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付録「平成３０年度ＳＧＨ研究開発完了報告書」 

 
 

研究開発完了報告書 
 

１ 事業の実施期間 

   平成３０年４月１日（契約締結日）～平成３１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 

 本校のＳＧＨ事業では、「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つの能力を備えたグローバルリーダーを育成するため、以下の

３つの研究開発を三本柱として推進している。 
（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」では、研究機関や大学教員による講座を通して、全員が地域や世界

の食と農の現状を見つめ、問いを見いだすことに始まる。それらの課題について作成したレポ

ートをもとにグループを編成し研究をスタートする。実地調査を通してデータを集め、考察と

提案をプレゼンテーションの形で発表交流し合った。第２学年「国際探究Ⅱ」では、秋田県立

大学の連携指導をいただき、研究をさらに専門的に深め、公共のホールにおいて約６００名の

聴衆を前に、公開成果発表と質疑応答を全て英語で行った。年度末には研究論文にまとめ、コ

ンクールを実施した。第３学年「グローバル・イシュー」では、３年間の取組の集大成として、

成果を地域還元するため、生徒が自ら社会に出向いて提言を行った。秋田市役所、ＪＡ青年部、

地域の企業経営者の方々や、各種シンポジウムなどで実践活動を展開し、地域社会から高い評

価を得た。年度末には研究成果のまとめとして研究論文集を発行した。 
（２）問題解決力育成授業の研究推進 

 上記５つの能力を平素の授業でも磨くために、研究主題を設定し授業研究を重ねた。現在進

められている高大接続改革の考えをもとに、各教科において日々の授業改善に取り組むととも

に、公開授業研究会を開催し、その成果を広く教育関係者にご覧いただいた。 
（３）国際教養大学・秋田県立大学・秋田大学及び地域の諸機関との教育連携の推進 

 教育連携先は年々増加し多様性を増した。各大学からは講座講師の派遣のほか、英語コミュ

ニケーション能力育成（国際教養大学）、研究の専門性の深化や論文作成（秋田県立大学）、

授業研究（秋田大学教職大学院）などにご協力をいただいた。地域諸機関では、秋田経済研究

所、ジェトロ、県内農業機関、秋田県企画振興部国際課、秋田市役所、地元企業などに、講座

やフィールドワークの受入れ・支援のほか、地域還元・実践交流等に協力していただいた。 
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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３０年契約日～平成３１年３月３１日） 
４
月 

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 ○ ○           

グローカル・ミーティング参観  ○ ○          

ＳＧＨ連絡協議会参加・発表支援   ○          

公開授業研究会開催支援・参観・指導助言    ○ ○ ○ ○      

国際探究Ⅱ公開成果発表会開催支援・参観      ○ ○      

第１回運営指導委員会開催       ○      
海外フィールドワーク交流校との連携調整        ○     
ＳＧＨ全国高校生フォーラム参加         ○    

国際探究Ⅰ成果発表交流会開催支援・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、県内各高校との連携支援、報道機関への報道依頼、広報ポスター掲示など 

 
（２）実績の説明 

○運営指導委員の委嘱および運営指導委員会の開催 
 昨年度の６名の運営指導委員の方々（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、聖園学園女子短期大学所属）に、継続して委員を委嘱し、学問
分野、経済分野、農業分野、英語分野等の多角的な視点からの指導を得ることができた。 
 第１回運営指導委員会は、平成３０年１０月２６日（金）の「国際探究Ⅱ公開成果発表
会」と同日に開催し、発表内容及び事業進捗状況報告を踏まえた指導・助言を頂いた。運
営指導では、生徒の成長を促すプログラムの有効性について賛辞をいただいた。また地域
社会との連携により秋田を思う気持ちが育っていることについても高い評価をいただいた
が、今後の課題として、そうして育った生徒たちが将来にわたって地域に貢献出来るよう
な仕掛け、仕組み作りが求められるという意見をいただいた。 
 第２回運営指導委員会は、平成３１年２月２２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年生の発表交流の様子を参観していただいた。運営指
導では、４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。また、
指定終了後の体制づくりについて助言をいただいた。 
○問題解決力育成授業研究、公開授業研究会に対する支援 
 公開授業研究会の指導助言者として指導主事等７名を派遣した。事前段階から授業参観や指導

案作成の助言等を行った。また研究会実施にあたり、県内外の各校・各機関への広報も行った。 
○県内の他の高校との連携推進 
 探究活動を推進している他校を県版ＳＧＨアソシエイトと位置付け、本校成果発表会への生徒

参加など連携を進めるとともに、本校ＳＧＨ事業の成果普及を図っている。 
○海外交流アドバイザー採用に係る業務 
 前年度の海外交流アドバイザーを再雇用した。海外での勤務経験が豊かで行動力もあり、タイ

での海外フィールドワークについて、企画・立案・連絡調整に加え、参加生徒への事前指導に

おいても力を発揮した。また、Skype 交流活動についてもアドバイザーの活躍により、タイ・チ

ェンマイに新規交流校を開拓でき、順調に進めることができた。 
○その他 
 国際教養大学、秋田大学、秋田経済研究所へ秋田南高校担当者と訪問し、協力を要請した。

秋田南高校の行事については、適宜参観し、状況の把握及び指導を行うとともに、発表会への

県内各校の参加を促した。また、年間を通して報道依頼や事業推進の打合せを行っている。 
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導では、４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。また、
指定終了後の体制づくりについて助言をいただいた。 
○問題解決力育成授業研究、公開授業研究会に対する支援 
 公開授業研究会の指導助言者として指導主事等７名を派遣した。事前段階から授業参観や指導

案作成の助言等を行った。また研究会実施にあたり、県内外の各校・各機関への広報も行った。 
○県内の他の高校との連携推進 
 探究活動を推進している他校を県版ＳＧＨアソシエイトと位置付け、本校成果発表会への生徒

参加など連携を進めるとともに、本校ＳＧＨ事業の成果普及を図っている。 
○海外交流アドバイザー採用に係る業務 
 前年度の海外交流アドバイザーを再雇用した。海外での勤務経験が豊かで行動力もあり、タイ

での海外フィールドワークについて、企画・立案・連絡調整に加え、参加生徒への事前指導に

おいても力を発揮した。また、Skype 交流活動についてもアドバイザーの活躍により、タイ・チ

ェンマイに新規交流校を開拓でき、順調に進めることができた。 
○その他 
 国際教養大学、秋田大学、秋田経済研究所へ秋田南高校担当者と訪問し、協力を要請した。

秋田南高校の行事については、適宜参観し、状況の把握及び指導を行うとともに、発表会への

県内各校の参加を促した。また、年間を通して報道依頼や事業推進の打合せを行っている。 

６ 研究開発の実績 

（１）実施日程 （数字は研究報告書の掲載ページ） 

 
業務項目 

 

実施期間（平成３０年契約日～平成３１年３月３１日） 
４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

(１) ア ガイダンス（基調講演） 20            

 イ 教養講座Ⅰ・Ⅱ  21 23          

 ウ 専門講座   25          

 エ 研究概論講座    27         

 オ 海外・県内フィールドワーク       29 35     

 カ プレゼンテーションセミナー         40 41 41  

 キ 成果発表交流会           43  

(２) ア テーマ別研究推進検討会  50 50 50  50       

 イ 国際討論会（English Seminar）   52          

 ウ 班別フィールドワーク    ○ ○        

 エ 戦略的表現力講座      54 54      

 オ ＳＧＨカンファレンス(公開成果発表会)       61      

 カ 論文作成基礎講座        65     

 キ 論文作成・論文コンクール        65 65 65 65  

(３) ア 学校祭ＳＧＨ生徒自主企画    ○         

 イ 外国人・留学生との国際意見交流会     77        

 ウ グローカル・ミーティング（提言実践）  74 78          

 エ ３年間の研究成果の総括      83       

(４) ア 問題解決力育成授業研究の開発と実践 ※ 通 年          

 イ 授業力向上研修会   92          

 ウ ＳＧＨカンファレンス（公開授業研究会）       88      

 エ 授業研究総括準備と成果普及        ○ ○ ○ ○ ○ 

(５) ア 英語コミュニケーション能力育成連携   ○     ○ ※ 他 随 時 

 イ 講座への講師派遣や課題研究指導支援 ※ 通 年          

 ウ 教職大学院や管理機関との連携 ※ 通 年          

 エ 地域実践に関する外部諸機関との連携  ○ ○     ○     

(６) ア 運営指導委員会（年２回）       143    145  

 イ 外部大会やフォーラム等への出場等        85   ○ ○ 

 ウ 事業成果のＨＰ発信とＳＮＳ活用 ※ 通 年          

 エ ＳＧＨ通信や報告冊子の刊行と送付       ○     ○ 
 
（２）実績の説明 

①秋田南ＳＧＨカンファレンスの実施による成果普及 

 １０月２６日（金）、「秋田南ＳＧＨカンファレンス 2018」と題して、これまでのＳＧＨ事

業の成果を公開した。指定４年目の最大の成果普及事業と位置付けたもので、午前は本校を会

場に公開授業研究会を行い、午後からは会場を公共ホールに移して高２「国際探究Ⅱ」公開成

果発表会を開催した。 
公開授業研究会では、中高合わせて７つの授業を公開し、午後の成果発表会では、高校２年

生の代表６グループが研究成果についてプレゼンテーション発表した。当日は、県内外の教員
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や教育関係者、連携機関、本校保護者、県内他校生徒などを含めてのべ２７４名の方々に来場

いただいた。来場者アンケートを見ると分かるように午前、午後ともに高い評価を得たことは、

本校生徒・教員にとっても、また、他校に好影響を与えたことについても、非常に有意義なこ

とであり大きな実績であったといえる。 
②高１課題研究「国際探究Ⅰ」 

 １年生全員２３９名を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅰ」（通年２単位）を実施した。課

題研究のサイクルを全員が体験する科目として４年目を迎え、これまでの指導マニュアルの蓄

積をもとに学年部教員を中心に安定して運営できるようになっているが、随所に修正改善を行

い探究活動の深化を図った。 
 
４月  ５月    ６月     ７月   ８月  ９月   11月  12～１月   ２月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 昨年度から研究テーマを早めに決めて研究活動がより充実したものになるようスケジュール

を改良しているが、今年度はさらに個人レポート実施の時期を早め、研究したいテーマを自分

なりに調べた上でグループ編成に入れるようにした。 
 また、海外フィールドワークについても改良した。昨年度から行き先をオーストラリアから

タイに変更しているが、参加生徒のその後の活躍を鑑み、派遣生徒を２名増の２０名とした。

また、国際交流アドバイザーの尽力で交流先にマハーサーラカーム大学も加えることができ、

海外大学との交流も実現した。 
③高２課題研究「国際探究Ⅱ」 

 ２年生選択生徒７０名を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅱ」（通年２単位）を実施した。

２年次は、研究の専門性を深めつつ英語コミュニケーション能力を磨き上げ、１０月に全班が

口頭発表の集大成である「校内成果発表会」を行い、代表に選ばれた６班は公共ホールにて「公

開成果発表会」の大ステージにて発表した。すべて英語で発表・質疑応答し、他校生徒や本校

１・２年生全員で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、グループで研究論文を作成し、コンクールを実施して優秀班を表彰した。 
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や教育関係者、連携機関、本校保護者、県内他校生徒などを含めてのべ２７４名の方々に来場

いただいた。来場者アンケートを見ると分かるように午前、午後ともに高い評価を得たことは、

本校生徒・教員にとっても、また、他校に好影響を与えたことについても、非常に有意義なこ
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題研究のサイクルを全員が体験する科目として４年目を迎え、これまでの指導マニュアルの蓄

積をもとに学年部教員を中心に安定して運営できるようになっているが、随所に修正改善を行

い探究活動の深化を図った。 
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 昨年度から研究テーマを早めに決めて研究活動がより充実したものになるようスケジュール

を改良しているが、今年度はさらに個人レポート実施の時期を早め、研究したいテーマを自分

なりに調べた上でグループ編成に入れるようにした。 
 また、海外フィールドワークについても改良した。昨年度から行き先をオーストラリアから

タイに変更しているが、参加生徒のその後の活躍を鑑み、派遣生徒を２名増の２０名とした。

また、国際交流アドバイザーの尽力で交流先にマハーサーラカーム大学も加えることができ、

海外大学との交流も実現した。 
③高２課題研究「国際探究Ⅱ」 

 ２年生選択生徒７０名を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅱ」（通年２単位）を実施した。

２年次は、研究の専門性を深めつつ英語コミュニケーション能力を磨き上げ、１０月に全班が

口頭発表の集大成である「校内成果発表会」を行い、代表に選ばれた６班は公共ホールにて「公

開成果発表会」の大ステージにて発表した。すべて英語で発表・質疑応答し、他校生徒や本校

１・２年生全員で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、グループで研究論文を作成し、コンクールを実施して優秀班を表彰した。 
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３月 
研究論文コンクール 
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研究の専門性の深化には、秋田県立大学の指導チームに来校して連携指導いただいているこ

とで顕著な成果を上げている。「テーマ別研究推進検討会」と銘打って定期開催しており、生

徒はもちろん、本校教員も大いに刺激を受けつつ、研究を深めていくことができた。 
また、英語コミュニケーション能力の錬成に関しては、１年生が国際教養大学のＳＧＵ事業

である「イングリッシュビレッジ」に参加しているが、本校教員とＡＬＴの連携により本校自

前で同質の事業を実施している。オールイングリッシュで多様なコミュニケーション活動とプ

レゼンテーション力育成を図る研修である。 
表現力や発信力については、地元のＩＴ企業であるソフトアドバンス株式会社に連携いただ

き、プレゼンテーションの専門家に１年次からその本質を学んできた。本校のプレゼンテーシ

ョンスタイルは、各種大会で実績を上げてきたとおり、伝えたい思いを身振り手振りを加えて

生き生きと表現する独特のものとなって定着してきており、年々そのレベルを向上させている。 
④高３課題研究「グローバル・イシュー」 

 ３年生選択生徒３７名を対象に、学校

設定科目「グローバル・イシュー」（前

期のみ１単位）を実施した。 
 ３年間の課題研究の集大成科目であり、

生徒たち自身が社会に出て、秋田市職員や

地域の企業経営者などの社会人のほか、留

学生とも意見交換し合い、地域や世界へ課

題解決策を発信、そして研究成果を還元す

るという活動となる。今年度は時期を早

め、そこで得た知見をその後の研究にさら

に盛り込めるようにした。また、ＪＡ秋田

と連携し若手農家の方々とも意見交換を

行うことができた。地域の社会人に自分た

ちの考えをしっかりと聞いてもらい、時に

厳しい意見も言っていただくことで、真剣

に社会から評価していただいている自分

の現状、あるいは将来の目標を実感するこ

とができたのではないかと考える。 
昨年度に引き続き、学校祭では、生徒た

ち自身がシンポジウムを企画して発表及

び質疑応答を行った。来校いただいた地域

の方々や保護者とも質疑応答や意見交換

ができ、充実した時間となった。 
また、自発的に研究成果の発信や実践に取り組む生徒も出てくるようになり、外部のシン

ポジウムで発表したり、ラジオ番組に出演して発信活動を行ったりした。 
最後はこれらの経験をもとに研究論文を完成させ、論文集を発行した。最終的な成果物を作

り上げ、生徒は大きな達成感を感じていた。 
⑤問題解決力育成授業研究 

 ＳＧＨで求める資質・能力を日常的な授業を通しても育成するため、問題解決力育成授業研

究を進めている。指定４年目の今年度は、その授業研究の成果普及の場と、研究推進の場とし

て、公開授業研究会を開催した。これまでの研究成果の積み重ねと授業アンケートから、研究

主題を設定し、各教科で授業実践を重ねた。複数の教員による県外の先進校視察も実施し、思

考力・判断力・表現力をはぐくむ多様な指導法について授業研究を行うことができた。当日は

管理機関の協力も得て多数の指導助言者にご指導いただいたほか、県内外より１００名を超え

る教員・教育関係者に来場いただき、各教科で分科協議会を開催して研鑽を深めることができ

た。 
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⑥大学や地域の諸機関との連携 

・地元秋田の国公立大学である秋田大学、国際教養大学、秋田県立大学とは多様な連携を行っ

て、本校ＳＧＨ事業を支えていただいている。３大学に共通しているのは、１年生の専門講座

や研究概論講座などの講師派遣の連携である。 
・秋田県立大学の教員には、２年生の課題研究指導において１１名の方に年６回の来校指導を

いただき、課題研究の深化や研究論文の評価等について手厚い支援をしていただいている。 
・スーパーグローバル大学である国際教養大学とは、講座講師派遣のほか、２泊３日のイング

リッシュビレッジにて１年生の英語コミュニケーション能力向上に連携をいただいている。 
・秋田大学の教員には講座講師のほか、本校教員の問題解決力育成授業研究に関わる研修の協

力をいただいている。 
・地域のシンクタンクである秋田経済研究所やジェトロ秋田からは、１年生の教養講座やフィ

ールドワークの事前指導で、秋田やタイの農や食の実態について概説していただいている。 
・地元のＩＴ企業、ソフトアドバンス株式会社はプレゼンテーション指導について高い指導力

を誇り、同一グループに複数回にわたって個別指導をいただくなど強力な連携となっている。 
・３年生のグローカル・ミーティングでは、秋田市役所、ＪＡあきた、地元企業の経営者の方

々に熱心に連携いただいた。すべての連携機関より相互に刺激があり、意義深い活動であると

いうありがたい評価をいただいている。 
・１・２年生のフィールドワークでも県内の多数の事業所（大学・研究機関・行政機関・企業

等）と連携をいただき、生徒が実際の食や農の現状を学ぶ機会をいただいている。 
 

７ 目標の進捗状況、成果、評価 

 本校の開発構想調書で掲げた目標は以下の２つである。 
①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・姿勢の育成。 
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」の五つの能力の育成。 
これらの目標の進捗状況について、本校で実施したアンケート等によって検証する。 

（１）アンケートによる検証（※集計結果は「研究報告書」p,132以降に掲載） 
①生徒アンケート 

【「国際探究Ⅰ」高１全員】 回答数２３５（ＳＧＨ対象者２３９名） 
・本校が育成を目指す５能力が身に付いたかというＱ１～６の質問について、ほとんどの生徒

が肯定的に捉えているが、昨年度少なかった「大いに」「非常に」という回答は微増に留ま

った。一人一人の記述を見ると、成果を実感することについて個人差があることが見て取れ

た。多くの生徒に実感を伴った成長が認められるよう指導の改善を図りたい。 
・上記の能力の伸長について、論理的思考力が身に付いたと実感している生徒の数が５８％と

最も多く、昨年度比でも７ポイント増加した。 
・自己の変容についてはほぼ全ての項目で数値が上昇したが、特に「③違う考えにも耳を傾け

るようになった」、「②人前で自分の意見を述べることの抵抗感が薄れてきた」、「⑪目標

に向かってチーム内で協力して進めることができるようになった」などの回答が多く、昨年

度からも大きく上昇しており、協働的な活動の成果が見て取れる。最も伸びたのは「⑥問題

に対して論理的に考えていくようになった」で（１６ポイント増）、上記の能力の実感とも

一致している。 
【「国際探究Ⅱ」高２選択生徒】 回答数６９（ＳＧＨ対象者６９名） 
・Ｑ１～６の能力伸長の実感を問う質問について、肯定的な回答がほとんどであったが、「大

いに」「非常に」という回答が全体的に６０～７０％程度と少なく、前年度比でも１０～１

５ポイント減少している。この学年はＳＧＨ指定３期生となるが、１年次でも同様の傾向が

見られていた。華やかな実績を残した１期生らと比較して自己目標が高くなり、自己評価が

低くなった可能性もあるが、達成感をもって活動に向かえるよう、指導の工夫が必要である。 
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・英語に関する行動の変化については、Ｑ７より「ＡＬＴや留学生と積極的に話すようになっ

た」「英字新聞を読むようになった」「英語で映画を見るようになった」などの数値が高い。

成果発表会でも優れた英語力を示した生徒も多く、高い意識をもって英語学習に取り組んで

いる様子が伺える。海外の大会やボランティア留学等にチャレンジし高い実績を上げる生徒

もおり、海外旅行経験者の人数も多かった。 
・自己の変容については、各項目で多くの生徒が自身の成長や変化を実感している。心の変化

を問うＱ１１では、「海外への気持ちが強まった」と「地域を愛する気持ちが強まった」の

両方が前年から１５ポイント以上増え、特に前者は過半数の５５％という数字。地域と世界

を結びつける本校のテーマに沿った結果といえる。Ｑ１２の行動の変化については、こちら

も各項目で高い数字を示しているが、１年生同様に「③違う考えにも耳を傾けるようになっ

た」、「②人前で自分の意見を述べることの抵抗感が薄れてきた」と回答した生徒が６４％、

５９％と非常に多かった。また、「大学進学に関する有効性を感じ、意識が高まった」とい

う生徒が５５％と多く、高大接続改革についての生徒の意識変化も見て取れる。 
・非選択生徒のアンケートでは、選択生徒の活動についてのＱ４にて、約４割の生徒が「成長

と進歩に驚いた」「自分も頑張ろうと刺激を受けている」「自分も同様の力を身に付けたい」

と回答しており、自由記述でも「憧れる」「自分も励みたい」など、ＳＧＨ選択生徒が良い

影響を与えていることが覗える。さらにこの成果を広めることが望まれる。 
【「グローバル・イシュー」高３選択生徒】 回答数３６（ＳＧＨ対象者３６） 
・ＳＧＨ指定２期生の事業終了を迎えてのアンケートからは、昨年の１期生同様またはそれ以

上に達成感をもってＳＧＨの活動を終えたことが見て取れた。 
・自身の成長について、５能力すべてに大きな伸びを実感している。特に課題設定能力や論理

的思考力について、９割以上の生徒が「非常に深まった」「大いに身についた」と回答して

おり、これはいずれも７０％台だった昨年度より大きな変化である。自由記述からも、活動

を通して視野が広がり、世界の諸課題について関心が増したこと、事業に対する充実感が述

べられている。研究の活動の指導が改良・深化してきたことの成果であると思われる。 
・２年生以上に「地域を愛する気持ちが強まった」という数値が高い。地域で活躍する社会人

との意見交換の経験が大きい。ふるさとを思う気持ちが育まれていることを嬉しく感じる。 
・３年間の成長についての自由記述では、「物事をより広い視野で見ることができるようにな

った」「文献やウェブサイトを読み、情報を得る方法をたくさん身につけることができた」

「物事を様々な角度から見て、問題の原因を調査・分析し、解決策は何かを考えるようにな

った」「人前でプレゼンをする能力や、コミュニケーション能力が向上した」など自身の成

長を強く実感していることが伺えた。まさしく本校がＳＧＨ事業で期待する成長である。 
②教員アンケート 

・すべての教員が課題研究の有用性を認めている。特に「大いに思う」とした回答は７割とな

り、年々増加している。特に「多面的思考力の育成に有効」とした回答が大きく増えた。自

身の授業改善の取組として「教科書の内容を批判的に読ませたり違う観点から考えさせたり

している」「答えが一つではなく多様な考えが出るような質問をしている」等、思考力育成

を意識した授業づくりを行っている教員が増えたことも関連していると思われる。 
・指定終了後についての自由記述では「探究活動の指導のノウハウや授業改善の実践は是非引

き継いでいきたい」「生徒には、指定終了後もできるだけ同じような経験をさせてあげたい」

といった意見が多く、さらに改善策や指導体制の提案を挙げてくれた教員も多かった。来年

度が指定最終年度となるが、「業務が特定の教員に偏らない運営・指導体制の確立」という

指摘を真摯に受け止め、よりよい形で成果を引き継げるようにしていきたい。 
（２）特筆すべき成果・実績 

○大学進学実績 
 昨年度に引き続きＳＧＨ選択生徒を中心に顕著な進路実績が上がってきている。原稿執筆時

点で国際教養大学に３名が合格（すべてＳＧＨ選択生徒）。難関大学のＡＯ入試など、活動実

績や面接・プレゼンテーション等が求められる入試において、多くの生徒が合格に至っている。 

⑥大学や地域の諸機関との連携 

・地元秋田の国公立大学である秋田大学、国際教養大学、秋田県立大学とは多様な連携を行っ

て、本校ＳＧＨ事業を支えていただいている。３大学に共通しているのは、１年生の専門講座

や研究概論講座などの講師派遣の連携である。 
・秋田県立大学の教員には、２年生の課題研究指導において１１名の方に年６回の来校指導を

いただき、課題研究の深化や研究論文の評価等について手厚い支援をしていただいている。 
・スーパーグローバル大学である国際教養大学とは、講座講師派遣のほか、２泊３日のイング

リッシュビレッジにて１年生の英語コミュニケーション能力向上に連携をいただいている。 
・秋田大学の教員には講座講師のほか、本校教員の問題解決力育成授業研究に関わる研修の協

力をいただいている。 
・地域のシンクタンクである秋田経済研究所やジェトロ秋田からは、１年生の教養講座やフィ

ールドワークの事前指導で、秋田やタイの農や食の実態について概説していただいている。 
・地元のＩＴ企業、ソフトアドバンス株式会社はプレゼンテーション指導について高い指導力

を誇り、同一グループに複数回にわたって個別指導をいただくなど強力な連携となっている。 
・３年生のグローカル・ミーティングでは、秋田市役所、ＪＡあきた、地元企業の経営者の方

々に熱心に連携いただいた。すべての連携機関より相互に刺激があり、意義深い活動であると

いうありがたい評価をいただいている。 
・１・２年生のフィールドワークでも県内の多数の事業所（大学・研究機関・行政機関・企業

等）と連携をいただき、生徒が実際の食や農の現状を学ぶ機会をいただいている。 
 

７ 目標の進捗状況、成果、評価 

 本校の開発構想調書で掲げた目標は以下の２つである。 
①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・姿勢の育成。 
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」の五つの能力の育成。 
これらの目標の進捗状況について、本校で実施したアンケート等によって検証する。 

（１）アンケートによる検証（※集計結果は「研究報告書」p,132以降に掲載） 
①生徒アンケート 

【「国際探究Ⅰ」高１全員】 回答数２３５（ＳＧＨ対象者２３９名） 
・本校が育成を目指す５能力が身に付いたかというＱ１～６の質問について、ほとんどの生徒

が肯定的に捉えているが、昨年度少なかった「大いに」「非常に」という回答は微増に留ま

った。一人一人の記述を見ると、成果を実感することについて個人差があることが見て取れ

た。多くの生徒に実感を伴った成長が認められるよう指導の改善を図りたい。 
・上記の能力の伸長について、論理的思考力が身に付いたと実感している生徒の数が５８％と

最も多く、昨年度比でも７ポイント増加した。 
・自己の変容についてはほぼ全ての項目で数値が上昇したが、特に「③違う考えにも耳を傾け

るようになった」、「②人前で自分の意見を述べることの抵抗感が薄れてきた」、「⑪目標

に向かってチーム内で協力して進めることができるようになった」などの回答が多く、昨年

度からも大きく上昇しており、協働的な活動の成果が見て取れる。最も伸びたのは「⑥問題

に対して論理的に考えていくようになった」で（１６ポイント増）、上記の能力の実感とも

一致している。 
【「国際探究Ⅱ」高２選択生徒】 回答数６９（ＳＧＨ対象者６９名） 
・Ｑ１～６の能力伸長の実感を問う質問について、肯定的な回答がほとんどであったが、「大

いに」「非常に」という回答が全体的に６０～７０％程度と少なく、前年度比でも１０～１

５ポイント減少している。この学年はＳＧＨ指定３期生となるが、１年次でも同様の傾向が

見られていた。華やかな実績を残した１期生らと比較して自己目標が高くなり、自己評価が

低くなった可能性もあるが、達成感をもって活動に向かえるよう、指導の工夫が必要である。 
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○各種外部大会等での実績 
・World Scholar’s Cup 世界大会出場（高１・２の２名） 

・英語即興型ディベート全国大会出場（高２の３名） 

・イオン１％クラブ主催の高校生海外派遣事業 Asia Youth Leadersへの参加（インドネシア・

ジャカルタ、高２・３の４名） 

・英検１級合格者（高２の１名） 

（３）昨年度の課題と今年度の改善状況 

①指定終了後の教育課程継続の準備 

指定終了後は探究コースを設置し、課題研究の継続実施を決定した。担当分掌組織とし

て今年度より探究部を新規に立ち上げ、準備を進めている。年間指導計画案を策定した。 
②海外進学・留学や国際社会貢献意欲のさらなる喚起 

生徒アンケートを見ると将来の留学や海外で活躍したいという生徒は増加している。特

に英語発表を行った２年生は６４％と前年比１７ポイント増であった。海外進学について

は昨年に続いて志望者が出ている（原稿執筆時点で合否未定）。トビタテ留学ＪＡＰＡＮ

事業にて国際ボランティアに従事した生徒も１名いた。また、約２０名の生徒が県や民間

の主催する海外研修等に参加している。そのほか教養講座で元ＷＦＰ職員の講座を受講し

たことをきっかけに、約６０名の有志生徒がＷＦＰの街頭募金ボランティアを実施した。 
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 

中高一貫校となって３年目となり中高６学年が初めて揃った。中等部生にもＳＧＨの成

果を広げるべく、研究発表を参観させたり課題研究の講座に出席させたりしている。中３

で始まった課題研究科目「クリエイティブサイエンス」ではこれらの経験を生かし、優れ

た成果を挙げ、立派に発表を行った。そのほか高３のＳＧＨ生徒が中３生に研究の取組を

発信するワークショップ授業を実施するなど、中高一貫校ならではの取組が増加している。 
④課題研究指導の画一化・形骸化防止とテーマや研究成果のマンネリ化防止 

 中間評価で指摘された点である。これまでの積み重ねをマニュアルとして効率的かつ、

より成果が上がるよう取組を行っているが、指導の画一化を避けるために、定期的に分掌

部会を開催して各学年の指導担当者が取組について振り返り、検証・協議するようにした。

それを受けて、各事業の実施時期の変更や合宿の開催、発表会での生徒による運営・進行など、

前年度踏襲でない新規の取組や大胆な改善も取り入れて課題研究の指導を進めている。ま

た、生徒のテーマ設定の際には、上級生がアドバイスするような機会を設け、マンネリ化

が起こったり、研究が行き詰まったりしないよう工夫した。発表会の来場者アンケートや

運営指導委員より、年々研究内容もレベルが上がっているという評価をいただいている。 
⑤成果普及の推進 

今年度、地域や他校への成果還元・普及事業として、授業と課題研究発表を公開し、他

校生徒を含めて、述べ約２７０名の来場者にＳＧＨ事業の成果を普及できた。また、管理

機関の協力により、県版ＳＧＨアソシエイトとして探究活動を推進している高校と連携交

流し、成果発表会に複数の高校より生徒・教員を派遣してもらい本校の取組について普及

した。そのほか、学校ホームページを全面リニューアルし、頻繁に更新するなど発信に力

を入れた。閲覧数も増加しており、効果が上がっている。 
 
８ 課題と次年度の改善点 

①課題研究カリキュラムの持続可能なモデル化 
・予算措置終了後も自走で継続できる課題研究カリキュラムの作成。 
・文系・理系両方の生徒が選択できる研究の仕組みづくり。 
・研究の質的向上のための探究スキル講座の設定。 
・ＳＧＨ対象外の生徒へも事業の成果を広げる工夫。 
・職員の多忙化解消につなげる指導体制の整備。 
②事業成果の普及 
・課題研究の指導と、問題解決力育成授業研究の成果を、実践事例集として発行。 
・県内外の他の高校や中高一貫校との連携とネットワーク構築による成果普及。 
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○各種外部大会等での実績 
・World Scholar’s Cup 世界大会出場（高１・２の２名） 

・英語即興型ディベート全国大会出場（高２の３名） 

・イオン１％クラブ主催の高校生海外派遣事業 Asia Youth Leadersへの参加（インドネシア・

ジャカルタ、高２・３の４名） 

・英検１級合格者（高２の１名） 

（３）昨年度の課題と今年度の改善状況 

①指定終了後の教育課程継続の準備 

指定終了後は探究コースを設置し、課題研究の継続実施を決定した。担当分掌組織とし

て今年度より探究部を新規に立ち上げ、準備を進めている。年間指導計画案を策定した。 
②海外進学・留学や国際社会貢献意欲のさらなる喚起 

生徒アンケートを見ると将来の留学や海外で活躍したいという生徒は増加している。特

に英語発表を行った２年生は６４％と前年比１７ポイント増であった。海外進学について

は昨年に続いて志望者が出ている（原稿執筆時点で合否未定）。トビタテ留学ＪＡＰＡＮ

事業にて国際ボランティアに従事した生徒も１名いた。また、約２０名の生徒が県や民間

の主催する海外研修等に参加している。そのほか教養講座で元ＷＦＰ職員の講座を受講し

たことをきっかけに、約６０名の有志生徒がＷＦＰの街頭募金ボランティアを実施した。 
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 

中高一貫校となって３年目となり中高６学年が初めて揃った。中等部生にもＳＧＨの成

果を広げるべく、研究発表を参観させたり課題研究の講座に出席させたりしている。中３

で始まった課題研究科目「クリエイティブサイエンス」ではこれらの経験を生かし、優れ

た成果を挙げ、立派に発表を行った。そのほか高３のＳＧＨ生徒が中３生に研究の取組を

発信するワークショップ授業を実施するなど、中高一貫校ならではの取組が増加している。 
④課題研究指導の画一化・形骸化防止とテーマや研究成果のマンネリ化防止 

 中間評価で指摘された点である。これまでの積み重ねをマニュアルとして効率的かつ、

より成果が上がるよう取組を行っているが、指導の画一化を避けるために、定期的に分掌

部会を開催して各学年の指導担当者が取組について振り返り、検証・協議するようにした。

それを受けて、各事業の実施時期の変更や合宿の開催、発表会での生徒による運営・進行など、

前年度踏襲でない新規の取組や大胆な改善も取り入れて課題研究の指導を進めている。ま

た、生徒のテーマ設定の際には、上級生がアドバイスするような機会を設け、マンネリ化

が起こったり、研究が行き詰まったりしないよう工夫した。発表会の来場者アンケートや

運営指導委員より、年々研究内容もレベルが上がっているという評価をいただいている。 
⑤成果普及の推進 

今年度、地域や他校への成果還元・普及事業として、授業と課題研究発表を公開し、他

校生徒を含めて、述べ約２７０名の来場者にＳＧＨ事業の成果を普及できた。また、管理

機関の協力により、県版ＳＧＨアソシエイトとして探究活動を推進している高校と連携交

流し、成果発表会に複数の高校より生徒・教員を派遣してもらい本校の取組について普及

した。そのほか、学校ホームページを全面リニューアルし、頻繁に更新するなど発信に力

を入れた。閲覧数も増加しており、効果が上がっている。 
 
８ 課題と次年度の改善点 

①課題研究カリキュラムの持続可能なモデル化 
・予算措置終了後も自走で継続できる課題研究カリキュラムの作成。 
・文系・理系両方の生徒が選択できる研究の仕組みづくり。 
・研究の質的向上のための探究スキル講座の設定。 
・ＳＧＨ対象外の生徒へも事業の成果を広げる工夫。 
・職員の多忙化解消につなげる指導体制の整備。 
②事業成果の普及 
・課題研究の指導と、問題解決力育成授業研究の成果を、実践事例集として発行。 
・県内外の他の高校や中高一貫校との連携とネットワーク構築による成果普及。 





Ⅰ 秋田南高校スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）事業の概要について 

 
 
【１．はじめに】 

 本校は、平成２７年度より文部科学省のスーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）に指定されている。また、

平成２８年度より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」を掲げている。この基本理念は、ＳＧＨ事業の趣

旨とも合致しているところである。 

本校が育成を目指す「グローバルリーダー」とは、グローバルな視点から世界と郷土を見つめ直し、それ

らの課題を論理的に考察し、解決策を考えるとともに、社会に向けて発信や提言をしていくことができる人

間である。具体的には「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」の五つの能力を身に付けた人物と捉えている。 

こうした資質・能力を磨き、身に付けていくため、本校のＳＧＨ事業では、国内外の大学・高校や研究機

関・企業等と連携しながら、問題解決力を育成するための授業研究・カリキュラム開発と、生徒の探究的な

学習である課題研究を行っている。特に課題研究では、学校設定教科「国際探究」を設定し、郷土や日

本の課題と、世界規模の問題を結び付けるグローバルなテーマとして、秋田の地域特性を生かしながら、

「世界の食糧問題の解決」を掲げている。 

 

 

 

【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】 
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【３．本校のＳＧＨ構想】  

 （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！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）生徒の課題研究 学校設定教科「国際探究」 

 学校設定教科として、高１～３の各学年で、グループでの探究活動を実施する（高１は全員履修。高２か

らは選択）。研究テーマは、研究開発構想に基づいて、世界の食糧問題についての課題解決を目指すも

のとする。その際、農業県である秋田の立地を生かし、地域の農や食の特徴や課題を見つめなおし、秋田

県との交流もさかんなタイや世界各国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

言するものとする。 

 

（２）教員の問題解決力育成授業研究 

 グローバルリーダーに求められる五能力の育成を目指す授業を、本校では「問題解決力育成授業」と呼

んでいる。課題研究以外の通常の教科においても、探究学習的な要素を取り入れた授業改善を進め、日

常の授業を通して、生徒のグローバルリーダー育成を進める。 

 

（３）ＳＧＵなど各大学等との連携 

 上記の課題研究と授業改善について、スーパーグローバル大学（ＳＧＵ）である国際教養大学をはじめと

した県内の三大学と連携し研究開発を行う。各大学からは講座講師派遣などのほか、特に国際教養大学

とは、大学生や留学生との交流を通した生徒の英語コミュニケーション能力向上について、また、秋田県

立大学とは「世界の食糧問題」に関わる専門的見地からの指導について、秋田大学とは教職大学院と連

携した教員研修について、連携する。さらに、大学以外にも秋田の教育力を生かし、地域のシンクタンクや

研究機関、民間企業や行政機関など、多様な連携機関の協力を得て、実践的な活動となるようにする。 

中高一貫教育校として新生した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 
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常の授業を通して、生徒のグローバルリーダー育成を進める。 

 

（３）ＳＧＵなど各大学等との連携 

 上記の課題研究と授業改善について、スーパーグローバル大学（ＳＧＵ）である国際教養大学をはじめと

した県内の三大学と連携し研究開発を行う。各大学からは講座講師派遣などのほか、特に国際教養大学

とは、大学生や留学生との交流を通した生徒の英語コミュニケーション能力向上について、また、秋田県

立大学とは「世界の食糧問題」に関わる専門的見地からの指導について、秋田大学とは教職大学院と連

携した教員研修について、連携する。さらに、大学以外にも秋田の教育力を生かし、地域のシンクタンクや

研究機関、民間企業や行政機関など、多様な連携機関の協力を得て、実践的な活動となるようにする。 

中高一貫教育校として新生した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 

 

平成２７年度スーパーグローバルハイスクール構想調書の概要 

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 

27～31 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 

(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ようとす

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。 

指定当初の構想調書概要（現在では、実施にあたって改善・改良しながら研究開発を進めてきている） 
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(１) 課題研究内容

世界の食糧問題の諸相を理解した上で，秋田の「農と食」の特長を見つめ直し，農

業大国オーストラリアの「農と食」の状況を合わせ考えながら，食糧問題の解決に向

けて研究テーマを設定する。オーストラリアや国内におけるフィールドワークや海外

の連携高校とスカイプを通じて研究を進めるとともに，考察を深め，最終的には対外

的な提言を形成することを目指す。並行して，考察や提案を効果的に発信するための

表現力や英語コミュニケーション能力を育成する。 

課題研究の最終目標は，「こまちの里」秋田の高校生が，世界の食糧問題の解決に

関する具体的な提案を，地域や海外に向けて発信をすることである。 

(２) 実施方法・検証評価

① 国際探究Ⅰ― 秋田経済研究所や県内各大学教員、ＳＧＨ専属講師による講座，

オーストラリアの大学生との意見交換，テーマ設定と同一テーマで編成されたグル

ープによる探究活動，海外や国内のフィールドワーク，初期研究成果発表交流会

② 国際探究Ⅱ― 大学教員やＳＧＨ専属講師による，研究テーマを題材にした戦略

的表現力講座，食糧問題に関する多様なテーマについての検討交流会，スカイプに

よる国際討論会，徹底したグローバル視点での研究の深化発展，発展的フィールド

ワーク，海外交流拠点での成果発表と意見交換会，地域の公共施設での成果発表会

③ グローバル・イシュー― 大学教員等による専門的見地からの研究への指導助言

や学会発表実践講座，学校祭での公開プレゼンテーション，大会場でのＳＧＨシン

ポジウム開催，研究論文集作成

《検証評価：ポートフォリオ，ワークシート，各活動毎の振り返りシート，活動計画書，

活動報告書，レポート，研究論文，評価アンケート，校外大会参加状況等》 

(３) 必要となる教育課程の特例等

１年普通科の「現代社会」及び英語科の「政治・経済」１単位と「総合的な学習の

時間」１単位を減じて「国際探究Ⅰ」２単位を，２年普通科の「コミュニケーション

英語Ⅱ」及び英語科は「総合英語」１単位と「総合的な学習の時間」１単位を減じて

「国際探究Ⅱ」２単位を，３年普通科「コミュニケーション英語Ⅲ」及び英語科の「総

合英語」を１単位減じて「グローバル・イシュー」１単位を設定する。 

(１) 課題研究以外の研究開発の内容・実施方法・検証評価

① 各教科における問題解決力育成授業研究・指導法研究の推進

問題解決力育成授業研究班が中心となり，研究推進会議と校内授業研究会の積み

重ねによって，アクティブラーニングのモデル授業を各教科で研究開発し，研究成

果を公開授業研究会によって検証し，更に改善に向けて研究する。 

② 本校のＳＧＨと国際教養大学のＳＧＵとの教育連携

中高一貫校となる本校と国際教養大学が有する発表発信能力の育成に関する高い

専門性や，学生や留学生の英語コミュニケーション力を活用することにより、「ス

ーパーグローバル高校・大学連携」を推進し、「中・高・大一貫教育連携」による

グローバルリーダー育成を考えている。中でも留学生については，世界４４か国・

１６０の提携大学から集まる留学生を人的リソースとして活用した協働学習を推進

する。連携事業の実績や，事業後の双方の職員や生徒のアンケート等によって検証

改善を図る。 

(２) 課題研究以外の取組で必要となる教育課程の特例等

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

「南高グローバルライブラリー」を設け，世界の諸問題に関して調査できる環境を

整備するとともに，生徒が世界に遍在する社会課題に積極的に取り組む態度を育成す

るために，国際貢献支援活動や国際教育体験活動等の校外セミナーへの参加，ディベ

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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研究開発実施計画変更申請書 
 
 

 
１ 変更事項 
① 変更前 

１年次の課題研究活動に関わる海外フィールドワーク 
メルボルン（オーストラリア）でオーストラリアの食と農の調査 

② 変更後 
１年次の課題研究活動に関わる海外フィールドワーク 
タイ王国における食と農の調査 

 
２ 変更の理由 

① オーストラリアでの調査・研究により，食・農・環境問題を覆うサスティナビリ
ティをキーワードとして，水問題や環境保全，有機農業推進や大規模農業等につい
て学んだ。その上で世界の食糧問題の解決策等を進めたところ，「米」の問題や活
用，東南アジアの農業問題も浮き彫りとなった。本校では，オーストラリアへの修
学旅行の継続を予定しているため，オセアニア地域のオーストラリアでの調査研究
を継続するとともに，さらに視野を広げるため，秋田や日本と食と農の比較調査に
適した，東南アジア地域のタイ王国をフィールドワーク地としたい。 

 ア オーストラリアで学んできた「サスティナビリティ」や「環境」，「高付加価
値作物」に関する問題が，タイの農業においても重要な鍵になっており，生徒の
研究において，関連性が高い。 

イ 「米」「生産者の高齢化」「農業技術」等，タイの農業問題は，秋田の農業問
題との関連性も極めて高いとともに，共通点も多く，より多くの生徒の農業系研
究テーマに合致する。 

ウ 食（特に日本酒等の物産品）において，実際に秋田と商業的交流が推進されて
おり，また秋田の北都銀行の拠点がある国でもあり，より多くの生徒の食品系研
究テーマや流通系研究テーマに合致する。 

エ 秋田県とタイの総合的（経済・工業・商業・教育）な連携や交流が活発に推進
されている現状にある。 

オ 海外の活動場所としての安全性に問題がなく，交流拠点や活動支援拠点もより
多く確保できる。 

 
② オーストラリアは，２年次に海外修学旅行で行く生徒もおり，本校や生徒の研究
とのつながりを保持し，学びを継続することが可能である。 

③ タイは，近年本県と教育を通じた交流が盛んであり，本校が定期的かつ継続的な
相互交流を実施できる交流拠点としての高校が三校確保できている。 

④ 海外フィールドワークはＳＧＨ活動の要であり，限られた予算の中でも，多くの
生徒に海外調査を経験させることができる。 

 
 ３ 変更が事業計画に及ぼす影響及び効果 

① オーストラリアでの学びから生じた変更希望であり，より多くの生徒の研究テー
マに適した調査地となり，直接参加しない生徒の研究においても調査成果や得られ
た情報が共有・活用できる。 

② これまで調査していたオーストラリアの食と農に関する実地情報も，２年生の海
外修学旅行における活動を通じて，継続的に得ることが可能である。 

  ③ 本校のＳＧＨ活動に理解があり，交流に積極的なタイの高校と，発表や意見交換
等の積極的な交流を，定期的かつ継続的に実施できる。また，タイアップして，世
界の食糧問題に関する提案や実践ができる可能性がある。 

④ 費用の面で，外国語による海外での調査活動を，より多くの生徒に経験させるこ
とができる。 

指定３年目の研究開発実施計画変更申請書 
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Ⅱ 平成３０年度ＳＧＨ研究開発の成果と課題 

 
 本校の開発構想調書で掲げた目標は以下の２つである。 

①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・

姿勢の育成。 

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」の五つの能力の育成。 

これらの目標の達成・進捗状況について検証し、成果と課題について述べる。なお、巻頭の研究開発完了

報告書のｐ，６～８にも同様の成果と課題について具体的に掲載している。 

 

