人

大いに

思う 
64% 

まあま

あ思う 
36% 

あまり

思わな

い 
0% 

全く思

わない 
0% 

学校設定教科国際探究の有効性 

21 
12 

15 
20 
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12 

53 
13 

36 
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49 

0 10 20 30 40 50

⑪社会性や時事への関心 
⑩実行力・実践力 

⑨海外研修への挑戦力 
⑧情報処理能力・分析力 

⑦バイタリティー 
⑥リーダーシップ 

⑤コミュニケーション力・協働力 
④活用能力・汎用能力 

③多面的思考力・批判的思考力 
②研究力・探究力 

①言語能力・表現力・発信力 

学校設定教科「国際探究」はどんな能力育成に有効か 

〈そう答えた理由〉
○生徒の変容が顕著に感じられるから。 
・主体性や積極性、発言力や行動力が付いてきた。 
・他とのコミュニケーション力や異なる他と関わろうと
する態度が身についている。 

・他の意見を取り入れてまとめる力や協働して研究を進
める態度が身に付いている。 

・大会場で堂々と顔を上げプレゼンできるようになった。 
・自分と地域や世界を結び付けた思考過程が育っている。 
・多様性への寛容さが身につき他者理解が深まっている。 
・リサーチ方法やデータ活用の技術が身に付いている。 
・生徒の視野が大きく広がっている。 
・普段の授業でも、知識を単に暗記するのではなく、納
得いくまで考えるようになった。 

○教科の枠を超えた学びがあり、そのような課題解決を
高校生のうちに経験できることは意義深いから。 

○外部講師の講座や海外研修・海外派遣が有効だから。
△リーダーとなる自覚がまだ足りない。
△生徒の負担の大きさが心配。
 
 
 
 

総じて、①「発信力」、②「探究力」、③
「思考力」、⑤「協働力」を挙げた教員が群
を抜いて多く、本校が学校一丸となって育
成しようと掲げている能力に合致する。 
選択順位別に見ても、これらの項目が上

位で選択されていることが分かる。その他
では、⑩「分析力」や⑪「社会性」、⑨「海
外研修への関心」等も多く挙げられている。 
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３．職員アンケート結果

対象：本校教職員 実施期間：２月２３日～２８日 回収総数：５８

Ｑ１．学校設定教科「国際探究」は、本校の教育理念「グロ－バルリーダーの育成」にとって、有効

であると思いますか？

Ｑ２．学校設定教科「国際探究」は、生徒のどんな能力の育成に有効と考えますか？①～⑪の中から

特に効果が大きいと感じるものから順に５つ挙げてください。

〈選択順位〉

１位 ①２３人 ⑤１４人 ②１２人

２位 ②２１人 ①１０人 ③１０人

３位 ⑤１６人 ③１２人 ①９人

４位 ⑤１０人 ⑪８人 ④７人

５位 ⑨９人 ⑪８人 ②６人 ⑤６人

大いに

思う 
64% 

まあま

あ思う 
36% 

あまり

思わな

い 
0% 

全く思

わない 
0% 

学校設定教科国際探究の有効性 

21 
12 

15 
20 

6 
12 

53 
13 

36 
46 

49 

0 10 20 30 40 50

⑪社会性や時事への関心 
⑩実行力・実践力 

⑨海外研修への挑戦力 
⑧情報処理能力・分析力 

⑦バイタリティー 
⑥リーダーシップ 

⑤コミュニケーション力・協働力 
④活用能力・汎用能力 

③多面的思考力・批判的思考力 
②研究力・探究力 

①言語能力・表現力・発信力 

学校設定教科「国際探究」はどんな能力育成に有効か 

〈そう答えた理由〉
○生徒の変容が顕著に感じられるから。 
・主体性や積極性、発言力や行動力が付いてきた。 
・他とのコミュニケーション力や異なる他と関わろうと
する態度が身についている。 

・他の意見を取り入れてまとめる力や協働して研究を進
める態度が身に付いている。 

・大会場で堂々と顔を上げプレゼンできるようになった。 
・自分と地域や世界を結び付けた思考過程が育っている。 
・多様性への寛容さが身につき他者理解が深まっている。 
・リサーチ方法やデータ活用の技術が身に付いている。 
・生徒の視野が大きく広がっている。 
・普段の授業でも、知識を単に暗記するのではなく、納
得いくまで考えるようになった。 

○教科の枠を超えた学びがあり、そのような課題解決を
高校生のうちに経験できることは意義深いから。 

○外部講師の講座や海外研修・海外派遣が有効だから。
△リーダーとなる自覚がまだ足りない。
△生徒の負担の大きさが心配。
 
 
 
 

総じて、①「発信力」、②「探究力」、③
「思考力」、⑤「協働力」を挙げた教員が群
を抜いて多く、本校が学校一丸となって育
成しようと掲げている能力に合致する。 
選択順位別に見ても、これらの項目が上

位で選択されていることが分かる。その他
では、⑩「分析力」や⑪「社会性」、⑨「海
外研修への関心」等も多く挙げられている。 

Ｑ３．ＳＧＨ的能力の必要性や高大接続改革の方向性について、どう考えていますか？（左下図）

Ｑ４．ＳＧＨ事業への取組が徐々に全体化・組織化されてきていると感じますか？（右上図）

Ｑ５．ＳＧＨ事業による自身の変容について、①～⑨から当てはまるものを全て挙げてください。
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ＳＧＨ事業の全体化 
・組織化を感じるか 
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⑨自己のグローバル化が必要と認識 
⑧生徒の可能性への期待が広がった 
⑦英コミュ能力育成の重要性を認識 
⑥イベント企画力や運営力がアップ 
⑤大学・社会人講師から刺激受けた 
④同僚との相談や意見交換が増えた 
③研究指導のために自分が勉強する 
②探究活動指導方法がつかめてきた 
①探究力育成の授業改善に取り組む 