１ 検証と成果 

（１）アンケートによる検証 （※集計結果は p,132 以降に掲載） 

①生徒アンケート 

【「国際探究Ⅰ」高１全員】 回答数２３５（ＳＧＨ対象者２３９名） 

ほぼすべての生徒が、ＳＧＨ活動を通しての自らの成長度合いについて肯定的な回答を示した。次年度、

高２「国際探究Ⅱ」を選択した生徒は、８４名と過去最多となっている。次年度選択しない生徒の中には、「１年

次の活動が楽しいと感じなかった」という感想もあったが、そうした生徒であっても活動を通して様々な力の伸

長を実感したという回答をしていた。 

ただし、課題設定能力や課題探究能力について「大いに身に付いた」「非常に高まった」という回答が５割

以下であり、研究スタートの時点で、世界や地域の現状から課題を見出し、どのような調査を進め、どう分析す

るかといった探究の基礎的スキルの向上に課題が見られた。 

【「国際探究Ⅱ」高２選択生徒】 回答数６９（ＳＧＨ対象者６９名） 

 ２年生の「国際探究Ⅱ」は、昨年の倍の生徒が選択している。そのため単純に昨年度との比較は難しいが、

能力の高まりについて、「大いに身に付いた」「非常に高まった」という回答が全体的に６０～７０％程度と少なく、

前年度比でも１０～１５ポイント減少している点については、指導の改善が必要と思われる。 

ただし、自由記述を見ると、１０月の成果発表会を通して、協働力や探究力の伸長を実感したり、英語力向

上の意欲が高まったりしている生徒がほとんどであり、充実感を持って活動に取り組んできたことが覗えた。 

【「グローバル・イシュー」高３選択生徒】 回答数３６（ＳＧＨ対象者３６） 

 育成を図っている能力の成長度合いについては、３学年で最も高い数値を示した。特に伸びを実感している

能力としては、「論理的思考力」についての数値が特に高い。論文作成を通して強く論理性を意識していたも

のと思われる。また、世界の諸課題に対する関心の高まりも顕著であった。将来にわたって必要となるこれらの

力が付いたことに、多くの生徒が自身の成長を実感できていた。 

 

②教員アンケート 

 数値からも自由記述からも、多くの教員がＳＧＨ事業の有効性を高く評価している。生徒の劇的な変容を目

のあたりにして、成果を実感していると感じる。アンケートには、中等部の教員も回答してもらっているが、高校

生の意欲的な姿が、同じ校舎で学校生活を営む中等部生にも良い刺激を与えているという記述が多かった。 

 これらのことから、指定終了後も課題研究や授業改善などの取組は継続していくべきであり、現在、そのため

の具体的なカリキュラム作成に入っている。ただし、予算措置がなくなるため、規模の縮小、事業の精選は必

須となる。ＳＧＨ事業を通じて教員間の研究熱は高まっており、分掌や教科を横断した連携も深まってきている。

教員陣の知恵を結集して、本校のめざすグローバルリーダー育成に資する仕組みを作っていきたい。 

 また、自由記述において「業務が特定の教員に偏らない運営・指導体制の確立」を課題に挙げていた回答も

あったように、事業を進める上での運営・指導体制については、学年主担当に過度の負担がかかっていること

は否めない。指定終了後も継続して探究活動や授業研究を進めていく上で、教員がベストの状態で生徒の成

長を引き出していけるような持続可能な体制作りが急務である。 
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須となる。ＳＧＨ事業を通じて教員間の研究熱は高まっており、分掌や教科を横断した連携も深まってきている。

教員陣の知恵を結集して、本校のめざすグローバルリーダー育成に資する仕組みを作っていきたい。 

 また、自由記述において「業務が特定の教員に偏らない運営・指導体制の確立」を課題に挙げていた回答も

あったように、事業を進める上での運営・指導体制については、学年主担当に過度の負担がかかっていること

は否めない。指定終了後も継続して探究活動や授業研究を進めていく上で、教員がベストの状態で生徒の成

長を引き出していけるような持続可能な体制作りが急務である。 

（２）特筆すべき成果・実績 

○大学進学実績 

 昨年度に引き続きＳＧＨ選択生徒を中心に顕著な進路実績が上がってきている。原稿執筆時点で国際教養

大学に３名が合格（すべてＳＧＨ選択生徒）。難関大学のＡＯ入試など、活動実績や面接・プレゼンテーション

等が求められる入試において、多くの生徒が合格となっており、ＳＧＨの成果の一つであると感じている。 

○各種外部大会等での実績 

昨年度に引き続き、ＳＧＨでの大会や発表会以外でも、全国規模や世界規模の外部大会で活躍を見せたり、

検定などで高い実績を残したりした生徒が多く出ている（詳細は研究開発完了報告書ｐ，７～８）。そうした大会

や海外研修などにチャレンジする意欲や主体性も育ってきている。 

 

（３）昨年度の課題と今年度の改善状況 

①指定終了後の教育課程継続の準備 

指定終了後は探究コースを設置し、課題研究の継続実施を決定した。担当分掌組織として今年度より探究

部を新規に立ち上げるなど、準備を進めている。年間指導計画案を策定した。 

②海外進学・留学や国際社会貢献意欲のさらなる喚起 

アンケートを見ると将来留学や海外で活躍したいという生徒は増加している。海外大学への進学も志望者が

出ている（原稿執筆時点で合否未定）。また、トビタテ留学ＪＡＰＡＮにて国際ボランティアに従事した生徒もい

る。そのほか、有志生徒がＷＦＰ募金ボランティアを実施するなど、国際貢献に対する意識の向上が見られた。 

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 

中高一貫校となって３年目となり中高６学年が初めて揃った。中等部にもＳＧＨの成果を広げるべく、研究発

表を参観させたり課題研究の講座に出席させたりしている。中３の課題研究科目「クリエイティブサイエンス」で

はこれらの経験を生かし、優れた成果を挙げ、立派に発表を行った。そのほか高３のＳＧＨ生徒が中３生に研

究の取組を発信するワークショップ授業を実施するなど、中高一貫校ならではの取組が増加している。 

④課題研究指導の画一化・形骸化防止とテーマや研究成果のマンネリ化防止 

 中間評価で指摘された点である。これまでの積み重ねをマニュアルとして効率的かつ、より成果が上がるよう

取組を行っているが、指導の画一化を避けるために、定期的に分掌部会を開催して各学年の指導担当者が

取組について振り返り、検証・協議するようにした。それを受けて、国際探究Ⅰ個人レポートやグローカル・ミー

ティングの実施時期の変更や合宿の開催、発表会での生徒による運営・進行など、前年度踏襲でない新規の

取組や大胆な改善も取り入れて指導を進めている。また、グループ編成やテーマ設定の際には、上級生がア

ドバイスするような機会を設け、マンネリ化が起こったり、研究が行き詰まったりしないよう工夫した。発表会の来

場者アンケートや運営指導委員より、年々研究内容もレベルが上がっているという評価をいただいている。 

⑤成果普及の推進 

今年度、地域や他校への成果還元・普及事業として、授業と課題研究発表を公開し、他校生徒を含めて、述

べ約２７０名の来場者にＳＧＨ事業の成果を普及できた。また、学校ホームページを全面リニューアルし、頻繁

に更新するなど発信に力を入れた。 

 

２ 課題と次年度の改善点 

○課題研究カリキュラムの持続可能なモデル化 

・予算措置終了後も自走で継続できる課題研究カリキュラムの作成。 

・文系・理系両方の生徒が選択できる研究の仕組みづくり。 

・研究の質的向上のための探究スキル講座の設定。 

・ＳＧＨ対象外の生徒へも事業の成果を広げる工夫。 

・職員の多忙化解消につなげる指導体制の整備。 

○事業成果の普及 

・課題研究の指導と、問題解決力育成授業研究の成果を、実践事例集として発行。 

・県内外の他の高校や中高一貫校との連携とネットワーク構築による成果普及。 
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研究開発の実施報告 

Ⅰ 生徒の課題研究活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 生徒の課題研究活動 

 

学校設定教科「国際探究」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」を掲げている。この基本理念は、国のＳ

ＧＨ事業の趣旨とも合致しているところである。 

 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ある。 

 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る。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、秋田県との交流が盛んなタイをはじめとする「世界の農と食」のそれらを調査しながら、「世界の食糧問

題」の解決策を提言する。「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するものとする。 

 

 

【２．学校設定教科の構成】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 学校設定教科「国際探究」 》 

① １年次学校設定科目「国際探究Ⅰ」（２単位－木曜６・７校時） 全員 

② ２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 

③ ３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の選択者が継続 
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− 16 −



【３．教育課程上の位置づけ】  

・１年次「国際探究Ⅰ」は、「現代社会」１単位と「総合的な学習の時間」１単位を減じて２単位を実施。 

・２年次「国際探究Ⅰ」は、「コミュニケーション英語Ⅱ」１単位と「総合的な学習の時間」１単位を減じて２単位を実施。 

・３年次「国際探究Ⅰ」は、「コミュニケーション英語Ⅲ」１単位を減じて、１単位を前期のみ実施。 

※２単位の必履修科目である「現代社会」の減単については、ＳＧＨによる教育課程の特例。 

 

 

【４．指導体制と授業の概要】  

・指導体制は、学年部職員を中心に配置し、多様な教科の教員が関わる形とする。 

・時間割上、３学年とも同じコマ（木曜６・７校時）に設定し、配置教員数を確保するとともに、異学年交流

（上級生による支援や下級生への成果普及等）もしやすい形にしている。 

・研究グループは、個人の研究したいテーマに基づいて編成する。原則４～５名（最大６名）。 

・学校設定教科として、数値による評定評価を行う。評価方法は、毎時間の最後に生徒が記述する振り返

りシートをもとに３段階で評価。ルーブリック的な評価規準を作成。 

 

（１）高１「国際探究Ⅰ」 

1 年生全員が履修。「課題設定→情報の収集→整理･分析→まとめ･表現」という探究のプロセスを一通

り経験する。講座やフィールドワークを通して世界や地域の課題を発見し、その要因･背景を分析して解決

策を考察する。論理的な思考を重視した探究と発表の機会を全員に設定している。 

フィールドワークは県内と海外の２班に分かれて行う。県内はグループごとの訪問先を選定し、県内各

地の大学・研究機関・企業等を訪問して見学調査やインタビューなどを実施。海外については、秋田県と

のつながりの深い農業国タイにて実施。国際的に活躍する企業や公的機関を訪問するほか、マーケットで

の現地調査などを行い、連携校（高校・大学合わせて３校）と交流する。事前・事後指導については、ジェ

トロ秋田事務所や県企画振興部国際課などの支援により、タイの現状を学ぶほか、連携校との Skype交流

や、以前の訪問先である国連ＷＦＰの日本協会による講座等を実施する。帰国後は英語による報告会を

実施し、他の生徒に成果を還元する。２月に成果発表の機会としてプレゼン発表を実施する。代表班はス

テージにて、それ以外は教室にて発表を行うこととしており、全ての班が発表する機会を設けている。 

 

（２）高２「国際探究Ⅱ」 

２クラス約７０名の選択科目となる。グループはそれぞれに希望するテーマに基づいて再編する。本校のテ

ーマである食と農について、専門的な見地から研究を深めるため、秋田県立大学生物資源科学科の教員

より連携指導をいただく。グループのテーマに合わせて２～３グループに１人ずつの個別指導となり、年５

～６回来校して直接指導にあたる。研究の進捗状況の連絡等はメールやクラウドサービスを活用する。 

フィールドワークは夏休み中に班ごとに実施。計画・準備など全て自分たちで行う（原則として公共交通

機関を利用）。成果発表は、１０月に公共ホールにて英語でのプレゼン形式にて発表会を開催。プレゼン

における英語の指導は、３名は位置されているＡＬＴや国際交流アドバイザーが英語科教員と連携しなが

ら担当する。生徒は、どう表現すれば自分たちの考えが伝わるかを熟考し、表現力を磨く。その後、書いて

まとめる成果として、研究成果を論文にまとめる。２月にコンクールとして優秀班を表彰する。 

 

（３）高３「グローバル・イシュー」 

２年次からの研究を継続する。３年目の活動では、研究成果の発信と実践、社会貢献を目指す。市役

所やＪＡ、企業経営者など地域社会への発信と意見交換の場を設定（グローカル・ミーティング）。また、英

語での発信・交流の場として、ＡＬＴや留学生など外国人を対象とした国際意見交流会を実施。学校祭で

は有志生徒の自主企画として、ステージでの成果発表や意見交換、留学生との交流などを実施。 

これらの活動を通して実践力を育み、活動で得た知見を基に、研究成果を改めて論文にまとめ完成さ

せる。これらの論文は研究論文集として公開する。 
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平成３０年度学校設定科目「国際探究Ⅰ」（２単位）年間学習計画

学
月 単 元

配当
学 習 内 容 評価の観点期 時間

４ ・ガイダンス ４ ・課題研究活動の概要を ・課題設定能力、課題探究能力
知り，計画を立てる。 （活動態度・振り返り）

５ ・基調講演 ８ ・世界の食糧問題の概要 ・課題設定能力、課題探究能力
を知る。 （活動態度・振り返り）

・教養講座Ⅰ ・秋田の農と食の現状と ・課題設定能力、課題探究能力
課題について考える。 （活動態度・ﾜｰｸｼｰﾄ）

前 ６ ・専門講座 ８ ・秋田の「農と食」から ・課題設定能力、課題探究能力
世界の食糧問題へのつ （活動態度・ﾜｰｸｼｰﾄ）
ながりを展望する。

７ ・研究概論講座 ６ ・研究の方法や進め方を ・課題設定能力、課題探究能力
学ぶ。 （活動態度・ﾜｰｸｼｰﾄ）

期 ・テーマ設定 ・研究テーマを構想する。 ・課題設定能力、課題探究能力
《夏休業課題》 ・テーマ設定に関する夏 （活動態度・ﾜｰｸｼｰﾄ）

季休業課題に取り組む。
８ ・研究テーマ設 ２ ・設定条件を理解し，研 ・課題設定能力、課題探究能力

定 究テーマを考案する。 （活動態度・ﾜｰｸｼｰﾄ）
９ ・研究グループ ４ ・テーマの近似性によっ ・課題設定能力、課題探究能力

化と研究テー てグループ化し，グル （活動態度・振り返り）
マ確定 ープテーマを絞り込む。

10 ・フィールドワ ８ ・テーマ毎に必要な調査 ・課題設定能力、課題探究能力
ーク計画の策 地を選定し，調査項目 （活動態度・ﾜｰｸｼｰﾄ）
定と準備 や内容を具体化する。 ・課題設定能力、課題探究能力、

11 ・フィールドワ 14 ・フィールドワークに全 論理的思考力、実践力（活動
ークの実施と 員赴き，成果をまとめ 態度・振り返り）
成果のまとめ る。（タイか県内）

後 12 ・プレゼンテー ８ ・研究成果を効果的に発 ・課題設定能力、課題探究能力
ションセミナ 表する手法を学ぶ。 （活動態度・振り返り）
ー

１

２ ・成果発表準備 10 ・発表稿を作成する。 ・課題設定能力、課題探究能力、
論理的思考力（活動態度・振

期 り返り）
・成果発表交流 ６ ・研究成果を発表し質疑 ・課題設定能力、課題探究能力、

会 応答を通じて交流する。 論理的思考力、プレゼンテー
ション能力（相互評価・審査
員による審査・活動態度・振
り返り）

３ ・１年間の活動 ２ ・１年間の課題研究活動 ・課題設定能力（活動態度・振
のまとめ を総括し自己評価する。 り返り）

※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

対象：高校１年生２４０名（６クラス）。

活動時間は原則，木曜日６・７校時に設定。配当予定総時数８０時間。各配当時数は月あたり。

ＳＧＨによる教育課程の特例により，「現代社会」と「総合的な学習の時間」を１単位ずつ減じる。
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「国際探究Ⅰ」　個人評価シート

学年 クラス 番号 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

○ ○ 6

○ ○ 3

○ ○ 3

○ ○ ○ ○ 15

○ ○ 3

○ ○ 3

○ ○ ○ ○ 15

○ 15

○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ 25

○ 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

テーマ

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
世界や日本の「農と食」の課題について理
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

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

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

教科の目標

計

評価規準

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。

１年間の活動のまと
め

プレゼンテーション
セミナー

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。

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。
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国際探究Ⅰ「オリエンテーション合宿」 

 

 

【日時】 平成３０年４月１０日（火）～１１日（水） 

【場所】 サンルーラル大潟 

【目的】 ・宿泊を伴う集団生活の体験を通して生徒同士、生徒と教師の相互理解を深め、学級・学年の和をつく

る。 

    ・主体的に学習に取り組む姿勢と品位ある生活態度を身に付ける。 

【内容】 「学習オリエンテーションⅠ（SGH）」 

・SGH 事業の概要や「国際探究Ⅰ」の学習計画を知り、活動の見通しを立てた。 

・次年度以降に選択履修となる「国際探究Ⅱ」や「グローバル・イシュー」の学習計画を知り、先輩方の取り組み

の様子を学んだ。 

・３年間学んだ先輩方のアンケートを紹介し、履修後の成長のイメージを持たせた。 

【講師】 探究部SGH班主任 關  友明 

【対象】 高校１年生全員２４０名 

【事業を振り返って】 ３年後の成長した自分のイメージを持たせ、SGHの活動に主体的に取り組ませるために、活動

モデルとして卒業生の取り組みを紹介した。分かりやすく３年間の活動をまとめ、写真や動画を有効に使い

先輩方の活動を見せることで、どのような活動をし、どのような成長を目指すのか生徒に意識させることがで

きた。 

【生徒の振り返りから】 

    ・SGH課題研究を通して協働力や論理的思考力などこれからの社会において大切なことを学んでいきた

い。 

    ・身近な地域でもアンケート調査をするのは緊張することなのに、タイで調査活動をした先輩方の姿が印

象的だった。自分も積極的に探究活動を行いたい。 

 

 

国際探究Ⅰ「ガイダンス・基調講演」 

 

【日時】 平成３０年４月１９日（木） 

【場所】 第一体育館 

【目的】 ・ガイダンス：課題研究活動「国際探究Ⅰ」の概要と活動計画を把握させる。 

    ・基調講演：「世界の食糧問題」に関する事例を通して、今後の学習への意欲を高めさせる。 

【内容】 ・ガイダンス：担当教員による「国際探究Ⅰ」の概要等の説明 

    ・基調講演：演題「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－」 

【講師】 秋田県立大学 生物資源科学部 教授 長濱健一郎 氏 

【対象】 高校１年生全員２４０名 

【事業を振り返って】 「グローバルとは何か」「世界の食糧・農業の現状」「日本の魅力」など、幅広い視点から説

明していただいた。生徒は、昨年、一昨年の生徒の事例なども聞けて、非常に分かりやすく、興味関心

をもって話を聞いていた。質疑応答では多くの質問が出て、探究活動に対する意欲を感じた。教室に戻

ったあとのグループ活動で自分の意見を積極的に話す生徒の姿が多く見られた。 

【生徒の振り返りから】  

   ・世界中の国々や各地域には独自の個性が存在しているので、世界がすべて共通なのだという考えを持

つのは不適だと考えた。これからの未来を築き上げていくのは私たちなので、お互いの考えを共有し、世

界に対する考えをしっかりと深めていきたい。 

     ・世界の問題は「自分（自国）さえ良ければいい」という意識が引き起こしているのではないかと感じた。実

現するのは難しいが、「共に生きている」という意識を持つことが大切だと思った。 
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国際探究Ⅰ「教養講座Ⅰ」 

 

【日時】 平成３０年５月１７日（木） ６・７校時 教養講座Ⅰ① 

平成３０年５月２４日（木） ６・７校時 教養講座Ⅰ② 

 

【場所】 ５月１７日 第一体育館 

 ５月２４日 第一体育館、中等部体育館棟アリーナ、中等部体育館棟大教室 

 

【目的】  

・今後の課題研究活動のテーマ設定を意識させながら、本県の経済の現状を学び課題を考えさせる。 

・秋田県経済の現状と課題に関する事例等を学ぶことを通して、今後の学習への意欲を高めさせる。 

・今後の課題研究活動のテーマ設定を意識させながら本県の農業や食文化に付随する商業及び観光

業の現状を学び、課題を考えさせる。 

・事例等を学ぶことや講師とのやりとりを通して、今後の学習への意欲を高めさせる。 

 

【内容】  

５月１７日  

秋田経済研究所 専務理事所長 松渕 秀和 氏 「秋田県経済の現状と課題」 
５月２４日  

講座Ⅰ 秋田経済研究所 理事・事務局長 工藤 修 氏 「農業について」 

講座Ⅱ 秋田経済研究所 主任研究員   打矢 亘 氏 「食文化と商業について」 

講座Ⅲ 秋田経済研究所 研究員      相沢陽子 氏 「食文化と観光について」 

 

【対象】 高校１年生全員２４０名 

 講座Ⅰ 延べ７８名 

 講座Ⅱ 延べ１８４名 

 講座Ⅲ 延べ２１６名 

 

【事業を振り返って】 

 講座Ⅰでは松渕秀和氏から講演いただいた。秋田県

の①県内総生産②経済規模・県民所得③地価④人口

推移・将来推計⑤産業構造・労働生産性⑥県際収支⑦

県民生活⑧農業⑨製造業⑩誘致企業⑪建設業⑫住宅

着工の動向⑬商業全般、の１３項目について概略的に

解説をしていただいた。様々な分野から今後どのようにすべきかについて考える機会を得ることができた。

講座Ⅱの「食文化と商業について」の講座では、秋田県の食文化と商業の話を分かりやすく説明していた

だき、「シニアマーケット」「スマイルケア食」などのキーワードに生徒も興味関心をもって聞いていた。「農業

について」では秋田県がいかにあきたこまちに依存しているか、農業県ではなく稲作県、もしくはあきたこま

ち県であるという表現が印象的であった。講座Ⅲの「食文化と観光」では、訪日タイ人のことについて挙げ、

各種データを基に講演いただいた。生徒の振り返りを見ても、秋田を見つめ直す良い機会になっていたよ

うだ。また、２回の講座とも具体的なデータや資料を頂き、生徒は今後の探究活動で課題設定をする際に

それらを大いに役立てられているようであった。 

 

 

松渕所長の講演の様子 
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国際探究Ⅰ「教養講座Ⅰ」 

 

【日時】 平成３０年５月１７日（木） ６・７校時 教養講座Ⅰ① 

平成３０年５月２４日（木） ６・７校時 教養講座Ⅰ② 

 

【場所】 ５月１７日 第一体育館 

 ５月２４日 第一体育館、中等部体育館棟アリーナ、中等部体育館棟大教室 

 

【目的】  

・今後の課題研究活動のテーマ設定を意識させながら、本県の経済の現状を学び課題を考えさせる。 

・秋田県経済の現状と課題に関する事例等を学ぶことを通して、今後の学習への意欲を高めさせる。 

・今後の課題研究活動のテーマ設定を意識させながら本県の農業や食文化に付随する商業及び観光

業の現状を学び、課題を考えさせる。 

・事例等を学ぶことや講師とのやりとりを通して、今後の学習への意欲を高めさせる。 

 

【内容】  

５月１７日  

秋田経済研究所 専務理事所長 松渕 秀和 氏 「秋田県経済の現状と課題」 
５月２４日  

講座Ⅰ 秋田経済研究所 理事・事務局長 工藤 修 氏 「農業について」 

講座Ⅱ 秋田経済研究所 主任研究員   打矢 亘 氏 「食文化と商業について」 

講座Ⅲ 秋田経済研究所 研究員      相沢陽子 氏 「食文化と観光について」 

 

【対象】 高校１年生全員２４０名 

 講座Ⅰ 延べ７８名 

 講座Ⅱ 延べ１８４名 

 講座Ⅲ 延べ２１６名 

 

【事業を振り返って】 

 講座Ⅰでは松渕秀和氏から講演いただいた。秋田県

の①県内総生産②経済規模・県民所得③地価④人口

推移・将来推計⑤産業構造・労働生産性⑥県際収支⑦

県民生活⑧農業⑨製造業⑩誘致企業⑪建設業⑫住宅

着工の動向⑬商業全般、の１３項目について概略的に

解説をしていただいた。様々な分野から今後どのようにすべきかについて考える機会を得ることができた。

講座Ⅱの「食文化と商業について」の講座では、秋田県の食文化と商業の話を分かりやすく説明していた

だき、「シニアマーケット」「スマイルケア食」などのキーワードに生徒も興味関心をもって聞いていた。「農業

について」では秋田県がいかにあきたこまちに依存しているか、農業県ではなく稲作県、もしくはあきたこま

ち県であるという表現が印象的であった。講座Ⅲの「食文化と観光」では、訪日タイ人のことについて挙げ、

各種データを基に講演いただいた。生徒の振り返りを見ても、秋田を見つめ直す良い機会になっていたよ

うだ。また、２回の講座とも具体的なデータや資料を頂き、生徒は今後の探究活動で課題設定をする際に

それらを大いに役立てられているようであった。 

 

 

松渕所長の講演の様子 

【生徒の振り返りから】 

・今日の講演で秋田の経済のイメージが大きく変わりました。一点目は農業です。これだけ広大な農地を

持つ秋田なのだから、農業は強みなのだろうと思っていましたが、自給率が低くて意外でした。作物はた

くさん作れてもそれを加工する環境がなければ、農業は強くならないというお話がありましたが、農業を秋

田の基幹産業として発展させるためにはそうした設備を整備することも必要だと思います。二点目は製造

業です。秋田は工業とはあまり縁がないように思っていましたが、電子部品や自動車のパーツの製造など

が盛んだとわかりました。高度な技術を駆使する分野もあるとのことだったので、今後は技術の面でも秋

田をアピールしていくべきだと思いました。強い分野、弱い分野それぞれの特徴、伸び代を把握し、より

強固な経済基盤を作ることが大切であると感じました。 

・秋田の課題についての様々なデータの説明をしていただきました。秋田は米が有名でたくさん生産され

ていますが、野菜や果物、畜産などの分野では豊富ではありません。しかし他の東北の県である青森、

山形などは米も有名ですが、リンゴやさくらんぼなどの果物も豊富です。私は秋田の農業は米があるから

大丈夫と勝手に思っていましたが、他の県と比べると違う分野では劣っているとわかりました。農作物の生

産はその土地の環境に影響されるので、急になんとかしようとしても難しいと思いますが、工夫した加工食

品を作るなど変えることができると感じました。また AI については、AI によって人間が行う仕事は減ってし

まいますが、逆に新しい仕事が増えたりもするとわかりました。先生は AI が人間を上回ることはないと言っ

ていましたが、もし人間が AI に征服されてしまったらと考えると怖いので、AI は何でもかんでも利用したり、

急速に進化させていくべきものではないと思いました。人間が人間らしく生きるために、良い環境を秋田

で作れればいいと思います。 

・秋田県について、私はあまり知らなかったのだなと講演を聞いて思いました。秋田県は借金がとてもあり、

少子高齢化が進んでいて、雇用もないということが印象に残りました。若い人が少なくなっている秋田で

すが、大潟村では増えていくだろうと思われていることはとてもすごいと感じました。みんながたくさん質問

していたスターバックスやイオンモールの問題は私も大切なことだなと思います。私は雇用が増えるとして

も、イオンモールをたてるのは駅から人がいなくなり、秋田にお金が入らないと思うので、反対です。自分

でも、秋田が活性化するようにできることから始められたらなと思います。SGH にも活用していきたいと思

います。 

・講話を聞いて、秋田は少子高齢化が進んでいますが、それをデメリットと考えるのではなく、メリットとして

考えていく必要があることがわかりました。今は全国的にもシニアマーケットやシニアサービスが増えてき

ていて、高齢者の消費額が若い人よりも高いということを知りました。そこから、秋田も高齢者を対象とした

事業を増やせば、経済的に良くなっていくのではないかと考えました。しかし、その一方で、高齢者雇用

率が高くなったり、買い物弱者が増えたりしているため、やはり若者の増加やネットワークの充実化をしな

ければならないと思いました。だからこそ、高齢者を対象にしたものと若者を対象にしたもののバランスが

必要になってくると考えたので、秋田からの情報発信がどちらに対してもこれから取り組むべきことだと思

いました。 

・今回はタイを中心として外国と日本や秋田との観光

面での関わりを詳しく知ることができました。2017 年

訪日外国人旅行者のうち、75％以上がアジアの国

の人々で構成されていて、アジアの中では日本が観

光の中心になっていることを知りました。しかし、アジ

アの人々は買い物に費やすお金が多いので秋田に

呼ぶのは少し大変そうだと思いました。そのため、買

い物が充実してできるようにするのではなく、秋田特

有の「和食」を広めたり、秋田犬や雪景色の美しさを

アピールしたりすることが有効だと思いました。スキー

やスノーボードなどの冬季スポーツの大会を誘致す

ることが旅行者増につながると思います。 

工藤先生の講座の様子 
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国際探究Ⅰ「教養講座Ⅱ」

【日時】 平成３０年５月３１日（木） １４：２５～１６：０５

平成３０年６月 ７日（木） １４：２５～１６：０５

【場所】 第一体育館

【内容】 ５月３１日 事前学習（ビデオ視聴）

・ＴＢＳ『情熱大陸』 平成１８年１２月２４日放送「忍足謙朗」

・ＮＨＫ『プロフェッショナル―仕事の流儀―』

平成２６年９月８日放送 「食糧支援、届けるのは〝未来"」

６月 ７日 講座（意見交換会）

講師 国連ＷＦＰ（世界食糧計画）元アジア地域局長 忍足 謙朗 氏

【対象】 高校１年生全員２４０名

【目的】 ５月３１日

・教養講座Ⅱに向けて事前学習としてテレビ番組の映像を見て、食糧支援の現状について

イメージを深める。

・映像で分かる「世界の食糧問題」について考え、教養講座Ⅱで質問や提案ができるように

考えを深める。

６月 ７日

・世界の食糧問題の現状と、課題解決に向けた国際的な取組について理解を深める。

【形態】 ５月３１日 高校１年生全員でビデオを視聴する。

６月 ７日 講師と生徒（高校１年生全員と中等部・高校３年生の希望者）で、事前学習を踏ま

えた質疑応答をする。

【事業を振り返って】

本講座は、昨年度本校高１生１８名が海外フィールドワークでバンコクの国連ＷＦＰアジア事務所を訪

問したことが契機となり実現した。世界的な飢餓と国連ＷＦＰによる支援について知り、生徒が自ら考える

きっかけとなる講座であった。

事前学習においては、講師のＷＦＰにおける活動を取材したテレビ番組を視聴し、食糧支援における

実際の活動内容や食糧問題に関わるデータについて知ることができた。事前学習の充実により、講師と

の質疑応答では生徒から具体的な質問が多数出された。

危険も伴う食糧支援の現場で飢餓問題と戦ってきた講師の生の声を聞くことは、生徒たちが食糧問題

を自分自身の問題として真剣に考える好機となった。本講座を通じ、世界の食糧問題の現状と解決に向

けた国際的な取り組みについて理解を深めることができた。

事前学習の様子 意見交換会 生徒に語りかける忍足氏
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【生徒の振り返りから】

・ 食糧支援は、すればするだけいいというわけではなく、自立を助けるための第一歩なのだと改めて感

じた。そして支援の打ち切りは自立ができる体勢になったことを表していると思った。しかし、紛争によりそ

のような未来が見通せない地域も数多く有り、そのため、飢餓で苦しむ人の数が増えていることはとても

悲しいことだ。だから、支援を続けていかなければならないのだと感じた。

・ 「世界は不平等ということに関心を持って、自分たちにできることを考えてほしい」という言葉にはっと

させられた。今まで自分はアフリカの貧しい国々に対して、ただかわいそうと思うだけだったし、正直自分

には関係ないと思っていた部分もあった。しかし、忍足先生の話を聞いてこのままではいけないと思っ

た。これからはただかわいそうという感情で終わるのではなく、どうしたらこの問題を解決できるのかを考え

られるようにしたい。

・ 貧困に苦しみ、それが原因で紛争になり、より貧困から抜け出せなくなるというループに陥ることが、

自分たちの住む地球で、一日以内で行けるところで起こっているのだ、という現状に気付いた。また、紛

争によって食糧不足が広がり、その状況が長い間続いているということを知った。紛争が生み出す苦しみ

や憎しみなどが物質的、精神的に大きな損害を与え、その間にもどこかで自然災害や別の紛争が発生

し、他も支援しなければならないという状況も分かった。そういった国々があるのだということを認識した上

で、世界の食糧問題を考えていきたい。

・ 世界の食糧支援の予算の８０％を、紛争が起こっている国に使っているということにたいへん驚かされ

た。また、それくらいの支援を行っても食糧は足りていないので、紛争がどれだけ深刻化しているのかがう

かがえる。この先何年も紛争が続くことによって、紛争当事国ばかりに食糧支援の重点がおかれ、他の貧

しい国々への支援が薄れてしまうのではないか。「食糧不足の原因はその国」という言葉が心に残ってい

る。食糧不足に陥った国には、それぞれ様々な原因があるのではないか。各国の食糧不足の原因を突き

止めてみたい。

・ ＷＦＰで働くスタッフ一人一人の責任が想像以上に大きくて、世界規模で国を動かしているということ

が分かった。食糧不足問題は本来、国の社会保障制度によって解決される問題であるが、それができな

いから国際的な支援を受けて国が自治できるように手助けをしていることを知った。ちゃんと食べられな

い人たちが世界に８億人（世界の９人に１人）いて、それは食糧が足りないからではなく、貧困に追い打ち

を掛けるように、紛争や自然災害が起こっているからだということが分かった。今回聞いた貴重な話、得た

情報を、これからのＳＧＨ活動に生かしていけるように、これからも様々な食糧問題に関心を持っていきた

い。

・ 今回の講座の中で一番心に残ったのは、忍足先生の「本来はその国自身が責任を持たないといけな

い」という言葉だ。ただ相手を助けたいという思いからの行動ではなく、その国が一つの組織として成立

し、これから先を歩んでいけるようになってほしいと思っての活動なのだと思った。支援の悪用を阻止する

ためのシステムなども整えているということからも、その信念がうかがえた。また、「現地で買い上げるのが

早いが、下手をするとバランスを崩してしまう」とも言っていることから、今を見ているだけでなく、そこから

つながる未来を想定しているのだと考えた。今後国際探究で活動する際には、今起こっている問題だけ

に取り組むのではなく、これから起こるであろう困難を解決していくという姿勢で行動したい。

・ 世界全体の食糧問題について理解を深めることができた。前回、食糧問題の背景には紛争があると

学んだが、今回は紛争の背景にも問題がたくさんあることが分かった。その一つとして、私が注目したの

は国の制度だ。考えてみれば日本には国民の生活を保障する多くの制度がある。当たり前に学校に行

ける。病院に行ける。しかも、それを全額負担する必要はない。こういった日常生活において当たり前だと

考えていることがもし無かったら…。きっと私たちの生活はもっと大変で、不満も多くなるだろう。貧困も格

差も普通に生じ得ることだ。そう考えたときに、改めて国の制度の重要性を実感した。
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国際探究Ⅰ「専門講座」

【日時】

【場所】 普通教室棟 高校１年生教室

特別教室棟 学習室、地歴講義室 ほか 計６室

【目的】 「農と食」に関する現状や各種課題解決に向けた具体的な取組、国際的な視野での課題解決に

向けた取組について理解を深める。

【内容】 生徒は六つの専門講座のうち、興味のある講座を二週にわたって一つずつ選択して聴講する。

【講師及び講座内容】

講座Ⅰ

「食生活の欧米化による栄養学的変化－脂質摂取量増大と質的変化による生活習慣病の増加」

秋田大学教育文化学部地域文化学科

講座Ⅱ

「細胞膜の構造からみ動脈硬化と食の関係」

秋田大学大学院医学系研究科

講座Ⅲ

「世界の食糧問題をイネと稲作の多様性から考える」

秋田県立大学生物資源科学部生物生産科学科

講座Ⅳ

「食品ロスを削減する流通の仕組み －コンビニと青果物流通を中心に－」

講座Ⅴ

「食とアイデンティティ」

国際教養大学国際教養学部基盤教育社会科学

講座Ⅵ

「ヒトと農業の関係」

国際教養大学アジア地域研究連携機構

【対象】 高校１年生全員 ２４０名（各講座３０～５０名程度）

グループの意見を発表する生徒 講師の話を真剣に聞く生徒 講師の問いかけに答える生徒

平成３０年６月２１日（木） １４：２５～１６：１５ 専門講座①

２８日（木） １４：２５～１ ６：１５ 専門講座②

教授 池本 敦 氏

講師 大場 貴喜 氏

教授 渡邊 肇 氏

秋田県立大学生物資源科学部アグリビジネス学科 助教 林 芙俊 氏

助教 大森 久子 氏

助教 根岸 洋 氏
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【事業を振り返って】

二週にわたり実施された事業であったが、両講義ともに生徒の聴講希望に配慮し、事前に関連資料の

準備を呼びかけたこともあり、各会場で生徒が活発に質疑応答をする場面が見られた。

また、協働的に学ぶ場面が設定された講座では、クラスをこえてお互いの意見や考え方を発表・共有

する場面が見られた。

【生徒の振り返りから】

講座Ⅰ ・海外では脂肪酸の種類の提示が義務づけられていて認知が高いそうですが、日本では国民

の認知度は低いそうです。必須脂肪酸を多く摂取しなければならないことがわかりました。

・秋田の健康寿命が全国最下位ということに驚きました。秋田の人はしょっぱいものや味が濃い

ものを好み、日本食の短所が残っているので、長所で補っていかなければと考えました。

講座Ⅱ ・小さい頃から栄養バランスについて話を聞いてきましたが、栄養バランスが崩れることでの悪

影響について具体的には詳しく知りませんでした。心筋梗塞、脳梗塞についての知識を得

て、自分の食生活について考えさせられました。。

・炭水化物ダイエットの危険性について講義を受けました。このダイエット方法は細胞膜レベル

で悪影響があり、老化を早めるそうです。以前、保健や家庭基礎の授業で教わったことと繋が

り、理解が深まりました。

講座Ⅲ ・稲作では栽培方法が４パターンもあり、それぞれの地域の特色（長所・短所）をふまえて、そ

れぞれの地域で栽培が行われていることがわかりました。これからの探究活動では国際的視

野と地域的視野、グローバル・ローカルの視野を併せ持って行きたいです。

・イネは栄養価が高く、長期間の保存が可能で、加工適性があるなど、さまざまな利点がある伺

ったので、貧困に悩まされている地域でも、イネがあれば食糧不足の解消に役立てられると考

えました。

講座Ⅳ ・今回の講座で、外食・中食・内食においてそれぞれ食品ロスが起きていることを知った。多頻

度少量配送などの工夫で、食品ロスを減らしていく仕組みに興味を持ちました。

・食品ロスを事業者側から考えると、チャンスロスやイベント商品の売れ残りなど短い期間に出

る食品ロスが目立っていることが講座でわかりました。流通の仕組みで食品ロスを減らす取組

をしていることについて考える機会になりました。

講座Ⅴ ・文化人類学という観点から、「食」と「アイデンティティー」にはどんな関係があるのか講座を

受けて考えが深まりました。日本人は米をただ食べ物として見ているだけではなく、文化とし

て楽しんでいることがわかりました。

・「あなたはあなたが食べた物でできている」と昔の偉い人は言ったそうだが、それは身体的な

面だけでなく、精神的な面にも言えると講座を通して知ることができました。

講座Ⅵ ・今回の講座では、農業について少し違う視点で考えることができました。これまでは工業が地

球温暖化を進めていると考えてきましたが、田んぼから出ているメタンも温暖化に関わってい

ることを知り、驚きました。米以外の主食や、昆虫食を勧める講義に興味を持ちました。

・「稲作をすることで地球温暖化が進んでいる」という見方には少し驚きました。講師の先生は

「コオロギを主食にする」提案をしていました。抵抗感が少しありますが、解決策の一つとして

そういうものもあるんだなと思いました。講座をうけるたびに、いろいろな知識が繋がってきて

楽しいです。
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国際探究Ⅰ「研究概論講座」

【日時】 平成３０年７月１２日（木） １４：２５～１６：１５

【場所】 第一体育館

【目的】 今後の探究テーマ設定に向けて、研究の本質的な目的や目的達成への手立て等につい

ての理解を深めさせる。

【内容】

【講師】 秋田県立大学 副学長 吉澤結子氏

【対象】 高校１年生全員２４０名

【事業を振り返って】

研究とは「ものごとの本質を明らかにすることを目指して、あるいは、今よりも良いものや良い方法を求

めて、これ以上進めないところまで進む」こと、と最初に研究の定義を提示された。一般的な研究の進め

方の例では自然科学分野の学術研究の例から、「課題と目標の設定」→「下調べ」→「研究の実施」→

「結果の解析・確認」→「結果のまとめと報告」という流れという話であった。そして、一般的な研究の進め

方を踏まえ、本校ＳＧＨの国際探究を進めるために大事なポイントや、実際の流れ、南高校ＳＧＨ探究に

あたって考えておくべき条件・心構えなどを教えて頂いた。

具体的には、研究を成功させるためには、課題設定、下調べ、フィールドワークなど様々な段階をふま

なければいけない、テーマや研究手法のどこかに「国際性」を取り入れることが重要であるとの話であっ

た。また、「研究者でなくても研究はできる、探究する過程が研究、これ以上進めないところまで進む、そ

れを乗り越えて良い結果が出たときは喜びもひとしおである」という先生の話に生徒は目を輝かせて聞い

ていた。生徒の研究活動への意欲を引き出してくださった。

その他、「仮説を立て、調査し、妥当で説得力のある提案をすることがＳＧＨ探究に当てはまること」「結

果の解析や確認が最も重要」「注意点は、テーマを具体的にしないと解決策を提示しにくい」などの内容

もあった。

講演後の生徒の「どうやってテーマを絞っていけばよいか」という質問には「ある国や地方に絞り込んで

考えてみる。専門講座の先生方からお話して頂いた中で関連する事例から調べたらいいのではないか」

と具体的にテーマの絞り方の手段を教えていただいた。なかなか、テーマを漠然としか決められない生

徒が多い中、このアドバイスは今後の研究活動の方針をすすめる上で非常に参考になったであろう。

最後に、「ＳＧＨの探究プログラムでは、南高独自の特別な体験ができる。オリジナルで説得力の高い

提案を楽しみにしている」と先生からの激励の言葉を頂いた。これからいよいよ本格的に探究活動へ入

る。研究そのもの、研究の進め方を主とした今回の講演は大変貴重であった。

メモをとりながら聞く生徒たち

「研究とはどのようなものか」

「秋田南高校ＳＧＨ国際探究の研究を進めるために」

「研究マインド」
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【生徒の振り返りから】

・今回の講座では前回までの講話の内容をどのように活用していくかということについて知ることができま

した。印象に残ったのは、研究をすることで、これ以上進めないところまで追究していくということです。一

回調べ終わると、それで終わりがちですが、その調べの中でも新たな疑問を見つけて、それについてま

た調べることで進めないところまで進めるのだなと思いました。また、調査結果にも「新規性」や「独創性」

を入れるのは少し難しそうだと感じたが、そうすることで説得力のあるものが作られると思いました。

・私は今まで国際探究の授業というのは、自分でテーマを決めてそれについて調べてまとめるというよう

に単純に甘く考えていました。しかし、今日の講座を受講して研究を進めて行くには順序を立てることが

大切だと分かりました。今までは下調べ→実験というのをやってこなかったので、順序を立ててより詳しく

正確に調べられるようにしたいです。ＳＧＨは秋田南高校でしかできない貴重で特別なものだと改めて実

感したので、この時間を大切に国際探究に積極的に取り組んでいきたいです。

・この講座を聞いてＳＧＨの探究の仕方がよく分かりました。特に

実験の進め方では初めの課題設定と、下調べが一番大切だと

思いました。自分は食品ロスをテーマとして身近な所からグロー

バルにまで広げて調査したいと思っています。日本やアメリカの

ような食品ロスが多い先進国と逆に食糧不足で苦しんでいる途

上国とをつないで、大きな視点で探究できるのではないかと考え

ています。そのためにも食品ロスの内訳を見て何からの廃棄が

多いのかや、なぜ食糧不足に陥っているのか地理的な問題であ

れば、どう解決するかなど大まかに考えてはいますが、ここから

の探究活動では具体案を定め、よりよい研究方法を一つの視点にこだわらず、様々な視点から調査でき

るようにしていきたいです。また、調べるメディアもたくさん種類があるので調査方法もしっかりと考えて取

り組んでいきたいと思います。

・「研究」といえば、化学や生物の実験をイメージしていましたが、「ものごとの本質を明らかにすることを

目指して、あるいは、今よりも良いものや良い方法を求めて、これ以上進めないところまで進む」という言

葉が私の中にあった「研究」というものの印象を変えてくれました。良いものを求め続ける不屈の心を持

ち、研究していきたいです。

・今日の講座を受けて研究に対する見方が変わりました。研究というものに自分は数回経験してきました

がどれも本当の研究には及んでいなかったと思いました。特に下調べの大切さを学びました。調べて終

わりだけでなく、より説得力のあるように、よく吟味し、本当にこれで良いかと自問自答することも重要なポ

イントであることが分かりました。今までの研究で足りなかったところを補い、今後のＳＧＨ活動をより充実

させたいと強く思いました。

・今回の講座を聞いて、この前に立てたテーマが抽象的だったことに気づきました。テーマを絞るための

考え方も学んだので夏休みには前のテーマよりもっと詳しく調べ

られるようなテーマを考え、新しい提案ができるように頑張ってい

きたいです。テーマを決めた後は、下調べをして文献調査や予

備実験などで本調査の準備をしたいと思います。私は将来研究

などをしたいと考えているので今回の研究を通して、手順や考え

方、良い資料の探し方など工夫できる点をたくさん見つけ、生か

していきたいです。そのためにもインターネットや本でどんどん情

報を探していきたいと思います。

講演に聞き入る生徒たち

積極的に質問をする生徒
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国際探究Ⅰ「県内フィールドワーク」