ＳＧＨ事業による自身の変容 

ＳＧＨへの理解や、今後の教育改革の方向性については、肯定的な回答が１００％であっ
た。理解において「まあまあ」が４５％と半数近くあるのは、ＳＧＨや教育改革の現実感や
実感的有効性がまだまだ世間的に浸透していないことが理由として考えられる。入試改革な
どが現実的に実行されていけば、徐々に解消されていくと思われる。

 

ＳＧＨ事業の全体化については、肯定的な「感じる」という回答が、約８割に上っており、 
職員一丸となってＳＧＨに取り組もうという雰囲気が高まっていることが示された。「あまり 
感じない」との回答者に改善策を問うたところ、「他の行事や業務との調整の円滑化」「学年
型・担任主導をもっと全員型に」「中等部との協働」「全学年の動きの可視化」「全職員にＳＧ
Ｈに関する職務希望を取った上で配置する」等の意見があった。 

全員がＳＧＨ事業によっての自己の変容を感じている。中でも多かったのは、①「探究力
や協働力育成を意識した授業改善に取り組むようになった」、⑧「生徒の大幅な成長を目にし
て、生徒の可能性への期待がさらに高まった」、⑨「自分自身がグローバルマインドセットを
身に付けねばと思うようになった」等である。また、④「課題研究指導や授業改善のことで
同僚と意見交換する機会が増えた」も学校のチーム力アップを示すよい変容である。 
選択肢以外で、「担当する学校保健の中でグローバルリーダー育成を考えるようになった」、 

「大変だけど（チームでの取組が）楽しいと思うようになった」、「学校教育全体を考えた教
科指導について考えるようになった」、「地域社会ともっと関わろうと思うようになった」、 
「日本の伝統や文化についてより深く考えるようになった」等、多数の変容が挙げられた。 
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Ｑ６．ＳＧＨ的授業改善（本校が設定するグローバルリーダーに必要な５能力の育成）について、あ

るいは教科のＳＧＨ化のために、意識して取り組んでいることを挙げてください。

Ｑ７．ＳＧＨ事業に取り組む生徒を見てどう感じていますか？どのような変容を感じますか？

・話合いの時間を必ず設け、班での学び合いを必ず設定する。 
・基本基礎を定着させた上で、自分自身で考えさせる時間を確保する。 
・人前で話すこと、異なる他との意見交換活動を入れるようにしている。 
・生徒が批判的に考える機会を多くもつようにしている。 
・ペアワークやグループワーク等の学習形態のバリエーションを効果的に取り入れている。 
・自分の考えまとめる時間を充分取り、気軽に話せるような雰囲気作りをしている。 
・生徒同士で比較検討吟味する等、学び合いや教え合いの時間を意識して作るようになった。 
・疑問を自ら抱かせること、表現を意識して演じさせる取組をしている。 
・正確な知識理解を元に思考力が身につくように、知識・思考・活動の時間を分ける。 
・ＰＣの活用法や効果的なプレゼン手法を教えている。 
・生徒が主体となって動いているのが意識できるようにＩＣＴを活用する。 
・正解がないテーマを授業で設定したいが、まだ充分実現できていない。 
・問題解決の過程やアイデアをどう結びつけるかという展開を重視するようになった。 
・深い学びに至らせるための問いを考えるようになった。自身の教材を見つめ直している。 
 

【生徒の変容】 
・課題研究では、生き生き見える生徒が増えた。意欲的でタフになった。 
・一番好きな活動と公言する生徒が多い。 
・人前で発表したいという気持ちが感じられる。

・ぎりぎりまで発表を改良しようとする姿に心打たれる。 
・前向きでチャレンジ精神に満ちている。しなり強さが身ついてきた。

・自分への自信がもてるようになり、異なる意見の仲間には遠慮なく質問する、相互の良さを

まとめて考えを形成できるようになった。 
・本校が育成を目指す５能力が着実アップしている。 
・課題解決方法や分析の仕方を具体的に考えられるようになった。 
・外部講師のおかげで、地域の諸問題に関心を持つようになった。

・経験値が増え、多様な事態への対応力がアップした。 
・自分の特性を見つめ直している。個性を肯定的に自己把握している。 
・自身が成長を実感して、それが有効な反省や課題発見につながり、能力向上につながる。 
・他の講座や授業においても話合いや意見交換の活発さや生徒同士のコミュニケーション力が

顕著になった。 
・生徒が、正しい知識・見識・常識とは何だろうという疑問をもって考えるようになった。 
・得られた成果を発信することを高校時代から行い、それを体現している姿は素晴らしい。 
・いままでの南高校生にはなかった気質をもった生徒が育成されていると感じる。 
【海外研修・英語コミュニケーション】 
・海外研修は貴重な経験であり、経験の前後では成長の度合いが驚くほど大きい。 
・英語による表現発表を日常的なものとして捉え、挑戦する生徒が増えてることが素晴らしい。 
・世界の中の日本という観点で問題を捉えられるようになってきた。 
【教員の意識変化】 
・生徒も大変だけれど楽しいと思って活動している姿を見るのがうれしい。 
・生徒が発揮する能力を見せつけられ、今まで引き出せなかった教員としての力不足を感じた。 
・チャレンジさせる大きな舞台を与えることで能力を大きく伸ばせる。 
【異学年交流効果】 
・中等部性が刺激をうけ、目指す大きな指標となっている。 
・１年生の発表会に助言に来た２年生の姿に、経験を元にしての助言、意見を引き出す質問等、

成長の幅を感じる。 
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平成２８年度「スーパーグローバルハイスクール」第１回運営指導委員会 会議録