【実施日】 平成３０年１１月１３日（火）

【訪問先】 秋田県内３０か所

【対 象】 １年生全員（海外フィールドワーク参加者２０名を除く）

【目 的】 学校設定科目「国際探究Ⅰ」において、世界の食糧問題について現状と課題を知り、地域の農

と食の現状と課題と比較しながら課題の解決策を考察するグループ研究を行う。その研究をより

深めるために、県内の農や食に関わる研究機関や事業所等へ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」を探究していくうえで、農業県である本県の農

と食について考察をすすめ、県内において調査活動を展開する。

【フィールドワークに向けた学習活動など】

① 県内フィールドワークに関する説明 （７月１９日）

・これまでに受講してきた「教養講座」「専門講座」及び「研究概論講座」の内容を踏まえて、夏休

み明けまでに、探究テーマを設定することを伝える。

② 班の編制

・夏休み明けに提出されたテーマなどから、４～５人の班編制（案）を作成。昨年度はクラスの枠を

超えた編制であったが、今年度は活動の利便性や効率を考えクラスをベースとした編制とした。

③ テーマ別探究活動（オリエンテーション） （９月６日）

・班ごとに集まり、それぞれが探究したいテーマの内容を共有する。

・各クラスで適宜アドバイスを行い、探究活動の見通しや持続性について検証させる。

④ テーマ別探究活動 （９月１３日・１０月４日・１１日・１８日・２５日・１１月１日・８日）

・それぞれの探究テーマについて担当職員に説明し、扱う食糧問題の焦点を絞る。

・Classiで答えたアンケート内容（グループメンバー、テーマ、希望FW先）を確認し、希望FW先

の正式名称と住所を調べる。

・問題の所在や背景を班員で共有し、問題解決に向けての提案（仮説）を考える。

・班のテーマの確定や解決すべき課題、訪問先について合意形成をさせる。

・フィールドワーク先への事前の質問項目を作成・吟味させる。

・事前の質問項目を作成・吟味させる。

・事前の質問項目以外の質問（訪問先の方とのやりとり）に関わる情報を収集させる。

・班の代表に、訪問先への挨拶と留意事項聞き取り等の電話連絡をさせる。

・希望ＦＷ先の担当者とのやりとりを班員と共有し、当日の行動予定や役割分担について具体的

に準備を行う。

⑤ 県内フィールドワーク当日 （１１月１３日）

・原則として、訪問先が秋田市の生徒は、学校集合後に訪問または現地集合。

・上記以外の生徒は、バスに分乗して訪問先に向かう。

⑥ 訪問後１週間以内 （１１月２０日まで）

・手引きにしたがって、各クラス一斉指導で礼状の書き方・決まりについての確認し、その後班ご

とに礼状作成の担当者を決め、作成作業に移る。

・各担当者の指導の下訪問先への礼状作成。

・事前質問や訪問先とのやりとり、撮影した画像等を整理し、次週以降のレポート作成に備える。
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県内フィールドワーク訪問先と各班の探究テーマ

秋田県庁 健康福祉部健康づくり推進課 ・食文化の融合で生活習慣病(癌)を予防しよう

・秋田県の食による病気

・食の欧米化による生活習慣病を和食で改善する

秋田県庁 生活環境部温暖化対策課 ・地球温暖化が世界に与える食料問題～秋田の農

業技術を活かして～

秋田県庁 農林水産部農林政策課 ・食生活の変化による自給率の低下

秋田市役所 環境部環境都市推進課 ・食品廃棄量をゼロに！～行政の取り組みを生かして～

・海外の商習慣と日本の商習慣を比較し、食品ロス

の削減に繋げる

秋田市保健所 保健予防課 ・食の欧米化による生活習慣病を和食で改善する

秋田栄養短期大学 ・和食の可能性

教授 佐藤 実 氏 ・食の欧米化が引き起こす肥満～和食の良さを生か

した洋食メニューで解決～

一般社団法人 フードバンクあきた ・フードバンクの可能性を探り、それを生かす

・フードシェアリングアプリを使って食品ロスを減らす

・日本国内の食事の格差

・企業における食品ロスの削減

・食品ロスを食糧の長期保存によって解決する

・もったいないSpirits

REALE Lab ・食生活の改善で健康に

株式会社ローソン秋田地区事務所 ・電子タグが変える食品ロスの未来

秋田県庁 環境部生活衛生課 ・食物の安全確保

農林水産省 東北農政局秋田県拠点 ・追いつけるのか、食料生産

ローソン秋田仁井田緑町店 ・撲滅!コンビニの食品ロス

焼肉じゅうじゅう 仁井田店 ・もったいないをなくそう！

株式会社ナチュラルエナジージャパン ・食品ロスとバイオマス発電

JA秋田なまはげ農業協同組合 ・農業後継者を増やすことで食糧問題を解決する

・SNSから始める意識改革

・小規模農民の収入の安定化を目指す

株式会社ナイス仁井田南店 ・もったいない改革～一人一人のもったいないから

世界の食糧不足を救う～

・家庭内における食品ロスを減らそう

・RFIDを用いた食品ロスの削減

株式会社秋田クボタ ・人口降雨による干ばつなどの根本的解決

・機械が救う未来の農業

株式会社マルダイ本部 ・食品ロスを、削減するために

秋田県学校給食会 ・学校給食から残飯の減らし方

秋田県農業試験場 ・食糧問題と砂漠化

・遺伝子組み換えの可能性

・食糧不足問題を品種改良と育成環境の点から考える

秋田県立大学 ・秋田の気候に適した作物のDNA改良

生物資源科学部 生物生産科学科

教授 赤木 宏守 氏

准教授 高橋 秀和 氏
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秋田県立大学 ・新たな食材の可能性

生物資源科学部 生物生産科学科 ・発展途上国の乳児の栄養不足を解決する

准教授 阿部 誠 氏 ・世界を救う昆虫食

秋田県立大学 ・食の欧米化抑制

生物資源科学部 生物環境科学科 ・食品ロスの削減

教授 長濱 健一郎 氏 ・世界の飢餓問題をイモと土食で解決！

株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 ・コメ余りの日本 どう解決するか

NPO法人 秋田水生生物保全協会 ・マグロの養殖で飢餓を解決しよう

・秋田県民の塩分の高い食事を病院食で解決し、病

気を防ぐ

JICA秋田デスク ・教育によって飢餓をなくす

・秋田の農業を世界に広める

国際教養大学カフェテリア ・欧米の食生活を日本のお弁当で解決

株式会社ヤマダフーズ ・大豆は肉の代わりになる？

横手市 横手学校給食センター ・秋田の食革命

・リキッドフィーディングで食品ロスを解決

農業生産法人 株式会社相川ファーム ・米の消費拡大と米粉の可能性

訪問先へのアンケート結果 （２６事業所等からの回答）

１．生徒たちのあいさつ、言葉遣い、礼儀などはいかがでしたか？

良かった まあまあ良かった やや悪かった 悪かった

２４ ２ ０ ０

おもな記述

・挨拶が元気で、大変礼儀正しく好印象でした。

・皆さん元気に挨拶してくれました。

・礼儀正しい挨拶と、丁寧な言葉遣いに、大変さわやかな印象を受けました。

・発言した生徒は半分にも満たない。

・一応の挨拶はするがきちんと目を見てできる生徒は実業高校などに比べると少ない印象があ

り、少し残念でした。

２．生徒たちは積極的に活動していたでしょうか。

積極的だった まあまあ積極的だった やや消極的だった 消極的だった

１８ ７ １ ０

おもな記述

・こちらの回答に対して積極的に質問していました。

・準備した資料を基に質問してくれたり、話を聞く態度もとても素晴らしかったです。積極性が感じ

られました。

・疑問や不明点を積極的に質問してくれた。当初１時間程の見学を想定していたが、１時間半
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程のフィールドワークとなった。

・こちらは答えられるよう事前にエルタグの事など色々調べたが、生徒さん方のスーパーマー

ケットに対する調査がなかった。

・発言・質問する人が限られていて少し残念でした。

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。

大いに感じられた やや感じられた あまり感じられなかった 消極的だった

１９ ６ １ ０

おもな記述

・インターネットなどで、事前に用語を調べるなど、しっかりと課題について調査した上で、取り組

んでいると感じました。

・事前に質問事項を作成していただいたため、当日の説明がスムーズにできました。

・会社概要を理解し疑問点を整理しているように感じられた。

・グループによって準備状況が異なっている。進んでいるグループもある。

・質問がある場合は前もって連絡してほしい。

・まともにやってきたのは、一部の生徒さんだけに感じました。

４．その他ございましたら、ご記入ください。

おもな記述

・当方も若い世代の皆様の生の声を聞き、貴重な意見をいただいて有意義だったと感じたとこ

ろです。

・極めて大きなテーマが多すぎました（約10項目）。かなり消化不良のままではなかったかな、と

感じました。広い教養に裏打ちされた論理的思考性および高い人間性・倫理性の涵養をねら

いと推測される、「１年生の総合学習」の観点から、多くのテーマにせざるをえなかったかもしれ

ません。それで、１つのテーマに絞り、そのテーマの歴史的背景を踏まえての取り組む意識、

関連する用語の定義等を基礎的なことから学習し、テーマの本論へと攻めていくのが適切かと

思います。

・生徒間に、本課題への取り組む熱意に差が見られました（個々に質問）。特に、責任者の生徒

は比較的意識が高かったのですが、そうではないだろうと見受けられた生徒は多少時間消化に

来ざるを得なかったように感じました。これは、生徒各人の学習したい分野とのミスマッチに原因

があるものと推察されます。最後の質問で、進路希望先がかなりバラバラで健康栄養分野が誰

もいないことに気付きました。進学希望分野の最先端のトピカルな知識、発見、発明、現象を切

り口としたテーマの方が、生徒の眼がより輝くと思います。ただし、その場合、どんな分野であっ

ても、人間社会に必要な人間性・倫理性を前提とすることを教示されることを願っています。

・農業をテーマに取り上げてもらったことに感謝する。食の安心・安全を第一に、生徒を裏切ること

がないように取り組んでいきたい。

・毎年、小学２年生と中学３年生の職場体験に協力してきましたが、高校生は初めてだったので、

こちらも少し緊張しましたが、さすがに良く事前に準備されていて感心しました。

・スーパーとは？彼を知り、己を知れば百戦殆うからず・・・ここをちょっとでも調べていれば、スー

パーがエルタグの導入にどう対応できそうなのか、食品ロスは普通はどうなってるのか。今はネ

ットの時代、もうちょっと調べれば質問に幅が出るのになぁと見ていました。やるならとことんやっ

てほしいです。
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・日頃の学習が新しい技術とどの様に関係するのか？または、新しい技術の基礎に高校での学

習がどの様に役立つのか？感じてもらえるように説明しました。

・昨年に続いて２回目のフィールドワーク受入でした。食品ロスの現状やリサイクルの難しさを肌

で感じる機会になれれば幸いです。

・せっくのフィールドワークですので、事前準備は大変ですが「私はこう思うけどどうか」といった

議論の時間を多くした方が、より有意義になると思います。

・わざわざ遠い所、横手までお越しくださりありがとうございました。生徒さんの中に横手出身の方

もいらして、給食を懐かしく感じてもらえた他、どのような役割を担っているかを知って頂く良い機

会となりました。ぜひ次回も協力できればと思っておりますので、お声がけください。この度はあ

りがとうございました。

・このような機会は当社社員もいい刺激になりますので、今後も希望される生徒さんがいれば是

非お越しください。もう少し滞在時間が長いと、より話や見学が出来て良いと思いました。

【生徒の振り返りから】

「私はフードバンクあきたに行って多くの知識を得るとともに多方面からの視点で食品ロスにつ

いて考えられるようになりました。事前調査で貧困状態にある人は外国だけでなく日本にも、そ

して秋田にもいるということは知っていたけれどなんとなく遠い存在のように感じていました。し

かし、実際に話を聞かせて頂いたり、お話を伺っている最中にも、多くの電話がかかってきて、

食品の動きを身近に感じることができました。他にも、フードバンクの広がりの詳しい現状や、

専門の知識を持っている人の考えを聞けて、とても実りのある活動にすることができました。」

一般社団法人 フードバンク秋田

「秋田県立大学生物資源学科の長濱健一郎教授にお話を聞きました。今の私たちのテーマでは

実証が難しいことなどを指摘され、仮説を立てて方向性を決めてから研究を進める必要があると

思いました。活動をする上で、常に理由を考え、突き詰めていくことも重要かと思います。今回

いただいたお話をヒントに今後も進めていきたいです。」

秋田県立大学生物資源科学部 秋田県立大学 バイオテクノロジーセンター
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「私たちの班は、米の加工を主な仕事としている株式会社大潟村あきたこまち生産者協会を訪

問させていただきました。米屋だからこそできる、グルテンフリーやアレルギー対応食品の商品製造

など、様々な新しい情報を知ることができました。中でも大切なことだと思ったのは、「人が必要として

いるものを知り、それを届ける」ということです。いくら良いものだと言っても、必要のないものでは手に

取って貰えません。そして必要なものだとしても、それをアピールしなければ誰の目にもつきません。

このようなことは、これからの探究活動でも大切な視点になるのではないかと思います。このフィール

ドワークはとても大きな経験となりました。これからの探究に生かし、良い提言を纏められるように頑張

ります。」

株式会社大潟村あきたこまち生産者協会

「今回、県内FWで湯沢市にある相川ファームの米粉パン工房を訪問しました。対応してくださっ

たのは相川さんの奥さんで、たくさんのお話をしていただきました。特に、今、相川ファームの米粉

パン工房は、奥さん一人で全ての作業を行っていて、対面販売も行っているというお話が印象に

残っています。相川ファームの米粉パンは添加物を使用していないため大手企業さんのパンより

も賞味期限が短いそうなのですが、東京や仙台の方々はその事を喜んでくれて、対面販売で販売

したお客さんが後々美味しかったからと電話注文してくれることも増えてきたとおっしゃっていまし

た。

米粉を用いたパンは、小麦のものに比べ、腹持ちがよく、食感もモチモチとして美味しいというこ

とでした。また、米を米粉にする際には、通常玄米から白米にする工程と同程度の廃棄物しか出な

いとのことで、米粉の有用性を実感しました。ただ、米粉の方がコストが高いため、どうしても販売価

格も高くなってしまうのだそうですが、それでもできるだけ体に良いものだけで作りたいという信念を

もっているとおっしゃっていました。

今回のFWでは、事前に考えた質問の他にもその場で疑問に思ったことをたくさん質問でき、と

ても内容の濃い1時間だったなと思います。これを活かしてこれからのレポート作成もがんばりま

す。」

株式会社相川ファーム 米粉パン工房
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国際探究Ⅰ「海外フィールドワーク」

【日 時】 平成３０年１１月１９日（月）～１１月２４日（土）

【目的地】 タイ王国 （バンコク及びマハーサーラーカーム）

【対 象】 １年生２０名

海外フィールドワーク参加希望者に、主な活動内容と選考要領に関する説明会を実施し、

「海外フィールドワークエントリーシート」を提出した参加希望者に対して、１０名の審査員が、

シートの記載の評価と英語での面接試験を実施した。その後、評価結果を基に作成した選考

資料を用いて、厳正且つ公正に２０名を選抜した。

【趣 旨】 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推進するために、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」を考察するにあたって、農業や食文化の

多様性が見られるタイ王国のバンコクやマハーサーラーカームを中心に、テーマに沿った調

査活動を行う。

【引 率】 本校教諭２名 （關 友明、 戸坂 圭子）

【主な旅程】

日次 月日（曜） 地名等 現地時間 訪問地等

１１／１９ 秋田空港 ０６：３０ 集合・結団式
（月） 秋田空港発 ０７：３０

１
羽田空港着 ０８：３５
羽田空港発 １０：３５
スワンナプーム空港着 １５：４０ バンコクへ移動

１１／２０
午前

ワット・クンチャン、ワット・パクナム寺院観光

２
（火）

バンコク
クロントゥーイ市場

午後
丸紅バンコク支店
マックスバリュ ゲートウェイエカマイ店

１１／２１ ９：００ 国際協力機構（JICA）タイ事務所
（水） バンコク １０：３０ 国際協力銀行（JBIC）バンコク駐在員事務所

３
１３：３０ バンコククリスチャンカレッジ（ＢＣＣ）
１６：００ ＳＭＩトラベル（秋田県人会）

１１／２２ スワンナプーム空港発 １０：４０ マハーサーラーカームへ移動

４
（木） コーンケーン空港着 １１：４０

１４：１５ マハーサーラーカーム大学付属高校（ＤＭＳＵ）
MOU（教育連携協定）締結式・交流会

１９：００ ローイクラトン（タイの祭）観光

１１／２３ マハーサーラーカーム ０９：００ マハーサーラカーム大学（MSU）意見交換

５
（金） １１：３０ 大学内食堂にて学生らと昼食

１３：１５ マハーサーラカーム大学付属高校にて
タイボクシング鑑賞、伝統料理体験

コーンケーン空港発 ２０：１０
スワンナプーム空港着 ２１：１０
スワンナプーム空港発 ２２：４５ 機内泊

１１／２４
羽田空港着 ０６：５５

６
（土）

羽田空港発 ０９：５０
秋田空港着 １０：５５ 解団式・解散
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ガラスの仏塔

【詳細報告】

１日目 １１月１９日（月）

移動（秋田空港 → 羽田空港 → スワンナプーム空港）

たくさんの方々に見送られて、秋田空港を出発。スワンナプー

ム国際空港に降り立つとじわっと感じる蒸し暑さで、気温36℃で

あった。南国・タイにやってきたことを実感した。渋滞に巻き込ま

れることもなく順調にバンコク市内へ入ることができた。

昨年は渋滞のため計画通りに訪問できなかったこともあり、初

日は交流活動もなく夕食後ホテルに向かった。今回訪問予定のバンコククリスチャンカレッジの１年

生Pun Luck君がホテルを訪ねてくれた。以前スカイプでも交流し、彼の家族旅行時には秋田南高

校にも訪問してくれていたが、今回の学校交流時に都合が合わず会えないことからホテルを訪ねて

くれたのだった。国境を越えて友情がはぐくまれた。

２日目 １１月２０日（火）

ワット・クンチャン寺院

18世紀、ラーマ3世の治世に建立されたというもので、建築物

はビルマの様式とタイの様式が混在し、さらに仏像には仏教にヒ

ンドゥー教の要素が混じっており、趣のある仏像が並んでいた。

ワット・パクナム寺院

続いて隣接する14世紀、アユタヤ朝時代に建立された寺院を

訪れた。18世紀に新たに建立されたという白い仏塔の内部を上

っていくと最上階にはエメラルドグリーンの仏塔があった。神秘

的な雰囲気に息をのみ、厳かな気持ちになった。

クロントゥーイ市場

生鮮食品を扱う市民の台所で、活きのいいナマズやカニ、生

の豚肉や野菜果物、生きたアヒルやカエル、昆虫まで狭い路地

に様々な食材が余すところなく並べられていた。飛び交う大きな

声とひっきりなしに行き交うバイク、市場全体から発せられるエネ

ルギーに生徒は圧倒されていた。そんな中で生徒たちは初めて

見る商品や陳列の仕方の特徴など必死に記録していた。

丸紅株式会社バンコク支店

タイのみならず、世界の食品や様々な商品の流通を行ってい

る総合商社で、業務内容について教えていただいたのち、各班

の研究テーマについて意見交換の場を設けていただき、生徒の

考えに対してひとつひとつ真剣に答えていただいた。秋田も含め

た日本や世界の食糧・農業事情についての豊富な知識やそれら

を関連づけて明快に語る様子を見て、生徒たちはこれが世界を

舞台に活躍するグローバル人材の姿だと刺激を受けていた。

ホテルでの再会

鳥の丸焼き

丸紅バンコクでの様子

みんなで合掌
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マックスバリュ ゲートウェイエカマイ店

タイの経済の現状を聞き、そこに進出している日本企業の役割や今後の姿について話を伺っ

た。その後の店舗見学では見慣れた店構えになんとなく安心感を覚えつつ、日本の店舗との違

いや現地の消費者の特徴など社員のみなさんに質問し、丁寧に対応してもらった。

３日目 １１月２１日（水）

バンコク都内各所の視察・調査・学校交流と過密日程であったため、渋滞を避けるため終日電車

で移動した。

国際協力機構（JICA）タイ事務所

ＪＩＣＡバンコクでは、昨年同様秋田市や横手市に滞在したこと

のある浦田さんから話を伺い、JICAを通して日本政府が行ってい

る政府開発援助（ODA)について学んだ。タイはASEAN諸国の中

では経済発展が進んでおり中所得国といえる存在だが、日本は

タイへのODAを多く行っており、日本とタイは緊密な経済関係を

築いている。タイの更なる経済発展が日本の経済に大きな影響

を与えるなど国際経済について改めて理解を深めることができ

た。

国際協力銀行（JBIC)バンコク駐在事務所

日本政府が出資する政策金融機関で、タイにおける日本企業

の海外事業の支援などを行っている特殊銀行です。大企業だけ

でなく技術の優れた中小企業の海外進出をサポートしていると聞

き、生徒たちは自分たちの探究内容を企業化できるかなど金融と

いう視点で考えるきっかけとなりました。

バンコククリスチャンカレッジ（ＢＣＣ）

同校とは昨年訪問した際に教育連携協定を締結しており、今

年もスカイプトークなどで交流している。本校生は日本や秋田の

文化についてプレゼンテーションで紹介した。日本の伝統文化

の1つとして羽根つきを紹介し、BCCの生徒も体験した。 書道

パフォーマンスを行ったり、秋田のクイズを行ったり、漫画や折り

紙を紹介したりするなど、BCCの生徒が参加しやすいように工夫

を凝らしていた。最後は一緒にダンスを踊るなど楽しく交流するこ

とができた。

ＪＩＣＡバンコクでの様子

国際協力銀行での様子

羽根つきに挑戦するBCCの生徒

書道パフォーマンス折り紙の紹介 両校のダンスパフォーマンス
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ＳＭＩトラベル（秋田県人会訪問）

同社の社長で、バンコク秋田県人会の会長を務められている

菊地会長からお話をうかがう機会を設けることができた。「コミュニ

ケーションがとれないのは言葉だけの問題ではない」「人のことを

聞かないのに自分のことばかり言っても共感されない」「仕事は性

格でするものではない」など自身が海外で働いてきた経験をもと

にアドバイスを頂いた。また、県人会のメンバーで北都銀行バン

コク出張所の田中さんからもタイでの生活や海外での仕事内容

など様々な話を聞くことができた。

４日目 １１月２２日（木）

移動（スワンナプーム空港 → コーンケーン空港）

飛行機でバンコクから北東に約470㎞離れたマハーサーラカームに移動した。東北部のコーンケ

ン空港までは約１時間のフライトだった。コーンケンは快晴で、気温は３２℃ほどだったが、日差しが

強くて汗が噴き出てきた。タイ東北部は農業地帯で、大都会のバンコクとはだいぶ雰囲気が異な

る。生徒たちからは「秋田みたいでちょっと落ち着くね」という声も聞かれた。３台のワゴン車に分乗

し、２時間ほどかけてマハーサーラカームへの移動となった。

マハーサーラカーム大学付属高校（ＤＭＳＵ）

ＤＭＳＵは広大な大学構内にある高校だ。今回の訪問では教

育連携協定の締結式もあるため、２日にわたっての訪問となっ

た。初日は締結式の後、自由に交流する時間が設けられた。持

参したネームカードを交換したり、写真を撮ったり、連絡先を交換

したりと時間があっという間に過ぎた。

ローイクラトン（タイのお祭り）

この日は、ローイクラトンという年に一度のタイのお祭りの日で、日本の灯籠流しのようにバナナの

葉や紙で作った灯籠を川に流して水の神に捧げるのだそうだ。生徒たちも灯籠を購入し、参加し

た。現地の人々の生活を同じ目線で体験することができた。

菊池会長の話を聞く生徒

たくさんの生徒のお出迎え

交流の様子交流の様子 交流の様子

華やかな会場 灯籠の屋台 川に流して祈る様子
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５日目 １１月２３日（金）

マハーサーラカーム大学（ＭＳＵ）

午前中は、マハーサーラカーム大学人文社会学部日本語学

科の学生と交流した。今回が大学との初めての交流だったが、日

本語クラスを受講している４年生約５０名と、グループ別に探究内

容について日本語で意見交換をすることができた。その後、キャ

ンパスツアーを兼ねて大学構内の食堂で昼食をとった。生徒たち

は一緒に昼食を食べながら、タイの人々は一日に４，５食を食べ

るため１回の食事の量が少ないことなどを聞き、驚いていた。

マハーサーラカーム大学付属高校（ＤＭＳＵ）

午後からは再びDMSUを訪問した。最初に同校の生徒によるムエタイ（タイ式ボクシング）を鑑賞

した。目の前で繰り広げられる迫力のある演舞に圧倒された。記念撮影の後は、本校生も秋田や日

本の文化についてプレゼンテーションで紹介した。ここでもダンスパフォーマンスで盛り上がり、同じ

曲で踊る楽しさを味わった。最後にタイ料理のクッキング体験を行った。牛肉を焼いたものとカオチ

ーと呼ばれる餅米に溶き卵を塗って焼く料理を作った。みんなでわいわいと楽しく作り、おいしく頂

いた。交流を終え、帰りの車に向かっていると多くの生徒たちがお土産を用意して待っていた。交

流の生徒たちは前日と入れ替わっていたため、前日の生徒もお別れのために集まったのだ。思い

がけず、玄関前でお別れの交流をすることができた。

海外フィールドワーク報告会

【日時】 平成３０年１２月２０日（木）６校時

【場所】 中等部体育館棟アリーナ

帰国して約１か月後、海外フィールドワークの参加者が１年生全員の生徒に対して学んだことを報

告した。この会には、タイでの旅程立案に協力していただいた県企画振興部国際課の畠山課長や

ＪＴＢの担当者も来校し、参加した。各班は自分たちの探究テーマに関することは日本語で、タイの

文化や人との交流については英語で報告した。報告のために準備した生徒たちだけでなく、報告を

聞いていた生徒たちにとっても海外の文化を身近なものとして捉える良い機会になった。

お別れの交流の様子ムエタイ鑑賞

意見交換の様子

調理方法の説明を受ける生徒

タイの文化について英語で報告 フィールドワークについて発表
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国際探究Ⅰ「プレゼンテーションセミナーⅠ」

【日時】 平成３０年１２月１３日（木）１４：２５～１６：１５

【場所】 柔道場

【対象】 高校１年生全員２３９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資料等作成に向かう態度及び効果

的なプレゼンテーションの技法等について理解させる。

【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２２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 講義の様子

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」

実習Ⅱ「アウトラインを考える」

講義Ⅲ「失敗しないためのポイント」

実習Ⅲ「プレゼンテーション実施」

質疑応答

【講座を振り返って】

プレゼンテーション方法論の入り口として、生徒の興味

関心を引きつける仕掛けが多く設定された内容であった。 生徒からの質問

他者に何をどう伝えるか、日常生活におけるアクションと

プレゼンテーションとしての中身との違いに、多くの気づきがあったものと思われる。今後の研究調査活動

と本セミナーとの結びつきによって、より効果的な発表に繋がるよう期待している。

【生徒の振り返りから】

・講座では、プレゼンの目的を考え、自分たちが一番伝えたいことをどう伝えるか戦略を決め、シ

ナリオの「結」の部分が大切だと分かった。話したことのない人たちと実習を行い、その中で意見

を言い合い、最後には全体の前で発表することになり貴重な経験になった。

・プレゼンの進め方では、起承転結あるいは結起承転結の２パターンを意識して自分の班の発

表に生かしたい。また、画面の情報量と話す情報量のバランスに気をつけプレゼンを制作し、自

信をもって発表できるように準備したい。

・一見短所に見えることも考え方や伝え方で長所にもなり得ると聞き、はっとした。「高価である」

ことが「持っている特別感がある」になるように強みの多いプレゼンテーションを心がけたい。

・プレゼンテーションは何かを伝えたいという軸があって、それを相手に伝えるために目標や戦略

を立てると聞き、まずは自分たちの目的を明確にすることが必要だと気づきました。そして、その

目的の強みだけでなく弱みを逆手にとって相手を納得させるということをしって、目に見える良い

ことだけを並べることがプレゼンテーションではないと分かりました。
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国際探究Ⅰ「プレゼンテーションセミナーⅡ」

【日時】 平成３１年１月３１日（木）１４：２５～１７：４５

【場所】 会議室

【対象】 代表８班生徒３３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】 ステージ発表を行う代表班が効果的なプレゼンテーションを作成するための技法等を

学ぶ。

【方法】 各班が順番に発表（７分）を行い、講師から指導（約１０分）を受ける。他の班も同席し

指導を全員で共有する。

【講座を振り返って】

講師からはどの班もスライド制作の技術が高いと評価された。発表の構成では、相手に分かり

やすく伝えるために提示の順番を工夫すること、発言内容が曖昧になっていないか確認するこ

と、発表内容の最後の部分が探究からずれていないか確認することなどが指導されていた。生徒

たちは自分の班への指導だけでなく、他班への指導を参考にして真剣に話を聞いていた。

【生徒の振り返りから】

・テーマが「欧米の肥満を解決する」と大々的に行っているが、結論が「豆腐ハンバーグを提案す

る」と弱々しくなっている点や、「ハンバーガーを食べているから肥満」と決めつけているように聞

こえる点などを指導され、自分たちの考察の甘さや異文化への配慮の足りなさに気づいた。

・プレゼンを作る際に第三者の視点で考えるように注意しているが、今回は実際に聞いている人

にどのように伝わっているのか知る機会となり良かった。次のプレゼンテーションセミナーⅢに向

けて最善を尽くしたい。

国際探究Ⅰ「プレゼンテーションセミナーⅢ」

【日時】 平成３１年２月９日（土）９：００～１５：００

【場所】 会議室

【対象】 代表班８班生徒３３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】 ステージ発表を行う代表班が効果的なプレゼンテーションを作成するための技法等を

学ぶ。

【方法】 各班が発表（７分）を行い、講師から指導（約２０分）を受ける。

【講座を振り返って】

前回の指導を受け生徒たちが改善をした発表について、探究内容にも踏み込んだ指導をして

いただいた。前回探究の軸がぶれていると指摘された班は、自分たちの探究を見つめ直し、すっ

きりとした内容にするなど、生徒の成長が見られた。

【生徒の振り返りから】

・前回の指導後に、自分たちの探究活動を見直し、本当に自分たちが解決したいと考えている問

題点やその解決策について焦点を絞って発表を作り直すことができた。２月２２日の本番に向け

て完成度を高めていきたい。

・前回の指導では探究活動の題材や視点をほめられ、調査内容などさらに充実させようと盛り込

んだが発表としてまとまらないものになった。再度探究内容を見つめ、再構成し、相手に伝わる

発表になるようしっかり準備したい。
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国際探究Ⅰ「クラス発表会（代表選考会）」 

 

 

【日時】 平成３１年１月１７日（木） 

【場所】 県内フィールドワーク班：高校１年各教室、海外フィールドワーク班：学習室 

【目的】 ・探究活動の成果をクラス内（海外班内）で発表し、代表に選抜されることを目指し、分かりやすくプレゼン

テーションを行う。 

    ・他の班の発表を聞き、今後の探究活動に生かせるように、自分たちの探究活動の改善点を見つける。 

【内容】 ・各班が探究活動の成果についてプレゼンテーション（約７分）を行う。 
   ・質疑応答をし、意見交換を行う。 
【対象】 １年生全員２３９名 

【事業を振り返って】  

代表者選考という大きな目的があったためか、クラス発表は、発表者も視聴する側も真剣であった。各班と

も、良い準備をしてきたと思うが、聴衆にアピールする「パワーポイントの使い方や表現力」などに優劣があ

ったと感じた。今回の発表を踏まえ、テーマに沿った内容だったのか、考察はどうなのかなども含めた振り返

りをして、次回につなげてほしいと思った。 
【生徒の振り返りから】 

    ・欠席者が出たが、協力して最後まできちんと発表することができた。グループで探究を進めてきた成果だ

と思った。 

・パワーポイントではなく、紙に書いてプレゼンテーションを行った班があったが、印象に強く残り、成果が

伝わってすごく良かったと感じた。 

・他のグループの発表を聞き、自分たちの班のプレゼンに対する準備不足を感じた。探究の内容をきちん

と伝えられるように内容を深め、聞いている人を引きつけられるような準備をしていきたい。 

・質疑応答の時間に積極的に意見が交わされ、自分が気づけなかった点があることに気づかされた。 

・たくさんの食糧問題があり、様々な方法で解決できると感じた。日頃からニュースや新聞を読み、課題を

見つけ、自分の意見を持てるようにしたい。 

・緊張しすぎて自分の発表の前の班の内容をしっかり聞くことができなかったし、自分の発表もうまくできな

かった。申し訳ない気持ちでいっぱいだが、その後のプレゼンテーションは楽しく聞くことができた。様々な

工夫をして提案を伝えようとしている班が多く、自分も工夫して取り組んでみたいと思った。 

・今回の中間発表では各グループがフィールドワーク先でどのような成果を得て探究を進めてきたのかが

分かった。自分たちと同じフィールドワーク先に行ったグループでも自分たちとは違った結果を出して、新

しい提案をしていた。視点は同じでも方法が違っているなど見ていて面白かった。 

・内容は覚えているので、発表の時は原稿を見ずに挑戦しようと思っていたが、いざ発表になると頭が真っ

白になって原稿を見るしかなかった。発表自体の練習が足りなかったと反省した。 

・他の班と自分たちの班を比べると研究の甘さや情報の少なさ、提言の質などいろいろな点で劣っていると

感じた。自分たちは調べ学習で終わっていて提言がまったくないことに気づいた。今後の探究活動では提

言を意識して探究を深めたいと思いました。 

・発表では焦って話すスピードが速くなってしまった。原稿を覚えられるくらい声に出して読む練習が必要

だったと思いました。発表時間も５分半と意外に短かったので、これからの活動では内容を付け加えたり、

より詳しく説明する部分を増やしたりしてより深く印象に残る発表にしていきたい。 

・英語の発表では２つの課題があると思う。根本にある論の組み立てがうまくできていないことと、英語が相

手に伝わりにくいものだということだ。英語で伝えることの難しさを逆手にとって、論の展開が自然で分かり

やすいものを目指したいと思った。 

・たくさんのことを調べてきたが、発表にいろいろと盛り込みたくて、かえって提案がわかりにくくなるというこ

とが分かった。余計な情報を入れずに、必要な情報を抜かさずに論理の展開をしていきたい。 
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国際探究Ⅰ 「成果発表交流会」

【日 時】 平成３１年２月２２日（金） 午前の部 ８：５０～１１：２０

午後の部 １２：３０～１５：１５

【場 所】 午前の部：高校１年生各教室

午後の部：中等部体育館棟 アリーナ

【目 的】 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

調査や考察したことの発表及び質疑応答などを通じて、互いの研究成果を確認し、更なる取組

への意欲を喚起する。

【内 容】 午前の部：県内フィールドワークで探究活動を行った５２班のうち代表班６班をのぞいた４６班

と、海外フィールドワークで探究活動を行った５班のうち同じく３班の、計４９班が６教

室に分かれ、７分の発表と５分程度の質疑応答等を行う。なお、英語で発表・質疑応

答を行う班もある。各会場で１班を優秀賞として選出する。

午後の部：県内組５２班のうちの代表６班と、海外フィールドワーク組５班のうちの代表２班の、

計８班が、７分の発表と５分程度の質疑応答等を行う。なお、海外班を含めいくつか

の班は英語で発表・質疑応答を行う。最優秀賞・優秀賞・特別賞を選考し、選考さ

れた３班は「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。

【参 観】 午前の部：２年Ｄ・Ｅ組生徒

午後の部：秋田県教育委員会 ＳＧＨ運営指導委員 連携機関代表者 参観希望保護者

【連 携】 国際教養大学 秋田県立大学 秋田経済研究所 秋田県企画振興部国際課

ジェトロ秋田 ソフトアドバンス株式会社 県内フィールドワーク協力機関等

【事業を振り返って】

今年度は成果発表交流会を校内で開催することとなり、移動に費やす時間が減ったこともあ

り、各班の発表に対し質疑応答の時間を十分にとることができた。発表の内容をしっかりと聞き、

疑問点を質問し、またその質問に対して真剣に答えるなど午前の部、午後の部ともにグループで

臨んだ探究活動の成果を効果的に発表しようと工夫し、努力している姿が多く見られた。海外班

の英語での発表に対し、英語で質疑応答をする姿は１０月に行われた「国際探究Ⅱ」の公開成果

発表会での先輩方の姿を見習ったものであろう。身近に素晴らしいモデルがいることが成長に大

きく影響していると改めて思った。午前の部での２年生の適切な助言をする姿も、午後の部の活

発な質疑応答につながったと思う。今後も異学年交流に機会を効果的に取り入れていきたい。

校内発表の様子

ステージでの発表の様子 表彰される海外４班午後の会場の様子

質問する生徒 アドバイスをする２年生
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【成果発表交流会 選抜された８班の発表テーマ】

発表１ 教育による飢餓の解決

１年Ｃ組 ３班

佐藤 凜、 石川 大斗、 工藤 京吾、 佐藤 海里

発表２ 里芋で長生き！

１年Ｆ組 ４班

加藤 綾夏、 池田 優理、 佐藤 秋華、 船岡 結衣

発表３ 大豆は肉の代わりになる？ 優秀賞

１年Ｅ組 ４班

根田 陽花、 木村 透子、 齋藤 奏羽、 東野 彰子

発表４ "Mottainai" Revolution! 【英語での発表】

１年Ｄ組 ５班

鈴木 聖奈、 宇佐美 春佳、 酒井 千桜、 畠山 委玖重、 山下 花梨

発表５ Why don't you take advantage of KOJI? 【英語での発表】 最優秀賞

海外フィールドワーク ４班

鈴木 奏音（1B）、 Byrne 杏雅愛（1C）、 橋本 拓飛（1E）、 伊藤 紀彩（1F）

発表６ Food shortage right after natural disasters 【英語での発表】

海外フィールドワーク ２班

榊 南帆子（1A）、 佐々木 詩菜（1B）、田村 梨李（1B）、 土室 琴音（1E）

発表７ 食の欧米化を利用しよう

１年Ｂ組 １班

平良 美芽、 清水 舞子、 進藤 倖妃、 鈴木 萌華

発表８ 豆腐で肥満を救う！ 優秀賞

１年Ａ組 ９班

髙橋 美空、 嶋田 莉乃、 竹田 紗貴、 戸島 美圭
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【生徒の振り返りから】

（１）成果発表交流会 午前の部について

・先輩から様々な指摘を受けたが、グラフについての指摘が一番ショックであった。運動量が少ないこ

との根拠としたグラフについて、運動部の割合等も調べないと運動量が少ないとは言い切れないとい

われ、アンケート集計の仕方に問題があったと思った。部活動加入についてもアンケートで情報を入

手していたのでそのデータをうまく活用できなかったことが悔やまれる。来年は、論理的で誰が聞い

ても納得できるようなプレゼンテーションをしたいと思った。

・クラス発表会の時に不十分であったところを直して発表することができた。班のみんなもてきぱきして

いてレベルが上がったと実感できた。

・探究の中で、調査が不足していると思っていたところを質問された。調査が不十分なままではいけな

かったと実感した。来年はもっと深く探究を進めたい。

・発表自体の練習を何度も行ったので本番では一番上手にできた。２年生にもほめられ、練習して良

かった。さらに自分たちの班が午前の部優秀賞に選ばれたので本当にうれしい。

・他のクラスの発表を聞き、自分たちの探究と似た点があり、親近感を持った。その中でも自分たちと違

う視点があり、新しい発見が出来て、聞いていて楽しかった。

・質疑応答のためには、事前に質問されそうな内容を想定し、答えを準備すべきだったと思った。

・質問されて、自分たちの考えが甘かったことに気づいた。来年は国際探究を選択しないので、リベン

ジできないという気持ちがあり、達成感と後悔が半々の気持ちだ。

・英語での発表に挑戦したが、今までの発表の中で一番出来の良い発表ができた。英語の発音や話

す早さを意識して止まることなく発表を終えることができた。２年生からお褒めの言葉を頂き、これから

も頑張ろうというモチベーションが上がった。英語の授業でも積極的に英語を使って、国際探究Ⅱの

発表に役立てたい。

・質疑応答で自分たちの提案が具体的な解決策になっていないと言われ、問題の本質に目を向ける

必要性を感じた。今後はどのようなことに対しても、問題の本質を意識していきたい。

（２）成果発表交流会 午後の部について

・代表班の発表を聞いて、スライドの作り方や話し方に工夫が凝らされていて参考になった。

・代表班の発表では、出典が明らかであったり、表やグラフをふんだんに使用したりと視覚的に内容が

理解でき、印象に残った。

・代表班に選ばれた後のプレゼンテーションセミナーでは、代表班全員がすべての指導を共有した。

そのときに指摘されていた欠点をすべての班が直して発表に臨んでいた。セミナーの時より説得力が

増していて感心した。自分自身、このプレゼンを通して成長できたと思う。

・代表班は相手に伝わるプレゼンを意識していた。表情や目線にも気をつけたい。

・代表班は「具体的な方法を提示する」「試しに食べてみて感想を使う」などの午前中に２年生からされ

た指摘をすでに実行していた。選ばれる人は違うと思った。

・海外班の発表は使用言語が英語なのにもかかわらず、パワーポイントやジェスチャーなどで内容が

伝わってきてすごいと思った。海外フィールドワークに行った人たちが積極的に質問していて、とても

活発な交流会だった。

・英語でプレゼンテーションをしていた班の質疑応答での英語力に驚いた。自分との差を感じたので

今後一層頑張りたい。

・講評で「こまちの里の高校生が地球村の食糧問題を解決する」というテーマから外れている発表があ

ると聞き、自分たちもそのテーマに対する意識が薄かったと気づいた。賞に選ばれた班はどこもその

テーマから外れていなかったように思う。来年度のＳＧＨ活動ではテーマに沿いながらさらに探究を

進めたい。

・代表班はどの班も考えに独創性があり、興味関心を引きつけるような発表でとても面白かった。自分

たちにはこれが足りなかったと反省した。
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国際探究Ⅰ 今年度の修正点と事後検証

１ 指導体制

（１）概要

昨年度同様、一年生全員が「国際探究Ⅰ」を履修した。指導には各クラスの担任、副担任があたり、

海外フィールドワークに参加した生徒の指導は学年主任が行い、学年担当職員全員で指導にあたっ

た。

（２）夏休み個人探究レポート

グループ探究に入る前に夏休みの宿題としてレポートを課した。夏休み明けにレポート発表会を行

うこととしたこともあり、真剣に取り組む生徒が多く、それぞれが食糧問題に対する意識を強く持って独

自の主張を提案したレポートが数多く見られた。レポート発表会はクラスごとに実施し、個人の探究内

容をもとにグループを編成することにもつながった。

（３）グループ別探究活動

夏休みに探究したテーマをもとにクラス内でグループを編成した。人間関係を新たに構築する必要

がなかった分、探究活動に集中して取り組んだように感じた。また、おもに指導にあたった担任や副担

任にとっても、「国際探究Ⅰ」の指導で生徒の興味の方向や探究に向かう姿勢などが分かり、生徒理

解に役立った。

（４）クラス発表会（代表選考会）

中間発表を兼ねて成果発表交流会の午後の部で発表する生徒を各クラスから選出するための発表

会を行った。海外フィールドワークに参加した５班からも２班を選出することとした。冬休み明け２週間

後にこの発表会を設定したので、各班とも探究内容をいかに分かりやすくまとめて発表するか工夫し

ながら計画的に活動に取り組んでいた。学年全体が中間発表を目標に盛り上がりを見せていた。

（５）成果発表交流会（午前の部）

代表班に選ばれなかった班をグループに分け、クラスをまたいだ発表会を行った。他のクラス

の前で発表することや「国際探究Ⅱ」を履修している先輩方がアドバイザーとして参観することな

どが最後まで活動への意欲を喚起することにつながったと感じる。質疑応答も活発で、自分の活

動を振り返るよい活動となった。

２ 生徒の主体性を促す活動

（１）成果発表交流会での司会・進行

「国際探究Ⅱ」の公開成果発表会で２年生が司会を行っている姿を見ていた１年生は非常に積極

的に会の運営に参加した。司会、計時、質疑応答時のマイクの受け渡しなど、前期の講座等でも役割

分担を行っていたこともあり、生徒はスムーズに活動していた。先輩や他生徒の頑張りを目にすること

が生徒の成長を大きく促すと感じ、今後も生徒の主体性を育んでいけると強く思った。

（２）成果発表交流会での質疑応答

代表班だけが主役ではないとの意識を持たせ、午後の部に臨むように指導した。当日は午前

の部で２年生が適切に助言をし、改善点などを提案している姿を見ていたことが午後の部の質

疑応答へとつながり、生徒は非常に活発に意見交換をしていた。代表班も冷静に応答し、活動

の深まりを聴衆に伝えるような応答が多かった。
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平成３０年度学校設定科目「国際探究Ⅱ」（２単位）年間学習計画

学期 月 単 元 配時 学 習 内 容 評価の観点及び留意事項

４ ６ ・「国際探究Ⅱ」の概要 ・課題設定能力、課題探究能力
を知り，計画を立てる。 （活動態度・活動計画書・振

・研究コースを選定し， り返り）
テーマを設定する。

５ ８ ・コース毎に研究推進の ・課題設定能力、課題探究能力
見通しを立てる。 （活動観察・テーマ設定シー

前 ト・振り返り）
６ ６ ・コース毎に調査を行う。 ・課題設定能力、課題探究能力

（活動観察・振り返り）
・ＡＬＴとの意見交換や ・課題設定能力、課題探究能力、

期 討論を通じて英語での プレゼンテーション能力（活
質疑応答力を磨く。 動観察・振り返りシート）

７ ６ ・コース毎に調査や探究 ・課題設定能力、課題探究能力
活動を進める。 （活動観察・振り返り）

８ ２ ・実地調査を含めて調査 ・課題設定能力、課題探究能力
活動を展開する。 （活動観察・振り返りシート）

・調査してきたことを， ・課題設定能力、課題探究能力、
整理してまとめる。 論理的思考力（活動観察・振

り返りシート）
９ ６ ・プレゼン力を磨く実践 ・課題設定能力、課題探究能力、

演習をする。 プレゼンテーション能力（活
・各コース班毎に効果的 動観察・振り返りシート）

な成果発表の手立てを
考案する。

10 ・発表準備 18 ・校内成果発表会に向け ・課題設定能力、課題探究能力、
て発表内容を精査する。 論理的思考力（活動観察・振

り返りシート）
・校内発表会 ・全班が校内発表を行い， ・プレゼンテーション能力（活

代表発表班を選出する。 動観察・振り返りシート）
・戦略的表現力 ・より一層効果的なプレ ・課題設定能力、課題探究能力、

講座Ⅱ ゼン能力を身に付ける。 プレゼンテーション能力（活
動観察・振り返りシート）

・発表準備 ・公開成果発表会に向け ・課題設定能力、課題探究能力、
て発表内容を精査する。 論理的思考力（活動観察・振

り返りシート）
後 ・公開成果発表 10 ・選抜された班が校外で ・課題設定能力、課題探究能力、

会(ｱﾄﾘｵﾝ) 発表を行い，これまで 論理的思考力、プレゼンテー
の成果を競う。 ション能力（外部審査員によ

る審査・活動観察・振り返り
期 シート）

11 ・論文作成に向 ８ ・研究論文作成に向けた ・課題探究能力、論理的思考力
けて 見通しを立てる。 （活動観察・振り返りシート）

12 ・論文作成基礎 ６ ・研究論文作成の基礎を ・課題設定能力、課題探究能力、
講座 学ぶ。 論理的思考力（活動観察・振

・論文考案 ・論文を考案作成する。 り返りシート）
１ ・論文作成 ８ ・テーマを深く探究し、 ・課題設定能力、課題探究能力、

論文の形式でまとめる。 論理的思考力（活動観察・振
り返りシート）

２ ・論文作成 ６ ・完成に向けて担当から ・課題設定能力、課題探究能力、
の指導助言を反映して 論理的思考力（活動観察・振
練り上げる。 り返りシート）

・論文コンクー ・論文をコンクールに提 ・課題設定能力、課題探究能力、
ル 出し、評価や今後に向 論理的思考力（外部審査員に

３ ・コンクール表 ２ けた指摘を受ける。 よる審査）
彰 ※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

対象：「国際探究Ⅱ」を選択履修した生徒７０名（２クラス）。

活動時間は原則，木曜日６・７校時に設定。配当予定総時数８０時間。各配当時数は月あたり。

ＳＧＨによる教育課程の特例により，「コミュニケーション英語Ⅱ」，「総合的な学習の時間」を

１単位ずつ減じる。

・ガイダンス
・研究コースの

選定とテーマ
設定

・テーマ別研究
推進検討会Ⅰ

・テーマ別研究
推進検討会Ⅱ

・テーマ別研究
推進検討会Ⅲ

・フィールド ワ
ーク

・調査のまとめ

・発表準備

・戦略的表現力
講座Ⅰ
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「国際探究Ⅱ」　個人評価シート

学年 2 クラス 番号 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

○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ 9

○ ○ ○ 3

○ ○ 3

○ 15

○ ○ ○ 3

○ 25

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ 3

○ 18

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

総合所見

計

テーマ
評定

活動のまとめ
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。

レポート評価
職員評価・アンケート
運営指導委員の評価

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。

論文作成基礎講座
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
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。

下書き内容
進捗状況
活動観察

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

公開成果発表会
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

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

校内成果発表会
これまで探究してきた内容を適切にまと
め、発表することができる。

活動観察
参観者評価

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。

フィールドワークシート
調査内容

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

English Seminar
ＡＬＴ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

発表準備
各コース班毎に効果的な成果発表を考案
することができる。

振り返りシート
活動内容観察
指導講師評価

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

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

単元 評価規準
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

評定

教科の目標
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。

平成３０年度学校設定科目「国際探究Ⅱ」（２単位）年間学習計画

学期 月 単 元 配時 学 習 内 容 評価の観点及び留意事項

４ ６ ・「国際探究Ⅱ」の概要 ・課題設定能力、課題探究能力
を知り，計画を立てる。 （活動態度・活動計画書・振

・研究コースを選定し， り返り）
テーマを設定する。

５ ８ ・コース毎に研究推進の ・課題設定能力、課題探究能力
見通しを立てる。 （活動観察・テーマ設定シー

前 ト・振り返り）
６ ６ ・コース毎に調査を行う。 ・課題設定能力、課題探究能力

（活動観察・振り返り）
・ＡＬＴとの意見交換や ・課題設定能力、課題探究能力、

期 討論を通じて英語での プレゼンテーション能力（活
質疑応答力を磨く。 動観察・振り返りシート）

７ ６ ・コース毎に調査や探究 ・課題設定能力、課題探究能力
活動を進める。 （活動観察・振り返り）

８ ２ ・実地調査を含めて調査 ・課題設定能力、課題探究能力
活動を展開する。 （活動観察・振り返りシート）

・調査してきたことを， ・課題設定能力、課題探究能力、
整理してまとめる。 論理的思考力（活動観察・振

り返りシート）
９ ６ ・プレゼン力を磨く実践 ・課題設定能力、課題探究能力、

演習をする。 プレゼンテーション能力（活
・各コース班毎に効果的 動観察・振り返りシート）

な成果発表の手立てを
考案する。

10 ・発表準備 18 ・校内成果発表会に向け ・課題設定能力、課題探究能力、
て発表内容を精査する。 論理的思考力（活動観察・振

り返りシート）
・校内発表会 ・全班が校内発表を行い， ・プレゼンテーション能力（活

代表発表班を選出する。 動観察・振り返りシート）
・戦略的表現力 ・より一層効果的なプレ ・課題設定能力、課題探究能力、

講座Ⅱ ゼン能力を身に付ける。 プレゼンテーション能力（活
動観察・振り返りシート）

・発表準備 ・公開成果発表会に向け ・課題設定能力、課題探究能力、
て発表内容を精査する。 論理的思考力（活動観察・振

り返りシート）
後 ・公開成果発表 10 ・選抜された班が校外で ・課題設定能力、課題探究能力、

会(ｱﾄﾘｵﾝ) 発表を行い，これまで 論理的思考力、プレゼンテー
の成果を競う。 ション能力（外部審査員によ

る審査・活動観察・振り返り
期 シート）

11 ・論文作成に向 ８ ・研究論文作成に向けた ・課題探究能力、論理的思考力
けて 見通しを立てる。 （活動観察・振り返りシート）

12 ・論文作成基礎 ６ ・研究論文作成の基礎を ・課題設定能力、課題探究能力、
講座 学ぶ。 論理的思考力（活動観察・振

・論文考案 ・論文を考案作成する。 り返りシート）
１ ・論文作成 ８ ・テーマを深く探究し、 ・課題設定能力、課題探究能力、

論文の形式でまとめる。 論理的思考力（活動観察・振
り返りシート）

２ ・論文作成 ６ ・完成に向けて担当から ・課題設定能力、課題探究能力、
の指導助言を反映して 論理的思考力（活動観察・振
練り上げる。 り返りシート）

・論文コンクー ・論文をコンクールに提 ・課題設定能力、課題探究能力、
ル 出し、評価や今後に向 論理的思考力（外部審査員に

３ ・コンクール表 ２ けた指摘を受ける。 よる審査）
彰 ※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

対象：「国際探究Ⅱ」を選択履修した生徒７０名（２クラス）。

活動時間は原則，木曜日６・７校時に設定。配当予定総時数８０時間。各配当時数は月あたり。

ＳＧＨによる教育課程の特例により，「コミュニケーション英語Ⅱ」，「総合的な学習の時間」を

１単位ずつ減じる。

・ガイダンス
・研究コースの

選定とテーマ
設定

・テーマ別研究
推進検討会Ⅰ

・テーマ別研究
推進検討会Ⅱ

・テーマ別研究
推進検討会Ⅲ

・フィールド ワ
ーク

・調査のまとめ

・発表準備

・戦略的表現力
講座Ⅰ
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国際探究Ⅱ 「ガイダンス」「グループ編成およびテーマ設定」

ガイダンス

【日時】 平成３０年４月１２日（木） ７校時

【場所】 中等部体育館棟大教室

【目的】

・今年度の国際探究Ⅱの年間計画の説明から、おおまかな見通しを持たせる。

・次回以降のグループ編成に向け、探究活動を通して明らかにしたいことを記入させる。

【内容】

・各担当者より、今年度の国際探究Ⅱの概要の説明を受ける。

・探究活動を通して、明らかにしたいこと及び具体的方法を３つ挙げたうえで考察させる。

グループ編成およびテーマ設定

【日時】 平成３０年４月１９日（木）・２６日（木） ６・７校時

【場所】 柔道場

【目的】

・優れた探究発表動画の視聴を通して、ＳＧＨの探究に求められているものを考察させる。（４月１９日）

・それぞれが探究してみたい内容を協議することで探究班を編成させるとともに、探究内容を具体化

させ、現時点でのテーマを考えさせる。（４月２６日）

【内容】

・ＳＧＨ甲子園最優秀賞２チーム（日本語・英語）の動画を視聴し、「特に良かった点」、「改善をすれば

もっとよくなると思う点」、「気づいた点」などを協議する。（４月１９日）

・テーマに基づいて大まかな班をつくり、各自が探究したい内容を協議する。探究したい内容が一致

しない場合、新たな班員を探したり、他の班の協議に加わるなどして探究班を作成する。（４月２６日）

【事業を振り返って】

ＳＧＨ甲子園最優秀賞２チーム動画視聴後の感想からは、生徒は発表の仕方以上に、発表内容が

重要であると感じた様子がうかがえた。探究班の編成については、当初の予想よりも円滑に行われて

いたが、協議内容に耳を傾けてみると、調べてみたいことがまだ漠然としている印象を受けた。今後は

課題設定に対する意識を高めさせていきたい。

昨年度担当者からの激励や

心がまえを聴く生徒

ＳＧＨ甲子園最優秀校の

発表を視聴する生徒

班が確定し、探究テーマの

詳細について協議する生徒
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国際探究Ⅱ 「テーマ別推進検討会」

テーマ別推進検討会に臨むにあたって

【日時】 平成３０年５月１０日（木） ６・７校時

【場所】 中等部体育館棟大教室

【目的】

・今後の探究活動に向けて、講話や班内での協議を通じて、何が課題であるのかを気付かせる。

・次週以降、秋田県立大関係者との検討会に向けて、準備の重要性など心がまえをさせる。

【内容】

・学年担当の説明から、一つの事象を深く考えることの重要性を理解する。

・班でイメージマップを作成させることで、現時点でのそれぞれの考え方を協議・共有する。

テーマ別推進検討会

【日時】 Ⅰ：平成３０年５月１７日（木）・２４日（木）・３１日（木） ６・７校時

Ⅱ：平成３０年６月７日（木）・７月５日（木） ６・７校時

Ⅲ：平成３０年７月１２日（木） ６・７校時

【場所】 ２年Ｄ・Ｅ組 選択教室３～６

【目的】

・各班を担当してくださる秋田県立大の教員の方々や本校担当教員から助言を受け、各班で検討

した探究テーマの妥当性や、具体的な探究活動及び課題解決への手立てなどを協議させる。

・１０月の「校内成果発表会」や「公開成果発表会」を意識し、完成までの見通しを持ちながら活動を

実践する。

【内容】

Ⅰ：各班を担当してくださる秋田県立大の教員の方や本校教員から助言を受け、主に探究テーマの

妥当性などを協議する。

Ⅱ：夏休み中に訪問をするフィールドワーク先の選定も視野に入れ、探究テーマや探究対象を明確化

するとともに、指導担当者から助言を受けながら、仮説の立案などに取り組む。

Ⅲ：フィールドワーク先への事前質問の設定を含め、夏休み中の役割分担等を決定・確認し、発表日

までの見通しを共有する。

それぞれの探究のイメージを

伝えている様子

班員の共通点や相違点を

まとめている様子

完成したイメージマップは

県立大の先生との協議で活用
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【秋田県立大学の講師】

１ ～ ４班 副学長 吉澤 結子

5 ・ ６班 生物資源科学部 応用生物科学科 教授 秋山 美展

７班 生物資源科学部 生物環境科学科 助教 藤林 恵

８班 生物資源科学部 生物環境科学科 准教授 早川 敦

９ ・ １０班 生物資源科学部 生物生産科学科 准教授 櫻井 健二

１１班 生物資源科学部 応用生物科学科 准教授 春日 和

１２班 生物資源科学部 アグリビジネス学科
教授 鵜川 洋樹
助教 高津 英敏

１３～１５班 生物資源科学部 応用生物科学科
教授 陳 介余
准教授 張 菡

【事業を振り返って】

実施に際しては、今年度も秋田県立大学の教員の方々からご協力をいただいた。教員の先生には

複数回来校を依頼し、各班の探究に関する助言をいただいた。当初は自分たちが探究したい内容が

整理されずにいた班も、各方面からの適切な助言によって、次第に課題解決への方向性を確立した

様子であった。また、夏休み中のフィールドワークでは、例年同様、秋田県庁や地元の大学等を訪問

する班が多かったが、中には近隣の歯科医院など新たな訪問先から課題に沿った知見を得ようとする

班も見られた。盆明けの豪雨で日程の変更を余儀なくされた班もあったが、その際も快く変更に応じて

いただけるなど、地域の方々から支えられている活動であることを改めて実感した。

【生徒の振り返りから】

・具体的な生物や食物に関連する調査が、まだまだ不足していると感じた。調査対象が特殊なので、

日本の文献だけでなく、海外の文献も調べていきたい。（５月１７日）

・数十年後の日本は食料が充分に確保できなくなる可能性がある。現代を生きている私たちにはその

実感は無いが、子どもや孫の世代を見通してこの現状を根底から解決していきたい。（５月２４日）

・班での協議の中で、自分が最初に考えていた方向性が分からなくなってきた。もう一度自分たちが

何をしたいのかをはっきりと決めたいと思う。（５月３１日）

・「心の不健康の定義」を、私たちで繰り返し考えていきたい。どのようなフィールドワーク先を訪問し、

どのようなことを明らかにするのかを話し合っていきたい。（６月７日）

・アンケートで現状を知ってから解決策を見出していくことを提案した。（７月５日）

・小さな問題にもグローバルな背景があることがわかった。（７月１２日）

県立大の高津先生と

協議する１２班の生徒

持ち寄った各種資料を

丁寧に分析する生徒

フィールドワーク先の

全農あきたで話しを聴く生徒
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国際探究Ⅱ 「English Seminar」

【日時】 平成３０年６月１６日（土）・１７日（日）

【場所】 中等部体育館棟大教室、アリーナ

【目的】

・公開成果発表会に向けて、ＡＬＴや他の生徒との英語の活動を通し、英語によるコミュニケーション

能力を高める。

・英語で話したりプレゼンテーションを行ったりすることに自信を持たせる。

【内容】

・全体を１２班（１班あたり５～６人）に分け、与えられたテーマについてグループで調査し、最終日に

グループによるポスタープレゼンテーションを行う。なお、使用する言語は英語としＡＬＴ１人につき、

１トピック２グループを指導してもらう。

【指導者】 ＡＬＴｓ： Emily Mabry（秋田南高校）, Kei Lam（秋田明徳館高校、秋田南高校）,

Adora Youssefian（秋田南高校）, Alex Dao（秋田県総合教育センター）,

Chris Dean（秋田中央高校）, Priscilla Parlato（由利本荘市教育委員会）,

Derek Bonilla（秋田北高等学校）

秋田南GSO： 横澤日菜、原田雄生、伊藤月菜

【日程】

６月１６日（土）

時 間 主な活動 活動場所

8:30～ 8:40 開会行事 大教室

8:40～10:10 活動① アクティビティ ＡＬＴのプレゼンテーション アリーナ・大教室

10:30～12:00 活動② グループ討議 プレゼン原稿の作成 大教室

12:00～13:00 担当ＡＬＴとの昼食 ２Ｄ ・ ２Ｅ教室

13:00～13:50 活動③ 英語によるコミュニケーション活動 大教室

14:10～16:00 活動④ プレゼン原稿作成 ポスターの作成 大教室 ・ 選択６

６月１７日（日）

時 間 主な活動 活動場所

8:30～ 8:50 活動⑤ ウォームアップ ＡＬＴからのプレゼン助言 大教室

8:50～10:10 活動⑥ プレゼン原稿作成 ポスターの作成 大教室

10:30～11:50 活動⑦ 各班のプレゼンテーションと質疑応答 大教室 ・ 選択６

11:50～12:00 閉会行事 大教室
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【初日を振り返って】

開会行事で、司会のＡＬＴから「セミナー期間中は、オールイングリッシュ」の原則を指示された後、

アリーナでアクティビティを行った。アリーナには参加者が事前に作成したプロフィールが散らばって

おり、各自が拾ったプロフィールの主を周囲に（英語で）質問しながら探していくという活動であるが、

プロフィールが断片的な情報であるため、多くの人に話しかけることが求められる。最初は近隣の友人

だけに話していた生徒たちも自然と笑顔で英語でのやりとりをするようになっていた。

その後は２日目のプレゼンテーションに向けて、グループごとにディスカッションとポスターの

作成が課せられた。与えられた主なトピックは、”Meat and the Environment”, “Family Value”,

“Women’s Rights”, “Pollution”, “Helping Others”, “Loyalty” など、どのようにプレゼンするかを

考える必要があるものばかりであり、生徒の思考と協働へ向けた姿勢が促された。

【２日目を振り返って】

終盤の発表に向けて、どの班も発表原稿やポスター作成、また、予行に精力的に取り組む姿勢が

見られた。各校のＡＬＴが少しずつかたちになっていく生徒のポスターを見て大きなリアクションで評価

してくださる場面が印象的であった。なお、セミナーでは「秋田南GSO」のメンバーや国探を選択して

いる３年生たちが、２年生をサポートしてくれた。「秋田南GSO」とは、昨年度結成された本校ＳＧＨで

学んだ卒業生を中心とする有志である。ＳＧＨ一期生でもある彼らは、身近でありながら頼れる存在で

あり、休憩時には今後の探究活動への助言を求める参加生徒の姿も見られた。

セミナーの集大成とも言える最後のプレゼンテーションと質疑応答では、どの班もこだわりをもって

調べた内容を堂々と発表したが、ＡＬＴからの質問に窮する場面や、挙手をして自分の考えを述べる

ように繰り返し促される場面も見られた。今後は発表後の意見交換などを、より充実させていきたいと

考えているが、本校に集まってくださったＡＬＴや「秋田南GSO」のメンバーの尽力もあり、事業目的は

充分に達成できた。

オールイングリッシュの原則を

指示され、苦笑いする生徒

アリーナでのアクティビティで

交流を深める生徒とＡＬＴ

与えられたトピックについて

協議した内容をまとめる生徒

秋田南ＧＳＯの先輩（右）に

助言を求める生徒

２日間にわたって調べたことを

発表する生徒

英語での質問にチャレンジ

することを促すＡＬＴ
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国際探究Ⅱ 「戦略的表現力講座Ⅰ・Ⅱ」

戦略的表現力講座に向けたミーティング

【日時】 平成３０年９月１２日（水）

【場所】 会議室

【目的】

・今後の発表指導について、次週から「戦力的表現力講座」を担当する外部講師の菅原亘氏を招き、

各班の探究の進捗状況や指導の方向性に関する情報交換を行う。

【内容】

・菅原氏による自己紹介

・各班担当者による各班のテーマや進捗状況の説明

・今後の指導の方向性の確認

【事業を振り返って】

昨年度に引き続いて、今年も菅原氏にはプレゼンテーションの指導をしていただくことになった。

今回は菅原氏から「担当の先生から生徒の様子を聞きたい」との要望があり、ミーティングの場面を

設けた。話し合いでは、「生徒の感性を」大切にしていくことが確認された。校内成果発表会に向けた

時期に担当職員間で指導の方向性を共有できたことは非常に有意義であった。

戦略的表現力講座Ⅰ

【日時】 平成３０年９月２６日（水）・２７日（木）

【場所】 中等部体育館棟選択教室６

【目的】

・１０月１１日（木）に本校で開催される「校内成果発表会」に向けて、外部講師より発表用資料や発表

原稿の作成に関わる基本的な技術及び効果的なプレゼンテーションの技法について学ばせる。

・「校内成果発表会」に向けて、具体的な活動の見通しをもたせる。

【内容】

・全１５班を２日間（２６日に５班、２７日に１０班）に分け、１班あたりの所要時間を３０分とし、各班ごとに

現時点での探究内容を１０分程度発表した後、講師から指導や助言を受ける。

【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

【事業を振り返って】

【生徒の振り返りから】

・思っていたより厳しい指摘は少なかったと思うが、逆にこのままでいいのかと考えさせられた。

・資料やデータが無いのに自分の解決策を示していると言われた。その通りだと思った。

・楽しそうに発表していると誉められた。発表当日に自信をもって自分たちの考えを発表できるように

合宿でクオリティーを高めつつ、自分たちがプレゼンで伝えたいことをまとめていきたい。

各班とも事前に紙芝居を作成して当日に臨んだが、昨年も指導していただいた菅原社長の目前で

発表することもあってか、以前に指導された内容を意識している生徒が多く見られた。また、発表後の

質問に根拠を示して説明する生徒や、予定時間を超過しても講師に今後の改善点を求める生徒など、

全体的に校内発表会に向けて前向きな姿勢が見られた。
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戦略的表現力講座Ⅱ

【日時】 平成３０年１０月２０日（土）

【場所】 学習室 高校コンピュータ室

【目的】

・１０月２６日（金）に開催される「公開成果発表会」に向けて、外部講師より発表用資料や発表原稿の

作成に関わる基本的な技術及び効果的なプレゼンテーションの技法について学ばせる。

・「公開成果発表会」に向けて、より具体的な活動の見通しをもたせる。

【内容】

・「校内成果発表会」で選抜された６班に対して、１班あたりの所要時間を６０分とし、各班ごとに現時点

での探究内容を１０分程度発表した後、自班の現状や改善に取り組んでいる点などを講師に伝えた

うえで、指導や助言を受ける。

・指導の順番は「校内成果発表会」での発表順に準拠する。

【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

【事業を振り返って】

各班とも「校内成果発表会」で指摘された箇所を修正して講座に臨んでいた。講座当日は土曜日で

あったため、部活動を抜けてジャージ姿で駆けつけ、指導や助言を受けてから再び部活動に戻って

いく生徒も見られた。今回の講座では発表内容だけではなく、スライドのレイアウトや色彩など細部に

こだわる様子がうかがえ、また、前回よりも改善に向けた取組を班全体で協議する場面が見られた。

【生徒の振り返りから】

・説明が足りないと思っていたところをズバリ言い当てられたときは焦った。時間配分に注意しながら、

分かりやすい原稿にしていきたい。

・長時間菅原さんを独占してしまったが、本番までにやっておかなければいけないことが分かったので

良かった。前回よりもいいプレゼンになっていると言われたので、嬉しかった。

紙芝居形式で

プレゼンをする生徒

ストーリーの整合性を

確認している様子

より良い発表のために

講師と議論している様子

部活動を抜けてきて

指導を受けに来る生徒も

校内成果発表会での内容を

さらに深めて指導に臨む

より印象に残るスライドを

一緒に考えている様子
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国際探究Ⅱ 「国探合宿」

【日時】 Ａ班（参加者３３名）：平成３０年９月２８日（金）～２９日（土）

Ｂ班（参加者２１名）：平成３０年９月２９日（土）～３０日（日）

【場所】 中等部体育館棟大教室、高校コンピュータ室、合宿所

【目的】

・「戦略的表現力講座Ⅰ・Ⅱ」で具体的に指導された内容などを踏まえ、「校内成果発表」に向けて、

相応の時間を与え、準備をさせる。

・「校内成果発表」に向けての意欲を喚起させる。

【内容】

・両日程の最後に設けた「ミニ発表会」での発表に向けて、スライドや発表原稿の作成及び精査に取り

組む。なお、「ミニ発表会」は合宿での成果を披露することと併せ、今後の課題を明らかにするための

場面と位置付ける。

【日程】

９月２８日（金）

Ａ班 Ｂ班

13:00～14:00 集合・開会行事
14:00～14:30 合宿計画の確認
14:30～18:00 発表準備①
18:30～19:30 夕食
19:30～22:00 発表準備② 入浴など
22:00～ 消灯

９月２９日（土）

Ａ班 Ｂ班

6:30～ 7:00 起床
7:30～ 9:00 朝食・清掃

9:00～10:00 集合・開会行事
9:00～12:00 発表準備③ 10:00～10:30 合宿計画の確認

10:30～12:00 発表準備①
12:00～13:00 昼食 12:00～13:00 昼食
13:00～14:00 発表準備④
14:00～16:00 ミニ発表会 (Ｂ班も参観可能) 13:00～18:00 発表準備②
16:00～16:30 閉会行事・解散

18:30～19:30 夕食
19:30～22:00 発表準備③ 入浴など
22:00～ 消灯

９月３０日（日）

Ａ班 Ｂ班

6:30～ 7:00 起床
7:30～ 9:00 朝食・清掃
9:00～10:00 発表準備④

10:00～12:00 ミニ発表会
12:00～12:30 閉会行事・解散・清掃
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【事業を振り返って】

これまでも運営上の課題となっていた、「協働で協議や作業をする時間の確保」「校内のパソコンを

自由に利用できる環境の確保」を改善することに加えて、６月に実施したEnglish Seminarでの生徒の

変容の様子を見て、秋休みに合宿を企画した。国際探究では初めてであり、また、年度途中の企画で

あったために、部活動や家庭の都合などで参加できなかった生徒も散見されたが、参加生徒は「校内

成果発表」に向けて主体的に取り組み、相応の成果を得ていた。

今回合宿を行うこととした理由の一つには、発表会が近づくにつれて、放課後遅くまで発表準備を

行う生徒が増えることへの対応があったが、これからは毎週木曜日６・７校時の国際探究Ⅱの時間では

「その場で調査・作業をする」のではなく、前時に役割分担を定めたうえで、「この一週間で調査・作業

してきた内容を持ち寄って検討する」スタイルの定着を図りたい。

【生徒の振り返りから】

・プレゼン完成のめどがついたので良かった。合宿では一緒に食事したり、お風呂に入ることで、予想

以上に団結力がついた。

・これまでのデータが本当に必要なデータであるのかを考えていった結果、どんどんデータが削られ、

合宿前よりも後退してしまった。今週末に挽回したい。

・班のみんなで夜遅くまで意見を出し合って、発表の話合いをしたことが一番印象に残っている。眠い

ながらも一生懸命考えて、よい案が出たときは本当に嬉しかった。

・私はパソコンでのスライド作成を担当しましたが、見やすく、分かりやすいものにはなっていなかった

ことが残念でした。班の人と相談しながら、分かりやすいスライドにしていきたいです。

・初めは「私たちの班が選ばれるはずがない」とほとんど期待していませんでしたが、チームのみんなと

協力して考え、話し合っていくうちに、もしかして自分たちはできるんじゃないかと思えるようになって

きました。あと数日頑張れば、どのような結果でも、私たちが積み上げてきたものはきっと財産になる

はずなので、時間と気持ちと仲間を大切にして、笑って当日を終えたいです。

戦略的表現講座での紙芝居を

もとにスライドを作成する生徒

班内での協議を終えて

自分の役割に取り組む生徒

入浴後、就寝時刻まで

作業に取り組む生徒

ミニ発表の時間から

逆算して作業を進める生徒

合宿での成果を確認する

ミニ発表会の様子

タブレットを用いて

スライドを示す生徒（右）
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国際探究Ⅱ 「校内成果発表会」

【日時】 平成３０年１０月１１日（木）

【場所】 中等部体育館棟大教室、選択教室６

【目的】

・これまでの探究成果を英語で発表して質疑応答に応えることや、その振り返りを通して、自分たちの

探究の内容および表現方法について考えさせる。

・生徒間の質疑応答などを通して相互に探究の内容を深めさせ、今後の公開成果発表会やその後の

論文作成への意欲を喚起させる。

・１０月２６日（金）の公開成果発表会で発表する６班を選抜する。

【内容】

・全１５班を２会場に分け、大教室では７班、選択６では８班が発表を行う。

・発表・質疑応答は英語で行い、発表用資料も原則として英語で作成する。ただし、専門用語などは

日本語の注釈を付けることを認める。

・発表は１０分とし、その後に質疑応答を５分行う。なお、発表前後に入退出の時間を１分ずつ設ける。

【外部審査員】

秋田県立大学 生物資源学部 生物生産科学科 准教授 原 光二郎 氏

秋田県立大学 生物資源学部 応用生物科学科 助教 志 村 洋一郎 氏

・本校審査員 副校長 渡邉政徳、教頭 武蔵美佳、教諭 腰山 潤、戸坂圭子、

中村 東、關 友明、３Ｃ生徒 稲川拓実、桐生理央

【発表要旨（大教室での発表順）】

１ 大手ファミリーレストランで高齢者の食生活のサポート （２班）
Support food life of elderly people at family restaurants

厚生労働省によると、７０歳以上の５人に１人が新型栄養失調の状態である。
その要因は多数挙げられるが、本研究は高齢者の口腔機能の低下と孤食の問題に着目し、
この２つの解決のため、老人食堂の開設による問題解決を提案する。

本研究を大手のファミリーレストラン関係者に届けたい。

２ オーストラリアの海をワカメから守れ！ （７班） 【公開成果発表へ】

３ おやつで野菜を食べる習慣をつけて、野菜嫌いをなくす （３班） 【公開成果発表へ】

４ 海藻で生活習慣病を改善 （４班）
Influence of human body from marine plants

近年、世界で生活習慣病の増加が問題になっている。私たちは日本では栄養価が高い
とされているものの、国際的にはまだ普及していない海藻に焦点を当てた。

研究を通じて、海藻は高機能食品であるが一部の海洋国でしか食べられていないことが
分かった。普段は海藻を食べない人達が普段の食事で手軽に海藻を摂る方法を提案する
ことで食生活を改善し、生活習慣病を防ぎたい。
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５ 稲作農家と畜産農家の連携を深めて飼料自給率に革命を １２班
Deepen cooperation between rice farmers and livestock farmers.

Revolution occurs in feed self-sufficiency.

日本では食の自給率が問題となっているが、私たちは家畜飼料の自給率に注目した。
飼料には、粗飼料と濃厚飼料とがあり、日本は濃厚飼料の自給率が特に低い。本研究を

進めていく中で、濃厚飼料である米は、家畜の嗜好性が高いといったのメリットがあることと、
耕畜連携という体制が存在し、食の自給率向上に効果的であることを知った。

私たちはローリングストック法を用いた新たな耕畜連携システムを提案し、食料自給率に
革命を起こしたい。

６ シジミで水質浄化 （８班） 【公開成果発表へ】

７ 米の可能性 ～ ヨーロッパの小麦アレルギーを持つ人々へ ～ （１３班）
Possibility of rice ～ To people with wheat allergy in Europe ～

世界には多くの小麦アレルギーを持つ人々がおり、その人口は年々増加傾向にある。
特に小麦を主食とする国の人々にとっては重大問題である。現在、そのような国で流通

しているグルテンフリー食品の多くは、トウモロコシを原料としているが、遺伝子組み換えが
受け入れられないヨーロッパの人には利用できず、それに加えてそれらの食品はそれほど
美味しいとは言えない。

そこで私たちは、米粉よりも優れた「米ゲル」を用いた食品を提案したい。

【発表要旨（選択６での発表順）】

１ ＱＯＬと健康寿命 ～ 未来の高齢者に豊かな生活を ～ （５班）
Improve the QOL ～ Good life in the future ～

高齢化が進んでいる秋田県は健康寿命が他県に比べ短い。短い健康寿命では自分の
意思に基づいた生活を送ることが難しくなる。本研究では、秋田県と世界のＱＯＬを高める
ため、2035年までに高齢者となる人を対象として、食による「虚弱・低栄養予防」を探究した。
今回は「栄養価・アレンジの容易さ・定着のしやすさ」を考慮し、用いる食材をカレーとした。

今後高齢化が進行する国に向けて、QOL向上のために各国・各地域の味覚に合わせた
栄養素をカレーに盛り込むことを提案したい。

２ 食の意識改革 ～ アプリと生きる ～ （１４班）
Let's change awareness ～ application lives with you ～

現代人の多くは食に対する意識が低いままに、摂取すべき栄養をサプリメントなどに頼る
傾向がある。例えば、身近な人が重篤な病気になってから、あるいは医師からの指摘により、
初めて自分の健康を意識する人が多いのではないか。私たちはこの現状を打開するため、
スマートフォンを活用した病気の一次予防に注目した。

世界の誰もが健康を意識し、自己管理できる仕組みを提案したい。

３ 若者の健康問題を間食で解決する （６班） 【公開成果発表へ】

４ 雪下野菜で世界の雪国の農業収入を上げる （９班） 【公開成果発表へ】
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５ 食を楽しむ子どもの育成 ～ 日常に潜む孤食 ～ （１班）
Cultivation of children who enjoy having meal ～ Koshoku hidden in our lives ～

孤食は食への関心を低下させると言われているが、孤食人口が増加する一方で、社会
全体の食の意識は高まっているという矛盾が生じている。調査からは、共食も孤食も食への
関心に差はないことが分かった。また、孤食には２種類のタイプがあることも明らかになった。

私たちはアンケートの分析から、「部分孤食」への意識改革と親世代に向けての食育を
提案したい。

６ 妊婦から始める ～ 東南アジアの子どもの栄養改善 ～ （１０班）
Starts with Pregnant woman ～ Improving nutrition of children in South East Asia ～

現在、東南アジアの中所得国には、子供の低栄養と栄養過多の二重の負荷が見られる。
その解決策として、子どもの栄養摂取を左右する妊婦への食育に注目した。

私たちは本校生徒の保護者へのアンケートで明らかになった、日本の妊婦への食育を
参考に、中所得国の妊婦に向けた新しい食育の在り方を提案したい。

７ 米ぬかで先進国の栄養不足を救う！ ～米ぬかハンバーグ～ （１１班） 【公開成果発表へ】

８ 朝食に革命を ～ おにぎらずで減らす朝食欠食率 ～ （１５班）
BREAKFAST REVOLUTION ～ Improve SKIPPING BREAKFAST by using“Onigirazu”～

本研究は、世界の若者が抱えている朝食欠食を解決するために、「おにぎらず」を用いた
改善策の有効性について述べ、栄養素が不十分な朝食の弊害とその改善について調査・
検証したものであり、そこから、朝食には「簡便性」「携帯性」「食事の質」が重要と考えた。

私たちは世界で受容されやすい「おにぎらず」の調理法と将来性を考察し、新しい朝食の
かたちを提案する。

【事業を振り返って】

４月から目標としてきた当日を迎え、発表直前までスライドのフォントの変更、英語原稿の手直しなど

よりよいプレゼンを行おうとする生徒の姿が印象的であった。各班ともそれぞれに探究成果を発表して

いたが、緊張のためか練習どおりの英語表現ができず、早口での説明してしまった班や、時間を超過

する班も見られたが、それでも各班の発表終了後は、発表の成果を讃える拍手が送られていた。

【生徒の振り返りから】

・昨年よりも分かりやすい発表が多かった。会場も良い質問をしようとする雰囲気があった。

・公開発表に選ばれずとても悔しかった。発表練習が十分でなかったことが原因だと思うが、みんなと

一緒にアイデアを考えることができたことは貴重な経験だった。次は質問を頑張りたい。

４月からの探究の成果を

英語で発表する生徒

ＡＬＴにサポートされながら、

発表の感想を述べる生徒

選抜が決定した瞬間

思わず顔を覆う生徒
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国際探究Ⅱ 「公開成果発表会」

【日時】 平成３０年１０月２６日（金） １４：００～

【場所】 秋田アトリオン音楽ホール

【目的】

・「国際探究Ⅱ」での探究成果を発表するとともに、参観者との質疑応答を通して探究内容を深める。

【内容】

・ＳＧＨ課題研究「国際探究Ⅱ」選択生徒の代表６班が、研究成果を英語で発表し、参観者との英語

での質疑応答を通してプレゼンテーション能力と英語コミュニケーション力を高め合う。

・発表時間は１０分、質疑応答は５分とする。時間超過は審査規準には抵触するが、これまでの成果を

発表するという観点から、１０分を超えても発表は最後まで行われる。

・代表６班以外のグループは、研究内容を英語でまとめたポスターを会場内に掲示する。

【参観者】

・本校２年生（２０１名）、１年生（１９５名）、保護者、本校職員（約５０名）

・由利高校国際科２年生（３２名）、引率者（２名）

・湯沢高校（秋田県ＳＧＨアソシエイト校）１年生（３７名）、引率者（２名）

・一般参観者、運営指導委員、教育委員会（計約７０名）

【評価の規準と評価の観点】

本校の研究構想（ 『こまちの里』秋田の高校生が、『地球村』の
１ テーマ（課題設定能力） 食糧問題に挑む！）に沿って、明確な課題意識をもってテーマに

取り組んでいるか。

２ 内容（課題探究能力）
課題について基礎的知識をもち、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。

３ 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、考察を深めたうえ

で、結論を導くことができているか。

４ 表現（プレゼン能力）
発表の仕方などを含めて、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。

５ 態度・応答 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。

【審査員】

東北公益文科大学 学長（秋田南高校ＳＧＨ運営指導委員） 吉 村 昇 氏

聖園学園短期大学 教授（秋田南高校ＳＧＨ運営指導委員） 五十嵐 隆 文 氏

秋田県立大学生物資源科学部 助教 曽 根 千 晴 氏

秋田県教育委員会高校教育課英語教育推進班 副主幹(兼)班長 下 橋 実 氏

秋田南高校・秋田南高校中等部 校長 佐 藤 利 正
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【発表要旨（発表順）】

① Ｇｒ- №１１ 【優秀賞】

米ぬかで先進国の栄養不足を救う！ ～ 米ぬかハンバーグ ～

Rice Bran ～ a solution to malnutrition in developed countries ～

２Ｅ 工藤美色 佐藤未夢 原田すみれ 三春凜佳

近年、日本を含めた先進国では、栄養の偏りによる新型栄養失調患者やその予備軍が

見られる。私たちは、その解決策として米の大半の栄養が含まれている米ぬかに注目した。

分析の結果、米ぬかを食べることで日本人の成人が一日に必要とする最低限の栄養分を

補えることが分かった。

そこで、米ぬかを使用したハンバーグをパテとして加工したものを、世界の人々へ届ける

ことを提案する。

② Ｇｒ- № ６

若者の健康問題を間食で解決する

Tasty treats, Healthy me!!

２Ｄ 仙葉遼輔 髙橋真優 ２Ｅ 大山楓子 崔 明俊 中川汐音 畠山みほ

私たちが目指しているのは、誰もが有意義におやつを食べることができる世界である。

おやつは世界中で親しまれているものであるが、多くの若者がカロリーを数値としては理解

できていても、その意味について正しく理解できていないことに問題があると考えた。

私たちはその解決策として、販売商品のカロリーを均一にした自動販売機の設置を提案

する。自動販売機で扱う商品を工夫することで、健康への意識を促すことができると考える。

おやつの時間をカロリーに対する正しい知識を身に付ける機会を提供したい。

③ Ｇｒ- № ９ 【最優秀賞】

雪下野菜で世界の雪国の農業収入を上げる

Snow Vegetable Project ～ increase the agricultual income in snowy countries with snow vegetable ～

２Ｅ 菊池風花 白渡萌々子 畠澤英恵 和田彩那

私たちは雪下野菜を広めるていくことで、雪国の冬の農業収入を上げることを目的とした

「Snow Vegetable Project」 を提案します。雪下野菜は農地を拡大する必要がないために、

環境を大きく変えることなく野菜を栽培できることや、雪下では長期的な保存が可能である

ため、市場の様子に応じて出荷量を調整できるといった利点があります。

私たちはこの農業方法を他国に広めるためにワークショップを実施することや、効率的な

販売のために都市近郊と地方とで売り分けを行うこと、また、商品価値を高めるために雪下

野菜をブランド化することを提案します。
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④ Ｇｒ- № ８

シジミで水質浄化

Fresh water clams：improving water quality

２Ｄ 大野滉史 佐藤雪菜 畠山倫和 ２Ｅ 小林芽以

世界各地の湖では、アオコで汚染された水が人や食糧となる家畜に危害を及ぼしている。

私たちはアオコの被害を受けている例として、地元の八郎湖の水質に着目し、そこから採取

した水を用いて実験を行った結果、シジミに水の浄化作用があり、シジミの種類によって浄化

能力に差があることが分かった。

しかし、シジミを用いた浄化方法は、湖の環境や他の生物へ影響を与えるなどの課題が

ある。本研究では、先行研究に基づいた課題解決を提案したい。

⑤ Ｇｒ- № ３

おやつで野菜を食べる習慣をつけて、野菜嫌いをなくす

Adding Vegetables to “OYATSU”

２Ｄ 浅利玲奈 鎌田美羽 佐々木風菜 佐藤妃奈乃 ２Ｅ 斎藤若葉

現代人の死亡率第１位は、いわゆる生活習慣病であり、国際的にも問題となっている。

また、ほとんどの家庭では間食が本来の目的を果たしていない。

私たちは幼少期から野菜を食べる習慣を身に付けさせるため、おやつとして野菜を摂取

してもらうことが問題解決につながると考えた。

子どもの野菜嫌い克服のため、さらには健康増進のためにも、３段階の方法で調理した

おやつとしての野菜を間食で摂取することを提案したい。

⑥ Ｇｒ- № ７ 【第三位】

オーストラリアの海をワカメから守れ！

Protect the Australian Sea from Threat of Wakame

２Ｄ 石黒千愛 長谷川ここの ２Ｅ 朝香真鈴 中泉咲良 平泉李雪

近年、オーストラリアの海ではワカメの大量繁殖により漁業が被害を受けている。そのため、

本研究では問題解決策として、ワカメの新しい活用方法を提案する。日本のワカメは食用の

イメージがあるが、オーストラリアのワカメは様々な原因によって食用ではないことが分かった。

私たちは、食用には用いられないワカメを「重金属吸着剤」と「バイオマス燃料」として活用

することを提案したい。
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【事業を振り返って】

今回の発表会では以前から交流のある由利高校国際科に加え、今春より秋田県ＳＧＨアソシエイト

校の指定を受けている湯沢高校の１年生有志にも参加をいただいた。また、新たな挑戦として、英語

での質疑応答時のコーディネートを含めた司会と進行を本校生徒に任せた。

各班とも選抜班の名に相応しく、これまで積み重ねてきた探究内容を発表し、また、発表後の質疑

応答でも丁寧に受け答えをする姿が見られました。これまで公開成果発表会を参観してくださってきた

運営指導委員の方からは「毎年、今回の発表がこれまで最高だと思える」との評価をいただきました。

実施後のアンケート結果は「質問も応答もしっかりしていて素晴らしかった」「日頃から自分の考えを

発することに慣れていることがうかがえる」「自分たちの研究をきちんと理解しているからこその発表や

応答なのだろうと感じた」など生徒の取組を肯定的に評価したものが多かったが、「提案が先行研究の

紹介にとどまっていたのが惜しい」「質問に対し、必ず班員が相談するのはどうかと思う」などの指摘も

見られた。今後の探究や発表への改善点としたい。なお、最優秀賞の９班と優秀賞11班は、それぞれ

ＳＧＨ甲子園（兵庫県）とＳＧＨ全国高校生フォーラム（東京都）に参加してポスター発表を、また、第三

位の７班は、東北地区ＳＧＨ課題研究発表フォーラム（宮城県）に参加して口頭発表を行う。

【生徒の振り返りから】

・これまで一番のパフォーマンスができた。多くの方々から評価していただいたので、嬉しかった。

・アトリオンは思っていたよりも狭く、後方の席からでも発表者の表情が見えやすかった。プレゼンでは

発表者の表情が大切だと思った。特に班によって、発表を終えた人の姿勢や表情に格差があった。

ステージ上では「常に見られている」という気持ちが大切だと思った。

・探究活動を通じて、現状を深く知ろうとする姿勢が身に付いたと思います。国探は食糧問題がメイン

テーマですが、世界の問題について前よりも興味を持つようになりました。また、テレビを見ていても、

「これは～とは限らないのではないか？」などと一人で考えるようになったと思います。

・どの班の発表もとても面白かったです。この前同じ部屋だった班の発表は、あらすじが分かっていた

ので、自分なりに考えながら見ることができました。昨年は英語力の乏しさもあって、発表内容がよく

分からなかった箇所がありましたが、今年は言ってることが理解できたので、嬉しかったです。

・時間超過を心配していたが、無事に時間内に発表できた。他の班の発表を初めてじっくりと参観した

ような気がする。どの班も発表のクオリティが高くて驚いた。去年と比べて質問をする人が多かった。

私たちの班の内容は質問しにくいと思っていたが、１年生が２人も質問してくれて、嬉しく思った。

・観客席で６つの班の発表を聴いて、とても感動しました。質問をしたかったので、聴くことに集中して

様々なことを考えていたのですが、質問したい内容を上手く英語に変換できず、挙手することができ

なくて悔しい思いをしました。終了後に発表した班のみんながそれぞれの頑張りを讃え合っていて、

これまでの努力が実を結んだ瞬間だなと感じました。

司会進行と質疑応答の

コーディネートを担当した生徒

最優秀賞に選ばれた

９班の生徒の発表

他校の英語の先生からとの

質疑応答の様子
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国際探究Ⅱ 「論文作成基礎講座」「論文コンクール」