１ 日 時 平成２８年１０月２８日（金）１６時～１７時

２ 場 所 秋田市文化会館 第２会議室

３ 出席者 運営指導委員 東 北 公 益 文 科 大 学 学 長 吉 村 昇

佐 藤 登エスペック株式会社上席顧問、名古屋大学客員教授

山 田 浩 幹全国農業協同組合連合会秋田県本部営業支援部長

日本政府 観光局 通 訳 案 内 士 五十嵐 隆 文

県教育委員会 高校教育課 課長 佐 藤 有 正

〃 安 田 和 人英語教育推進班副主幹兼班長

〃 〃 下 橋 実（進行）主任指導主事

秋 田 南 高 校 校 長（ ） 佐 藤 利 正運営委員会総括責任者

副 校 長（企画委員会 委員長） 信 田 正 之

教 諭 〃ＳＧＨ事業主担当 腰 山 潤（ ）

〃 〃 關 友 明（ ）「 」国際探究Ⅱ 研究班長

〃 〃 平 田 哲 久（ ）「 」国際探究Ⅰ 研究班長

以上１２名

４ 資料

冊子－第１回運営指導委員会資料，冊子－秋田南ＳＧＨカンファレンス（公開授業研究会資料）

５ 記録

○ 開会行事

・秋田南高校長あいさつ（佐藤利正校長）

・秋田県教育委員会あいさつ（佐藤有正高校教育課長）

○ 会議録

（１） 事業説明及び質疑応答

①事業計画説明（腰山）

資料「第１回運営指導委員会資料」を使って説明。本校の研究開発の２本柱は，生徒の探究能力を

磨く課題研究活動「国際探究 ，教師の授業力を磨く「問題解決力育成授業の研究開発」であり，そ」

「 」 。れを３つ目の柱 地域連携 で支えて相乗効果をあげながら運営していくという仕組みになっている

国に提出した今年度事業計画を参照いただきたい 「国際探究Ⅱ」は初めての実施となっている。。

②事業進捗状況説明（腰山）及び質疑応答

資料には国際探究Ⅰ・Ⅱの進捗状況が書かれている。詳細の実施記録は，事前送付させていただい

た 「国際探究Ⅰ」は，昨年の改善点を踏まえて進めているが，基本的には昨年とほぼ同じ事業内容。

となっている 「国際探究Ⅱ」実施のポイントは，国際探究Ⅰの到達レベルからいかにして研究の専。
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門性や質を深化するかということや，英語での質疑応答に耐えうるだけの英語コミュニケーション能

力をどうやって高めるかということ。１点目は秋田県立大学に連携いただき，本校の指導チームと県

立大学の先生方が周到な打合せをして指導に当たってきている。県立大学の献身的な支援もあり，予

想以上に順調に進行してこられた。２点目については，国際教養大学のスーパーグローバル大学事業

「イングリッシュビレッジ （本校のＳＧＨ行事名は「国際討論会 ）に２泊３日で全員が参加させ」 」

ていただいたり，留学生を派遣いただいて本校教員がイニシアティブをとって企画運営した「国際意

見交流会」を開催したり，授業の他にも数多く英語づけにする機会を作るようにした。教員の授業研

究に関しては，公開研究会資料として配布された冊子をご覧いただきたい。授業研究の目標や理由，

方向性等詳細が書かれている。資料冊子に授業研究の長いテーマが書かれているが，要点はグローバ

ルリーダーに必要な能力をアクティブラーニングの手法で育成していくように授業改善するというこ

と 「答えの用意されていない問題に対応できる確かな学力」を育成するためだ。昨年度から授業を。

全教科で実践してきており，資料に示したように，授業アンケートの回答が大きく好転している。図

が，最も分かりやすく本校の授業研究とアクティブラーニングやＳＧＨとの関わりを示している。

［佐藤委員］

海外ＦＷに行く１年生は１３人とのことだが，どのようにして選抜したのか，何人ぐらい申し込ん

だのか。

［平田］

１９人の申し込みがあり，ＦＷと自分の研究との関連や英語での抱負等を書かせたエントリーシー

トを複数の選考委員で採点審査した。加えて今年度は，英語面接も実施して採点審査した。

［腰山］

予算が減らされている中で，より多くの生徒を派遣するため，今年度は６万円程度の自己負担を条

件としたことが，応募生徒数の減少に大きく影響した。

③今年度事業のポイントについての補足説明（腰山）

資料に２年目として改良改善していくために意識したポイントを記載した。まず未知の活動である

「国際探究Ⅱ」を着実に実施すること。本校教員の授業研究成果を外部に提案発信すること。ＳＧＨ

以外での海外研修に、より多くの生徒を参加させること。校外での発表会や外部大会に，より多くの

生徒を派遣すること。また，１年目は行事の度に報道されていたが，２年目に入って報道回数が減っ

ている。本日規模の大行事にも，テレビ１社・新聞１社だけの取材であった。プレスリリースは毎回

しているが，外部発信のために，実際に報道される機会を増やしていかねばならないと考えている。

［五十嵐委員］

中間評価の高かった学校の取組を見た。こうした事業の評価項目として，学校全体・生徒全員が成

果を共有できているかという点が挙げられる。例えば「国探Ⅱ」の７４名が取り組んでいる成果が２

年生全体に波及して共有される仕組みがあるかどうか。そして成果が地域にも還元されるているかど

うか。また，今日のような素晴らしい発表ができる生徒たちをどんどん今後行われる外部コンテスト

に出してやる必要があろう。

［校長］

１２月に，県内ＳＳＨ校の合同発表会がアルヴェで行われる。本校も参加校に混ぜてもらいたいと

思っている。

［吉村委員］
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マスコミは，新規性がないと飛びつかない。独自性・オリジナリティ・他ではしていない取組をし