論文作成基礎講座に臨むにあたって

【日時】 平成３０年１１月２９日（木） ６・７校時

【場所】 中等部体育館棟大教室

【目的】 ・論文コンクールの趣旨を理解させ、論文提出までのおおまかな見通しを持たせる。

・論文による成果発表とプレゼンテーションによる成果発表の違いを考察させることで、新たな

姿勢で論文作成に取り組もうとする意欲を持たせる。

【内容】

・各担当者より、論文コンクールの趣旨や論文提出までの日程説明を受ける。

・ワークシートに個人で「発表手段としての論文がプレゼンよりも優れている点」「どのような論文を作成

したいか」「次週からの論文作成に関する心配事」を記入させた後、班としての意見をまとめる。

【事業を振り返って】

これまでの探究成果を論文にまとめる前に、作成を含めた論文の特徴を、これまで取り組んできた

プレゼンとの比較で考えさせた。班によるまとめの発表では「論文は緊張して発表することが無いので

自分たちに向いていると思う」といった意見が出るなど、「公開成果発表会」での選抜結果に関わらず

横一線で論文作成に臨む機運を醸成させることができた。なお、各ワークシートは生徒の現状把握の

意味も含め、来週に講話をしてくださる吉澤副学長に送信している。

【生徒の振り返りから】

・「発表手段としての論文がプレゼンよりも優れている点」

読み返せる 発表練習が不要 制限時間がない 感情を込めなくてもよい

かたちに残る どこでも読める 発表者のプレゼン能力や体調に左右されずに伝わる

・「どのような論文を作成したいか」

論理的に自然な論文 オリジナリティが強い論文 誰が読んでも分かりやすい論文

途中で読むことをやめられない論文 データの裏付けがしっかりしている論文

論文作成基礎講座

【日時】 平成３０年１２月６日（木） ６・７校時

【場所】 中等部体育館棟大教室

【目的】

・これまでの探究成果を研究論文としてまとめるにあたり、論文作成に向かう心がまえや論文作成の

基礎的な事項について理解させる。

・「論文コンクール」の概要を理解させるとともに、提出日までの具体的な活動の見通しをもたせる。

【内容】

・講師より論文作成の基礎的な事項や留意点、優れた論文の事例に関する講話を聴く。

・講話を聴いた後、班別に論文作成の方向性や構成について協議・検討する。

【講師】 秋田県立大学 副学長 吉澤 結子 氏
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【事業を振り返って】

前年度同様、吉澤副学長からは詳細なプレゼン資料を用意していただき、講話をしていただいた。

講話では探究活動への評価をしていただいたうえで、論文執筆の際は、一つの事象を凡庸な表現を

避けたうえで徹底的に述べるなど、具体的な助言をいただいた。講話時に配付されたハンドアウトの

資料は職員にとっても非常に参考になることが多く記されていた。

【生徒の振り返りから】

・吉澤先生の話を聞くと、簡単に論文をかけるような気がするが、自分を甘やかさずに頑張りたい。

・論文作成の方法として、「自分が調査した事実をたくさん書き出してから、文章表現を磨いていく」

「文章チェックは一日おいてから読み直すと、新たな発見が生まれる」の２つが印象に残っている。

論文作成（論文コンクール）

【日時】 平成３０年１２月１３日（木） ～ 平成３１年２月１４日（木） 全８回

【場所】 ２年Ｄ・Ｅ組 中等部体育館棟選択教室３～６ 中等部コンピュータ室

【目的】 これまでの探究内容を一層深め、提出日までに研究論文としてまとめる。

【内容】 作成期間内にこれまでの探究内容を班内で再調査・協議することで一層深めるとともに、本校

担当職員を交えた「論文読み合わせ」を経て、決められた形式に従って論文を作成する。

【事業を振り返って】

論文による発表であるためか、「校内成果発表会」等と比較して、黙々と調査を行う様子が印象的で

あった。文中のタイトルの付け方や参考文献の記載など、普段は意識しない事項に対しても、過去の

論文集などを参考にして誠実に取り組む姿が見られていた。

【生徒の振り返りから】

・これまでよりも、資料やデータを根拠にした分析や提案ができたと思う。班員以外の人が読むと、どの

ように思われるか興味がある。

・それぞれに担当した文章をつなぎ合わせてみると、テーマと内容とがかみ合わなっていた。毎回の

確認が大切だと思った。プレゼンでの反省を生かし、冬休みに作業を進めたのが良かった。

論文コンクール 審査結果

最優秀賞 １５班 「朝食に革命を ～おにぎらずで減らす朝食欠食率～」

優秀賞 ９班 「SNOW VEGETABLE PROJECT ～雪下野菜で世界の雪国の小規模農家の農業収入を上げる～」

１１班 「米ぬかで先進国の栄養不足を救う」

特別賞 １班 「食を楽しむ子どもの育成 ～孤食と食への関心の関係性～」

３班 「おやつで野菜嫌いをなくし，健康的な生活を目指す」

８班 「シジミで水質改善」

吉澤副学長による

「論文作成基礎講座」の様子

原稿を床に広げて

推敲作業をする生徒

班内での回覧で

あちこち校正された原稿
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国際探究Ⅱ 「今年度の修正点と事後検証」

１ 指導体制

（１）概要

昨年度の「国際探究Ⅱ」の選択者は、１クラス38名であったが、今年度は２クラス70名での活動と

なった。選択者が増加した背景には、上級生のＳＧＨ活動の成果や探究に向かう姿勢などに刺激を

受けたことや、生徒自身が昨年の「国際探究Ⅰ」で相応の経験や達成感を得たことが挙げられる。

７０名の生徒に対して、学年の主担当１名と、班担当８名の計９名で指導を行った。班担当は１人

当たり２班程度を受け持ち、県立大担当者と生徒の橋渡しを行い、各班を見守りながらも、状況に

応じて適切な助言をする役割を担った。班担当不在時は学年の主担当が代わりを務めた。

また、本校で導入しているClassiに、班担当と県立大担当者を含めたグループを班ごとに作成し、

Classi上でデータを共有できる環境を整えた。班によっては利用頻度に温度差が見られるものの、

夏季休業中のフィールドワークの準備では各班とも効果的に利用していた。

（２）国探合宿の実施

今年度は校内成果発表に向け、１泊２日の合宿を企画した。各班には事前に合宿後の具体的な

到達目標を設定させ、それを確認する「ミニ発表会」の場を設けた。なお、部活動等で終日参加が

できない生徒が多い班には、あらかじめ班としての役割分担を指示することで対応した。

発表日が間近に迫っていたこともあって、どの班も精力的に発表資料や原稿の作成に取り組む

様子が窺えた。夜遅くまでの協議やパソコン室での長時間の作業、また、「ミニ発表会」での自省を

通して、探究内容や発表の質を向上させた班が多く見られた。

２ 生徒の主体性を促す活動

（１）公開成果発表会での司会・進行

今年度の公開成果発表会では新たな取組として、総合司会を男子生徒１名、また、各班発表の

進行を女子生徒２名に依頼し、おおまかな原稿を作成するように伝えた。本会は発表の進行だけで

なく、質疑応答でのコーディネートも英語で行うため、臨機応変な英語の能力が求められる。

２名の女子生徒は、前日まで職員と活発な意見交換を促すためのフレーズの確認や、質問者の

発言を端的にまとめる練習を繰り返して当日に臨み、また、総合司会を務めた男子生徒の開会の

言葉や司会ぶりも、生徒たちがこの日のために準備を重ねてきたことを印象づけるものであった。

（２）各種外部大会への参加

今年度は新たに、12月に県立大曲農業高校から「ＳＰＨ発表会」、また、２月にアキタエイジラボ

から「高校生と語るＳＤＧｓ」にて秋田駅内の商業ビルでのポスター発表の依頼があったが、両会とも

参加の呼びかけに即決で立候補する姿勢が見られた。企画によって使用言語や発表時間などが

異なるが、その対応や準備もほとんど苦にすること無く、班によっては発表後の指摘をフィードバック

する姿勢も見られている。

来年度に実施される「グローバル・イシュー」に向けて、中核となる生徒が着実に育ってきており、

生徒への頼もしさと事業の成果を感じている。
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平成３０年度学校設定科目「グローバル・イシュー」（１単位）年間学習計画

学期 月 単 元 配時 学 習 内 容 評価の観点及び留意事項

４ ・G.I.ガイダン ２ ・今年度の活動の概要を ・課題設定能力、課題探究能力、
ス 知り、研究の見通しを 論理的思考力（振り返りシー

もつ。 ト・活動観察・研究実践発信
計画書）

・研究内容再検 ・提案や実践の具体的方 ・課題設定能力、課題探究能力、
討 法を再検討する。 論理的思考力（振り返りシー

５ 12 ト・活動観察）
・実践発信活動 ・実践発信活動で行うプ ・課題探究能力、論理的思考力、

準備 レゼンや意見交換の準 プレゼン能力（振り返りシー
備をする。 ト・活動観察）

・グローカル・ ・秋田市役所などを訪問 ・論理的思考力、プレゼン能力、
ミーティング し、社会に提案を発信 実践力（振り返りシート・活

し、意見交換する。 動観察・外部評価）
６ ・論文構成検討 ８ ・研究内容の見直しと研 ・課題設定能力、課題探究能力、

前 究論文の構成や執筆分 論理的思考力（振り返りシー
担を検討する。 ト・活動観察・論文構成検討

シート）
・論文作成Ⅰ ・ＰＣを用いて論文の原 ・課題探究能力、論理的思考力

稿を作成する （振り返りシート・活動観察）
期 ・国際意見交流 ・ＹＦＵ留学生と提案に ・論理的思考力、プレゼン能力、

会 ついて英語で意見交換 実践力（振り返りシート・活
７ ６ する。 動観察）

・論文作成集中 ・担当教員と論文の構成 ・課題探究能力、論理的思考力、
指導Ⅰ と夏季休業中の進め方 プレゼン能力（振り返りシー

について検討する。 ト・活動観察）
・論文作成Ⅱ ・夏季休業中に執筆した ・課題探究能力、論理的思考力

原稿を整理し、論文の （振り返りシート・活動観察）
下書きを完成させる。

８ ・論文作成集中 ２ ・担当教員に論文の下書 ・課題探究能力、論理的思考力、
指導Ⅱ きを提出し指導を受け プレゼン能力（振り返りシー

る。 ト・活動観察）
９ ・研究論文完成 ４ ・論文の体裁等について ・課題設定能力、課題探究能力、

最終校正作業を行う。 論理的思考力、プレゼン能力、
実践力（研究論文）

・活動の振り返 ２ ・これまでのＳＧＨの活 ・課題探究能力、論理的思考力、
り 動を振り返り、成果と （振り返りシート）

課題を明確化する。
※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

対象：昨年度，「国際探究Ⅱ」を履修した生徒３７名。

活動時間は原則，前期の木曜日６・７校時に設定。配当予定総時数３６時間。各配当時数は月あたり。

「コミュニケーション英語Ⅲ」を１単位減じる。
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「グローバル・イシュー」　個人評価シート

学年 クラス 番号 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

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 12

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 6

○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ ○ ○ 25

○ ○ 21

３：特に優れている　　２：普通　　１：特に劣っている （配点３の場合）

5 75 ～ 100

4 65 ～ 74

3 40 ～ 64

2 35 ～ 39

1 0 ～ 34

評定

教科の目標
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５つの能力の育成を図る。

単元 評価規準
評価
方法

評
価

Ｇ・Ｉガイダンス
グループで協働して活動に取り組み、昨年
度の研究の課題点を明確化し、今後の活
動の見通しをもつことができる

活動観察
振り返りシート
研究実践発信計画

研究内容再検討Ⅰ
グループで協働して活動に取り組み、研究
内容の改善を図りながら実践・発信に向け
て前向きに話合いを進めることができる

活動観察
振り返りシート

研究内容再検討Ⅱ
グループで協働して活動に取り組み、研究
内容の改善を図りながら実践・発信に向け
て前向きに話合いを進めることができる

活動観察
振り返りシート

研究内容再検討Ⅲ
グループで協働して活動に取り組み、研究
内容の改善を図りながら実践・発信に向け
て前向きに話合いを進めることができる

活動観察
振り返りシート

実践発信活動準備
Ⅰ

主体的に活動に取り組み、実践・発信活動
に向けて、下書きを作成してスライドの構成
を具体的に考えることができる。

活動観察
振り返りシート

実践発信活動準備
Ⅱ

校外での実践･発信活動に向けて、グルー
プのメンバーと協力しながら、プレゼン資料
など必要な準備をすることができる。

活動観察
振り返りシート

実践発信活動準備
Ⅲ

校外での実践･発信活動に向けて、グルー
プのメンバーと協力しながら、プレゼン資料
など必要な準備をすることができる。

活動観察
振り返りシート
外部評価

実践発信活動準備
Ⅳ

校外での実践･発信活動に向けて、グルー
プのメンバーと協力しながら、プレゼン資料
など必要な準備をすることができる。

活動観察
振り返りシート
外部評価

論文構成検討・論文
作成Ⅰ

グループのメンバーと協力しながら論文の
構成と具体的な章立てを考え、下書きを作
成することができる。

活動観察
振り返りシート
論文構成検討シート

グローカル・ミーティ
ング

地域の方々に対して研究内容や提案を伝
え、前向きに意見交換するとともに、研究を
深めていくことができる。

活動観察
振り返りシート

論文集中指導Ⅰ
論文構成や記述内容について課題点を明
確にして、夏休み中の活動の見通しをもつ
ことができる。

活動観察
振り返りシート

国際意見交流会Ⅰ
英語コミュニケーション能力を活用して、留
学生やＡＬＴに対して研究内容や提案を伝
え、前向きに意見交換することができる。

活動観察
振り返りシート

論文作成Ⅱ
グループのメンバーと協力して、分担しなが
ら論文の下書きを完成させることができる。

活動観察
振り返りシート

論文集中指導Ⅱ
コース担当教員の指導を受け、論文の下
書きについて検討し、完成に向けて活動の
見通しをもつことができる。

活動観察
振り返りシート

研究論文完成
グループのメンバーと協力して、論文を完
成させることができる。

活動観察
研究論文

ＳＧＨ活動の振り返
り

これまでの課題研究活動を総括し、自己評
価することができる。

アンケート・振り返り
記述
自己評価

テーマ
評定

総合所見
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グローバル・イシュー「G.I.ガイダンス」 

 

 

【日時】 平成３０年４月１２日（木） 7 校時 

 

【場所】 ３年Ｃ組教室 

 

【目的】 ・ＳＧＨ課題研究活動３年目における「グローバル・イシュー」の開始にあたって、活動のね

らいや具体的な計画を把握して、今年度の研究の見通しをもつ。 

・今年度のコース担当者との顔合わせを行い、研究の内容を新規担当教員に伝え、共有す

る。 

・昨年度の研究成果である「食糧問題の解決策の提案」について、具体的に世界や地域に発

信していくために、昨年度における研究の課題点を明確化する。 

 

【内容】 ・全体ガイダンスとして、担当者より活動概要説明と担当教員の紹介をする。 

・グループ別活動として、グループと担当者間で研究内容を確認し、ワークシートに

記入する。 

 

【対象】 ３年Ｃ組 ３７名（グローバル・イシュー履修生徒 ７班） 

  

【指導上のポイントと仕掛け】 

・「G.I.通信」を配付して、校外での実践・発信活動について具体的な計画を把握した上で、見通しを

持って研究内容の改善を進めるようにした。 

・各グループに 1 枚「G.I.研究実践・発信活動計画書」を配付し、「①解決したい食糧問題は何か」、

「②テーマ設定の理由（なぜその問題を取り上げたか」、「③解決策の提案（どうやってその問題の

解決を図るか」、「④その解決策を用いる根拠」、「⑤解決策の実現性」について考えさせた。 

・活動のメインとなる秋田市役所での実践・発信活動について「プレゼンは、昨年１０月の校内成果発

表会の英語スライドをベースとして日本語のものを作成する」、「少人数のプレゼンであり、研究内

容を説明して伝えることに主眼を置く」、「食糧問題を誰に提案するのかを想定し、より具体的かつ

実現性のある研究にする」といった点を強調した。 

・提案については、「○○の教育プラン」とか「○○を活要した食品レシピ」など、できるだけ具体的に

何らかの「かたちになった提案」を作成するよう指導した。発信・意見交換をしやすくすることと、達

成感をもって研究を締めくくることをねらいとした。 

 

【事業を振り返って】 

ガイダンスでは、主担当からの話に生徒が熱心に耳を傾ける姿が見られた。グローバル・イシューの目

的や具体的な活動内容、９月に終了するまでの見通しなど、具体的なイメージを持ち、昨年度の国探Ⅱ

での研究をさらに深めたいという意欲が感じられた。また、昨年度からの違いとして、クラスが２クラスから１

クラスになったため、全体を把握しやすくなった。教員１名あたりの担当グループが１つまたは２つである

ため、きめ細やかな指導ができると期待される。 

また、ガイダンス後の生徒による振り返り用紙には前向きな気持ちが多く綴られており、充実した活動と

なるよう、指導チームも一丸となって指導にあたりたいという気持ちを新たにした。昨年度の研究をさらに

深めて、外部に対する発信力を高めていくためにも、担当教員が互いに協力しながら、各班がベストを尽

くせるように支援していきたい。 
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グローバル・イシュー 「研究内容再検討」 

 

 

【日時】 平成３０年４月１９日（木）６・７校時 「研究内容再検討Ⅰ」 

    平成３０年４月２６日（木）６校時   「研究内容再検討Ⅱ」 

 

【場所】 学習室、３年Ｃ組教室 

 

【目的】 ・昨年度の研究成果である「食糧問題の解決策の提案」について、具体的に世界や地域に 

発信していくために、昨年度の研究における課題点を明確化する。 

・担当教員と相談しながら、校外実践・発信活動に向けて、研究内容を具体的なものに改善

していくことを図る。 

 

【内容】 

・班同士、研究内容について質疑応答をし、その後、「G.I.研究実践・発信計画書」を完成する。 

・「G.I.研究実践・発信計画書」をもとに、解決策や提案を外部に発信する上で、弱い点がどこなのかを

確認する。その上でどう補強していくかを検討し、補強する方向性をはっきりさせる。 

 

【対象】 ３年Ｃ組 ３７名 

 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・最初に５～１０分程度、班で話合いをした後、全体を４班と３班に分け、お互いに研究内容を説明して

から質疑応答をさせた。それにより、問題点を発見したり、さらに具体性を持たせたりした。観点は次

の５項目とし、「①解決したい食糧問題は何か」、「②テーマ設定の理由（なぜその問題を取り上げた

か）」、「③解決策の提案（どうやってその問題の解決を図るか）」、「④その解決策を用いる根拠」、

「⑤解決策の実現性」について検討させた。 

・上記の活動後、「Ｇ.Ｉ.研究実践・発信計画書」を完成させた。 

・教員と各グループの話合いを通して、研究内容や解決策が実践・発信活動において、地域の方々と

の意見交換に耐えうるような具体的なものになっているかどうかを確認した。取り組んでいる食糧問

題やその解決策が曖昧なものや、研究として新規性に乏しいものなどについては、改善させるよう働

きかけた。 

  

【事業を振り返って】 

各班ともに、３年生としてそれなりに進化しつつあり、自分たちの研究内容を発表した際には、指導教

員が思い描いている質問や指摘ができる生徒が増えてきたことを実感した。昨年一年間で、研究の目的、

仮説の根拠等について、考える視点が鍛えられ、見違えるような変容を遂げた生徒もいる一方で、今後の

活動計画について昨年の課題設定につまずいた班もあり、なんとか研究を進められるよう、強く支援して

いく必要性を感じた。 

その後、５月３１日のグローカルミーティングｉｎ秋田市役所のプレゼンに向けて「研究実践・発信計画書」

を作成し、その内容をより深めるための議論が積極的になされた。次時への準備として、課題の共有、調

査内容の役割分担なども各班で確認された。外部へ自分たちの研究を発信すると意識することで、研究

内容を客観的に見つめたり、解決法が実現可能かどうかを真剣に考えたりと、生徒の本気度をうかがうこ

とができた。班員それぞれが非常に積極的に取り組んでおり、様々な面で一層の成長が期待できると感

じた。 
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【生徒の振り返りから】 

活動の進め方を確認 

 

  研究内容について、発表・質疑応答 

 

担当教員と議論する生徒 

 

発信活動の方向性を再検討 

 

 

 

 

 

 

 

グローバル・イシュー 「研究内容再検討」 

 

 

【日時】 平成３０年４月１９日（木）６・７校時 「研究内容再検討Ⅰ」 

    平成３０年４月２６日（木）６校時   「研究内容再検討Ⅱ」 

 

【場所】 学習室、３年Ｃ組教室 

 

【目的】 ・昨年度の研究成果である「食糧問題の解決策の提案」について、具体的に世界や地域に 

発信していくために、昨年度の研究における課題点を明確化する。 

・担当教員と相談しながら、校外実践・発信活動に向けて、研究内容を具体的なものに改善

していくことを図る。 

 

【内容】 

・班同士、研究内容について質疑応答をし、その後、「G.I.研究実践・発信計画書」を完成する。 

・「G.I.研究実践・発信計画書」をもとに、解決策や提案を外部に発信する上で、弱い点がどこなのかを

確認する。その上でどう補強していくかを検討し、補強する方向性をはっきりさせる。 

 

【対象】 ３年Ｃ組 ３７名 

 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・最初に５～１０分程度、班で話合いをした後、全体を４班と３班に分け、お互いに研究内容を説明して

から質疑応答をさせた。それにより、問題点を発見したり、さらに具体性を持たせたりした。観点は次

の５項目とし、「①解決したい食糧問題は何か」、「②テーマ設定の理由（なぜその問題を取り上げた

か）」、「③解決策の提案（どうやってその問題の解決を図るか）」、「④その解決策を用いる根拠」、

「⑤解決策の実現性」について検討させた。 

・上記の活動後、「Ｇ.Ｉ.研究実践・発信計画書」を完成させた。 

・教員と各グループの話合いを通して、研究内容や解決策が実践・発信活動において、地域の方々と

の意見交換に耐えうるような具体的なものになっているかどうかを確認した。取り組んでいる食糧問

題やその解決策が曖昧なものや、研究として新規性に乏しいものなどについては、改善させるよう働

きかけた。 

  

【事業を振り返って】 

各班ともに、３年生としてそれなりに進化しつつあり、自分たちの研究内容を発表した際には、指導教

員が思い描いている質問や指摘ができる生徒が増えてきたことを実感した。昨年一年間で、研究の目的、

仮説の根拠等について、考える視点が鍛えられ、見違えるような変容を遂げた生徒もいる一方で、今後の

活動計画について昨年の課題設定につまずいた班もあり、なんとか研究を進められるよう、強く支援して

いく必要性を感じた。 

その後、５月３１日のグローカルミーティングｉｎ秋田市役所のプレゼンに向けて「研究実践・発信計画書」

を作成し、その内容をより深めるための議論が積極的になされた。次時への準備として、課題の共有、調

査内容の役割分担なども各班で確認された。外部へ自分たちの研究を発信すると意識することで、研究

内容を客観的に見つめたり、解決法が実現可能かどうかを真剣に考えたりと、生徒の本気度をうかがうこ

とができた。班員それぞれが非常に積極的に取り組んでおり、様々な面で一層の成長が期待できると感

じた。 
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グローバル・イシュー 「実践・発信活動準備」 

【日時】 平成３０年５月１０日（木）６・７校時 

平成３０年５月１７日（木）６・７校時 

平成３０年５月２４日（木）６・７校時 

【場所】 学習室、高校コンピュータ室、会議室 

【目的】 ・実践・発信活動に向けて、下書きを作成してスライドの構成を具体的に考え、発表原稿を作成

することができる。 

・実践発信活動「グローカル・ミーティング in 秋田市役所」と「グローカル・ミーティング in 秋田南

高校」に向けて、絵コンテをもとにスライドと発表原稿を作成する。

【内容】 

・作成した「研究論文構成シート」の下書きを見ながら、内容が論理的か、必要なデータを効果的に使

用しているかについて指導を行った。

・「リハーサルの後、スライドと発表原稿を完成させ、最後にもう１度リハーサルをする」ことを生徒に伝え

てから作業に入らせ、高校コンピュータ室を各班２台まで使用させた。

・担当の先生の前でリハーサルをさせた後、課題点などを指摘した

・１班は中等部２年生対象のワークショップを行い、その後はまとめの活動をした。

【対象】 ３年Ｃ組 ３７名 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・「G.I.通信」を配付し、読み合わせをした。

・「スライド下書き」を各グループ２枚ずつ配付し、グループで相談しながら作成させた。

・解決策・提案として具体的な何かを作成したり発信したりするような場合、「今後○○を作成する予定

です」とか「SNS で発信していきます」で終わらせず、できるだけ原案を作成して提示できるようにした。

・昨年１０月の発表会の時と違い、６月は総体や考査、秋南祭準備もあり、放課後の時間をプレゼン作

成やリハーサルに費やすことは難しいため、校時内の活動を充実させるよう生徒に働きかけた。

【事業を振り返って】 

クラス全体で「G.I.通信」の読み合わせを行い、市役所で発表をするための準備を始めた。スライドを作成す

る前の下書きをそれぞれの班で行った際、研究内容が深まっている班は下書きの構成に関する話合いがス ム

ーズであったが、そうでない班はテーマすら定まっておらず、協働作業に困難をきたしているようであった。順

調な班は、発表内容をまとめつつ、さらに資料をプラスするために意欲的に調査活動を計画しており、昨年か

らの成長ぶりをうかがうことができた。 

 下書きの後は、発表のためのスライドや原稿の作成を手分けして行っていたが、市役所で発表する班とそう

でない班では、集中の仕方に差があるようで、いかに動機付けをするかが大事であると感じた。その後、２班ず

つに分かれ（２・７班、３・４班、５・６班）、「グローカル・ミーティング in秋田市役所」に向けてリハーサルを 行

った。互いに質問や指摘をし合い、それをもとにプレゼンテーション・スライドや原稿の修正を行った。そ

の間、１班（食品ロス）は中等部２年生全員を対象に「出前授業」を実施した。これまで研究してきたことを

自ら企画した「出前授業」という形で発信できたことを大いに評価したい。一週間後の市役所における発

信活動に向け、生徒たちの気持ちが盛り上がってきているのが感じられた。 
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グローバル・イシュー  

「実践・発信活動Ⅰ グローカル・ミーティング in 秋田市役所」 
 

 

【日時】 平成３０年５月３１日（木）５～７校時 

１２：３０～     昼食後、学校出発 

１４：１５       市役所到着(市民の座（待合ロビー）付近に集合) 

１４：３０～１５：５０ 実践・発信活動 

         １６：００       市役所出発（現地解散） 

 

【場所】 秋田市役所 ３階 センタース 洋室２（１班）、洋室３（３班）、３―Ｄ会議室（４・５班） 

 

【目的】 ・自分たちの研究内容や提案を、相手に伝えることを意識しながら地域に発信し、研究成果の還

元を図るとともに、コミュニケーション力やプレゼン力の伸長を図る。 

 ・地域の方々との意見交換を通じて実社会と研究のつながりを意識するとともに、社会参画意識

を高める。 

 ・社会人からの助言や意見をもとに、研究の穴を見いだし、実現性のある研究となるように研究

を深め、よりよい研究論文の作成につなげる。 

 

【内容】 ・４つの班（20 名）による研究内容の発信活動を行った。 

 ・進行は各班代表生徒とし、プレゼンにはタブレットを使用した。 

 ・発表しない３つの班の生徒（13 名）も４班に分かれて活動に参加した。 

 ・５～１０分程度のプレゼンから活動を開始し、それぞれのグループによる問題の解決策・提 

言についての話し合いを実施した。 

 ・活動の最後に代表生徒が感想を述べ、市職員の方々から感想をいただいた。 

 

【対象】 ３年Ｃ組 33 名 

 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・秋田市企画調整課の方々の協力を得て、事前にグループと市職員のマッチングをしていただいた。 

 ・現地集合となるため、主な移動経路に教員を配置して安全に配慮した。 

 ・プレゼンは、市職員と近い距離で行うため、タブレット PC の画面を提示しながら行った。 

 ・発表グループの学びを、他の発表しないグループでも共有できるように配慮した。 

 

【事業を振り返って】 

 今回のグローカル・ミーティングは、生徒たちが地域社会に出て行って、自分たちの研究内容や食糧問

題の解決策を提案・発信するという、今年度目玉の活動であった。生徒たちには、秋田南高校３年生ＳＧ

Ｈ活動の代表という自覚のある準備・発表などが見られ、概ね良好であったと思う。 

また、市役所の方々も非常に協力的であり、事前にプレゼン資料や質問事項に目を通し、的確なアド

バイスをしてくださった。文献調査やネット検索だけではわからない知見を得ることができたのは、生徒達

にとって大きな収穫であり、探究活動の幅を一層広げることになったと思う。このような形で社会人の方々

に話を聞いてもらい、また助言や意見をいただくという機会は、普段の学校での活動だけではなかなか得

られないことで、生徒たちにとっても、また指導にあたっている教員陣にとっても、大変貴重な実践と発信

の機会となった。全面的にご協力くださった秋田市役所の皆様には深く感謝申し上げたい。論文作成に

向けて、今後の研究がさらに充実したものになることが期待される。 

グローバル・イシュー 「実践・発信活動準備」 

【日時】 平成３０年５月１０日（木）６・７校時 

平成３０年５月１７日（木）６・７校時 

平成３０年５月２４日（木）６・７校時 

【場所】 学習室、高校コンピュータ室、会議室 

【目的】 ・実践・発信活動に向けて、下書きを作成してスライドの構成を具体的に考え、発表原稿を作成

することができる。 

・実践発信活動「グローカル・ミーティング in 秋田市役所」と「グローカル・ミーティング in 秋田南

高校」に向けて、絵コンテをもとにスライドと発表原稿を作成する。

【内容】 

・作成した「研究論文構成シート」の下書きを見ながら、内容が論理的か、必要なデータを効果的に使

用しているかについて指導を行った。

・「リハーサルの後、スライドと発表原稿を完成させ、最後にもう１度リハーサルをする」ことを生徒に伝え

てから作業に入らせ、高校コンピュータ室を各班２台まで使用させた。

・担当の先生の前でリハーサルをさせた後、課題点などを指摘した

・１班は中等部２年生対象のワークショップを行い、その後はまとめの活動をした。

【対象】 ３年Ｃ組 ３７名 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・「G.I.通信」を配付し、読み合わせをした。

・「スライド下書き」を各グループ２枚ずつ配付し、グループで相談しながら作成させた。

・解決策・提案として具体的な何かを作成したり発信したりするような場合、「今後○○を作成する予定

です」とか「SNS で発信していきます」で終わらせず、できるだけ原案を作成して提示できるようにした。

・昨年１０月の発表会の時と違い、６月は総体や考査、秋南祭準備もあり、放課後の時間をプレゼン作

成やリハーサルに費やすことは難しいため、校時内の活動を充実させるよう生徒に働きかけた。

【事業を振り返って】 

クラス全体で「G.I.通信」の読み合わせを行い、市役所で発表をするための準備を始めた。スライドを作成す

る前の下書きをそれぞれの班で行った際、研究内容が深まっている班は下書きの構成に関する話合いがス ム

ーズであったが、そうでない班はテーマすら定まっておらず、協働作業に困難をきたしているようであった。順

調な班は、発表内容をまとめつつ、さらに資料をプラスするために意欲的に調査活動を計画しており、昨年か

らの成長ぶりをうかがうことができた。 

 下書きの後は、発表のためのスライドや原稿の作成を手分けして行っていたが、市役所で発表する班とそう

でない班では、集中の仕方に差があるようで、いかに動機付けをするかが大事であると感じた。その後、２班ず

つに分かれ（２・７班、３・４班、５・６班）、「グローカル・ミーティング in秋田市役所」に向けてリハーサルを 行

った。互いに質問や指摘をし合い、それをもとにプレゼンテーション・スライドや原稿の修正を行った。そ

の間、１班（食品ロス）は中等部２年生全員を対象に「出前授業」を実施した。これまで研究してきたことを

自ら企画した「出前授業」という形で発信できたことを大いに評価したい。一週間後の市役所における発

信活動に向け、生徒たちの気持ちが盛り上がってきているのが感じられた。 
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【生徒の振り返りから】 
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グローバル・イシュー 「実践・発信活動Ⅱ グローカル・ミーティング in ＪＡ」 

 

 

【日時】 平成３０年６月１５日（金）３、４校時 

 

【場所】 秋田県農業協同組合中央会（秋田県ＪＡ秋田中央会ビル 8 階中会議室） 

 

【目的】 ・自分たちの研究内容や提案を、相手に伝えることを意識しながら地域に発信し、研究成果

の還元を図るとともに、コミュニケーション力やプレゼン力の伸長を図る。 

・地域の方々との意見交換を通じて実社会と研究のつながりを意識するとともに、社会参画

意識を高める。 

・社会人からの助言や意見をもとに、研究の穴を見いだし、実現性のある研究となるように研

究を深め、よりよい研究論文の作成につなげる。 

 

【内容】 ・２班がＪＡ秋田中央会で秋田県青年組織協議会役員の方へ研究内容のプレゼンをし、

意見交換を行った。 

・約２０名の役員の方に対して、各班が１０分程度の簡単なプレゼンを行って、自分たちで

考えた食糧問題の解決策・提言について説明した。 

・その後、生徒の解決策・提言について質疑応答を行い、市職員から専門的見地から助言

をいただいた。 

 

【対象】 ３年Ｃ組 ６班５名、７班４名 

 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・ＪＡ秋田中央会の方のご協力を得て、秋田県青年組織協議会役員の方を集めていただいた。その

際、市役所で発表できなかった班を優先するため、あらかじめ研究の内容と生徒からの質問をメー

ルで送り、準備をしていただいた。 

・プレゼンは、近い距離での意見交換となることに配慮し、タブレットＰＣを持参して画面を

見せながらプレゼンするスタイルとした。 
 

【事業を振り返って】 

県青協役員（生産者）の方や、ＪＡ事務局の方に対して２班がプレゼンを行ったが、自分たちで調べ

てもわからなかったことを教えていただいたり、改善すべき点を指摘していただいたりしたことにより、研究

を深める良い機会となった。また、海外経験のある方から、アメリカの実際の食生活について話を伺った

際に、主食を変えることの難しさを教えていただき、考える視点を新たにいただいた。生徒達は、知識不

足から結論に甘さがあることを身をもって体験したことは大きく、今後の活動にプラスになることは間違い

ない。 

 
 

 

 

 

 

 

            職員に対するプレゼン                 内容に関する質疑応答 

【生徒の振り返りから】 
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グローバル・イシュー 実践・発信活動Ⅲ 国際意見交流会 with YFU 留学生 

 

 

【日時】 平成３０年７月１２日（木）６・７校時 

 

【場所】 学習室、会議室 

 

【目的】 ３年生の研究活動「グローバル・イシュー」は、本校の学校設定教科「国際探究」で育成する５つ

の能力のうち、特に「実践力」を開発・伸長することを目的としている。食糧問題に対して生徒が

考案した具体的提案を発信する活動を通して、社会参画や社会貢献を行う実践力を高める。ま

た、英語で研究内容を伝えたり意見交換したりすることによって、グローバルな視点や英語コミュ

ニケーション力のさらなる伸長を図る。 

 

【内容】 本校に留学中の外国人留学生との意見交換を通して、異なる視点や多様な考え方に触れた。

そして、新たな知見をもとに研究の実現性や課題点などについて検討し、研究のまとめとしてそ

の後の論文作成に活かす。 

 

【対象】 ３年 C 組 ３７名 

 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・２班ずつ１グループにし、４つのグループに分かれてプレゼン、話合いをする。 

・タブレットを使用し、相手に伝わるようにプレゼンをさせる。 

・質疑応答の時間を設け、英語によるやりとりをさせる。 

 

【事業を振り返って】 

グループに分かれて、留学生に対して研究内容に関するプレゼンテーションを行った。タブレットを使う

班が多かったが、ポスターを使って表情豊かに説明をしている班もあった。話題が農業のため、興味のな

い留学生にはわかりにくい内容もあり、生徒達は相手の興味を引きつけるにはどうしなければならなかっ

たのかを振り返っている場面が見られた。また、積極的に質問をしてくれた留学生がいた一方で、なかな

か質問が出てこない留学生もいたが、生徒達の方から逆に質問をしながら、英語でのやりとりに懸命な様

子だった。英語で伝える難しさを感じ、質問に対して的確に答えようと試行錯誤を重ねていたようだったが、

概ね生徒は堂々と意見を述べることができており、実践力を鍛えるよい経験になった。生徒達にとって、

異なった角度から自分達の研究を見つめ直す機会となり、論文作成に向けてさらに内容を深めていくき

っかけとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

留学生に対するプレゼン                      内容に関する意見交換 
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グローバル・イシュー「実践発信活動Ⅳ グローカル・ミーティング in 秋田南高校」 

【日時】 平成３０年６月２１日（木）６・７校時 

【場所】 大教室、選択教室２、選択教室３、選択教室５、選択教室６ 

【目的】 ・自分たちの研究内容や提案を、相手に伝えることを意識しながら地域に発信し、研究成果の

還元を図るとともに、コミュニケーション力やプレゼン力の伸長を図る。 

・地域の方々との意見交換を通じて、実社会と研究のつながりを意識するとともに、社会参画

意識を高める。

・社会人からの助言や意見をもとに、研究の穴を見いだし、実現性のある研究となるように研

究を深め、よりよい研究論文の作成につなげる。

【内容】 ・秋田県内で活躍されている若手経営者の方々を外部講師に招き、小グループでの研究内

容のプレゼント意見交換を行う。 

・全体会として開会行事を行い、この活動のねらいを確認する。

・その後、分科会形式で６会場に分かれ、外部講師と意見交換を行う（３０分程度）。

・分科会では、初めに生徒のグループがタブレットとプロジェクターを用いて５～１０分程度の

簡単なプレゼンを行い、自分たちで考えた食糧問題の解決策・提言について説明する。

・次に外部講師から、質疑応答を通して助言・意見をいただく。

・最後に再度、全体会として閉会行事を行い、分科会で得た学びを全体で共有する。

【講師】 

県内企業経営者 ７名 

須藤 晃平 氏 （株式会社エスツー 代表取締役社長） 

秋元 悠史 氏 （株式会社ウェブインパクト 五城目コア リーダー） 

柳沢  龍 氏 （Share Village Project メンバー、 元五城目町地域おこし協力隊） 

藤井 克徳 氏 （りんご生産者 藤井農園） 

石上 裕之 氏 （株式会社櫻嶺ケミカル 代表取締役） 

秋元  結 氏 （有限会社アキモト酒店） 

首藤  郷 氏 （株式会社こめたび代表取締役社長、 横手市移住コンシェルジュ） 

【対象】 ３年Ｃ組 ３７名 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・実施にあたり、（株)こめたび代表の首藤郷氏にコーディネーターとして協力していただき、研究内

容に応じて班と起業家の方々のマッチングをしていただいた。

【事業を振り返って】 

これまでの 2 回のグローカル・ミーティングで発表できなかった班も含め、全ての班が、若手起業家

の方達に対してプレゼンテーションをすることができた。人の意識を変えるためにはどうすればいいか、

どのような工夫をすると実現が可能になるのかについて、様々な立場や視点からディスカッションをし

た。「ユーモア」や「わくわく感」をキーワードに、もっと柔軟な発想をすることが必要であることを生徒達

 

グローバル・イシュー 実践・発信活動Ⅲ 国際意見交流会 with YFU 留学生 

 

 

【日時】 平成３０年７月１２日（木）６・７校時 

 

【場所】 学習室、会議室 

 

【目的】 ３年生の研究活動「グローバル・イシュー」は、本校の学校設定教科「国際探究」で育成する５つ

の能力のうち、特に「実践力」を開発・伸長することを目的としている。食糧問題に対して生徒が

考案した具体的提案を発信する活動を通して、社会参画や社会貢献を行う実践力を高める。ま

た、英語で研究内容を伝えたり意見交換したりすることによって、グローバルな視点や英語コミュ

ニケーション力のさらなる伸長を図る。 

 

【内容】 本校に留学中の外国人留学生との意見交換を通して、異なる視点や多様な考え方に触れた。

そして、新たな知見をもとに研究の実現性や課題点などについて検討し、研究のまとめとしてそ

の後の論文作成に活かす。 

 

【対象】 ３年 C 組 ３７名 

 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・２班ずつ１グループにし、４つのグループに分かれてプレゼン、話合いをする。 

・タブレットを使用し、相手に伝わるようにプレゼンをさせる。 

・質疑応答の時間を設け、英語によるやりとりをさせる。 

 

【事業を振り返って】 

グループに分かれて、留学生に対して研究内容に関するプレゼンテーションを行った。タブレットを使う

班が多かったが、ポスターを使って表情豊かに説明をしている班もあった。話題が農業のため、興味のな

い留学生にはわかりにくい内容もあり、生徒達は相手の興味を引きつけるにはどうしなければならなかっ

たのかを振り返っている場面が見られた。また、積極的に質問をしてくれた留学生がいた一方で、なかな

か質問が出てこない留学生もいたが、生徒達の方から逆に質問をしながら、英語でのやりとりに懸命な様

子だった。英語で伝える難しさを感じ、質問に対して的確に答えようと試行錯誤を重ねていたようだったが、

概ね生徒は堂々と意見を述べることができており、実践力を鍛えるよい経験になった。生徒達にとって、

異なった角度から自分達の研究を見つめ直す機会となり、論文作成に向けてさらに内容を深めていくき

っかけとなった。 
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は学び、目を輝かせていた。真面目であることも大切であるが、人々の心を動かすような工夫は何かに

ついて真剣に思いを巡らせていたため、今後の論文作成に向けて新たな視点からアイディアをプラス

することができるものと期待している。 

 

【生徒の振り返りから】 
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柳沢龍氏（Share Ｖillage Project メンバー）         首藤郷氏（株式会社こめたび代表） 

   ×１班（食品ロス班）                       ×２班（フォニオ班） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋元悠史氏（株式会社ウェブインパクト）        石上裕之氏（株式会社櫻嶺ケミカル 

×３班（地中海食班）                    代表取締役）×４班（ジビエ班） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤井克徳氏（藤井農園 リンゴ生産者）          秋元結氏（アキモト酒店） 

×５班（連携六次産業班）                  ×６班（日本酒班） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須藤晃平氏（株式会社エスツー）           「社会を変えるのはユーモアだ」「まずはやって 

×７班（農業機械班）                  みること」など、閉会行事では講師の先生方から 

     熱いメッセージをいただきました。 

 

は学び、目を輝かせていた。真面目であることも大切であるが、人々の心を動かすような工夫は何かに

ついて真剣に思いを巡らせていたため、今後の論文作成に向けて新たな視点からアイディアをプラス

することができるものと期待している。 

 

【生徒の振り返りから】 
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グローバル・イシュー 「論文作成」 

 

【日時】 平成３０年６月７日（木）６・７校時 

平成３０年７月５日（木）６・７校時 

     平成３０年７月１９日（木）６・７校時 

 

【場所】 学習室 

 

【目的】 ・「論文構成検討シート」を作成して論文の構成を考える。 

        ・「国際意見交流会」で、英語で発表・意見交換するための準備をする。 

・「国際意見交流会」後に新たに気づいたことも踏まえながら、研究内容を深める。 

 

【内容】 ・「論文構成検討シート」を作成し、全体の見通しを立てる。 

       ・指摘を受けた部分を見直して掘り下げ、論文の下書きの割り当てをする。それと平行して、

「国際意見交流会」に向けて、英語によるプレゼンの準備をする。 

       ・「論文構成検討シート」をもとに、指摘を受けた部分が見直されているかを確認し、担当教

員と共に、論文の構成と夏季休業中の進め方について検討する。 

 

【対象】 ３年Ｃ組 ３７名 

 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・今後の研究内容について検討をしながら「研究論文構成シート」を書かせ、役割分担も確認させた。 

・論文集中指導で担当職員に指摘された部分や、「国際意見交流会」で指摘されたことについて再検

討させ、「研究論文構成シート」を提出用として改めて書かせた上で、役割分担も再確認した。 

 

【事業を振り返って】 

各班で、それぞれの研究内容について検討をした。研究論文構成シートの下書きをしながら、これから

調べるべき事や担当の割り振りをし、今後の見通しを立てる大事な時間であった。部活動や勉強など、他

の事と両立させながらやっていくための工夫もしなければならないことを意識していたようだ。 

その後、国際意見交流会におけるプレゼンの英文レジュメの検討と、活動の集大成としての論文作成

の準備を分担しながら、並行して取り組んだ。「まだ研究内容が不十分である」との危機感から真摯に取り

組んでいる班が多かったが、班によっては取組の姿勢に温度差があり、やや気になるところであった。 

３回の活動を通して、これまでの外部発信活動（グローカルミーティング in 秋田市役所、同 in JA、同ｉｎ

秋田南高校、国際意見交流会）を通していただいた意見や新たな気づきを、論文に取り入れようと奮闘

する姿が見られた。日程的に厳しく、９月に論文を完成させるため、８月１１日までには各担当に初稿を紙

およびデータベースで提出すること

を確認した。各班とも、夏休み中も

分担して作業を進める必要がありそ

うだ。日程的に厳しい中でも、昨年

度完成させた論文よりも、さらによい

ものにしようと取り組んでいる生徒の

たちの姿に、たくましさを感じた。今

後、研究がより深まっていくことを期

待したい。                                生徒の振り返りから 
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グローバル・イシュー 「論文集中指導」 

 

 

【日時】 平成３０年６月２８日（木）６・７校時 

平成３０年８月３０日（木）６・７校時 

 

【場所】 会議室、学習室、高校パソコン室 

 

【目的】 「研究論文構成シート」をもとに、担当の先生から指導を受け、論文の構成を作り上げる。 

 

【内容】 ・各班４０分間ずつ、担当教員と話し合いながら指導を受け、論文の下書きについて５つの観点

に基づき、具体的な指導を受ける。 

・指導を受けていない時間帯は、論文作成や修正作業を行う。 

 

【対象】 ３年 C 組 ３７名 

 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・「研究論文構成シート」の下書きを見ながら、内容が論理的か、必要なデータを効果的に使用してい

るかについて指導を行った。 

・以下の５観点について担当の先生から指導を受け、それについて再検討させ、より完成度の高い論

文を目指させた。 

観点(1) どのような問題に対して、どういう解決策を提案する研究なのか、論理的に述べられているか。 

観点(2) 客観的な根拠に基づいて、論理が展開されているか。 

観点(3) 文体や用語の統一が図られ、また全体の構成や体裁が整理されているか。 

観点(4) 一読しただけでどういう研究なのかが分かるような、適切な論文タイトルがつけられているか。 

観点(５) グラフ・図版の質や引用は適切であるか。 

 