ているという宣伝が必要だ。

［佐藤課長］

そういうことがしっかり伝わるプレスリリース稿になっているか。例えば今日の発表会であれば，

全て英語で行うという部分を目立たせたり。

［腰山］

そういう紙面を作って宣伝しているつもりだが。

④ＳＧＨカンファレンス説明及び質疑応答

午前中の公開授業研究会に関して。資料に実施科目の指導案が載っている。授業研究に関しては，

秋田大学教職大学院に協力いただき，校内で授業研修会を重ね，考え方を確認して足並みをそろえた

上で，本日の実施に至っている。授業の感想はいかがだろうか。

午後の公開成果発表会に関して。これに関しては会議資料冊子の「国探Ⅱだより」が示していると

おり，職員生徒共に緻密な準備を重ね，その集大成が本日の発表会だった。校内成果発表会では，全

１６グループが２会場に分かれて英語発表と英語での質疑応答をした。県立大学の先生方と本校の教

員が，本日の採点項目と同じ観点で点数評価して，各会場から３グループ，合計６グループを選抜し

。 ， ， 。た 生徒たちは発表においても質疑応答においても よくがんばったと思うが いかがだったろうか

［五十嵐委員］

普段の授業においても，グローバルリーダー育成につながっていくような発展場面を用意してほし

い。今日の英語コミュニケーションⅠの授業では，ナスカの地上絵が教材の中に出てきた。例えば教

材を学習した後で，発展して，頻繁に行われている「遺跡の破壊」という世界的問題にふれた英字新

聞等を読ませて考えさせてみるとか。

［佐藤委員］

アクティブラーニング手法を用いるよさは，生徒が主体性をもって授業に入っていけるということ

もあると思う。今日の授業ではそれが見て取れた。自分の意見をもち，他人の話をよく聞くというこ

とが基本となる。そこからブレインストーミングをさせたり，多彩な思考活動や話合い活動，発表交

流活動等が重要となろう。中学生が英語で簡易ディベートに挑戦するという興味深い授業があった。

ただ話し合うでけではなく，反論する力というのはとても重要だ。オバマスピーチを教材にした授業

があった。各班が次々に発表していたが，例えば１班の意見に，他班が違うと反論するようなしかけ

があったらよいと思った。クリティカルシンキングということにもつながると思う。

※公開成果発表会についての感想は「運営指導」の項目へ。

（２） 運営指導

［吉村委員］

２年生の発表について，今年２月の１年生の時の発表会も参観したが，教員の努力と苦労があった

と拝察するが，高校生というのは磨けばこんなに光るのかと感激した。１年次の発表も素晴らしいと

感じたが，２年になって着実に成長している。支援は大変だろうが，学校全体で協力してさらに伸ば

していってほしい。また，報道を呼び込む手立てとしては，この事業のここが独自性だ，先進性だ，

ということが言えるように，宣伝の工夫だけでなく，事業も工夫していく必要がある。
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［佐藤委員］

成果発表会の審査について，基準はあるが，何に力点を置いて評価するかが難しい。英語に関して

は，質問に関する応答力を評価する項目や賞があってもよいのではないかと思う。

現代は昔とは大きく違ってきた。世界も同じ。その中で，日本の発言力は弱い。国際社会の中で発

言する発信力が鍛えられていないと感じる。説得力ある発言ができない。ＳＧＨ事業や探究活動を通

じて，生徒の思考力・判断力・発信力・が磨かれていくことは非常に有益だ。イニシアティブがとれ

ない人間はリーダー的な存在にはなれない。反論力や批評力を育てることは重要である。今日の研究

授業を参観して，感心した。授業がおもしろい，学習することがおもしろい，というような学習に対

する主体性をもたせる工夫をこれからも研究していってほしい。生徒の課題研究・教員の授業研究と

もに今後も期待している。

［山田委員］

私も２月の１年生の発表を見，またこれほど成長した姿を見て感動した。生徒の努力と教員の支援

努力は大変なものだったろうと思う。食糧問題というのは，突き詰めていくと，多様な問題を内包す

るかなり深い問題だといつも感じている。生徒はたくさんの角度から研究を進めているが，よいこと

。 ， ， 。だと思う 発表に対して よい意味で相互に叩き合う機会をもっと増やして 討論力を磨いてほしい

また，私は先日の中等部の開校式にも出席した。パネルディスカッションで，中学生が高校生と意見

交換していたが，その様子が素晴らしかった。中高一貫校としての強みをさらに発揮してほしい。

［五十嵐委員］

中等部の学校設定の独自科目 . .コミュニケーションの授業を見て，語彙が圧倒的に足りないでJ E

あろう中学１年生が，メモを活用して顔をあげて活発に発言し合う姿に驚いた。高校２年生の英語の

発表もそうだったが，書いたものの読み上げではないということが肝心だ。この中学１年生が高校生

になったら，一体どうなるのか，とても楽しみだ。感激してみていた。ネガティブフィードバックと

いうか，優しい質問をお互いにし合うのではなく痛いところを突くような質問や批判する練習のよう

。 ， 。な機会が増えていかねば鍛えられない ただでさえ秋田県人は人がよく おとなしいと言われている

今日の全ての活動を参観して，この学校のように高い目標掲げて教員も生徒もよくがんばっている学

校があるということを，秋田県人として誇りに思っている。教員がいかに努力しているか充分よく分

かっている。大変であろうが，生徒のために，体に気をつけて励まし合ってがんばってほしい。

○ 閉会行事

・秋田県教育委員会あいさつ（佐藤有正高校教育課長）

○ 諸連絡

・第二回運営指導委員会は，平成２９年２月２４日（金）に実施し，１年生の成果発表を御覧いた

だいた後で，委員会を開催したい。
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平成２８年度「スーパーグローバルハイスクール」第２回運営指導委員会 会議録

１ 日 時 平成２９年２月２４日（金）１５時５０分～１７時

２ 場 所 国際教養大学 Ｄ２０６教室

３ 出席者 運営指導委員 東 北 公 益 文 科 大 学 学 長 吉 村 昇

佐 藤 登エスペック株式会社上席顧問、名古屋大学客員教授

土 谷 真 人秋田銀行 執行役員 地域サポート部長

梅川 東志郎秋田県農業協同組合中央会 担い手対策室 室長

日本政府 観光局 通 訳 案 内 士 五十嵐 隆 文

安 田 和 人県教委 高校教育課 英語推進班 副主幹兼班長

〃 〃 下 橋 実（進行）主任指導主事

秋 田 南 高 校 校 長（ ） 佐 藤 利 正運営委員会総括責任者

副 校 長（企画委員会 委員長） 信 田 正 之

教 諭 〃ＳＧＨ事業主担当 腰 山 潤（ ）

〃 〃ＳＧＨ研修班主任 岩 川 克 敏（ ）

〃 〃 關 友 明（ ）「 」国際探究Ⅱ 研究班長

〃 〃 平 田 哲 久（ ）「 」国際探究Ⅰ 研究班長

以上１３名

４ 資料

冊子－第２回運営指導委員会資料

５ 記録

○ 開会行事

・秋田南高校長あいさつ（佐藤利正校長）

・秋田県教育委員会あいさつ（安田副主幹兼班長）

○ 会議録

（１） 事業説明及び質疑応答

①本日の「国際探究Ⅰ」成果発表交流会についての説明（腰山）

本日の発表交流会は，１年生の課題探究活動の集大成として行われた。ガイダンス→地域の問題点

を知る→世界の問題点を知る→自分でテーマ設定する→研究の手法を学ぶ→テーマを再考しグループ

テーマを設定する→フィールドワーク→考察レポートを作成する→効果的なプレゼンテーションを考

える→発表交流と意見交換，というように論理的な流れに沿って探究が進み，本日の到達点に至って

いる。１年生の「国際探究Ⅰ」については，活動の流れが定着した。資料の年間学習計画に沿って指

導していけば，本日発揮されたレベルの能力は育成できることが確実なものとなった。

加えて，新しい収穫があった。本日のプレゼンテーションの質の高さ，英語発表と英語で質疑応答

した生徒たちの高い能力は，１０月末の２年生「国際探究Ⅱ」の公開成果発表会を見ているから到達

できたものである。２年生の高いレベルに自分たちも合わせて目標設定するから，目標のハードルが
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上がり，成果の質の高さも上がるのだと思う。異学年交流の効果，成果を共有し高め合うという相乗

効果が得られている。

②質疑応答・感想

［佐藤委員］

生徒にも教員にも，ＳＧＨを自分たちのものにしようという意気込みが感じられる。質問が活発に

出て意見交換ができていた。社会で生きる能力である。批判や異論をもっと出してほしい。

プレゼンをするからには，分かってもらわねばならない。プレゼンを一つのストーリー・物語と考

えて，内容を分かりやすくまとめることが必要だ。英語を読み上げているグループがあったが，原稿

読み上げではなく，話してほしい。

［校長］

（ ） ， ， 。午前中の校内発表会 本校各教室にてクラス単位で実施 でも 質疑応答がかなり活発で 驚いた

［吉村委員］

発表テーマとして秋田の問題から出ることなく世界への視点に欠けるグループがあったが。

［腰山］

前年度はグローバル視点を強制した。その結果，無理に外国の話題と結び付けて，中身が伴なわな

かったり，荒唐無稽な研究になってしまったグループもあった。今年はあえて地域の問題でとどまっ

ていても矯正指導をしなかった 「国際探究Ⅱ」に進んで，テーマの見直しがあるので，そこでグロ。

ーバル視点を入れればよいと考えている。３年次の「グローバル・イシュー」では，地域還元・社会

還元の実践ということになり，３年間で「地域→世界→地域・実社会」と，ブーメラン型の視点の移

行をイメージしている。

［吉村委員］

理論や構想がそのようなイメージでしっかりしていればそれでよい。

また，海外研修で５日活動しただけで，あんなに生き生きと英語で話すようになるのか。海外経験

は非常に重要だ。

［土谷委員］

生徒の能力と教員の指導力の質の高さに驚かされた。秋田の農業の問題点「高齢化 ・ 耕作放棄」「

地 ・ 農地の低収益性」の三つに触れている研究が数多く見られた。いずれも秋田銀行がメガバン」「

クと組んで取り組んでいる問題であり，とてもよいテーマ設定だ。研究を進めていけば，そのまま地

域への提言につながる可能性をもっている。

［五十嵐委員］

英語でのプレゼンについて。１０月の２年生のプレゼンは堂々と余裕があった。違いは，英語を話

。 。 ， 。すスピード 早すぎる プレゼンの問題は 自分の持ち言葉を相手にどう染み込ませるかということ

③今年度事業経過と来年度事業計画について（腰山）

第１回委員会後のその他の事業の経過を説明する 「国際探究Ⅱ」については，公開成果発表会を。

見ていただいた後，生徒は書いて表現する集大成「研究論文コンクール」に向かっている。２月一杯

で論文提出し，県立大学の指導チームと本校職員で評価・審査する。

教員の授業研究に関しては，協議会記録や参観者アンケート結果を，各科で事後検討して，来年度

の研究推進計画を考案しているところ。授業研究は継続される。
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来年度の目玉事業は，学校設定科目「グローバル・イシュー」の実施である。これについては，大