【事業を振り返って】 

前回まで作成した論文作成シートを再構築した。６月１５日実施の「グローカル・ミーティング ｉｎ ＪＡ」、 

６月２１日実施の「グローカル・ミーティング in 秋田南高校」、での発信活動をもとにして、論文の構成につ

いて話し合いながら活動を進めた。昨年の３年生は意見交換会を７、８月に行っていたが、今年は、６月と

早めに行うことで、内容を十分に練り直す時間ができたようだ。昨年度、２年次の論文作成時よりも、生徒

の活動や能力は明らかに深化している。論旨の順番を入れ替えたり、内容を修正したりすることで、どの

班も論旨の展開が明確になってきた。また、自分達の提案が実現可能かどうかをより具体的に考えられる

ようになってきたため、今後どのように深化してくかが楽しみである。 

また、各班とも、論文の執筆に向かう

姿勢に変容がみられるようになり、図表

の扱いや論文全体の構造についての

知識も身についてきた。抽象的な概念

を模式図にして表現しようとする班もみ

られた。共同での執筆であるため、日

本語の文章表現や体裁を統一するこ

とに留意させ、完成度の高い論文に仕

上げさせたい。                              生徒の振り返りから 

 

グローバル・イシュー 「論文作成」 

 

【日時】 平成３０年６月７日（木）６・７校時 

平成３０年７月５日（木）６・７校時 

     平成３０年７月１９日（木）６・７校時 

 

【場所】 学習室 

 

【目的】 ・「論文構成検討シート」を作成して論文の構成を考える。 

        ・「国際意見交流会」で、英語で発表・意見交換するための準備をする。 

・「国際意見交流会」後に新たに気づいたことも踏まえながら、研究内容を深める。 

 

【内容】 ・「論文構成検討シート」を作成し、全体の見通しを立てる。 

       ・指摘を受けた部分を見直して掘り下げ、論文の下書きの割り当てをする。それと平行して、

「国際意見交流会」に向けて、英語によるプレゼンの準備をする。 

       ・「論文構成検討シート」をもとに、指摘を受けた部分が見直されているかを確認し、担当教

員と共に、論文の構成と夏季休業中の進め方について検討する。 

 

【対象】 ３年Ｃ組 ３７名 

 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・今後の研究内容について検討をしながら「研究論文構成シート」を書かせ、役割分担も確認させた。 

・論文集中指導で担当職員に指摘された部分や、「国際意見交流会」で指摘されたことについて再検

討させ、「研究論文構成シート」を提出用として改めて書かせた上で、役割分担も再確認した。 

 

【事業を振り返って】 

各班で、それぞれの研究内容について検討をした。研究論文構成シートの下書きをしながら、これから

調べるべき事や担当の割り振りをし、今後の見通しを立てる大事な時間であった。部活動や勉強など、他

の事と両立させながらやっていくための工夫もしなければならないことを意識していたようだ。 

その後、国際意見交流会におけるプレゼンの英文レジュメの検討と、活動の集大成としての論文作成

の準備を分担しながら、並行して取り組んだ。「まだ研究内容が不十分である」との危機感から真摯に取り

組んでいる班が多かったが、班によっては取組の姿勢に温度差があり、やや気になるところであった。 

３回の活動を通して、これまでの外部発信活動（グローカルミーティング in 秋田市役所、同 in JA、同ｉｎ

秋田南高校、国際意見交流会）を通していただいた意見や新たな気づきを、論文に取り入れようと奮闘

する姿が見られた。日程的に厳しく、９月に論文を完成させるため、８月１１日までには各担当に初稿を紙

およびデータベースで提出すること

を確認した。各班とも、夏休み中も

分担して作業を進める必要がありそ

うだ。日程的に厳しい中でも、昨年

度完成させた論文よりも、さらによい

ものにしようと取り組んでいる生徒の

たちの姿に、たくましさを感じた。今

後、研究がより深まっていくことを期

待したい。                                生徒の振り返りから 
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グローバル・イシュー 「ＳＧＨ活動の振り返り」 

 

 

【日時】 平成３０年９月１３日（木）６・７校時 

 

【場所】 学習室 

 

【目的】 これまでの 2 年半に及ぶＳＧＨ課題研究活動を振り返り、アンケートへの回答を通して自分に

どういう力がついたのか、この先その力をどう生かして伸ばしていけば良いのかを考える。 

 

【内容】 ・「G.I.通信」を読み、各班でこれまでの活動を振り返り、改めて研究の内容と活動に取り組んだ

ことに対する感想を発表する。（資料なし、口頭で 5 分程度の発表。） 

       ・アンケートを配付して、これまでの活動の総括と自己評価をする。 

       ・「G.I.通信」を参考に、ファイルの整理をする。 

       ・班ごとにアンケート用紙を取りまとめて提出する。 

 

【対象】 ３年Ｃ組 ３７名 

 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・班ごとに担当教員も一緒に座る形とし、研究の内容や今までの活動を振り返り、短時間で発表した。 

・振り返りの支援として、これまでの活動項目を載せた「G.I.通信」を配付したほか、これまでの写真を 

スライドショーで投影し、全員で視聴した。 

・活動の振り返りの記録としてアンケートを実施し、個人で活動を振り返ってもらった。 

 

【事業を振り返って】 

G.I.最後の活動となった。前半は各班５分ずつ時間が与えられ、これまでの活動や感想を発表した。与

えられたわずか数分で役割分担をし、聴衆の目を見ながら自分の言葉で語りかける姿を見て、この３年間

の活動を通しての確かな成長を感じ取ることができた。後半の振り返り・アンケートは、これまでの自分自

身の歩みを振り返るとともに、後輩たちへの熱いメッセージも寄せてもらった。先輩から後輩へ思いを引き

継いで、昨年より今年、今年より来年と発展させていくことができれば最高である。 

国探クラスを選択するということは通常の学習や部活動に加え、大きな負荷のかかることは間違いない

が、それでもその道を選び、ここまで苦しみながらも困難を乗り越えてきた生徒たちは立派であり、将来の

グローバルリーダーとしての基礎を磨き上げることができたと感じる。国際探究の活動を通して身に付けた

積極性や主体性、協働力に今後も磨きをかけてほしいと願う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振り返りの発表                            後輩へのアドバイス 
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グローバル・イシュー 「今年度の修正点と事後検証」 

 

 

１ 実践・発信活動「グローカル・ミーティング」 

 地域社会に出向き、食糧問題解決の具体的提案の発信・提案と意見交換を行ったが、その時期を昨

年度より早めることができた。意見交換で得られたアドバイス等を反映させ、研究をより深めるためにも、夏

休み前に行うことが効果的と考え、少々無理を承知の上で先方に相談をし、実現させることができた。 

「グローカル・ミーティング in 秋田市役所」では、市企画調整課の担当者の方に班と市職員のマッチン

グをしていただき、４班が発表、それ以外の生徒も意見交換に参加したが、それぞれのテーマに合わせて

専門的な見地から助言をいただくことができた。昨年度は日程の都合で実施できなかった「グローカル・ミ

ーティング inＪＡ」を実施することができ、秋田県農協青年組織協議会役員の方々と交流して、助言

をいただいただけでなく、農業における現状も教えていただき、非常に貴重な機会となった。「グローカ

ル・ミーティング in 秋田南高校」でも、７名の企業経営者の方を講師にお迎えし、７班それぞれを１人の方

に担当していただくことができた。市役所やＪＡでのミーティングとはさらに違う視点からの知見を得

ることができ、生徒には大きな刺激となった。９月の論文完成に向けて、夏休み中にするべきことが明確と

なり、役割分担等も含めてさらに研究が進む良いきっかけとなった。 

 

 

２ 研究論文 

 今年度の実践活動で得られた知見をもとに、昨年度の研究内容をブラッシュアップさせ、論文にまとめ

た。外部への発信・交流を夏休み前に実施することができたため、早めに研究内容の修正点や課題を見

つけ、内容について深めることができた。指導にあたっては、１名の教員が１～２班を担当し、本校で導入

している「Clasｓi」という教育支援クラウドサービスを利用しながら、データを共有することでスムーズな指導

ができた。 

 

 

３ 自発的な実践活動と外部での発表 

 各グループの自主的な実践活動が目立った。特に、家庭からの食品ロスの削減をテーマとしていた１班

が、自主的に「オーガニックフェスタ」にてボランティア活動をしたのだが、その際、会場にて自分たちの取

組について披露する機会をいただいた。それが当日会場に取材に来ていたＡＢＳ秋田放送ラジオのスタ

ッフの方の目に留まり、取材を受けて２つの番組に出演させていただいた。番組の中で、生徒たちは、研

究の中で掲げていた家庭からの食品ロス削減に向けた発信を行うことができた。また、市役所でのグロー

カル・ミーティングがきっかけで、市庁舎にポスターを掲示させていただく機会を得た。その後、こうした発

信活動が県職員の方の目に留まり、消費者庁が主催する全国規模のシンポジウム「エシカル・ラボ」での

発表依頼をいただいた。このシンポジウムでは、参加した市民の方々へ研究を発信することができたほか、

消費者庁や県庁のウェブサイトでも研究成果を掲載していただくことができた。 

このように生徒の取組や活動が、多くの方の関心を呼び、多様な発信の機会を得ることができたのは、

今年度の最大の特色である。 

 

グローバル・イシュー 「ＳＧＨ活動の振り返り」 

 

 

【日時】 平成３０年９月１３日（木）６・７校時 

 

【場所】 学習室 

 

【目的】 これまでの 2 年半に及ぶＳＧＨ課題研究活動を振り返り、アンケートへの回答を通して自分に

どういう力がついたのか、この先その力をどう生かして伸ばしていけば良いのかを考える。 

 

【内容】 ・「G.I.通信」を読み、各班でこれまでの活動を振り返り、改めて研究の内容と活動に取り組んだ

ことに対する感想を発表する。（資料なし、口頭で 5 分程度の発表。） 

       ・アンケートを配付して、これまでの活動の総括と自己評価をする。 

       ・「G.I.通信」を参考に、ファイルの整理をする。 

       ・班ごとにアンケート用紙を取りまとめて提出する。 

 

【対象】 ３年Ｃ組 ３７名 

 

【指導上のポイントと仕掛け】 

・班ごとに担当教員も一緒に座る形とし、研究の内容や今までの活動を振り返り、短時間で発表した。 

・振り返りの支援として、これまでの活動項目を載せた「G.I.通信」を配付したほか、これまでの写真を 

スライドショーで投影し、全員で視聴した。 

・活動の振り返りの記録としてアンケートを実施し、個人で活動を振り返ってもらった。 

 

【事業を振り返って】 

G.I.最後の活動となった。前半は各班５分ずつ時間が与えられ、これまでの活動や感想を発表した。与

えられたわずか数分で役割分担をし、聴衆の目を見ながら自分の言葉で語りかける姿を見て、この３年間

の活動を通しての確かな成長を感じ取ることができた。後半の振り返り・アンケートは、これまでの自分自

身の歩みを振り返るとともに、後輩たちへの熱いメッセージも寄せてもらった。先輩から後輩へ思いを引き

継いで、昨年より今年、今年より来年と発展させていくことができれば最高である。 

国探クラスを選択するということは通常の学習や部活動に加え、大きな負荷のかかることは間違いない

が、それでもその道を選び、ここまで苦しみながらも困難を乗り越えてきた生徒たちは立派であり、将来の

グローバルリーダーとしての基礎を磨き上げることができたと感じる。国際探究の活動を通して身に付けた

積極性や主体性、協働力に今後も磨きをかけてほしいと願う。 
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ＳＧＨ全国高校生フォーラム

【日時】 平成３０年１２月１５日（土）

【場所】 東京国際フォーラム ホールE２

【目的】

ＳＧＨの主旨である「急速にグローバル化が加速する現状を踏まえ、社会の課題に対する関心と深い

教養、コミュニケーション能力、問題解決力等の国際的素養を身に付け、将来、国際的に活躍できる

グローバルリーダーを高等学校段階から育成する」に沿った本校の取組を発表する。

【内容】

全国のＳＧＨ指定校１２３校・アソシエイト１８校、開催地である東京都の高等学校５校の代表生徒が

一堂に会して、英語でのポスターセッションやディスカッションなどを通して、日頃から取り組んでいる

グローバルな社会課題・ビジネス課題の解決や提案について英語で発信する。

【日程】

時 間 活動内容

10:00～10:30 開会式・全体説明

10:40～12:00 生徒交流会 【テーマ別分科会】

13:15～14:30 ポスターセッション

15:00～15:50 生徒交流会 【全体会】

16:00～16:30 ポスターセッション優秀校による発表

16:35～ 表彰式・閉会式

【ポスターセッションの内容】

・使用言語はポスター、発表ともにすべて英語。

・当日持参したポスターを掲示し、各ポスターに集まった参加者に対し、説明・質疑応答を行う。

・発表回数は２回で、１回あたり８分（発表４分・質疑応答４分）とする。

【発表要旨（日本語）】

米ぬかで先進国の栄養不足を救う！ ～米ぬかハンバーグ～

ＷＨＯによると、日本を含む先進国では栄養の偏りによるビタミンやミネラルの不足が問題と

なっている。またＦＡＯによると、それは飢餓による栄養不足とは異なり目に見える兆候が無い

ため「隠れた飢え」と呼ばれている。私たちはこの問題の解決策としてビタミンやミネラルを豊富

に含む米ぬかに注目した。そして米ぬかを使用したハンバーグを、ハンバーガーのパテとして

加工して世界中へ届け、栄養不足の解決を図ることを提案する。
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【発表要旨（英語）】

Rice Bran - A solution to malnutrition in developed countries -

According to WHO, there is a problem with more people in developed countries,

including Japan, lacking the necessary vitamins and minerals because of an unbalanced diet.

Also, according to FAO, this problem is called “hidden hunger” because there is a

difference between malnutrition from hunger and malnutrition due to an unbalanced diet.

We decided to focus on rice bran that is abundant in vitamins and minerals as a solution

to this problem. We propose putting rice bran patties in hamburgers to be sold worldwide

as a solution to malnutrition.

【事業を振り返って】

公開成果発表会で優秀賞となった１１班の生徒４名は、これまでの探究内容をＡ０版のポスターに

再構成してフォーラムに備えた。これまで１０分で伝えてきた内容を、フォーラム規定の４分にまとめる

ことは、思っていた以上に難しく、入場の直前まで原稿を推敲する姿がうかがえた。また、新たに作成

することとなったポスターも「自分たちが伝えたいことを聴衆に分かりやすく届ける」ことを意識しながら

試行錯誤を重ね、班員全員が満足できるものを出発前日に作成させた。

当日の東京国際フォーラムでは約１５０校のポスターがパネルに貼られ、すでに各ポスターの前で

リハーサルを行う他校生徒の姿が見られていた。本校４名も立ち位置や声量、聴衆へ向けた視線など

細かい点に留意してリハーサルを行い、大舞台に臨んだ。本番では数分前から多くの方々が本校の

ポスター前に集まり、発表や質疑応答に耳を傾けてくださった。なお、発表直後には他校の職員から

詳細な説明を求められるなど、自分たちのテーマに関心を持たれた方と交流することができた。

生徒交流会【テーマ別分科会】

ポスターセッション

開始直後に座席指定され

やや緊張気味の生徒（右）

他県の代表者とテーマに

関する議論をする生徒（右）

協議終了と同時に

スマホで記念撮影（左）

多くの聴衆を前に

発表する生徒

発表後、質問をしてくれた方に

対応する生徒

会場に常設していた

記念撮影ブースでの一枚
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Ⅱ 問題解決力育成授業研究

問題解決力育成授業 研究の概要

【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ＳＧＨ研究開発の核としな

がらも、グローバルリーダー育成の拠点校

として、通常の教科においても、探究的な

要素を取り入れた授業改善を推進していく。

これは、本校の全教科・科目をあげての

組織的な取組であり、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、主体的かつ協

働的な、課題探究型・課題解決型授業を考

案・発信していきたいと考えている。

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、

本校では「問題解決力育成授業」と呼ぶことにしている。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も、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」研究の推進計画と進捗状況】

「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、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、例えば、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、情報科におけるプレゼンツールの

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

成授業モデルを提示し、高い評価を受けたこ

とが全国各紙に特集記事として掲載された。

２年目は、本校を会場にして全国規模の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、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。３年目は、２年目の検証を受けてさらに授業改善を図るために、管理

機関の協力で指導助言者を派遣していただき、校内授業研究会（高校６科目中等部３科目）を実施し

た。この成果と検証を経て、４年目となった今年度、ＳＧＨカンファレンス２０１８（午前：公開授

業研究会、午後：課題研究発表会）を開催した。中等部を含めて７科目の授業を公開し、県内外から

１００名を超える参観者を得て、研究協議が活発に行われた。（※詳細は別頁記載）これをさらに検

証した上で、最終５年目には研究内容や提案授業モデルを形にまとめて、成果普及する予定である。

４
年
目

Ｓ
Ｇ
Ｈ
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス201

8

公
開
授
業
研
究
会
の
再
開
催

主体的・
対話的で深い
学びの研究

豊かな表現力を
育成する授業研究

１
年
目

各
教
科
授
業
考
案
定
期
協
議

全
国
公
開
授
業
・
先
進
校
視
察

２
年
目

Ｓ
Ｇ
Ｈ
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

公
開
授
業
研
究
会
の
実
施

３
年
目

各
教
科
校
内
公
開
授
業
実
践

研
究
推
進
会
議
の
定
期
開
催

５
年
目

授
業
研
究
総
括

授
業
の
検
証
と
研
究
冊
子
化

「問題解決力育成授業」
の研究開発

探究力・協働力等の
キーコンピテンシー
を育成する授業研究
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秋田南ＳＧＨカンファレンス２０１８について 

 
10 月 26 日（金）、「秋田南ＳＧＨカンファレンス 2018」と題して、これまでのＳＧＨ事業の成果を公開した。

指定４年目の最大の成果普及事業と位置付けたもので、午前は本校を会場に、公開授業研究会を実施

した。午後からは会場を秋田駅前の公共ホールである「秋田アトリオン音楽ホール」に移し、高２課題研究

「国際探究Ⅱ」の公開成果発表会を開催した。 

午前は、中高合わせて７つの授業を公開し、複数のメディア情報を基に表現する学習や、タブレット機

器を活用した探究活動など、多様な学習活動の在り方を提案した。この公開授業および分科協議会には

県内外の教員・教育関係者・連携機関・大学生など１０６名の方々に来校いただき、本校が進めてきた探

究的な学習を取り入れた授業をご覧いただいた。 

また、午後の成果発表会では、本校のＳＧＨ研究構想『「こまちの里」秋田の高校生が、「地球村」の食

糧問題に挑む！』のもと、グローバルな諸課題の解決を目指した研究活動について、高校２年生の代表６

グループがプレゼンテーション発表した。発表は、質疑応答や生徒の司会進行も含めて、すべて英語で行

った。保護者・他校生徒を含めて１６８名の方々に来場いただき、本校生徒・教員と合わせて約６００名の

聴衆を前に発表を行った。 

 
【日時】 平成３０年１０月２６日（金） 
 

【場所】 （午前）公開授業研究会          秋田南高校各教室 

（午後）「国際探究Ⅱ」公開成果発表会 秋田アトリオン音楽ホール 
 
【内容】  

（１）全体会 

挨拶        校長 佐藤 利正  

   研究概要説明 探究部教育研究班主任 齊藤 雅子 
 

（２）公開授業研究会   

 研究主題   高大接続を展望した「主体的・対話的で深い学び」の実践 

 ～確かな知識・技能を活かした思考力、判断力、表現力を育成するために～ 
 

校種 教科・科目 授業者 学年・組 単元名 

中 
J.E. 

Communication 

志田 裕子 

杉山 芙美子 
１年３組 めざせ！スピーチの達人！！ 

高 
国語総合 

（現代文） 
伊藤 史 １年Ｃ組 

情報と主体的に関わり、論理的に批評する 

 ～秋田の観光に関する考察と提言～ 

中 社会 門間 裕之 １年１組 世界の諸地域～南アメリカ州～ 

高 数学Ⅰ 中村 東 １年Ｂ組 空間図形への応用 

高 生物基礎 平田 哲久 １年Ｄ組 神経とホルモンによる調節の仕組み 

中 
外国語 

（英語） 
吉澤 孝幸 ３年１組 

Unit ６ 

「Striving for a Better World」 

高 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 伊藤 孝紘 １年Ｆ組 Lesson 6  The Story of PlayPumps 

 授業の詳細については、97 ページ以降に記載する。 
 
（３）ＳＧＨ課題研究 高２「国際探究Ⅱ」公開成果発表会 

 詳細については、61 ページに記載する。 
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【公開授業研究会 来場者アンケートより】 回答数：９９ 

 

質問１ どの公開授業をご覧になりましたか。 

授 業 回答数 授 業 回答数 

① 中１社会      15 ⑤ 高１国語総合   9 

② 中１J.E.Communication    7 ⑥ 高１生物基礎    24 

③ 中３英語     14 ⑦ 高１コミュニケーション英語Ⅰ 14 

④ 高１数学Ⅰ    16 

 

質問２ ご覧になった授業で参考になったところはどこですか（複数回答可） 

参考になったところ 回答数 
①中１ 

社会 

②中１

J.E. 

③中３ 

英語 

④高１ 

数Ⅰ 

⑤高１ 

国総 

⑥高１ 

生基 

⑦高１ 

コ英 

主体的学び 56 6 3 8 10 5 13 11 

協働的学び 57 6 5 6 12 4 17 7 

思考力育成 52 11 4 5 6 4 11 11 

表現力育成 43 4 7 11 7 4 7 3 

知識･技能の活用力育成 24 2 2 4 1 3 6 6 

課題設定の工夫 33 8 3 3 2 5 8 4 

発問の工夫 22 2 2 4 3 5 6 0 

評価の工夫 23 1 1 2 1 4 6 8 

言語活動の工夫 37 1 5 7 6 6 8 4 

教材の工夫 40 8 1 4 8 2 12 5 

学びの深まり・発展 54 5 2 5 8 6 13 15 

高大接続を意識した指導 6 1 1 1 1 0 2 0 

 

質問３ 今後の教育動向について、どのようなことに関心を持っていますか（複数回答可） 

関心のある点 回答数 

主体的・対話的で深い学びの授業実践 46 

カリキュラムマネジメント 15 

社会に開かれた教育課程 7 

大学入試改革を含む高大接続改革 21 

中高（小中）一貫教育 5 

総合的な探究の時間等、探究活動の実践 21 

再編・新設される科目の学習指導 7 

 

質問４ 今回ご来校いただいたきっかけは何ですか 

来校のきっかけ 回答数 

本校の案内書面 19 

本校のホームページ 7 

管理機関からの紹介 5 

知人からの紹介 7 

公開授業への興味 9 

自分の学問や研究のため 8 

学校訪問や視察を兼ねて 7 

何らかの研究指定校に所属している 5 

 

秋田南ＳＧＨカンファレンス２０１８について 

 
10 月 26 日（金）、「秋田南ＳＧＨカンファレンス 2018」と題して、これまでのＳＧＨ事業の成果を公開した。

指定４年目の最大の成果普及事業と位置付けたもので、午前は本校を会場に、公開授業研究会を実施

した。午後からは会場を秋田駅前の公共ホールである「秋田アトリオン音楽ホール」に移し、高２課題研究

「国際探究Ⅱ」の公開成果発表会を開催した。 

午前は、中高合わせて７つの授業を公開し、複数のメディア情報を基に表現する学習や、タブレット機

器を活用した探究活動など、多様な学習活動の在り方を提案した。この公開授業および分科協議会には

県内外の教員・教育関係者・連携機関・大学生など１０６名の方々に来校いただき、本校が進めてきた探

究的な学習を取り入れた授業をご覧いただいた。 

また、午後の成果発表会では、本校のＳＧＨ研究構想『「こまちの里」秋田の高校生が、「地球村」の食

糧問題に挑む！』のもと、グローバルな諸課題の解決を目指した研究活動について、高校２年生の代表６

グループがプレゼンテーション発表した。発表は、質疑応答や生徒の司会進行も含めて、すべて英語で行

った。保護者・他校生徒を含めて１６８名の方々に来場いただき、本校生徒・教員と合わせて約６００名の

聴衆を前に発表を行った。 

 
【日時】 平成３０年１０月２６日（金） 
 

【場所】 （午前）公開授業研究会          秋田南高校各教室 

（午後）「国際探究Ⅱ」公開成果発表会 秋田アトリオン音楽ホール 
 
【内容】  

（１）全体会 

挨拶        校長 佐藤 利正  

   研究概要説明 探究部教育研究班主任 齊藤 雅子 
 

（２）公開授業研究会   

 研究主題   高大接続を展望した「主体的・対話的で深い学び」の実践 

 ～確かな知識・技能を活かした思考力、判断力、表現力を育成するために～ 
 

校種 教科・科目 授業者 学年・組 単元名 

中 
J.E. 

Communication 

志田 裕子 

杉山 芙美子 
１年３組 めざせ！スピーチの達人！！ 

高 
国語総合 

（現代文） 
伊藤 史 １年Ｃ組 

情報と主体的に関わり、論理的に批評する 

 ～秋田の観光に関する考察と提言～ 

中 社会 門間 裕之 １年１組 世界の諸地域～南アメリカ州～ 

高 数学Ⅰ 中村 東 １年Ｂ組 空間図形への応用 

高 生物基礎 平田 哲久 １年Ｄ組 神経とホルモンによる調節の仕組み 

中 
外国語 

（英語） 
吉澤 孝幸 ３年１組 

Unit ６ 

「Striving for a Better World」 

高 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 伊藤 孝紘 １年Ｆ組 Lesson 6  The Story of PlayPumps 

 授業の詳細については、97 ページ以降に記載する。 
 
（３）ＳＧＨ課題研究 高２「国際探究Ⅱ」公開成果発表会 

 詳細については、61 ページに記載する。 
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質問５－１ 良かった点・感想などをお書きください（自由記述） ※抜粋 

 

・［中高英語］対話式で自由に会話させるところが素晴らしい。教室と言うより家庭内での会話の雰囲気が

あった。先生も素晴らしい。   

・［中３英語］中学生の意欲的に活動する姿が印象的。今後、秋田南高校でさらに伸ばしていただき、秋

田をリードする人材に育ってほしいと思った。 

・［高１数学・生物］しっかりと生徒どうしで教えあっていて素晴らしかった。ＩＣＴの活用も効果的だった。 

・［高１数学］数学の授業で班ごとに教えあいをしている際に「自分ではそのひらめきな～い。」と言っていた。

こういった気づきがあることに、数学→ＳＧＨのつながりを強く意識した成果だと、感動した。 

・［授業全般］授業内の各活動に生徒も慣れている印象をうけた。中から高への学びの発展を感じられる展

開であった。 

・［全般］生徒が落ち着いて学ぶことができている。日常の指導が行き届いている。 

・［全般］ＰＲなども洗練されていてよい。  

・［全般］進行がスムースだった。         

 

 

質問５－２ 改善すべき点・助言等をお書きください（自由記述） ※抜粋 

 

・［中１JE］ディスカッション後の発言は great だが、教師の質問には Yes か No のみだったのが残念だった。 

・［高１英］グループディスカッションがほとんどで生徒のプレゼン時間が少ない。プリントにも英語で書いて

みるべきではないか。 

・［高１生物］話し合いをしている生徒もいたが、一部あまり参加していないような生徒も見受けられた。 

・［授業全般］生徒から教師への質問はないのか？たとえどんな小さなことでも質問すると授業も深まる。 

・［全般］全体会場からの移動が若干わかりづらかった。２年生は午後の発表で難しいのかもしれないが、

発表した２年生の授業やＳＧＨを過ごした３年生の授業を見てみたかった。 

 

 

【「国際探究Ⅱ」公開成果発表会」 来場者アンケートより】 回答数：４０ 

 

質問１ 本校生徒とのご関係を教えてください。    質問２ 発表（研究内容）はどうでしたか。  

本校生徒との関係 回答数 

保護者・家族 8 

来賓 5 

ＳＧＨ連携機関・指導者等 4 

県外学校教員 3 

県内学校教員 15 

その他 5 

 

質問３ 発表（プレゼンテーション）はどうでしたか。  質問４ 発表（質疑応答）はどうでしたか。 

プレゼンテーション 回答数 

大変良かった 34 

良かった 5 

普通 1 

あまり良くなかった 0 

 

研究内容 回答数 

大変良かった 29 

良かった 10 

普通 1 

あまり良くなかった 0 

質疑応答 回答数 

大変良かった 23 

良かった 11 

普通 4 

あまり良くなかった 1 
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質問５ 発表・質疑応答について、具体的なご感想がありましたら、ご記入ください。（自由記述） ※抜粋 

・質問も応答もしっかりしていて素晴らしかった。日頃から自分の考えを発言することに慣れていることがう

かがえる。自分たちの研究をきちんと理解しているからこその発表、応答なのだろうと感じた。 

・長い時間をかけて今日にいたったと感じる素晴らしい発表であった。良い緊張感が感じられた。今日発

表されなかったグループもとても頑張ったのではないかと思う。 

・プレゼンスキルがどのチームも高かった（話すスピードやジェスチャーなど）。質疑にも的確に答えられて

いた点など対応力の高さを感じた（質疑をする南高生もすごい）。 

・発表者以外の生徒もしっかりと質問者の話を聞いて反応している姿に感心した。質問に対してその場で

答えをまとめて発表できるのが素晴らしいと思った。 

・質疑応答もオールイングリッシュで行われており、ほかの生徒も英語技能が高いと感じた。 

・プレゼンテーションはどのグループも良く練習されていると思う。課題設定も着眼点も面白いなと思うもの

がいくつかあった。ただ、会場からの質問でデータ不足（欠如）を指摘されたところもあった。プレゼン技

能は上がっているので、今後は研究そのものの向上がより求められるかなと思う。 

・実験や観察がなされていて、客観性に基づいた提案ができていて良かった。探究の必要性についてもっ

と紹介されても良かったと思う。（いかにこの研究が必要なのか）。質問者が回答をもらった後、thank you

の後にもう一言あれば発表者のためになるのではないか。いろいろ書きましたが、高校２年生でこれだけ

の発表ができるのは素晴らしいと思う。 

・質問に対し、必ず相談するのはどうかと思う。すぐ答えられるときはすぐ返答する方が自然ではないかと。 

・研究の内容は興味深く面白かった。出典が website の URL ばかりであったので出典先の信用性にはや

や欠けると思った。もう少し、具体的な名前を明記した方が良いかと。 

・何を基にしているのかを明記してほしかった。そのテーマにしたきっかけが薄い。 

・生徒一人ひとりが一生懸命で大変感動した。 

 

質問６ その他、お気付きの点や改善すべき点などありましたら、ご記入ください。 ※抜粋 

・進行、受付など、すべて生徒がやっていて良いと思った。 

・司会、進行等、会場の運営に携わった生徒さんたちの印象がとてもよかった。南高生であることに自信を

もっている生徒さんが多いなと感じた。 

・ヘッドセットを使用された生徒さんが身振り手振りで発表していてとてもよかった。 

・どのグループもフィールド調査（現地調査）に行っていると聞いている。どんなところにいって、その結果が

どのようにプレゼンテーションに活用されているのかが分からなかったのが残念だった。 

・今後は、どのように結論が導出されたのか、研究の方法（アプローチ方法）を明示すると良いのではと思っ

た。総じて、良い発表の場であったと思う。 

・斬新なアイデアもいくつかあり、楽しく拝聴した。質疑応答も臨機応変

に英語で回答していて頼もしく思った。英語を通じて世界を知り、社会

で活躍してくれることを期待している。 

・国や県に研究結果について提言する機会を作ってほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 名を超える聴衆      身振り手振りを交えて発表     成果発表会ポスター 

質問５－１ 良かった点・感想などをお書きください（自由記述） ※抜粋 

 

・［中高英語］対話式で自由に会話させるところが素晴らしい。教室と言うより家庭内での会話の雰囲気が

あった。先生も素晴らしい。   

・［中３英語］中学生の意欲的に活動する姿が印象的。今後、秋田南高校でさらに伸ばしていただき、秋

田をリードする人材に育ってほしいと思った。 

・［高１数学・生物］しっかりと生徒どうしで教えあっていて素晴らしかった。ＩＣＴの活用も効果的だった。 

・［高１数学］数学の授業で班ごとに教えあいをしている際に「自分ではそのひらめきな～い。」と言っていた。

こういった気づきがあることに、数学→ＳＧＨのつながりを強く意識した成果だと、感動した。 

・［授業全般］授業内の各活動に生徒も慣れている印象をうけた。中から高への学びの発展を感じられる展

開であった。 

・［全般］生徒が落ち着いて学ぶことができている。日常の指導が行き届いている。 

・［全般］ＰＲなども洗練されていてよい。  

・［全般］進行がスムースだった。         

 

 

質問５－２ 改善すべき点・助言等をお書きください（自由記述） ※抜粋 

 

・［中１JE］ディスカッション後の発言は great だが、教師の質問には Yes か No のみだったのが残念だった。 

・［高１英］グループディスカッションがほとんどで生徒のプレゼン時間が少ない。プリントにも英語で書いて

みるべきではないか。 

・［高１生物］話し合いをしている生徒もいたが、一部あまり参加していないような生徒も見受けられた。 

・［授業全般］生徒から教師への質問はないのか？たとえどんな小さなことでも質問すると授業も深まる。 

・［全般］全体会場からの移動が若干わかりづらかった。２年生は午後の発表で難しいのかもしれないが、

発表した２年生の授業やＳＧＨを過ごした３年生の授業を見てみたかった。 

 

 

【「国際探究Ⅱ」公開成果発表会」 来場者アンケートより】 回答数：４０ 

 

質問１ 本校生徒とのご関係を教えてください。    質問２ 発表（研究内容）はどうでしたか。  

本校生徒との関係 回答数 

保護者・家族 8 

来賓 5 

ＳＧＨ連携機関・指導者等 4 

県外学校教員 3 

県内学校教員 15 

その他 5 

 

質問３ 発表（プレゼンテーション）はどうでしたか。  質問４ 発表（質疑応答）はどうでしたか。 

プレゼンテーション 回答数 

大変良かった 34 

良かった 5 

普通 1 

あまり良くなかった 0 

 

研究内容 回答数 

大変良かった 29 

良かった 10 

普通 1 

あまり良くなかった 0 

質疑応答 回答数 

大変良かった 23 

良かった 11 

普通 4 

あまり良くなかった 1 
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平成３０年度の授業改善の取り組み 

 
 

１ はじめに 

 今年度は、本校のＳＧＨ指定４年目にあたり、構想上でも、全国に向けての公開授業研究会が計

画されていた年度であった。ＳＧＨの研究開発の一環として本校が行っている「問題解決力育成授業

研究」については、その一部を一昨年度に公開しているが、成果の検証とともに課題も明らかになり、

学校を取り巻く状況も刻々と変わってきた。まず 2021 年度入試から始まる大学入学共通テストについ

て、その理念は以前から示されていたが、昨年 11 月と今年２月に試行調査（プレテスト）が行われ、よ

り具体的な方向性が見えてきた。また今年３月には 2022 年度から実施される新しい学習指導要領が

告示され、改訂の目的、教科目の見直しや再編成、学習・指導方法の改善の方向性など、その全容

が明らかになったところである。そして来年４月には、本校中等部の一期生を高校に迎え、教育界の動

向に対応しながら学校づくりに取り組んでいかなければならない。 

このような高等学校教育を取り巻く大きな変化は、文部科学省が推進する「高大接続改革」が背景

となっている。この改革は、高等学校教育改革・大学入学者選抜改革・大学教育改革を通じて「学力

の３要素」を確実に育成・評価すること、さらなる伸長を図ることを目的とした改革であり、本校のような

進学校では特に高等学校教育改革と大学入学者選抜改革への対応が急務であると考えている。そ

こで今年度の「秋田南ＳＧＨカンファレンス 2018」公開授業研究会及び本校高校の研究主題として、 

高大接続を展望した「主体的・対話的で深い学び」の実践 

～確かな知識・技能を活かした思考力、判断力、表現力を育成するために～  

を掲げて授業改善に取り組んだ。 

 

 

２ 研究主題について 

 ＳＧＨ事業で示されている、グローバルリーダーが身に付けるべき国際的な素養とは、社会が抱える

諸課題への関心や深い教養、コミュニケーション能力、問題解決力等である。本校で育成を目指す

「グローバルリーダー」は、このことを踏まえ、「世界と郷土に見いだした問題を、グローバルな視点で見

つめ直し、それらを論理的に考察し、解決策を考えるとともに、社会に向けて発信や提言をしていく人

間」と捉えている。そして、そのようなグローバルリーダーには、基本的知識・技能・習慣、探究力、協働

力の３つの資質が求められ、具体的には課題設定能力、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つの能力を鍛える必要があると考えている。そしてそれらの資質・能力の育成に向

けて、生徒の探究的な学習である課題研究と、問題解決力を育成するための授業研究・カリキュラム

開発を行ってきたところである。 

このうち、生徒の課題研究についてであるが、この３月、初めて課題研究に３年間通して取り組んだ、

最初の学年の生徒たちが卒業した。生徒も教員も試行錯誤を繰り返した３年間だったが、国内外の

大学・高校や研究機関・企業等の皆様方から多大なるご協力をいただき、ＳＧＨ甲子園での最優秀

賞受賞、世界大会での最高賞受賞という結果を残すことができた。また進路においても、海外の大学

を直接受験して合格する生徒を２名出すことができた。何より、生徒たち自身が主体性や行動力、表

現力、コミュニケーション力の面で、自分は成長できたと実感していたようである。職員から見ても、生

徒たちの変容ぶりには目を見張るものがあり、課題研究活動がグローバルリーダーの育成にとって有

効であるという共通認識が、学校内で醸成されてきたと考えている。 

次に、公開研究授業の研究主題について説明する。本校は生徒の９割以上が大学進学を希望する

進学校であり、現在、文部科学省が推進している高大接続改革への対応が急務であると考えている。こ
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の改革は、高等学校教育改革・大学教育改革・大学入学者選抜改革を通じて、「学力の３要素」を確

実に育成・評価すること、さらなる伸長を図ることを、目的としている。 

ここでいう「学力の３要素」とは、2014 年 12 月に中教審が示した答申によると、 

①基礎となる知識・技能を習得させること。 

②知識・技能を活用して、自ら課題を発見し、その解決に向けて探究し、成果等を表現するために

必要な、思考力・判断力・表現力等の能力を育むこと 

③主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を養うこと。 

と定義されており、新学習指導要領の総則にも「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学び

に向かう力、人間性等」として盛り込まれている。そしてこれらの学力を、「主体的・対話的で深い学び」

の視点に立った、授業改善によって育成することを目指している。 

 このような高等学校教育改革を促すため、大学入試改革もまた、学力の３要素を多面的・総合的に

評価する方法が検討されている。特に大学入学共通テストについては、昨年 11 月と今年２月に試行

調査が行われ、より具体的な方向性が見えてきた。例を挙げると、世界史では長文の資料を最後まで

読み通さないと正誤が判別できない形式や、複数の資料を関連づけて考察しなければならない形式

など、正確で素早い情報処理能力や複雑な思考・判断が求められる内容が見られた。そのような問題

に対応するため、大学進学希望者が多い高校では、基本的な知識や技能を活用した思考力・判断

力・表現力を育成できる授業、「主体的・対話的で深い学び」の視点にたった授業への転換を、一層

迫られることになるのだと実感したところである。 

 このような改革に対応するヒントはＳＧＨ事業の中に詰まっている。我々がグローバルリーダーに求め

られる資質・能力として捉えた３資質や５能力は、高大接続改革で育成したい学力・能力と同じ方向を目

指していると考えられるからである。 

 したがって、３資質や５能力を育成するために行ってきた、本校の授業改善への取り組みは、今後さらに

加速する高大接続改革への対応として十分に有効なものであると考えている。 

以上の理由から、ＳＧＨ指定による研究開発で培われた成果を、指定期間終了後も本校の教育活

動に定着させ、今後の諸課題に対応していくことを趣旨として、研究主題を設定した。 

 

 

３ 授業改善の取り組み 

（１）高大接続改革職員研修会 

 ７月１５日放課後、株式会社ベネッセコーポレーション東北支社の河野仙一氏を招聘して、高大接

続改革に関する研修を実施した。研修の目的は１０月の公開授業研究会に向け、大学入学共通テス

ト試行問題の分析をもとに、高大接続改革で求められる学力やそれを身に付けるための授業づくりに

ついてヒントを得ることである。また今年度、授業改善の一環として高校が取り組んでいる、「大学入試

共通テストを念頭に置いた考査問題の作成」の参考になることも期待して実施した。 

 講義では、まず始めに高大接続改革に向けて学校を改革していくために、学校教育目標を意識し

て各段階（生徒・クラス・学年・授業など）でのＰＤＣＡサイクルを回してつなげていくことの重要性につ

いて説明があった。次に昨年度実施された「大学入学共通テスト」試行調査をもとに、各教科で今後

求められるであろう能力についての分析が示された。その特徴は次のとおりである。 

①全教科において「社会とのかかわり」や「探究活動」を意識した出題が増加している。 

②全体的に問題文の分量が増加傾向にある。 

③「複数の資料」を読み取り、情報を統合・考察する力を重視している。 

あくまで試行調査段階の傾向ではあるが、高大接続改革の理念から考えると、この方向性が大きく

変わることはないと思われる。今後の授業改善、考査問題の改善に向けて手がかりとなる内容であっ

た。また最後に思考力・判断力・表現力を育成する他校での先進的実践例が紹介され、具体的な改

善に向けてのイメージを得ることができた。 

 

 

平成３０年度の授業改善の取り組み 

 
 

１ はじめに 

 今年度は、本校のＳＧＨ指定４年目にあたり、構想上でも、全国に向けての公開授業研究会が計

画されていた年度であった。ＳＧＨの研究開発の一環として本校が行っている「問題解決力育成授業

研究」については、その一部を一昨年度に公開しているが、成果の検証とともに課題も明らかになり、

学校を取り巻く状況も刻々と変わってきた。まず 2021 年度入試から始まる大学入学共通テストについ

て、その理念は以前から示されていたが、昨年 11 月と今年２月に試行調査（プレテスト）が行われ、よ

り具体的な方向性が見えてきた。また今年３月には 2022 年度から実施される新しい学習指導要領が

告示され、改訂の目的、教科目の見直しや再編成、学習・指導方法の改善の方向性など、その全容

が明らかになったところである。そして来年４月には、本校中等部の一期生を高校に迎え、教育界の動

向に対応しながら学校づくりに取り組んでいかなければならない。 

このような高等学校教育を取り巻く大きな変化は、文部科学省が推進する「高大接続改革」が背景

となっている。この改革は、高等学校教育改革・大学入学者選抜改革・大学教育改革を通じて「学力

の３要素」を確実に育成・評価すること、さらなる伸長を図ることを目的とした改革であり、本校のような

進学校では特に高等学校教育改革と大学入学者選抜改革への対応が急務であると考えている。そ

こで今年度の「秋田南ＳＧＨカンファレンス 2018」公開授業研究会及び本校高校の研究主題として、 

高大接続を展望した「主体的・対話的で深い学び」の実践 

～確かな知識・技能を活かした思考力、判断力、表現力を育成するために～  

を掲げて授業改善に取り組んだ。 

 

 

２ 研究主題について 

 ＳＧＨ事業で示されている、グローバルリーダーが身に付けるべき国際的な素養とは、社会が抱える

諸課題への関心や深い教養、コミュニケーション能力、問題解決力等である。本校で育成を目指す

「グローバルリーダー」は、このことを踏まえ、「世界と郷土に見いだした問題を、グローバルな視点で見

つめ直し、それらを論理的に考察し、解決策を考えるとともに、社会に向けて発信や提言をしていく人

間」と捉えている。そして、そのようなグローバルリーダーには、基本的知識・技能・習慣、探究力、協働

力の３つの資質が求められ、具体的には課題設定能力、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つの能力を鍛える必要があると考えている。そしてそれらの資質・能力の育成に向

けて、生徒の探究的な学習である課題研究と、問題解決力を育成するための授業研究・カリキュラム

開発を行ってきたところである。 

このうち、生徒の課題研究についてであるが、この３月、初めて課題研究に３年間通して取り組んだ、

最初の学年の生徒たちが卒業した。生徒も教員も試行錯誤を繰り返した３年間だったが、国内外の

大学・高校や研究機関・企業等の皆様方から多大なるご協力をいただき、ＳＧＨ甲子園での最優秀

賞受賞、世界大会での最高賞受賞という結果を残すことができた。また進路においても、海外の大学

を直接受験して合格する生徒を２名出すことができた。何より、生徒たち自身が主体性や行動力、表

現力、コミュニケーション力の面で、自分は成長できたと実感していたようである。職員から見ても、生

徒たちの変容ぶりには目を見張るものがあり、課題研究活動がグローバルリーダーの育成にとって有

効であるという共通認識が、学校内で醸成されてきたと考えている。 

次に、公開研究授業の研究主題について説明する。本校は生徒の９割以上が大学進学を希望する

進学校であり、現在、文部科学省が推進している高大接続改革への対応が急務であると考えている。こ
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（２）「秋田南ＳＧＨカンファレンス 2018」公開授業研究会 

 １０月２６日に、「秋田南ＳＧＨカンファレンス 2018」と称して、午前に公開授業研究会、午後に生徒

の「国際探究Ⅱ」公開成果発表会を開催した（詳細については 61 ページに掲載）。 

公開授業研究会における教科・授業者等は次のとおりである。 

校種 教科・科目 授業者 学年・組 単元名 

中 
J.E. 