発表イベントの開催ではなく，地域社会とこまめに接触して提言や提案・意見交換を実践する方向で

考えている。生徒が自ら出かけていって提言し意見交換してくる活動を多彩に行いたい。市役所・Ｊ

Ａ・ＡＬＴや留学生の集まり等を想定している。

ついては，委員の先生方にそのような場の設定や場の紹介において，ご協力いただきたい。

④質疑応答

［吉村委員］

， ， 。 。最終年次は 研究の学術的発展なのか 実践的なものなのか 英語力の方向での発展性はないのか

［腰山］

。 。実践色の濃いものとなると ＡＬＴや留学生の集まりの中で提言と意見交換をする場を考えている

［吉村委員］

研究を深める方向性があってもいいと思う。例えば大学の研究室に入り込ませるとかして。研究助

手として派遣するとか。

英語に関しては、学生同士で英語ディベートを是非やってほしい。

［五十嵐委員］

ＳＧＨは，ＳＳＨと違い，研究の科学性や専門性を深めるのが中々難しい。研究自体の有用性より

も，研究によって得られた「運用能力」を高めるのがねらいだから。例えば，県内各校の留学生を集

めてきて，同年代に身近なテーマで，クールジャパンの秋田版をやってみるとか。

［梅川委員］

ＪＡの職員を集めて提言を踏まえて意見交換する場は設定できると思う。若手農家の集まり等も紹

介できると思う。

［佐藤委員］

生徒の研究の中から，掘り下げていくと実現可能なものをピックアップして，本格的にできるかど

うか，またそうした取組を受け入れる仕組みがあればよいと思うが。

［吉村委員］

健康・栄養系統のテーマが散見される。これに関しては医学科と連携してみてはどうか？秋田大学

（吉村委員は旧学長）との連携について，医学科を紹介する用意はある。

（２） 事業評価及び運営指導

［吉村委員］

学校や教員の努力と熱意に敬意を表する。グローバル人材育成の秋田の拠点になってほしい。

［佐藤委員］

ＳＧＨ事業内容と取組について，充分評価できる。さらに向上していくであろう予感がもてる。

生徒や保護者に，指定校だから体験できる魅力的な教育課程なのだということをしっかりと理解し

てもらい，生徒をどんどん刺激していってほしい。

［土谷委員］

全体的に高く評価できる。秋田銀行は台湾に事業所を構えた。多くの日系企業があり，県がチャー

ター機を飛ばしている。海外研修や情報収集先として，協力できる。

［梅川委員］
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研究テーマがよかった。本県の農業の課題は多く，それを充分意識できていると感じた。これから

も，社会で実践的に活躍できる人材育成を意識して，教育を行ってほしい。

［五十嵐委員］

成果が素晴らしいと思う。事業が意欲的かつ計画的に実施されている。

校長経験者として助言する。国の指定事業は，理念は素晴らしいとしても，教育実験だという特性

ももっている。成果がいつ見えるのか，すぐ見えないかもしれないという側面がある。しかし生徒や

保護者は，近々の目に見える成果を期待している。英語力や進学実績の面でも，成果を見せる必要が

ある。ＳＧＨの成果を利用して，特色ある入試システムを活用して進学実績を向上させてほしい。

○ 閉会行事

・秋田県教育委員会あいさつ（安田副主幹兼班長）

「秋田南高校ＳＧＨ運営指導委員会」の機能と実績

１．各委員の得意分野と助言や支援の観点

本校のＳＧＨ運営指導委員会は６人の委員で構成されており，各委員がそれぞれの得意分野の立場

から，事業推進のために助言をいただいたり，事業企画や運営に関して支援や協力を実際にしていた

だいている。具体的には，次のとおりである。

東 北 公 益 文 科 大 学 学 長 吉 村 昇 委員 → 元秋田大学長・教育有識者の立場から

佐 藤 登 委員 → グローバル大企業の経営を知る立場からエスペック株式会社上席顧問、名古屋大学客員教授

土谷 真人委員 → 地域活性化の企画支援の立場から秋田銀行 執行役員 地域サポート部長

山田 浩幹委員 → 農業問題や地域課題対策をする立場から全国農業協同組合連合会秋田県本部営農支援部長

梅川東志郎委員 → 農業団体・農家の立場から秋田県農業協同組合中央会 担い手対策室 室長

日本政府 観光局 通 訳 案 内 士 五十嵐隆文委員 → 元横手高校長・英語力育成の立場から

２．運営指導委員会の事業支援実績

①地元紙魁新聞でコラムを執筆投稿して事業宣伝「秋田南高校ＳＧＨへの挑戦」

②専門の立場から，授業参観指導や本校の問題解決力育成授業研究への指導助言

③農業問題・食糧問題への切り込み口の指導助言やフィールドワーク先の紹介

④企業人の立場から，高校に求められる社会貢献できる人材のモデルの提示

⑤高大接続改革・大学入試改革に適応する，大学が求める高校生像の提示

⑥海外フィールドワーク先の変更に関する助言や，東南アジア交流拠点に関する情報提供と紹介

⑦「国際探究Ⅰ・Ⅱ」両方の発表会の審査（実際に評価，生徒の能力向上の分析）

⑧来年度新規実施科目「グローバル・イシュー」の構想に対する助言

⑨「グローバル・イシュー」での地域還元の場の紹介・場の設定への具体的協力

⑩地元で活躍するグローバル人材やその集まり等の紹介・情報提供

委員会の席上での単なる助言のみではなく，上記のようにそれぞれの持ち味を生かして，本校の

ＳＧＨ事業の円滑な推進のために，具体的な行動をしていただいている。
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【別紙様式７】

１．本構想において実現する成果目標の設定（アウトカム）

f

（その他本構想における取組の達成目標）

目標設定の考え方：

SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

c

将来留学したり、仕事で国際的に活躍したいと考える生徒の割合

40％ 40％ 18％ 　　　　　　％ 　　　　　　％ 　　　　　　％ 45％

目標設定の考え方：：SGH対象者は半数。対象以外の生徒も波及効果で、割合を増やす。

　　　　　　％

47％ 38％ 　　　　　　％ 　　　　　　％ 　　　　　　％ 50％SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

e

卒業時における生徒の４技能の総合的な英語力としてCEFRのB1～B2レベルの生徒の割合

30％ 31％ 34％ 　　　　　　％ 　　　　　　％ 　　　　　　％ 35％

目標設定の考え方：SGH型授業の実践により、SGH対象生徒の半数を目指す。

　　　　　　％

－％ －％ 　　　　　　％ 　　　　　　％ 　　　　　　％ 50％SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

a

自主的に社会貢献活動や自己研鑽活動に取り組む生徒数

　　　275人 　　　310人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　250人

目標設定の考え方：Ｈ２８年度入学生から１クラス（４０名）定員減となる。ＳGH対象生徒は８割、他生徒は現状維持（６割）。

　　　　　　人 　　　500人 　　　545人 　　　472人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　240人

SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

b

自主的に留学又は海外研修に行く生徒数

　　　　　3人 　　　　　3人 　　　　　1人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　2人

目標設定の考え方：SGH対象者は１年に１人ずつの増加で３１年度は５人増を目指す。学校全体で１０名。

　　　　　3人

　　　　　4人 　　　　　5人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　8人SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

d

公的機関から表彰された生徒数、又はグローバルな社会又はビジネス課題に関する公益性の高い国内外の大会における入賞者
数

            3人 　　　　　5人 　　　　　7人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　3人

目標設定の考え方：各大会に積極的に参加させ、入賞者を２，３年生で５人ずつに増やす。

　　　　　　人

　　　　　1人 　　　　　9人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　10人SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

平成２７年度スーパーグローバルハイスクール ⽬標設定シート

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 目標値(  年度)

ふりがな あきたけんりつあきたみなみこうとうがっこう
指定期間 27～31学校名 秋田県立秋田南高等学校

25年度
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２．グローバル・リーダーを育成する高校としての活動指標（アウトプット）

＜調査の概要について＞
１．生徒を対象とした調査について

目標設定の考え方：27年度から授業研究を始め，校内研究が熟成される30年度に，公開研究会を開催する。

目標設定の考え方：年次計画で３１年度までに完全に整備する。

j

（その他本構想における取組の具体的指標）

× ○

i

外国語によるホームページの整備状況

○整備されている　　△一部整備されている　　×整備されていない

× △ ○ ○

h

先進校としての研究発表回数

　　　　　1回 　　　　　2回 　　　　　3回 　　　　　　回 　　　　　　回 　　　　　　回 5回

目標設定の考え方：26年度の「国際探究」活動での実績を土台に，年次的に増加させていく。

　　　　　　回

g

帰国・外国人生徒の受入れ者数（留学生も含む。）

　　　　　2人 　　　　23人 　　　　37人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　　人 6人

目標設定の考え方：各学年２人ずつ。

　　　　　　人

f

グローバルな社会又はビジネス課題に関する公益性の高い国内外の大会における参加者数

　　　　　0人 　　　　24人 　　　　25人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　　人 20人

目標設定の考え方：２，３年生、各１０人ずつ。

　　　　　　人

e

課題研究に関して企業又は国際機関等の外部人材が参画した延べ回数（人数×回数）

　　　　20人 　　　　63人 　　　　83人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　　人 50人

目標設定の考え方：26年度の「国際探究」活動での実績を土台に，年次的に増加させていく。

　　　　　　人

d

課題研究に関して大学教員及び学生等の外部人材が参画した延べ回数（人数×回数）

　　　　20人 　　　　81人 　　　160人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　　人 50人

目標設定の考え方：26年度の「国際探究」活動での実績を土台に，年次的に増加させていく。

　　　　　　人

c

課題研究に関する連携を行う海外大学・高校等の数

　　　　0校 　　　　3校 　　　　4校 　　　　　　校 　　　　　　校 　　　　　　校 　　　　3校

目標設定の考え方：オーストラリアの大学・高校で３校を確保する。

　　　　　　校

b

課題研究に関する国内の研修参加者数

　　　270人 　　　285人 　　　345人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　320人

目標設定の考え方：SGH対象生徒は全員国内の研修に参加させる。

　　　　　　人

a

課題研究に関する国外の研修参加者数

　　　　0人 　　　　12人 　　　　25人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　40人

目標設定の考え方：１年次を中心に各学年の生徒を国外研修に参加させる。

　　　　　　人

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 目標値(  年度)25年度

288 310

全校生徒数（人）

SGH対象生徒数

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

822 819 820 782 0 0 0

532 472SGH対象外生徒数
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Ⅲ目標設定シート達成状況の詳細