Communication 

志田 裕子 

杉山 芙美子 
１年３組 めざせ！スピーチの達人！！ 

高 
国語総合 

（現代文） 
伊藤 史 １年Ｃ組 

情報と主体的に関わり、論理的に批評する 

 ～秋田の観光に関する考察と提言～ 

中 社会 門間 裕之 １年１組 世界の諸地域～南アメリカ州～ 

高 数学Ⅰ 中村 東 １年Ｂ組 空間図形への応用 

高 生物基礎 平田 哲久 １年Ｄ組 神経とホルモンによる調節の仕組み 

中 
外国語 

（英語） 
吉澤 孝幸 ３年１組 

Unit ６ 

「Striving for a Better World」 

高 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 伊藤 孝紘 １年Ｆ組 Lesson 6  The Story of PlayPumps 

 

「高大接続改革職員研修会」と前後して、１０月の公開授業研究会に向け、各教科で次のようなス

ケジュールで準備に取り組んだ。 

①公開授業の概要について検討（７～８月） 

   学習指導案考案の前に、想定している授業が研究主題に即しているかどうか、次の観

点で検討した。 

    ア 授業の中で、高大接続を意識している部分はどこか？ 

    イ 単元でどのような思考力・判断力・表現力を育成したいか？ 

    ウ 単元を指導する上での工夫や留意点は何か？ 

    エ 大まかな生徒の学習活動や評価規準、評価方法をどうするか？ 

   教科で検討した後の授業原案について、中・高管理職と授業者とでさらに意見を交わ

してから、授業者に指導案作成の段階に進んでもらった。 

  ②学習指導案について検討（８月～１０月） 

   授業者が作成した学習指導案について、当該教科の中・高教員全員で内容を検討し、

改良を重ねた。また指導案の方向性に沿ったリハーサル授業を行い、科内の教員が参

観し、意見交換や助言をし合うことでさらに練り上げた。 

 実際の学習指導案と公開授業研究会教科協議会の記録については後掲する。 

 

 

４ 成果と課題 

 ４年間にわたり、本校は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、授業改善に取り組んできた。

その間に示された、新学習指導要領の詳細や高大接続改革で高校生に求められる具体的な能力を

見ていくと、本校が目指す授業改善の方向性と一致していることがわかる。今年度の公開授業研究

会では、そのような４年間の取り組みで見えてきた「主体的・対話的で深い学び」の姿を、同一の研究

主題を踏まえながら、各科目の特性に応じた形で提示することができた。またそこに至るまでの、教材

研究、相互授業参観、指導案検討なども教科や教員全体で情報共有を図る上で有効であった。 

次年度以降の課題としては、次の三点が挙げられる。一つ目は授業改善の検証と授業研究成果

の普及である。次年度はＳＧＨ指定の最終年度にあたり、本校が取り組んできた、グローバルリーダー

に必要な五能力を伸ばす「問題解決力育成授業研究」の成果をまとめ、校外に発信していかなけれ

ばならない。それに向け、今年度の公開授業研究会も含めたこれまでの取り組みについて今一度検
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【秋田南ＳＧＨカンファレンス２０１８ 公開授業研究会の様子】 

    

       全体会での校長挨拶               研究概要説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

iPad とホワイトボードで考えを可視化（数学）  ポスターで発表（J.E.Communication） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクターで授業の流れを提示（英語）       分科協議会（国語） 

（２）「秋田南ＳＧＨカンファレンス 2018」公開授業研究会 

 １０月２６日に、「秋田南ＳＧＨカンファレンス 2018」と称して、午前に公開授業研究会、午後に生徒

の「国際探究Ⅱ」公開成果発表会を開催した（詳細については 61 ページに掲載）。 
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「高大接続改革職員研修会」と前後して、１０月の公開授業研究会に向け、各教科で次のようなス

ケジュールで準備に取り組んだ。 

①公開授業の概要について検討（７～８月） 

   学習指導案考案の前に、想定している授業が研究主題に即しているかどうか、次の観

点で検討した。 
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    ウ 単元を指導する上での工夫や留意点は何か？ 

    エ 大まかな生徒の学習活動や評価規準、評価方法をどうするか？ 

   教科で検討した後の授業原案について、中・高管理職と授業者とでさらに意見を交わ

してから、授業者に指導案作成の段階に進んでもらった。 

  ②学習指導案について検討（８月～１０月） 

   授業者が作成した学習指導案について、当該教科の中・高教員全員で内容を検討し、

改良を重ねた。また指導案の方向性に沿ったリハーサル授業を行い、科内の教員が参

観し、意見交換や助言をし合うことでさらに練り上げた。 

 実際の学習指導案と公開授業研究会教科協議会の記録については後掲する。 

 

 

４ 成果と課題 

 ４年間にわたり、本校は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、授業改善に取り組んできた。

その間に示された、新学習指導要領の詳細や高大接続改革で高校生に求められる具体的な能力を

見ていくと、本校が目指す授業改善の方向性と一致していることがわかる。今年度の公開授業研究

会では、そのような４年間の取り組みで見えてきた「主体的・対話的で深い学び」の姿を、同一の研究

主題を踏まえながら、各科目の特性に応じた形で提示することができた。またそこに至るまでの、教材

研究、相互授業参観、指導案検討なども教科や教員全体で情報共有を図る上で有効であった。 

次年度以降の課題としては、次の三点が挙げられる。一つ目は授業改善の検証と授業研究成果

の普及である。次年度はＳＧＨ指定の最終年度にあたり、本校が取り組んできた、グローバルリーダー

に必要な五能力を伸ばす「問題解決力育成授業研究」の成果をまとめ、校外に発信していかなけれ

ばならない。それに向け、今年度の公開授業研究会も含めたこれまでの取り組みについて今一度検
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実施クラス・科目
授業者

指導助言者

高１年C組  「国語総合」

教諭　伊藤　史

秋田県教育庁高校教育課
柏谷 浩樹 指導主事

 中１年１組
「社会（地理分野）」

教諭　門間　裕之

秋田県教育庁義務教育課
髙橋 浩 指導主事

高１年Ｅ組 「数学Ⅰ」

教諭　中村　東

秋田県教育庁高校教育課
伊藤 淳 指導主事

高１年Ｄ組 「生物基礎」

教諭　平田　哲久

秋田県教育庁高校教育課
伊藤 匡 指導主事

高１年Ｆ組
「コミュニケーション英語Ⅰ」

教諭　伊藤 孝紘

秋田県教育庁高校教育課
青山 博輝 指導主事

中３年１組 「英語」

教諭　吉澤 隆幸

秋田県教育庁高校教育課
石井 むつみ 主任指導主事

中１年３組
「J.E.Communication」

教諭　志田　裕子
学校司書　杉山 芙美子

秋田県教育庁義務教育課
大嶋 隆夫 指導主事

秋田南ＳＧＨカンファレンス２０１８ 公開授業研究会　

授業・分科協議会　一覧

中
等
部
社
会
科

広い視野に立ち、グローバル化する
国際社会を主体的に生きるリーダー
として必要な知識・技能を身に付け、
それを用いた思考力、判断力、表現
力の育成を図る。また生徒の進路希
望達成を支援する授業を行う。

主題図を見て考えた疑問をもとに学習課題
を設定し、課題に対する予想を立て、資料
をもとに話し合うことができる。
ブラジルの熱帯林減少とその問題点につい
て理解している。

本校における教科の目標 本授業の狙い

 複数の資料を用いた協働的な学習活動を
通じ、「情報の内容について吟味し、論理的
に批評する力」を養う。学習指導要領との関
連では、「文章の構成や展開を確かめ、内
容や表現の仕方について評価したり、書き
手の意図をとらえたりすることができる」「連
続的テキストと非連続的テキストを関連付け
て読む方法を理解することができる」ことを
目指す。

文章の内容や他者の考えを理解し、
自分の考えを的確に伝える表現力を
養うとともに、主体的に文章を読んで
考え、課題を解決しようとする姿勢を
育てる。また目的に応じ、図書館や多
様なメディアから知識･情報を得て活
用する力を養う。

高
校
国
語
科

教
科

高
校
数
学
科

論理的思考力や課題解決能力を身
に付けさせ、東北大学などの国公立
大学２次試験に対応できる思考力を
養う。中高一貫教育により可能となる
効率的なカリキュラムの構築を行う。

ＩＣＴの活用を通し、図形と計量の知識を統
合的・発展的に捉え直すことができる。

高
校
理
科

自然の事物・現象を科学的に探究す
ることを通して、グローバルな視点で
考える力を育て、リーダーとして必要
な基礎知識や探究力・行動力・協働
力を身に付け、新しい大学入試で求
められる思考力・表現力の育成を図
る。

血糖濃度、インスリン濃度の数値の変化か
ら、健常者と糖尿病患者との違いを特定で
きる。

高
校
外
国
語
科

際的な視野に立つグローバルリー
ダーを育成するため、実践的な英語
力を身に付け、自分の意見を英語で
表現できる力を養う。

PlayPumpsが抱える課題を踏まえて、解決
策について自分自身の意見を述べることが
できる。

中
等
部
学
校
設
定
科
目

日本語や英語による表現に多く触
れ、目的に応じた多様な表現活動を
通して、実践的なコミュニケーション
能力を身に付ける。

話し方やスピーチの内容・表現等について
助言し合い、グループのテーマが分かりや
すく伝わるよう、スピーチを工夫することがで
きる。

中
等
部
外
国
語
科

国際的な視野に立つグローバルリー
ダーを育成するため、実践的な英語
力を身に付け、自分の意見を英語で
表現できる力を養う。

スーチーさんの決断について書かれた英文
を読み，その要点を捉えた上で，メモに基
づいて自分の経験や感想などを伝えたり，
的確に応答したりすることができる。
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高等学校国語科 国語総合 学習指導案 

 
学 級 １年Ｃ組４０名 
場 所 １年Ｃ組 教 室 
授業者 伊 藤   史 

 
１ 単元名  情報と主体的に関わり，論理的に批評する ～秋田の観光に関する考察と提言～ 
 
２ 単元の目標   
（１）文章の構成や展開を確かめ，内容や表現の仕方について評価したり，書き手の意図をとらえた 

りしようとしている。                       【関心・意欲・態度】 
（２）文章の構成や展開を確かめ，内容や表現の仕方について評価したり，書き手の意図をとらえた 

りすることができる。              【読む能力】（「Ｃ読むこと」の(1)のエ） 
（３）連続的テキストと非連続的テキストを関連付けて読む方法を理解することができる。 

【知識・理解】 
 

３ 取り上げる教材 

  教  材：秋田の観光に関する資料 

（新聞・パンフレット・ウェブサイト等からの記事抜粋と各種統計資料） 

        

４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」 

   情報の内容について吟味し,論理的に批評する力 

 

５ 評価規準 

関心・意欲・態度 読む能力 知識・理解 

文章の構成や展開を確かめ，内

容や表現の仕方について評価し

たり，書き手の意図をとらえた

りしようとしている。 

文章の構成や展開を確かめ，内

容や表現の仕方について評価し

たり，書き手の意図をとらえた

りすることができる。 

連続的テキストと非連続的テキ

ストを関連づけて読む方法を理

解している。 

 

６ 生徒と単元   
（１）《生徒の実態》 

授業を通して獲得した知識や情報を受容して納得，感心はするが，物事を批評し，自ら課題を発

見してより深く考察するには至っていない。次期学習指導要領や大学入学共通テストの導入を視野

に入れ，情報の妥当性を吟味し，対話を通して論理的に批評する力を付けさせたいと考えている。  
（２）《本単元（教材）について》 

本単元では，今日的な課題をはらむテーマを設定する。異なるメディアから引用した複数の情報

の妥当性を吟味することにより，情報がどのような意図をもって用いられているかを考察する。ま

た，情報を取捨選択したり総合したりすることにより，適切な批判を加えながら考察を深めること

が期待できる。更に，自分たちの問題として新たな課題を発見したり，他教科の学習活動に結び付

けたりする広がりも企図している。 
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（３）《（１）（２）を受けた，本単元の指導について》 
教師が資料の読み取り方などを適宜助言した上で，それを活用した個人レベルで資料の読解に挑

戦する。個々の読解についてグループで意見を交換することにより，新たなものの見方や考え方を

共有し，考察を深める。 
 

７ 全体計画（総時数３時間） 
 

本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 
評価規準 

（評価の方法） 

１
（
１
時
限
） 

・課題に応じて情報を 
読み取り，対話を通 
してものの見方，考 
え方を深めようとす 
ることができる。 

・課題に応じて複数の 

 資料から必要な情報 

を個で読み取る。 

・読み取った情報につ 

 いて，グループで交 

流し合う。 

・データの基本的な読 
 み方を確認する。 
・生徒の関心や疑問に 
 対応できるよう，参 
 照資料を準備する。 
・必要に応じて資料を 
紹介できるよう，実 
物投影機を準備す

る。 
 

・連続的テキストと非 

連続的テキストを関 

連付けて読む方法を 

理解している。 

【知識・理解】 

・グループで積極的に  

交 流 し , も の の 見

方，考え方を深めよ 

うとしている。 
【関心・意欲・態度】 

（活動の観察） 
（ワークシート点検） 

２
（
２
時
限
） 

・情報を取捨選択して 
まとめたり，自分の 
考えをもって話し合 
ったりすることがで 
きる。 

・情報の内容について 
吟味したり，書き手 
の意図をとらえたり

することができる。 

・複数の資料を個で読 

み比べて考察する。 

・情報の妥当性や書き 

手の意図について，

グループで話し合

う。 
 
 
 

・生徒の気付きをうな 

がすよう適宜助言す 

る。 
・グループの交流内容 

をまとめる用紙（ま 
たはホワイトボー

ド）を準備する。 
・必要に応じてワーク 
シートを紹介できる 
よう，実物投影機を 
準備する。 

 

・文章の構成や展開を 
確かめ，内容や表現 
の仕方について評価 
したり，書き手の意 
図をとらえたりしよ 
うとしている。 

【関心・意欲・態度】 
・文章の構成や展開を 
確かめ，内容や表現 
の仕方について評価 
したり，書き手の意 
図をとらえたりする 
ことができる。 

【読む能力】 
（活動の確認） 
（ワークシート確認） 
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本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 

評価規準 

（評価の方法） 

３
（
３
時
限
） 

・課題について自分の 

考えをまとめること 

ができる。 
 
 
 

・各グループの交流内 

容をクラスで共有す

る。 

・課題について自分の 

考えをまとめる。 

 

・疑問や気付きを表出 
できるよう，質疑応 
答をうながす。 

・本単元の学習内容の 

振り返りを兼ねたま 

とめを書けるよう助 

言する。 
・必要に応じてワーク 
シートを紹介できる 
よう，実物投影機を 
準備する。 

・課題について，当事 
者意識をもって意見 

をまとめている。 

【関心・意欲・態度】 

・本単元の学習内容を 
踏まえた文章にして

いる。  
  【読む能力】 

（質疑応答の観察） 
（ワークシート分析） 

 

８ 本時の計画（本時 ２／３時間） 
（１）本時の目標 
    情報について吟味したり，書き手の意図を捉えたりしたことについて，自分の考えをもって

話し合うことができる。                              【読む能力】 
（２）学習過程 
過 

程 
生徒の学習活動 

学習 
形態 

教師の支援 
評価規準 

（評価の方法） 

導

入 

１ 本単元のテーマに関するニ 
ュースやトピックを挙げ

る。 

全体 ・積極的な発言をうなが 
す。 

 
 
 

展

開 

２ 本時の目標と学習の流れに 
ついて確認する。 

 
 
３ 学習課題に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体 
 
 

 
個 

 
 
 

 
 
 

グループ 

 
 

・明確に意識できるよう 
目標を掲示する。 

 
 
・意見と事実を分けて読 
むよう助言する。 

 
・メタ思考を用いて情報 
を考察できるよう助言 
する。 

 
・グループ交流における 
質疑応答をうながす。 

 
 
 
 

ま

と

め 

６ 本時の学習を振り返り，次

時の学習について予告す

る。 

全体 
 

・本時の学習内容が，文 
章や資料の読解におい 
て汎用性をもつことを 
おさえる。 

 

 

・文章の構成や展開を 
確かめ，内容や表現 
の仕方について評価 
したり，書き手の意 
図をとらえたりしよ 
うとしている。 
【関心・意欲・態度】 

・文章の構成や展開を 
確かめ，内容や表現 
の仕方について評価 
したり，書き手の意 
図をとらえたりする 
ことができる。 

【読む能力】 

（活動の確認） 

（ワークシート確認） 

複数の資料を読み比べて考察す 

る。 

情報の妥当性や書き手の意図

について，グループで話し合

う。 

（３）《（１）（２）を受けた，本単元の指導について》 
教師が資料の読み取り方などを適宜助言した上で，それを活用した個人レベルで資料の読解に挑

戦する。個々の読解についてグループで意見を交換することにより，新たなものの見方や考え方を

共有し，考察を深める。 
 

７ 全体計画（総時数３時間） 
 

本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 
評価規準 

（評価の方法） 

１
（
１
時
限
） 

・課題に応じて情報を 
読み取り，対話を通 
してものの見方，考 
え方を深めようとす 
ることができる。 

・課題に応じて複数の 

 資料から必要な情報 

を個で読み取る。 

・読み取った情報につ 

 いて，グループで交 

流し合う。 

・データの基本的な読 
 み方を確認する。 
・生徒の関心や疑問に 
 対応できるよう，参 
 照資料を準備する。 
・必要に応じて資料を 
紹介できるよう，実 
物投影機を準備す

る。 
 

・連続的テキストと非 

連続的テキストを関 

連付けて読む方法を 

理解している。 

【知識・理解】 

・グループで積極的に  

交 流 し , も の の 見

方，考え方を深めよ 

うとしている。 
【関心・意欲・態度】 

（活動の観察） 
（ワークシート点検） 

２
（
２
時
限
） 

・情報を取捨選択して 
まとめたり，自分の 
考えをもって話し合 
ったりすることがで 
きる。 

・情報の内容について 
吟味したり，書き手 
の意図をとらえたり

することができる。 

・複数の資料を個で読 

み比べて考察する。 

・情報の妥当性や書き 

手の意図について，

グループで話し合

う。 
 
 
 

・生徒の気付きをうな 

がすよう適宜助言す 

る。 
・グループの交流内容 

をまとめる用紙（ま 
たはホワイトボー

ド）を準備する。 
・必要に応じてワーク 
シートを紹介できる 
よう，実物投影機を 
準備する。 

 

・文章の構成や展開を 
確かめ，内容や表現 
の仕方について評価 
したり，書き手の意 
図をとらえたりしよ 
うとしている。 

【関心・意欲・態度】 
・文章の構成や展開を 
確かめ，内容や表現 
の仕方について評価 
したり，書き手の意 
図をとらえたりする 
ことができる。 

【読む能力】 
（活動の確認） 
（ワークシート確認） 
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９ 分科協議会記録 

（１）授業者から 

これまでも本校ではＮＩＥの授業実践で新聞記事の比べ読みやメディアからの情報の読み 

取りなど、中・高とも新聞や資料の分析の授業を研究実践してきた。今回は新指導要領の方

向をふまえて「情報を相互に関連づける」ことをねらいに「読み取りの根拠はどこか」「関連

はどうなるか」を考える授業を設定した。生徒が授業の後に「みんな同じキーワードにたど

り着く」と言ったが、書き手の意図を捉えることができたと感じた。教材の選定に苦労した

のが感想だ。今日は生徒がどんどん意見を出していて、自分で考えることに前向きに取り組

んでいた。新しい動きへの対策には試行錯誤が続くが、実際に授業の中で、どのような活動

でどのような力が育成できるか、実効性のある授業の組み立てについてご意見をいただきな

がら考えたい。 

 

（２）協議 

協議題「情報と主体的に関わり、論理的に批評する力の育成を目指した授業の在り方につい

て」 

高木（大曲高）：授業の全体像、授業の在り方がしっかり構築されている印象を受けた。情報

の取捨選択をするなどの新しい取り組みと、従来の国語の授業とのつながりをどうするか

が課題だと考えているが、先生は従来の授業との比重やバランスはどのようにしているの

か。 

伊藤（授業者）：特別な時間を設けて取り組むというより、本校では普段から方法を意識して 

読ませることで発展的な学習として取り入れている。教科書が今後どう変わるかわからな

いが「従来のものをどう読ませていくか」ということも課題だと考えている。 

関口（男鹿海洋高）：生徒たちに「批評」という用語の定義はしてあるのか。 

伊藤（授業者）：非難ではなく「妥当であるか」「どんな価値があるか」辞書的意味にも触れ 

ている。 

関口（男鹿海洋高）：批評となれば、良い点・悪い点を指摘することになる。今回は「考察す 

る」「提言する」という難しいことに取り組んでおり、問いが吸収できていない生徒もいる 

かと思った。以前、「難しいテーマには、目標を易しく具体的に表現した方が到達しやすく 

なる」と助言を受けたが、今回なら「秋田の宣伝マンになる」「秋田を売り込もう」として 

みると、考察と提言につながると思う。「ＩＣＴ」の定義についても、説明があっても良か 

ったかなと思った。 

伊藤（授業者）：次時の授業でご指摘のあったところを生徒にフィードバックしたい。 

関口（男鹿海洋高）：提言の指導については、この次にどのように持っていくつもりか。 

伊藤（授業者）：ワークシートで資料との関わりを見たので、次は「資料の内容が妥当である 

か」を吟味し、プラス「自分ならどうするか」と考えさせていきたい。 

成田（横手高）：生徒の発表をどのように扱うか、意見の共有の仕方についてお聞きしたい。 

伊藤（授業者）：生徒の発言を板書したものに丸印をつけながら「同じになってきたよね」と 

確認して切り上げたいと考えていた。今日は生徒からその言葉が出てきたので良かったと 

思う。 

中島（聖霊高）：目標の「論理的に」とは、書き手の意図を読み取ったうえで資料の作り方が 

妥当だったか考えさせることだと捉えてよいか。発表ではキーワードや矢印をつけて考え 

て表現していたのがよかったが、先生にとって期待したまとめ方だったのか、お聞きした 

い。 

伊藤（授業者）：「秋田犬、かわいいー」などの感覚的な読み方に対して、「なぜこれを載せた 

のか」「こういう考えに基づいて」など根拠をもって捉えることを「論理的に」とした。今
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日は各班から次々と発表させたが、次時では集約して出し、共通した理解・意識に持って

いきたい。 

佐々木（岩手・水沢高）：教科書との兼ね合いの落としどころはどうしているか。進学向けの

勉強もさせねばならない中で、こうした単元の学習の割合はどうなっているのか。 

伊藤（授業者）：教科書の単元ごとに毎回できるわけではないが、考査・テスト等でも工夫し 

た発展的な作問を取り入れている。だがやはり「教科書教材を使っていかに指導していく 

か」が課題だと考える。学校・教科の中で教材開発を共有できるようにしていくことも必 

要だ。 

樽田（秋田南高）：他の学年でも資料の読み取りには取り組んでいる。今回のような資料・グ 

ラフの読み取りの指導は、本校の国語科では普段でも折にふれてやっていることであり、 

受験指導と遠く隔たったものではないという意識で取り組んでいる。 

大渕（秋田南高中）：従来型のテキストの読み取りとの関連が今、話題になっているが、非連 

続型テキストの読み取りはＰＩＳＡ型の問題でも取り上げられており、やはりこうした読 

解はやっていかねばならないと考える。「なぜか」と理由を考えることで作成者の意図が見 

えてくる。中２の『走れメロス』も表現方法の吟味によって作者の意図が見えてくるので 

あり、作者の意図を捉える、批評・分析的に「クリティカルに読む」ということになると 

考える。 

黒丸（横手清陵中）：中高の連携をどのように取っているか、お聞きしたい。 

大渕（秋田南高中）：中学生にとっては目の前に高校生がいて、自分たちが目指す姿を日常的 

に見ている。「ここまでになるんだ」という、その下地を作るという目線で指導ができる。 

伊藤（授業者）：中学生が何をどこまでやっているかがわかれば「では、ここから先は何をど 

う教えるか」が見えてくるはずだ。互いの学びの姿を「知る」ということが、中・高それ 

ぞれの指導に生きてくると考えている。 

 

（３）指導助言 

本日の授業に対して四点申し上げたい。一つ目は、今回の授業は新学習指導要領を意識し

たものであったということだ。新指導要領の科目「現代の国語」「論理国語」では、知識理解

事項として、「主張―情報」「情報―情報」の関連についての資料の読み取りが入ってくる。

今回は今後の国語科の指導について考える提案性に富んだ授業であった。二つ目は、教科横

断的な汎用性のある内容であったことだ。新指導要領が取り入れる探究学習の整理･分析と表

現･まとめというプロセスに焦点をあてており、カリキュラムマネジメントに直結したもので

あった。課題としては、高１生が扱うには情報量が多いところもあったので、発達段階に応

じて与える情報を焦点化するかなどの検討が欲しい。三点目は、社会で求められる力に直結

した授業であったことだ。生徒たちは、観光者と情報発信者の両方の視点で情報処理をし、

社会へ目を向けて考えることができていた。四点目は、意図の明確な中高接続の指導がなさ

れていたということだ。中等部の授業ではスピーチ練習によって「話す・聞く」のスキルア

ップが図られ、高校の「読む･分析する」活動と今後の「書く・創る」活動によって、総合的

にプレゼン力の育成がなされる。ＳＧＨが目指す「グローバルリーダーの育成」という中高

一貫教育校としてのカリキュラムマネジメントを実践した点を評価する。本日はお疲れさま

でした。 

９ 分科協議会記録 

（１）授業者から 

これまでも本校ではＮＩＥの授業実践で新聞記事の比べ読みやメディアからの情報の読み 

取りなど、中・高とも新聞や資料の分析の授業を研究実践してきた。今回は新指導要領の方

向をふまえて「情報を相互に関連づける」ことをねらいに「読み取りの根拠はどこか」「関連

はどうなるか」を考える授業を設定した。生徒が授業の後に「みんな同じキーワードにたど

り着く」と言ったが、書き手の意図を捉えることができたと感じた。教材の選定に苦労した

のが感想だ。今日は生徒がどんどん意見を出していて、自分で考えることに前向きに取り組

んでいた。新しい動きへの対策には試行錯誤が続くが、実際に授業の中で、どのような活動

でどのような力が育成できるか、実効性のある授業の組み立てについてご意見をいただきな

がら考えたい。 

 

（２）協議 

協議題「情報と主体的に関わり、論理的に批評する力の育成を目指した授業の在り方につい

て」 

高木（大曲高）：授業の全体像、授業の在り方がしっかり構築されている印象を受けた。情報

の取捨選択をするなどの新しい取り組みと、従来の国語の授業とのつながりをどうするか

が課題だと考えているが、先生は従来の授業との比重やバランスはどのようにしているの

か。 

伊藤（授業者）：特別な時間を設けて取り組むというより、本校では普段から方法を意識して 

読ませることで発展的な学習として取り入れている。教科書が今後どう変わるかわからな

いが「従来のものをどう読ませていくか」ということも課題だと考えている。 

関口（男鹿海洋高）：生徒たちに「批評」という用語の定義はしてあるのか。 

伊藤（授業者）：非難ではなく「妥当であるか」「どんな価値があるか」辞書的意味にも触れ 

ている。 

関口（男鹿海洋高）：批評となれば、良い点・悪い点を指摘することになる。今回は「考察す 

る」「提言する」という難しいことに取り組んでおり、問いが吸収できていない生徒もいる 

かと思った。以前、「難しいテーマには、目標を易しく具体的に表現した方が到達しやすく 

なる」と助言を受けたが、今回なら「秋田の宣伝マンになる」「秋田を売り込もう」として 

みると、考察と提言につながると思う。「ＩＣＴ」の定義についても、説明があっても良か 

ったかなと思った。 

伊藤（授業者）：次時の授業でご指摘のあったところを生徒にフィードバックしたい。 

関口（男鹿海洋高）：提言の指導については、この次にどのように持っていくつもりか。 

伊藤（授業者）：ワークシートで資料との関わりを見たので、次は「資料の内容が妥当である 

か」を吟味し、プラス「自分ならどうするか」と考えさせていきたい。 

成田（横手高）：生徒の発表をどのように扱うか、意見の共有の仕方についてお聞きしたい。 

伊藤（授業者）：生徒の発言を板書したものに丸印をつけながら「同じになってきたよね」と 

確認して切り上げたいと考えていた。今日は生徒からその言葉が出てきたので良かったと 

思う。 

中島（聖霊高）：目標の「論理的に」とは、書き手の意図を読み取ったうえで資料の作り方が 

妥当だったか考えさせることだと捉えてよいか。発表ではキーワードや矢印をつけて考え 

て表現していたのがよかったが、先生にとって期待したまとめ方だったのか、お聞きした 

い。 

伊藤（授業者）：「秋田犬、かわいいー」などの感覚的な読み方に対して、「なぜこれを載せた 

のか」「こういう考えに基づいて」など根拠をもって捉えることを「論理的に」とした。今
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中等部社会科 学習指導案 
 

学 級 １年１組２７名 
場 所 １年１組 教 室 

授業者 門 間 裕 之 
 

１ 単元名  世界の諸地域 ～南アメリカ州～ 
 
２ 単元の目標 
（１）南アメリカ州に暮らす人々の生活の様子を的確に把握できる主題を基に地域的特色を理解し， 

その知識を身に付けている。           【知識及び技能】（Ｂ（２）⑤ア（イ）） 
（２）南アメリカ州の地域的特色を，州に暮らす人々の生活の様子を的確に把握できる主題を基に多 

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。 
【思考力，判断力，表現力等】（Ｂ（２）⑤イ（ア）） 

（３）南アメリカ州の地域的特色に対する関心を高め，それを意欲的に追究し，とらえようとしてい 
る。                          【学びに向かう力，人間性等】 

 
３ 取り上げる教材 
    教  材：「１年間に消失した森林面積」（Forest Partnership Platform のホームページ）他 
 
４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」 

地域で見られる地球的課題の要因や影響を，州という地域の広がりや地域内の結び付きなど 
  に着目して，それらの地域的特色と関連付けて多面的・多角的に考察し，表現する力。 
 
５ 評価規準 

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

南アメリカ州に暮らす人々の生
活の様子を的確に把握できる主
題を基に地域的特色を理解し，
その知識を身に付けている。 

 

南アメリカ州の地域的特色を，
州に暮らす人々の生活の様子を
的確に把握できる主題を基に多
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。 

南アメリカ州の地域的特色に対
する関心を高め，それを意欲的
に追究し，捉えようとしてい
る。 

 

 

 
６ 生徒と単元 
（１）《生徒の実態》 

入学後の聞き取りで約８割の生徒が「地理より歴史の方が好き」と答えている。アンケート
では，約半数の生徒が「南アメリカについて関心がない。分からない。」と答えている。南ア
メリカ州のイメージについては，「熱帯」や「アンデス山脈」など中学入学後に学習した内容
に関する語句が多い。地域で見られる地球的課題の要因や影響を，州という地域の広がりや地
域内の結び付きなどに着目して，それらの地域的特色と関連付けて多面的・多角的に考察し，
表現する力を高めたい。 

（２）《本単元について》 
本単元では世界の各地域で見られる地球的課題の要因や影響をその地域的特色と関連付けて

多面的・多角的に考察し，表現する力を育成することを主なねらいとしている。そうした学習
の全体を通して，世界の各州の地理的特色やそこで見られる地球的課題と地域的特色の関係を
理解できるようにする。世界の各州を対象として，それぞれの州内に暮らす人々の生活にかか
わり，かつ我が国の国土の認識を深める上で効果的な観点から州内の特色ある地理的事象を基
に主題を設定し，その追究を通してそれぞれの州の地域的特色を理解させることが主なねらい
である。 

（３）《（１），（２）を受けた，本単元の指導について》 
南アメリカ州は日本から遠く生徒たちにとって関心の高い州とは言えない。しかし，熱帯林

の減少に関してはほとんどの生徒が知っており地域的特色として捉えやすいため，地域的特色
と言える森林の伐採と開発や商品作物の栽培に関わる課題などを主題に設定できる。地理的事
象を多面的・多角的に考察し，根拠となる資料を活用し話し合う活動を通して，南アメリカ州
に関する関心を高め，日本やアジアとの関わりについての視点も取り入れて，この地域がどの
ように発展し人々の生活がどのように変化してきたのか追究させたい。 
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資料を読み取ったり，推測したり，グループ内で話し合うことで友達の考えを知ることが楽
しいと答える生徒たちである。言語活動を手段として学習を進めることで，より社会的な思考
力・判断力・表現力を高めていきたいと考えている。 

 
７ 全体計画（総時数４時間） 

 
本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 

評価規準 

（評価の方法） 

１
（
１
時
限
） 

・南アメリカ州の各国 
の位置や自然環境に 
関心をもち意欲的に 
追究することができ 
る。 

・南アメリカ州の国の 
位置や自然環境を適 
切な資料を選択して 
読み取り，白地図上 
にまとめることがで 
きる。 

 
 
 
 

・南アメリカ州の国々 
を学習シートに書き 
込む。その際，分か 
らないところは地図 
帳で調べて書き込
む。 

・地図帳から主な山脈 
・平野・河川・海洋 
等を調べ学習シート 
に書き込む。 

 
 
 
 
 

・南アメリカに関する 
資料を調べる導入と 
して地図帳で国の位 
置を調べさせる。 

・山脈の連なりや，平 
野の広がりが分かる 
ようにシートに書き 
込むように指導す
る。 

 
 
 
 
 
 

・南アメリカ州の各国 
の位置や自然環境に 
関心をもち意欲的に 
追究しようとしてい
る。 

【学びに向かう力， 
人間性等】 

（活動の観察） 
・南アメリカ州の国の 
位置や自然環境を適 
切な資料を選択して 
読み取り，白地図上 
にまとめることがで 
きる。 

【知識及び技能】 
（学習シートの観察） 

２
（
２
時
限
） 

・主題図を見て考えた 
疑問をもとに学習課 
題を設定し，課題に 
対する予想を立て， 
資料をもとに話合う 
ことができる。 

・ブラジルの熱帯林減 
少とその問題点につ 
いて理解している。 

 
 
 
 

・「１年間に消失した 
森林面積」の主題図 
から「なぜ～だろう 
か」という学習課題 
を設定し，課題に対 
する予想を立てる。 

・予想と資料を考察し 
た結果をもとにグル 
ープで話し合いキー 
ワードを考える。 

 
 
 

・森林消失の原因が耕 
地面積増加にともな 
っていることに気付 
かせたい。 

・農作物の輸出や価格 
変動など，様々な要 
因が関係しブラジル 
だけの問題でないこ 
とに気付かせたい。 

 
 
 

・主題図を見て考えた 
疑問をもとに学習課 
題を設定し，課題に 
対する予想を立て， 
資料をもとに話し合 
うことができる。 

【思考力，判断力， 
表現力等】 

（活動の観察） 
・ブラジルの熱帯林減 
少とその問題点につ 
いて理解している。 

【知識及び技能】 
（学習シートの観察） 

３
（
３
時
限
） 

・主題図を見て考えた 
疑問をもとに学習課 
題を設定し，課題に 
対する予想を立て， 
資料をもとに話合う 
ことができる。 

・バイオエタノールは 
石油の代替えとなる 
かについて自分の考 
えを発表できる。 

 
 
 
 

・「ブラジルにおける 
バイオ燃料車の台数 
と比率の推移」のグ 
ラフから「なぜ～だ 
ろうか」という学習 
課題を設定し，課題 
に対する予想を立て 
る。 

・予想と資料を考察し 
た結果をもとにグル 
ープで話し合い自分 
の考えを発表するこ 
とができる。 

 
 

・限りある資源である 
石油の代わりとして 
バイオエタノールを 
利用することで，持 
続可能な社会を作っ 
ていけるかという視 
点で話し合わせた
い。 

 
 
 
 
 
 
 

・主題図を見て考えた 
疑問をもとに学習課 
題を設定し，課題に 
対する予想を立て， 
資料をもとに話し合 
うことができる。 

【思考力，判断力， 
表現力等】 

（活動の観察） 
・バイオエタノールは 
石油の代替えとなる 
かについて自分の考 
えを発表できる。 

【知識及び技能】 
（発表と学習シートの

観察） 

 

 

 

 

中等部社会科 学習指導案 
 

学 級 １年１組２７名 
場 所 １年１組 教 室 

授業者 門 間 裕 之 
 

１ 単元名  世界の諸地域 ～南アメリカ州～ 
 
２ 単元の目標 
（１）南アメリカ州に暮らす人々の生活の様子を的確に把握できる主題を基に地域的特色を理解し， 

その知識を身に付けている。           【知識及び技能】（Ｂ（２）⑤ア（イ）） 
（２）南アメリカ州の地域的特色を，州に暮らす人々の生活の様子を的確に把握できる主題を基に多 

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。 
【思考力，判断力，表現力等】（Ｂ（２）⑤イ（ア）） 

（３）南アメリカ州の地域的特色に対する関心を高め，それを意欲的に追究し，とらえようとしてい 
る。                          【学びに向かう力，人間性等】 

 
３ 取り上げる教材 
    教  材：「１年間に消失した森林面積」（Forest Partnership Platform のホームページ）他 
 
４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」 

地域で見られる地球的課題の要因や影響を，州という地域の広がりや地域内の結び付きなど 
  に着目して，それらの地域的特色と関連付けて多面的・多角的に考察し，表現する力。 
 
５ 評価規準 

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

南アメリカ州に暮らす人々の生
活の様子を的確に把握できる主
題を基に地域的特色を理解し，
その知識を身に付けている。 

 

南アメリカ州の地域的特色を，
州に暮らす人々の生活の様子を
的確に把握できる主題を基に多
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。 

南アメリカ州の地域的特色に対
する関心を高め，それを意欲的
に追究し，捉えようとしてい
る。 

 

 

 
６ 生徒と単元 
（１）《生徒の実態》 

入学後の聞き取りで約８割の生徒が「地理より歴史の方が好き」と答えている。アンケート
では，約半数の生徒が「南アメリカについて関心がない。分からない。」と答えている。南ア
メリカ州のイメージについては，「熱帯」や「アンデス山脈」など中学入学後に学習した内容
に関する語句が多い。地域で見られる地球的課題の要因や影響を，州という地域の広がりや地
域内の結び付きなどに着目して，それらの地域的特色と関連付けて多面的・多角的に考察し，
表現する力を高めたい。 

（２）《本単元について》 
本単元では世界の各地域で見られる地球的課題の要因や影響をその地域的特色と関連付けて

多面的・多角的に考察し，表現する力を育成することを主なねらいとしている。そうした学習
の全体を通して，世界の各州の地理的特色やそこで見られる地球的課題と地域的特色の関係を
理解できるようにする。世界の各州を対象として，それぞれの州内に暮らす人々の生活にかか
わり，かつ我が国の国土の認識を深める上で効果的な観点から州内の特色ある地理的事象を基
に主題を設定し，その追究を通してそれぞれの州の地域的特色を理解させることが主なねらい
である。 

（３）《（１），（２）を受けた，本単元の指導について》 
南アメリカ州は日本から遠く生徒たちにとって関心の高い州とは言えない。しかし，熱帯林

の減少に関してはほとんどの生徒が知っており地域的特色として捉えやすいため，地域的特色
と言える森林の伐採と開発や商品作物の栽培に関わる課題などを主題に設定できる。地理的事
象を多面的・多角的に考察し，根拠となる資料を活用し話し合う活動を通して，南アメリカ州
に関する関心を高め，日本やアジアとの関わりについての視点も取り入れて，この地域がどの
ように発展し人々の生活がどのように変化してきたのか追究させたい。 
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本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 

評価規準 

（評価の方法） 

４
（
４
時
限
） 

・南アメリカ州で開発 
が進んだ理由につい 
て，考察しまとめる 
ことができる。 

・南アメリカ州の地域 
的特色をとらえる上 
で必要な知識を問う 
問題に答えることが 
できる。 

 
 
 
 

・南アメリカ州で開発 
が進んだ理由を学習 
シートにまとめる。 

・学習ワークの問題に 
取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 

・南アメリカ州の自然 
環境や開発が進んだ 
理由，開発により考 
えられる問題点等が 
１枚にまとめられる 
ような学習シートの 
形式を工夫する。 

 
 
 
 
 

・南アメリカ州で開発 
が進んだ理由につい 
て，考察しまとめる 
ことができる。 

【思考力，判断力， 
表現力等】 

（学習シートの観察） 
・南アメリカ州の地域 
的特色をとらえる上 
で必要な知識を問う 
問題に答えることが 
できる。 

【知識及び技能】 
（学習シートの観察） 

 
８ 本時の計画（本時 ２／４時間） 
（１）本時の目標 
   ・主題図を見て考えた疑問をもとに学習課題を設定し，課題に対する予想を立て，資料をもと 
    に話し合うことができる。               【思考力・判断力・表現力等】 
   ・ブラジルの熱帯林減少とその問題点について理解している。      【知識及び技能】 
（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 規 準
 

（評価の方法）
 

導

入 

１ 「１年間に消失した森 林面 
積」の主題図から「なぜ～だ 
ろうか」という学習課題を設 
定する。 

全体 
 
個 

 
 
 
 
 
 

・ブラジル以外の国とブラ 
ジルの違いに関する疑問 
から学習課題を設定させ 
る。 

・生徒が設定した学習課題 
を利用し，本時の学習課 
題とする。 

 
 
 
 

展 
開 

２ 学習課題に対する予想を考え 
る。 

 
３ 資料を考察する。 
 
４ 考察した結果をもとにグルー 

プで話し合い理由を考える。 
 
 
 
５ 各グループの話し合いの結果 

を発表しあう。 
 
 
６ 学習シートにまとめを記入す 

る。 

個 
 
 
個 

 
グループ 

 
 
 
 
全体 

 
 

 
個 

 

・既習知識や知っているこ 
とから予想させる。 

 
 
 
・考察した結果についてグ 
ループ内で話し合い，ホ 
ワイトボードにまとめ 
る。 

 
・黒板に掲示したホワイト 
ボードのキーワードを元 
に発表する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ま

と

め 

７ 関連する資料を見て理解を深 
める。 

 
８ リフレクションカードを記入 

する。 

全体 
 
 
 
個 

 

  

（例）なぜブラジルでは熱

帯林の消失が減少しないの

だろうか？ 

・主題図を見て考え
た疑問をもとに学
習課題を設定し，
課題に対する予想
を立て，資料をも
とに話し合うこと
ができる。 

【思考力，判断力， 
表現力等】 

（活動の観察） 

・ブラジルの熱帯林減
少とその問題点につ
いて理解している。 

【知識及び技能】 
（学習シートの観察） 
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９ 分科協議会記録 

（１）授業者から 

本校はグローバルリーダーの育成という目標を掲げており、コミュニケーション能力、問題解

決能力、多様な考えや価値観をもつ集団をリードできる力、協働して課題の解決に取り組む人材

を育てたいと考え、日々の授業を実践している。今日の授業は、学習課題づくりから予想し、個

人で考え、その後話し合い、言語活動による学び、その後自分で答えをつくる。そのあと発展的

な資料をみて、最後に振り返りという流れで行っている。いわゆる秋田型授業である。資料を提

示する際に、教科書や資料集にはない資料をネット上から検索し、生徒たちが「知らなかった」

と思うようなことを取り上げるよう工夫している。今回の研究主題が「高大接続を展望した主体

的・対話的で深い学びの実践」となっているが、私は日常のいつもの授業実践を見ていただいた。 

 

（２）協議 

協議題１「高大接続改革を見据えた場合の、発達段階をふまえた指導法の工夫・改善」 

小熊（秋大附中）：今日の授業では、導入でギャップのある資料を生徒に提示して学習課題を設定

し、それに対する予想を立て、予想に基づいて資料から課題の解決めざすという形態であったが、

高校の学習内容の多さを考えると、このような形で授業をするのは難しいのではないか。南高中

等部の先生方が高校の授業にどう関わっているのか質問したい。 

門間（授業者）：私は本県の高校入試であれば確実に９割とれるような力を中等部生につけたいと

考えて授業を行っている。中高一貫校では学習時間のＶ字曲線というものがあり、中学校２・３

年生で学習量が低下し高校１年生あたりから伸びてくるという。教科書の内容を網羅しようとす

れば、今回のような授業は成立しない。できるだけ興味をもって学習に向かえるようにし、網羅

できない分は考査対策プリント等で工夫し、３年間トータルで力をつけさせたいと考えている。 

齊藤（秋田南高）：私は世界史が専門だが、高校で求められる知識量は相当多い。門間先生や佐々

木先生、中等部の先生方の授業を拝見し、毎時間は難しいが、章ごとにある程度まとまった知識

が身についた段階で、学んだ知識をもとに意見を出し合うようなトピックを取り上げている。 

岩川（男鹿海洋高）：すべての授業でこのようなスタイルをとるのは無理だが、目的は思考力・表

現力・判断力をつけることだから、そのような場面を意識的に設けること、課題を作りやすいと

ころで生徒に課題を提示することは必要だろう。私は、以前「ローマの平和は、本当に平和だっ

たのだろうか」ということを問いかけたことがある。 

泉田（横手清陵高）：私は横手清陵６年目で初めて中学生も担当しているが、中高のギャップを感

じている。そこで高校の内容も紹介し、中学生に「なぜ」と感じさせ授業に入っている。こうし

た「プラスアルファ」の部分を利用して、関心づけや「振り返り」の機会を持たせている。 

小名（司会）：今「振り返り」という言葉があったが、門間先生の授業では必ずリフレクションシ

ートが活用されている。このリフレクションシートの効果について話していただきたい。 

門間（授業者）：アクティブラーニングに関する文献を読むと、「振り返りなくしてアクティブラー

ニングは成立しない」という記載が多い。私自身は、生徒一人一人がどのように考えたのかをあ

とで見直せることと、時間がかかっても必ずコメントを書いて戻すので、生徒たちと何らかのコ

ミュニケーションがとれることでも役に立っている。もしかしたら中学生よりも高校生の方が、

中身も違うだろうし、書かせる効果がもっとあるような気がする。 

泉田（横手清陵高）：前任校で、学習時間状況調査に毎日コメントを書いて返していたが、生徒と

のコミュニケーションという点では、授業の中でもできると、今日の話を聞いて改めて感じた。 

渡部（御所野学院高）：御所野学院では今の中３まで併設型で、中２からは連携型になる。併設型

は清陵や南高のように中学校への「乗り入れ」はないので、年に何回かの授業研修会で、中学の

授業を参観させてもらい、フィードバックできることは何かと常に考えている。高校１年生の現

代社会の授業でも、基礎的知識が不足していると思う場面もあるが、興味・関心を持っている生

徒は少なくないと実感している。そういう生徒を少しでも増やすために、教師側の手立てとして、

世の中の状況などを提示して、少しでも興味・関心を引き出してあげることが重要だと思う。 

 
本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 

評価規準 

（評価の方法） 

４
（
４
時
限
） 

・南アメリカ州で開発 
が進んだ理由につい 
て，考察しまとめる 
ことができる。 

・南アメリカ州の地域 
的特色をとらえる上 
で必要な知識を問う 
問題に答えることが 
できる。 

 
 