１．本構想において実現する成果目標の設定（アウトカム）

（ａ自主的に社会貢献活動や自己研鑽活動に取り組む生徒数）

現２・３年生５４５名が、２年次に全員ボランティア活動に取り組んだ。うちＳＧＨ対象生徒は

７３名。現１年生はＳＧＨ事業により、２３７名全員が自己研鑽活動に取り組んだ。 
（ｂ自主的に留学又は海外研修に行く生徒数）

２年生６名、１年生１名、うちＳＧＨ対象生徒６名

（ｃ将来留学したり，仕事で国際的に活躍したいと考える生徒の割合）

アンケート結果によると、ＳＧＨ対象である１年生２８％、２年生６６％。対象外の２年生１

８％。昨年度比がダウンしている理由は、昨年度が口頭での簡易調査だったこと、グローバル視点

からさらに地域に目を向け貢献したいと考える生徒が昨年より増えたからと考えられる。２年生の

対象者では６６％と、研究が進んだ段階で大幅に高まっていることがわかる。

（ｄ公的機関から表彰された生徒数、課題に関する公益性の高い国内外の大会における入賞者数）

２年生１１名：数学オリンピック、英語スピーチコンテスト、秋田若者塾、ＳＧＨ甲子園最優秀

賞等。１年生４名：県教育研究会理科部会発表、県高文連自然科学部会発表等（総数前年比倍増） 
（ｅ卒業時におけるＣＥＦＲのＢ１～Ｂ２レベルの生徒の割合）

そのレベルに当たる英検２級以上所持生徒は５８名。（昨年度比で倍増）大学入試センター試験

得点との相関研究上の数値から、筆記１５０点以上の生徒が９４名、３４．３％。（増） 
 
２．グローバルリーダーを育成する高校としての活動指標（アウトプット）

（ａ課題研究に関する国外の研修参加者数）

メルボルンでの海外フィールドワークに１年生１３名が参加。韓国ソウル高校との研究発表交流

の相互訪問に３名の２年生が参加した。シドニーの ’ で発表交流を

した生徒９名。計２５名。（前年比倍増） 
（ｂ課題研究に関する国内の研修参加者数）

秋田県内全域へのフィールドワークに１年生２３７名が参加。国内のフィールドワークに２年生

７３名が参加。自主的に追加的フィールドワークに出た１年生６名、２年生１６名。東北地区ＳＧ

Ｈフォーラムの模擬国連研修に１・２年生が１３名参加。計３４５名。（増） 
（ｃ課題研究に関する連携を行う海外大学・高校等の数）

タイ 、 、韓国ソウル高校，シドニー ’ 、計４校。（増）

（ｄ課題研究に関して大学教員及び学生等の外部人材が参画した延べ回数（人数×回数））

講座や研究指導、国際討論会等で参画した教職員や留学生、延べ１６０名（前年比で倍増） 
（ｅ課題研究に関して企業又は国際機関等の外部人材が参画した延べ回数（人数×回数））

講座やフィールドワーク受け入れ、発表会参加等、延べ８６名。（増） 
（ｆグローバルな社会又はビジネス課題に関する公益性の高い国内外の大会における参加者数）

２年生２２名：ＳＧＨ甲子園、東北地区ＳＧＨフォーラム、ハイスクール世界サミットｉｎ福島、

国際教養大学ＧＣＰ、国際教養大学 、秋田若者塾等。１年生３名：東北地区ＳＧＨフ

ォーラム。計２５名。（増） 
（ｇ帰国・外国人生徒の受入れ者数）

ＹＦＵ米高校生７名、ソウル高校生７名、 米高校生２３名、計３７名。（大幅増） 
（ｈ先進校としての研究発表回数）

１０／２８に秋田南ＳＧＨカンファレンスとして、教員の「公開授業研究会」（本校）、２年生

の「公開成果発表会」（秋田市文化会館）を開催した。２／２４に１年生の「成果発表交流会」（国

際教養大学多目的ホール）を開催した。計３回。（増） 
（ 外国語によるホームページの整備状況） 本校ＨＰの英語バージョンが整備された。 
（ 問題解決力育成授業に関する公開研究会の実施） １０／２８に公開授業研究会を開催した。 
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平成２７年度　入学生　教育課程表 秋田県立秋田南高等学校

(コース)

情報

○26◆25 ○26◆25 ○25◆24

○8 ◆7

学修Ａ

学修Ｂ 2～3 2～3 2～3

学修Ｃ

学修Ｄ

選択　ア(二重線)・・・　(普通科)　地理歴史のＢ科目を２科目選択するものは、２年生からの選択を継続することとする。
また、地理歴史を１科目にする生徒は、公民(政治経済)を選択することができる。

◆　ＳＧＨ選択者　　　　○　それ以外の者

外国語

H27入学生

系 文系 理系 文系 理系

学科名 普通科 英語科

教科

入学年度 H27入学生

科目・標準単位数

(国文) (私文) (国文) (私文)

国語

国語総合

学年 １年 ２年 ２年 ３年 ３年 １年 ２年 ３年

国語表現

現代文Ｂ

古典Ｂ

日本史Ａ

世界史Ａ

世界史Ｂ

日本史Ｂ

地理Ｂ

公民

現代社会

地理歴史

倫理

※倫理政経

政治経済

数学

数学Ⅰ

数学Ⅱ

数学Ａ

数学Ⅲ

※発展数学

数学Ｂ

※探求数学

科学と人間生活

物理

物理基礎

化学基礎

化学

生物

生物基礎

地学

地学基礎

※発展生物基礎

※発展化学基礎

保健体育
体育 ～

理科

保健

音楽Ⅱ

音楽Ⅰ

美術Ⅰ

書道Ⅰ

美術Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅰ

書道Ⅱ

芸術

コミュニケーション英語Ⅱ ○4 ◆3

コミュニケーション英語Ⅲ

○4 ◆3

○4 ◆3○4 ◆3 ○4 ◆3

英語会話

英語表現Ⅰ

英語表現Ⅱ

家庭 家庭基礎

社会と情報

情報の科学

専門科目
（英語）

総合英語 ～

普通科の教科・科目の単位数の合計 ○30  ◆29 ○30  ◆29 ○30  ◆29 ○28  ◆27 ○30  ◆29

○20◆19教科・科目(必修／選択)の単位数の合計 ○22◆21

英語理解 ～

○4 ◆3

英語表現 ～

○4 ◆3 ○4 ◆3

時事英語 ～

異文化理解 ～

教科・科目(必修／選択)の単位数の合計

※英語教養セミナー

○8　◆7 ○10　◆9 ○10　◆9

学校設定科目

（ＳＧＨ）

※国際探究Ⅰ

○10◆9 ○10◆9

専門科目・科目の単位数の合計

※国際探究Ⅱ

※グローバル・イシュー

◆2◆2 ◆2

   ○1

◆1 ◆1

総合的な学習の時間(Ⅰタイム)    ○1    ○1

◆1◆1 ◆1

学校外の活動

合計

ホームルーム活動
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秋田さきがけ 2016年 5月 23日

秋田さきがけ 2016年 10月 29日



－ 150 －

秋田さきがけ 2016年 9月 9日（金）

秋田さきがけ 2016年 7月 16日（土）
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010-1437

http://www.akitaminami-h.akita-pref.ed.jp/

akitaminami-h@akita-pref.ed.jpe-mail
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