 
 

・南アメリカ州で開発 
が進んだ理由を学習 
シートにまとめる。 

・学習ワークの問題に 
取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 

・南アメリカ州の自然 
環境や開発が進んだ 
理由，開発により考 
えられる問題点等が 
１枚にまとめられる 
ような学習シートの 
形式を工夫する。 

 
 
 
 
 

・南アメリカ州で開発 
が進んだ理由につい 
て，考察しまとめる 
ことができる。 

【思考力，判断力， 
表現力等】 

（学習シートの観察） 
・南アメリカ州の地域 
的特色をとらえる上 
で必要な知識を問う 
問題に答えることが 
できる。 

【知識及び技能】 
（学習シートの観察） 

 
８ 本時の計画（本時 ２／４時間） 
（１）本時の目標 
   ・主題図を見て考えた疑問をもとに学習課題を設定し，課題に対する予想を立て，資料をもと 
    に話し合うことができる。               【思考力・判断力・表現力等】 
   ・ブラジルの熱帯林減少とその問題点について理解している。      【知識及び技能】 
（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 規 準
 

（評価の方法）
 

導

入 

１ 「１年間に消失した森 林面 
積」の主題図から「なぜ～だ 
ろうか」という学習課題を設 
定する。 

全体 
 
個 

 
 
 
 
 
 

・ブラジル以外の国とブラ 
ジルの違いに関する疑問 
から学習課題を設定させ 
る。 

・生徒が設定した学習課題 
を利用し，本時の学習課 
題とする。 

 
 
 
 

展 
開 

２ 学習課題に対する予想を考え 
る。 

 
３ 資料を考察する。 
 
４ 考察した結果をもとにグルー 

プで話し合い理由を考える。 
 
 
 
５ 各グループの話し合いの結果 

を発表しあう。 
 
 
６ 学習シートにまとめを記入す 

る。 

個 
 
 
個 

 
グループ 

 
 
 
 
全体 

 
 

 
個 

 

・既習知識や知っているこ 
とから予想させる。 

 
 
 
・考察した結果についてグ 
ループ内で話し合い，ホ 
ワイトボードにまとめ 
る。 

 
・黒板に掲示したホワイト 
ボードのキーワードを元 
に発表する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ま

と

め 

７ 関連する資料を見て理解を深 
める。 

 
８ リフレクションカードを記入 

する。 

全体 
 
 
 
個 

 

  

（例）なぜブラジルでは熱

帯林の消失が減少しないの

だろうか？ 

・主題図を見て考え
た疑問をもとに学
習課題を設定し，
課題に対する予想
を立て，資料をも
とに話し合うこと
ができる。 

【思考力，判断力， 
表現力等】 

（活動の観察） 

・ブラジルの熱帯林減
少とその問題点につ
いて理解している。 

【知識及び技能】 
（学習シートの観察） 
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協議題２「『主体的・対話的』な考察を促すための効果的な学習課題と、その課題を解決するため 

の資料の提示の工夫」 

小名（司会）：今日の授業では生徒が自分で学習課題を設定した。高校で同じようにするのはなか

なか難しい。中・高それぞれの立場で、取り組みの工夫などを紹介していただければと思う。 

佐々木（秋田南高中）：中学校で学習課題を考える際に、導入部分でどのような「問い」を見出す

かが重要である。社会科では資料が大事なので、導入資料を重視しているが、授業を一貫して使

える資料や、子ども達に驚きや感動を与えられるものを常に考えている。個人的には学習課題は

「どのように」よりも「なぜ」の方が、子ども達も焦点化できるので、有効だと考えている。 

小熊（秋大附中）：学習課題の文言が授業の魅力を左右すると感じている。私も一番魅力的なのが

「なぜ」という学習課題であると思う。よく使われるのが「どんな」だが、この文言がつくと、

そのとたんゴールがぼやけてしまう。なぜかというと、事実を確認する授業になってしまうから

である。また、学習課題を「鎌倉時代の社会」と書くだけでは何も見えてこない。「鎌倉時代は

なぜ３代で源氏が亡んだのに１５０年も続いたのか」という課題であれば、承久の乱などが出て

くるだろう。「なぜ」という学習課題には弱点もあり、すべての情報を網羅するのは難しい。な

るべく「なぜ」という課題で授業を一貫できるようなものを設定できるように頑張っている。 

門間（授業者）：地理は「なぜ」という学習課題が作りやすい。「どうして」「どんな」という課題

になると１時間では終わらず、単元計画のバランスが崩れてしまう。できるだけ１時間で完結す

る授業を組み立て、それを継続するためには、「なぜ」で始まる学習課題がいいのかなと思って

いる。また探せばどこかに文章化されていて「疑問が成立しない」ので、普段机上には教科書や

資料集などの教材は置かせない。「今日はこの３つの資料から考えてみよう」という形でやって

いる。入試の問題は、「この資料からあなたたちはどう考えるか」と作問の先生が問うているの

だから、「私が用意した３つのことから考えられることに迫ってみよう」と生徒に話している。 

小名（司会）：歴史ではどういう学習課題を？歴史と地理ではアプローチが変わってくると思うが。 

門間（授業者）：本校の生徒は 80 人中 60 人くらいが地理より歴史が好き。歴史の授業で生徒に学

習課題を作らせると、様々な知識を持っていることと、写真や図表など資料の種類も多いことか

ら、学習課題がぶれてしまう。そのため、歴史の授業では、私が設定することが多い。 

千葉（角館高）：門間先生の授業は、班ごとに分かれて同一の課題にすべて答えるパターンであっ

たが、それだと時間がかかってしまうので、班に分けるのであれば、課題を分担して発表の時間

を増やしたい。今日の授業では、たとえば○囲みの記号、増えるとか、減るとかいう記号をうま

く使い、非常にコンパクトに意見をまとめている。表現力が鍛えられているのがすごいと思った。 

小名（司会）：授業使用したホワイトボードに書く際に、「文字サイズ大きめ、文字量少なめ」と話

されていた。門間先生、これは４月からずっと？ 

門間（授業者）：ホワイトボードに最後に文章にするという方法をずっとやっている。よく社会の

入試問題で、○と○２語を使って答えなさいという文章問題があるが、それらに対応するために

は、いきなり書き始めるのではなく、「この資料から言えることはこれ、こちらの資料からはこ

れと、ポイントを余白にメモしてから文章を作っていくと間違わないぞ」ということを伝えてい

る。今日黒い字で書いたのが資料から読み取れる事実で、「事実の部分を書いていないと、入試

のときに、この子は資料をみて書いていないのではないか、知っていることを書いただけではな

いかと誤解されるから、必ずこの資料を見たということがわかるように、事実である黒の部分は

必ずいれること」と注意している。赤い字の部分は「味付け」と表現したが、資料に直接は書か

れていないが、考えられることをうまくニュアンスをとって文章化するようにと指導をしている。 

小名（司会）：この方法は大学入試の論述や小論文にも活用できる。はるばる山形県から来ていた

だいた川村先生からも、ぜひご意見をちょうだいしたい。 

川村（山形北高）：主体的・対話的考察は、文章表現にも生かせる。対話が成立するためには、相

手の言いたいことを理解する力と、自分が言いたいことが伝わるように表現できる力の両方が必

要だと思う。小論文とは違うが、推薦入試の志望理由書も、志望理由が良くても言いたいことを

きちんと書けないと通用しない。そういう意味でも主体的・対話的な考察は大事だと感じている。 

柘植（秋田高）：高大接続を考えた場合に、高校の教員は教え込んでしまうというか、話が長い傾
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向があり、そこは変えていかなければいけないとずっと思っている。生徒が話したがっている素

振りが見せているにも関わらずそれを拾いきれないともったいない。生徒の力、言葉をもっと使

ってあげれば、授業が楽しくなると思う。中学校の授業は、生徒が本当に主体で、教員は助ける

側に立っている。この授業形態を高校がうまくつないでいかないと、大学まで流れていかない。

定期考査では、できるだけ文章で答えさせる形をとり、普段の授業でも、生徒に黒板に書かせな

がら、単語ではなく、文章で答えさせるようにしている。こうしたことが、生徒が個人で考え、

さらにグループで話し合う中学校側のやり方を汲み取りながら、大学入試にもつなげていける一

つの方向なのかなと思っている。最後に授業の感想として。男子の文字がきれいだと思ったこと

と、男子がちょっとおとなしいかなという感じがしたのだが、そのあたりは？ 

門間（授業者）：今年の１年生８０人、実はみんな字がきれいでびっくりしている。「これはなくさ

ないでいこうね」と話している。今日授業をやった１組は、男子も女子もおとなしい。２組と３

組はそれぞれクラスの雰囲気がちがう。テストをやると平均点にも差が出てくる。今日冒頭で学

習課題をもらった生徒と、最後にまとめを発表した生徒は、成績だけで見ると必ずしも上位では

ないが、あえて今日はその二人を使ってやってみた。アクティブラーニングのいいところは、そ

ういう子たちが混じっていてもあまり違和感なくそれぞれ活動できること、また、私自身が結構

フリーで動けるので、気になる子はそばに行って状況を確認したうえで指名することもできる。

今日の授業で使った３番の資料は中３の公民で利用するような資料だが、「面積が増えると価格

が上がる」と書いた子が２人いた。２７人中の２人。そのままスルーして話し合いをさせた結果、

話し合いで出てきたときには、「価格が上がると面積が増える」と変っていたので、私としては

よかったよかったという感じだった。アクティブラーニングだと、生徒の様子を見る時間が増え

るので、意外にサポートしやすいし、まぎれてやっているので、あまり恥ずかしがらないで、苦

手な生徒で授業に関わっていける。その苦手意識が強い子たちがどのようなことを感じていたか

をリフレクションでも確認できる。慣れてしまえば、意外といいところがあるのかなと思う。 

（３）指導助言 

この春志高く中等部の門をたたいた中１生の、資料と向き合う姿や、学習シートに書く、まとめ 

る、設定された時間までにすべてのグループが学習内容をまとめ、黒板に提示する。自分たちで学

習を進められる力を感じさせる、大変素晴らしい授業であった。 

１点目の協議題に関して、困難な社会に出て行く 18 歳までの生徒に、教科や校種の枠をこえて

同じベクトルでの指導が求められていることを背景に「主体的・対話的で深い学びの実践に向けた

授業改善」がキーワードになっていると考える。本単元は４時間で構成されているが、１時間目は

南アメリカ州を概観し、４時間目は学習南アメリカ州の地域的特色を理解する。そしてその中の２

時間は今回、ブラジルを例に環境問題など地球的な課題をとりあげて学習を深める。方法としては

グループなど対話を盛り込みながら、地理的課題を把握しようという指導計画であったと思う。最

初に驚きを生む資料提示から学習課題を設定し、全員の予想を掲示し、その予想をもとにその後の

追究に向かわせていた。社会科ならではの見方、考え方、たとえば時間、空間、相互関係、そうい

ったものに着目し、比較分類、相互の関連づけなど、学びを深める工夫がなされていた。また、グ

ループ活動のあとで単に「増えている」から「２倍以上増えている」など推移や変化の幅にも注目

するなど表現力の向上も見られた。門間先生は導入資料をまとめの段階で再度使用し、「輸出があ

れば輸入もある」など、別の側面にも注目させるなど思考の広がりを促す問いかけもなされていた。 

２点目の協議題に関して、みんなで追究する課題を設定する際に大事なことは、すでに獲得して

いる知識や概念にどうゆさぶりをかけるかということであろう。本時では導入資料、ズームイン、

焦点化と提示方法を工夫し、生徒たちの驚きの声を上手に引き出していた。新たな疑問が生まれた

り、学習課題と自分との距離が近づいたと感じるときに追究意欲が高まる。社会に出れば子ども達

は、直面する課題の解決の糸口を自分で見つけなければいけない。課題解決に向けて追究する姿勢

を育てるためにも単元を通して継続的な学び、意識付けを図っていきたいものである。 

今日は、本当に素晴らしい子どもたちの学びの姿を見せてもらった。本校がめざす「グローバル

リーダーの育成」は、時代の要請であるとともに今日的課題でもある。中高一貫６年間の学びが礎

となり、県内外さらに国際社会で活躍できる生徒が本校から数多く輩出されることへの期待感がよ

り一層高まった日となった。 

協議題２「『主体的・対話的』な考察を促すための効果的な学習課題と、その課題を解決するため 

の資料の提示の工夫」 

小名（司会）：今日の授業では生徒が自分で学習課題を設定した。高校で同じようにするのはなか

なか難しい。中・高それぞれの立場で、取り組みの工夫などを紹介していただければと思う。 

佐々木（秋田南高中）：中学校で学習課題を考える際に、導入部分でどのような「問い」を見出す

かが重要である。社会科では資料が大事なので、導入資料を重視しているが、授業を一貫して使

える資料や、子ども達に驚きや感動を与えられるものを常に考えている。個人的には学習課題は

「どのように」よりも「なぜ」の方が、子ども達も焦点化できるので、有効だと考えている。 

小熊（秋大附中）：学習課題の文言が授業の魅力を左右すると感じている。私も一番魅力的なのが

「なぜ」という学習課題であると思う。よく使われるのが「どんな」だが、この文言がつくと、

そのとたんゴールがぼやけてしまう。なぜかというと、事実を確認する授業になってしまうから

である。また、学習課題を「鎌倉時代の社会」と書くだけでは何も見えてこない。「鎌倉時代は

なぜ３代で源氏が亡んだのに１５０年も続いたのか」という課題であれば、承久の乱などが出て

くるだろう。「なぜ」という学習課題には弱点もあり、すべての情報を網羅するのは難しい。な

るべく「なぜ」という課題で授業を一貫できるようなものを設定できるように頑張っている。 

門間（授業者）：地理は「なぜ」という学習課題が作りやすい。「どうして」「どんな」という課題

になると１時間では終わらず、単元計画のバランスが崩れてしまう。できるだけ１時間で完結す

る授業を組み立て、それを継続するためには、「なぜ」で始まる学習課題がいいのかなと思って

いる。また探せばどこかに文章化されていて「疑問が成立しない」ので、普段机上には教科書や

資料集などの教材は置かせない。「今日はこの３つの資料から考えてみよう」という形でやって

いる。入試の問題は、「この資料からあなたたちはどう考えるか」と作問の先生が問うているの

だから、「私が用意した３つのことから考えられることに迫ってみよう」と生徒に話している。 

小名（司会）：歴史ではどういう学習課題を？歴史と地理ではアプローチが変わってくると思うが。 

門間（授業者）：本校の生徒は 80 人中 60 人くらいが地理より歴史が好き。歴史の授業で生徒に学

習課題を作らせると、様々な知識を持っていることと、写真や図表など資料の種類も多いことか

ら、学習課題がぶれてしまう。そのため、歴史の授業では、私が設定することが多い。 

千葉（角館高）：門間先生の授業は、班ごとに分かれて同一の課題にすべて答えるパターンであっ

たが、それだと時間がかかってしまうので、班に分けるのであれば、課題を分担して発表の時間

を増やしたい。今日の授業では、たとえば○囲みの記号、増えるとか、減るとかいう記号をうま

く使い、非常にコンパクトに意見をまとめている。表現力が鍛えられているのがすごいと思った。 

小名（司会）：授業使用したホワイトボードに書く際に、「文字サイズ大きめ、文字量少なめ」と話

されていた。門間先生、これは４月からずっと？ 

門間（授業者）：ホワイトボードに最後に文章にするという方法をずっとやっている。よく社会の

入試問題で、○と○２語を使って答えなさいという文章問題があるが、それらに対応するために

は、いきなり書き始めるのではなく、「この資料から言えることはこれ、こちらの資料からはこ

れと、ポイントを余白にメモしてから文章を作っていくと間違わないぞ」ということを伝えてい

る。今日黒い字で書いたのが資料から読み取れる事実で、「事実の部分を書いていないと、入試

のときに、この子は資料をみて書いていないのではないか、知っていることを書いただけではな

いかと誤解されるから、必ずこの資料を見たということがわかるように、事実である黒の部分は

必ずいれること」と注意している。赤い字の部分は「味付け」と表現したが、資料に直接は書か

れていないが、考えられることをうまくニュアンスをとって文章化するようにと指導をしている。 

小名（司会）：この方法は大学入試の論述や小論文にも活用できる。はるばる山形県から来ていた

だいた川村先生からも、ぜひご意見をちょうだいしたい。 

川村（山形北高）：主体的・対話的考察は、文章表現にも生かせる。対話が成立するためには、相

手の言いたいことを理解する力と、自分が言いたいことが伝わるように表現できる力の両方が必

要だと思う。小論文とは違うが、推薦入試の志望理由書も、志望理由が良くても言いたいことを

きちんと書けないと通用しない。そういう意味でも主体的・対話的な考察は大事だと感じている。 

柘植（秋田高）：高大接続を考えた場合に、高校の教員は教え込んでしまうというか、話が長い傾
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高等学校数学科 数学Ⅰ 学習指導案 

 

学 級 １年Ｂ組４０名 

場 所 大  教  室 

授業者 中 村   東 

 
１ 単元名  第４章 図形の計量 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）角の大きさなどを用いた計量に関心をもち，考察しようとしている。【関心・意欲・態度】 
（２）三角比を用いて図形の計量問題を考察し，表現することができる。 

                  【数学的な見方や考え方】（(2)図形と計量のイ） 
（３）正弦定理や余弦定理，面積の公式を用いて平面図形や空間図形の計量を行うことができる。 
                       【数学的な技能】（(2)図形と計量のアの(ｳ)） 
（４）三角比を鈍角まで拡張する意義を理解し，図形の計量について基礎的な知識を身に付けてい 

る。                    【知識・理解】（(2)図形と計量のアの(ｲ)） 
 

３ 取り上げる教材 

  教  材：「高等学校 数学Ⅰ」（数研出版）「フォーカスゴールド数学Ⅰ＋Ａ」（啓林館） 

       動的数学ソフトウェア「ＧｅｏＧｅｂｒａ」 

 

４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」 

（１）図形の構成要素間の関係を三角比を用いて表現するとともに，定理や公式として導く力 
（２）図形の構成要素間の関係に着目し，日常や社会の事象などを数学的に捉え，問題を解決した 

り，解決の過程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との関係を考察したりする力 
 

５ 評価規準 

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解 

角の大きさなどを用い 

た計量に関心をもつと 

ともに，それらの有用 

性を認識し，事象の考 

察に活用しようとして 

いる。 

事象を三角比を用いて 

考察し表現したり，思 

考の過程を振り返った 

りすることなどを通し 

て，角の大きさなどを 

用いて計量を行うため 

の数学的な見方や考え 

方を身に付けることが 

できる。 

事象を三角比を用いて 

表現・処理する仕方や 

推論の方法などの技能 

を身に付けている。 

直角三角形における三 

角比の意味，三角比を 

鈍角まで拡張する意義 

及び図形の計量の基本 

的な性質を理解し，知 

識を身に付けている。 

 

６ 生徒と単元   
（１）《生徒の実態》 

ＳＧＨの探究活動を通して自らの考えや疑問点を積極的に述べる態度や，世界が抱える様々

な問題に対して解決策を考えようという主体性が育ってきている。 
本単元を通して論理的思考力を高めると同時に，問題に対して一つのアプローチだけで満足

せず，より一般性のある解決策やより容易な解決策を導き，それぞれのアプローチに対して批

判的に考える視点を育てたい。また，学び合いの活動を通して相手に分かりやすく伝える表現

力や協働力を育てたい。 
（２）《本単元（教材）について》 

図形問題は一つの問題に対して複数のアプローチがあることが多い。ある方法は一見優れて
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いても特定の問題にしか使えない特殊性があったり，難しく見える方法が一般性をもった優れ

た解決策であったりすることもあり，複数の解決策について比較するのに適している。 
空間図形の問題を解くには，ＩＣＴを活用することで直感的な理解が容易になる。このよう

にＩＣＴの活用能力を育成するためにも適している。 
複数のアプローチの中からより優れた解決策，一般性のある解決策を追究していく過程で，

一度見付けた解決策に対して批判的に見つめなおす力を育てていくことができると考えてい

る。 
（３）《（１）（２）を受けた，本単元の指導について》 
   ＩＣＴを活用することで情報収集能力や表現力の向上を目指し，授業におけるｉＰａｄやス

マートフォンの活用を進めている。 
本単元では，それぞれの問題の解決策に気付いたり身に付けたりすることよりも，自分の発

見した解決策を相手に伝えたり，自分達の解決策以外の方法があることを知ることで，異なる

解決策のよさを知ったり，自分達の解決策の弱点を批判的に考察する力を身に付けたりするこ

とで，ＳＧＨにおける「課題解決能力」「論理的思考力」を深めたい。 
   グループで協働して問題を解くだけでなく，異なる２つのグループ同士の学び合いを行うこ

とで協働力や表現力の向上，主体性を育むことを目指している。 
 
７ 全体計画（空間図形への応用 総時数３時間） 

 
本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 

評価規準 

（評価の方法） 

１
（
１
時
限
） 

・ＩＣＴの活用を通

し，空間図形を様々 
な方向から見たり， 
展開図を描いたりす 
ることで，空間図形 
を平面図形として処 
理することができ

る。 

・空間図形について展 

開図を描いたり断面 

図を描いたりするこ 

とで，長さや最短距 

離を測量する。 

・空間図形は平面図形 
の集まりであること 
を確認する。 

・ＧｅｏＧｅｂｒａで 
空間図形を様々な方 
向から見ることがで 
きるようにする。 

・三角比や正弦定理・ 

余弦定理などを空間 

図形の計量に活用し 

ようとしている。 

【関心・意欲・態度】 
（活動の観察） 
（ワークシート観察） 

２
（
２
時
限
） 

・ＩＣＴの活用を通

し，空間図形の断面 

図を描くことと，体 

積を分割するという 

視点を身に付けるこ 

とができる。 

・正四面体の体積を， 

断面図の活用や体積 

の分割に着目して求 

める。 

・内接円の半径のよう 

にいくつかの図形に 

分割する考え方があ 

ることを助言する。 

・断面図を描くときは 

対称性のある位置で 

考えることを助言す 

る。 

・ＧｅｏＧｅｂｒａで 
空間図形を様々な方 
向から見ることがで 
きるようにする。 

・三角比や正弦定理・ 
余弦定理を用いて空 
間図形の計量をする 
ことができる。 

【数学的な技能】 
（ワークシート観察） 

３
（
３
時
限
） 

・ＩＣＴの活用を通

し，図形と計量の知 
識を統合的・発展的 
に捉え直すことがで 
きる。 

・正四面体の内接球の 

半径を求める問題を 

通し，多面的な見方 

を身に付ける。 

 

・異なる２つのグルー 

プ間での学び合いを 

通し，理解を深め

る。 

・ＧｅｏＧｅｂｒａで 
各グループのアプロ 
ーチに適した状態を 
準備しておく。 

 
・ＣｌａｓｓｉＮＯＴ 

Ｅを用いてグループ 

の話し合いをまとめ 

るよう助言する。 

・空間図形の計量に活 
用するために正弦定 
理・余弦定理を多面 
的に見ることができ 
る。 

【数学的な 
見方や考え方】 

（ワークシート観察） 

高等学校数学科 数学Ⅰ 学習指導案 

 

学 級 １年Ｂ組４０名 

場 所 大  教  室 

授業者 中 村   東 

 
１ 単元名  第４章 図形の計量 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）角の大きさなどを用いた計量に関心をもち，考察しようとしている。【関心・意欲・態度】 
（２）三角比を用いて図形の計量問題を考察し，表現することができる。 

                  【数学的な見方や考え方】（(2)図形と計量のイ） 
（３）正弦定理や余弦定理，面積の公式を用いて平面図形や空間図形の計量を行うことができる。 
                       【数学的な技能】（(2)図形と計量のアの(ｳ)） 
（４）三角比を鈍角まで拡張する意義を理解し，図形の計量について基礎的な知識を身に付けてい 

る。                    【知識・理解】（(2)図形と計量のアの(ｲ)） 
 

３ 取り上げる教材 

  教  材：「高等学校 数学Ⅰ」（数研出版）「フォーカスゴールド数学Ⅰ＋Ａ」（啓林館） 

       動的数学ソフトウェア「ＧｅｏＧｅｂｒａ」 

 

４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」 

（１）図形の構成要素間の関係を三角比を用いて表現するとともに，定理や公式として導く力 
（２）図形の構成要素間の関係に着目し，日常や社会の事象などを数学的に捉え，問題を解決した 

り，解決の過程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との関係を考察したりする力 
 

５ 評価規準 

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解 

角の大きさなどを用い 

た計量に関心をもつと 

ともに，それらの有用 

性を認識し，事象の考 

察に活用しようとして 

いる。 

事象を三角比を用いて 

考察し表現したり，思 

考の過程を振り返った 

りすることなどを通し 

て，角の大きさなどを 

用いて計量を行うため 

の数学的な見方や考え 

方を身に付けることが 

できる。 

事象を三角比を用いて 

表現・処理する仕方や 

推論の方法などの技能 

を身に付けている。 

直角三角形における三 

角比の意味，三角比を 

鈍角まで拡張する意義 

及び図形の計量の基本 

的な性質を理解し，知 

識を身に付けている。 

 

６ 生徒と単元   
（１）《生徒の実態》 

ＳＧＨの探究活動を通して自らの考えや疑問点を積極的に述べる態度や，世界が抱える様々

な問題に対して解決策を考えようという主体性が育ってきている。 
本単元を通して論理的思考力を高めると同時に，問題に対して一つのアプローチだけで満足

せず，より一般性のある解決策やより容易な解決策を導き，それぞれのアプローチに対して批

判的に考える視点を育てたい。また，学び合いの活動を通して相手に分かりやすく伝える表現

力や協働力を育てたい。 
（２）《本単元（教材）について》 

図形問題は一つの問題に対して複数のアプローチがあることが多い。ある方法は一見優れて
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８ 本時の計画（本時 ３／３時間） 
（１）本時の目標 
    ＩＣＴの活用を通し，図形と計量の知識を統合的・発展的に捉え直すことができる。 

             【数学的な見方や考え方】 
（２）学習過程  

 

過 

程 
生徒の学習活動 

学習 
形態 

教師の支援 
評価規準 

（評価の方法） 

導

入 

１ 本時の目標を確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体  
・「内接球の半径」まで 

は全員が解けることを 
目標とし，「外接球の 
半径」は「内接球の半 
径」ができたグループ 
に挑戦してもらう問題 
だと指示をする。 

 

展

開 

２ Ｇｅｏｇｅｂｒａを活用し 
て考える。 

 
 
 
 
 
 
３ グループ全員が理解できる

ように学び合いをする。 
 
４ 内接球の半径ができたグル 

ープは外接球の半径も考え 
る。 

 
５ 異なる方法で解いた２グル 

ープが一緒になって学び合 
いを行い，２通りの方法を 
理解する。 

 
６ ２通りの方法についてそれ 

ぞれの良さ，弱点について 
話合いをする。 

グループ 

 
 
 
 
 
 
 
グループ 

 
 
 
 
 
 
２グルー

プ合同 

 
 
 
グループ 

 

・ｉＰａｄでＧｅｏＧｅ

ｂｒａの使用を指示す 
る。 

・内接円のアイディアを 
使うグループと断面図 
で考えるグループで異 
なる画面を見せる。 

 
・解答が進んでいないグ 

ループにヒントを与え 
る。 

 
 
 
 
・学び合いが進むように 

相手の話を聞くことを 
助言する。 

 
 
・ＣｌａｓｓｉＮＯＴＥ 

でそれぞれの解法のよ 
さや今日のポイント， 
振り返りを記入させ

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま

と

め 

７ 本時の学習を振り返る。 全体 ・各グループの振り返り 
の記述を全体でシェア 
する。 

 

ＩＣＴを活用して空間図形

の問題を複数の解法で解

き，それぞれのよさを追究

する。 

正四面体の内接球，外接球

の半径を求める。 

・空間図形の計量に活

用するために正弦定

理・余弦定理を多面

的に見ることができ

る。 
【数学的な 

見方や考え方】 
（ワークシート観察） 
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９ 分科協議会記録  

（１）授業者から 

普段の授業では私用の iPad をプロジェクタで投射して生徒に説明している。そろそろ生徒が自 
分で活用するスタイルを取り入れようと試み、今回の授業となった。生徒が互いに教え合う授業ス

タイルで協働的な学びを目指した。また、２つの解法の比較だけでなく、数学に限らず諸問題への

取捨選択ができる力を養いたいと考えた。生徒に教えさせることに主眼をおいた。 

（２）協議 

協議題１「対話的な活動や学びを深め合う場面における、ＩＣＴの効果的な活用方法について」 
協議題２「数学的な思考力・表現力を高める指導の工夫について」 

（相互にかかわり合う協議題なので、分けずに協議した） 

芳賀（横手高）：中学生も来年から入ってくる、とのことだが、中等部数学科の先生から見て、中 
学と高校の違いが大きいと伺っている。本日の東先生の授業も踏まえてお教えいただきたい。 

工藤道（秋田南高中）：グループワークを中学では多く行い、ホワイトボードを班ごとに使わせ、 
助け合って教える事が多い。グループワークは中学でも多く行うため、本日の研究授業でも参考 
にした。一方、高校の取り組みを中学に取り込む部分はこれからである。 

小山（秋田県あきた未来創造部）：主体的・対話的で深い学び、論理力表現力の育成について、高 
いレベルで実現できていると感じた。最後の「特殊解・一般解」については、なるほどと感銘を 
受けた。答えのない諸問題についての向き合い方、につながれば、と感じる。 

質問を１点。ＩＣＴを活用しての授業であり、取り入れ方についてだが、３次元の ipad 教材 
については、模型の方がよい場合もあると思うが、どうか。 

中村（授業者）：同じ学年部の高久先生が、段ボール模型での授業を行ったが、一長一短であった。 

例えばＩＣＴでは、教材や動画を用意しておいてその場で見せる際、授業の単元ごとに模型を用 
意しなくてよい。参考書をスキャンし、ApplePencil で書き込んで授業展開するため、板書をほと 
んどしていない。また、教科書にそのまま書き込む生徒が多い。例えば後の学年で高１内容を振 
り返る際、みんな教科書に書き込んだもので復習するので、この授業展開は生徒の実状に合致し 
ている。 

小山（秋田県あきた未来創造部）：板書の授業とＩＣＴの授業で、生徒の学習定着に差はないのか。 

中村（授業者）：板書の授業と定着について差異はほとんど無いと感じる。geogebra を使って、パ 
カッと割れる動画を見せると、定着が強い。生徒にとっては、インパクトがあり面白いことで定 
着が図れるので、積極的に使っている。 

杜（秋田大）：県内の高校の取り組みや変化を嬉しく思っている。普段こうした授業をしている 
わけではないとしても、iPad に限らず、生徒が主体的に取り組む体験をさせることや反転要素を 
取り入れた授業を通して生徒にこうした体験をさせることは重要。ぜひ、全ての生徒たちに経験 
させたい。特に空間図形に対しては、生徒がイメージできるかできないかが大きいので体験の効 
果が大きい。もちろん、iPad で全てできるわけではないので、これに類する取り組みを、という 
意味。全体の主題については学習者をもっと積極的に前向きにさせることを目指した育成をお願

いしたい。また、ＡＬや「主体的な～」とした狙いについて、秋田県の教育の蓄積にも（ＡＬ以

前から）大きな財産がある。これらを活かすことも大いに考えてほしい。 

Tinashe（秋田大）：本日、４～５名グループの全員参加型であったが、グループ内で気持ちが離れ

たメンバーへの対応はどうされているか。 

中村（授業者）：本日は公欠者が多いため、グループが少人数になり理想的人数に近づいた。普段

は大人数のグループになるため、確かに気持ちが離れる生徒が１・２名出る。指導者はグループ

を回って個別に声かけをしフォローしている。またグループ内の生徒が参加を促すこともある。 

松村（群馬・中央中等教育）：遠くから来たが、来てよかった。４点伺いたい。 

８ 本時の計画（本時 ３／３時間） 
（１）本時の目標 
    ＩＣＴの活用を通し，図形と計量の知識を統合的・発展的に捉え直すことができる。 

             【数学的な見方や考え方】 
（２）学習過程  

 

過 

程 
生徒の学習活動 

学習 
形態 

教師の支援 
評価規準 

（評価の方法） 

導

入 

１ 本時の目標を確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体  
・「内接球の半径」まで 

は全員が解けることを 
目標とし，「外接球の 
半径」は「内接球の半 
径」ができたグループ 
に挑戦してもらう問題 
だと指示をする。 

 

展

開 

２ Ｇｅｏｇｅｂｒａを活用し 
て考える。 

 
 
 
 
 
 
３ グループ全員が理解できる

ように学び合いをする。 
 
４ 内接球の半径ができたグル 

ープは外接球の半径も考え 
る。 

 
５ 異なる方法で解いた２グル 

ープが一緒になって学び合 
いを行い，２通りの方法を 
理解する。 

 
６ ２通りの方法についてそれ 

ぞれの良さ，弱点について 
話合いをする。 

グループ 

 
 
 
 
 
 
 
グループ 

 
 
 
 
 
 
２グルー

プ合同 

 
 
 
グループ 

 

・ｉＰａｄでＧｅｏＧｅ

ｂｒａの使用を指示す 
る。 

・内接円のアイディアを 
使うグループと断面図 
で考えるグループで異 
なる画面を見せる。 

 
・解答が進んでいないグ 

ループにヒントを与え 
る。 

 
 
 
 
・学び合いが進むように 

相手の話を聞くことを 
助言する。 

 
 
・ＣｌａｓｓｉＮＯＴＥ 

でそれぞれの解法のよ 
さや今日のポイント， 
振り返りを記入させ

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま

と

め 

７ 本時の学習を振り返る。 全体 ・各グループの振り返り 
の記述を全体でシェア 
する。 

 

ＩＣＴを活用して空間図形

の問題を複数の解法で解

き，それぞれのよさを追究

する。 

正四面体の内接球，外接球

の半径を求める。 

・空間図形の計量に活

用するために正弦定

理・余弦定理を多面

的に見ることができ

る。 
【数学的な 

見方や考え方】 
（ワークシート観察） 

− 111 −



１）反転授業について。私たちも今後不可欠の教材だと感じているが、生徒の負担についてはど

うなのか（他教科との兼ね合い、部活動との兼ね合い）南高でどんな課題があるのか。 

２）ＩＣＴ教材について。家庭にＩＣＴ機器が持てるか、の問題がクリアできたとして、生徒が

予期せぬ方向に使ってしまう、という面での課題は南高ではどうか。 

３）グループ構成の際、できる・できないを指導者が区別してよいのか、自分は「自分たちが必

要だと感じたらグループを組め」と指導している。組ませ方を指導者が整理することの是非に

ついて。 

４）ＩＣＴ機器は「わかる」に効果があるが全体化から「個」へ戻す作業でデメリットはないか。 

中村（授業者）：１点目。他クラスで同テーマの模擬授業の際、見てこない生徒が多少いた。その 
場合も、見てきた生徒が教えた。見てこなかった生徒が「あっわかった！」と反応した授業もあ 
った。２点目。本校は Classi を導入しているので、保護者の「生徒へのＩＣＴ活用」について理 
解がある。探究活動や調べ学習で授業中の機器使用は指導者の許可が必要、としている。ＩＣＴ 
の良い使い方を示したい。３点目。グループのリーダーは生徒の自薦。数学の力が高くない生徒 
も名乗り出たが、やらせた。「必ず男女混ぜる」などルールを工夫して、良い形にしている（も 
ともとの生徒のモラルの高さもある）。でも今回のご指摘は参考になった。４点目、見せて理解 
させても、その後振り返った際にできない、という点が課題だと思う。一方、今の生徒はティ 
ーチングスタイルでずっと教えると飽きるので、全体化と個別の理解の両方を行き来して、理解 
と定着を図りたい。 

武塙（横手高）：私も難しい内容の授業にはグループワークを使っているが、横手の高３生からは 
否定的意見が多かった。理由が「板書に生徒が書き、添削するスタイルがいい」というもの。も 
う１点。本時の「断面図」で解く方法で「垂線が重心」「内接円の中心」について、本質的理解 
でなく、グループの女子生徒の説明も geogebra で「ほらこうでしょう」としか見せていないのが 
気になった。 

中村（授業者）：例えば、今のスタイルを高３生の演習でも続けるか、といったらわからない。１ 
対１の教え合いスタイルも取り入れたいが、今回はできなかった。昨年、高３生を指導した先生 
のスタイルが、授業後半で個別に演習させ、その添削を次時前半で提示し講評する方法で、生徒 
の反応も良かった。こうした形が良いのかも検討したい。重心についての本質理解は、前時で扱 
っている。体積・高さについては無条件で使って良いことにしたのはそのため。 

（３）指導助言 

事前に拝見した指導案で「ＩＣＴ活用」という点に特に注目していた。４年前、秋田北高で小松

田先生の ipad を利用した授業を拝見したが、４年間での進化を感じた。生徒のリテラシーが高く、

途中つかえずに指導者も生徒もスムーズに授業を進めている点に感心した。教具として ipad を用い

て空間図形をイメージし、生徒も iPad を使うのを楽しく感じているようだった。 

ＩＣＴの特徴として、空間的・時間的制約を超えること、カスタマイズできること、等があり、

個別の能力に応じた学習ができること、協働的活動を推進できる、等のメリットがある。各グルー

プ１台、ということで、考えを深めるための教材として活きていた。また、試行を繰り返しできる、

ということで生徒の理解も深まったようである。個人の考えを整理して伝え合う（ホワイトボード

の併用なので全てＩＣＴというわけではないが）点でも協働的な取り組みにＩＣＴが貢献してい

た。 

ご指摘のあった点だが、グループワークの中で受け身な生徒のフォロー法については、例えば英

語で多いのがメンバーの役割分担も事前に課す方法がある。大教室の良い環境ゆえできる、という

こともあるので、普段の授業にどう展開していくか、は今後の課題。とはいえ、良いものは良い、

として今後も研究し発展されることを期待する。また、アウトプットする際に用いるツールとして

もＩＣＴに期待する。併せてＩＣＴ機器使用の目的を明確にして授業に活用したいものである。 
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高等学校理科 生物基礎 学習指導案 

 
学 級 １年Ｄ組４１名 
場 所 １年Ｄ組 教 室 
授業者 平 田 哲 久 

 
１ 単元名  神経とホルモンによる調節の仕組み 
 
２ 単元の目標 
（１）自律神経系とホルモンによる体内環境の維持の仕組みについて，自分自身の体内で行われてい 

る働きとして関心をもって意欲的に学習に取り組もうとする。     【関心・意欲・態度】 
（２）動物の体液濃度が自律神経系とホルモンの作用により調節されている仕組みを考察し，体液濃 

度が一定に保たれる仕組みについて，科学的な見方で論理的に表現する。 
【思考・判断・表現】（(2)｢生物の体内環境の維持｣のアの(ｲ)） 

（３）心臓の拍動数の測定実験を通じて，観察・実験の記録を適切に行い，科学的に探究する技能を 
身に付ける。       【観察・実験の技能】（(2)「生物の体内環境の維持」のアの(ｱ)） 

（４）自律神経系とホルモンが大きく作用することで，体内環境が一定に保たれる仕組みについて理 
解する。            【知識・理解】（(2)「生物の体内環境の維持」のアの(ｲ)） 

 
３ 取り上げる教材 

  教  材：「改訂版 生物基礎」（数研出版） 

 

４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」 

   血糖濃度が自律神経系とホルモンの作用により調節されている仕組みを図と表・数値から考察 
し，濃度が一定に保たれる仕組みについて，科学的な見方で論理的に表現する力 

 

５ 評価規準 

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 観察・実験の技能 知識・理解 

体内環境の維持の仕組 

みについて関心をも

ち，意欲的に探究しよ 

うとしている。 

動物の体液の濃度が自 

律神経系とホルモンの 

作用により調節されて 

いる仕組みを考察し， 

導き出した考えを表現 

している。 

体内環境の維持の仕組 

みについて観察，実験 

を行い，それらの過程 

や結果を的確に記録， 

整理している。 

体内環境の維持に自律 

神経系とホルモンが関 

わっていることを理解 

し，知識を身に付けて 

いる。 

 

６ 生徒と単元   
（１）《生徒の実態》 

普段の授業では，近くの席やグループでの学習活動を行うと，活発な意見交換がなされ，生徒同

士の学び合いが促進されることで，科学的用語を用いた適切な表現や知識の定着が図られている。

単元を通じて，グラフや表などの資料から状況を読み取り，自然の事物・現象についての関連性や

傾向を考える力や，情報を検証し，設定条件などについて判断する力を育成したい。 
（２）《本単元（教材）について》 

交感神経と副交感神経の働きの違いや，ホルモンの名称と内分泌腺，主な働きを学んできた中

で，自律神経系とホルモンが連動して作用して血糖濃度を調節していることを学ぶことができる。

また，調節の不具合に起因する糖尿病はどのようにして起こるかなど，間脳の視床下部から命令が

自律神経系と内分泌系という２つの仕組みを通して，どのように標的器官・標的細胞に伝わり，体

内環境の維持に関わっているかを表やグラフ，数値を通して読み取る点で，自然の事物・現象につ

いての関連性や傾向を考える力や，情報を検証し，設定条件などについて判断する力を育成が図ら

れる点で有効である。 

１）反転授業について。私たちも今後不可欠の教材だと感じているが、生徒の負担についてはど

うなのか（他教科との兼ね合い、部活動との兼ね合い）南高でどんな課題があるのか。 

２）ＩＣＴ教材について。家庭にＩＣＴ機器が持てるか、の問題がクリアできたとして、生徒が

予期せぬ方向に使ってしまう、という面での課題は南高ではどうか。 

３）グループ構成の際、できる・できないを指導者が区別してよいのか、自分は「自分たちが必

要だと感じたらグループを組め」と指導している。組ませ方を指導者が整理することの是非に

ついて。 

４）ＩＣＴ機器は「わかる」に効果があるが全体化から「個」へ戻す作業でデメリットはないか。 

中村（授業者）：１点目。他クラスで同テーマの模擬授業の際、見てこない生徒が多少いた。その 
場合も、見てきた生徒が教えた。見てこなかった生徒が「あっわかった！」と反応した授業もあ 
った。２点目。本校は Classi を導入しているので、保護者の「生徒へのＩＣＴ活用」について理 
解がある。探究活動や調べ学習で授業中の機器使用は指導者の許可が必要、としている。ＩＣＴ 
の良い使い方を示したい。３点目。グループのリーダーは生徒の自薦。数学の力が高くない生徒 
も名乗り出たが、やらせた。「必ず男女混ぜる」などルールを工夫して、良い形にしている（も 
ともとの生徒のモラルの高さもある）。でも今回のご指摘は参考になった。４点目、見せて理解 
させても、その後振り返った際にできない、という点が課題だと思う。一方、今の生徒はティ 
ーチングスタイルでずっと教えると飽きるので、全体化と個別の理解の両方を行き来して、理解 
と定着を図りたい。 

武塙（横手高）：私も難しい内容の授業にはグループワークを使っているが、横手の高３生からは 
否定的意見が多かった。理由が「板書に生徒が書き、添削するスタイルがいい」というもの。も 
う１点。本時の「断面図」で解く方法で「垂線が重心」「内接円の中心」について、本質的理解 
でなく、グループの女子生徒の説明も geogebra で「ほらこうでしょう」としか見せていないのが 
気になった。 

中村（授業者）：例えば、今のスタイルを高３生の演習でも続けるか、といったらわからない。１ 
対１の教え合いスタイルも取り入れたいが、今回はできなかった。昨年、高３生を指導した先生 
のスタイルが、授業後半で個別に演習させ、その添削を次時前半で提示し講評する方法で、生徒 
の反応も良かった。こうした形が良いのかも検討したい。重心についての本質理解は、前時で扱 
っている。体積・高さについては無条件で使って良いことにしたのはそのため。 

（３）指導助言 

事前に拝見した指導案で「ＩＣＴ活用」という点に特に注目していた。４年前、秋田北高で小松

田先生の ipad を利用した授業を拝見したが、４年間での進化を感じた。生徒のリテラシーが高く、

途中つかえずに指導者も生徒もスムーズに授業を進めている点に感心した。教具として ipad を用い

て空間図形をイメージし、生徒も iPad を使うのを楽しく感じているようだった。 

ＩＣＴの特徴として、空間的・時間的制約を超えること、カスタマイズできること、等があり、

個別の能力に応じた学習ができること、協働的活動を推進できる、等のメリットがある。各グルー

プ１台、ということで、考えを深めるための教材として活きていた。また、試行を繰り返しできる、

ということで生徒の理解も深まったようである。個人の考えを整理して伝え合う（ホワイトボード

の併用なので全てＩＣＴというわけではないが）点でも協働的な取り組みにＩＣＴが貢献してい

た。 

ご指摘のあった点だが、グループワークの中で受け身な生徒のフォロー法については、例えば英

語で多いのがメンバーの役割分担も事前に課す方法がある。大教室の良い環境ゆえできる、という

こともあるので、普段の授業にどう展開していくか、は今後の課題。とはいえ、良いものは良い、

として今後も研究し発展されることを期待する。また、アウトプットする際に用いるツールとして

もＩＣＴに期待する。併せてＩＣＴ機器使用の目的を明確にして授業に活用したいものである。 
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（３）《（１）（２）を受けた，本単元の指導について》 
血糖濃度の調節の図を提示することで，どのような経路を通じて血糖濃度が上昇・低下していく

かを分析していく。また，健常者と糖尿病予備群，Ｉ型糖尿病患者，Ⅱ型糖尿病患者の食事前後の

血糖濃度，インスリン濃度の数値の変化を示した表を読み取り，グラフを作成することで，健常者

や患者の変化を視覚的に検証し，状態を特定することができる。その際，血糖濃度の調節の論述は

個人で実施し，グループで共有することで理解を深める。また，濃度変化については前述の数値の

変化を示した表を，それぞれ教室の壁に提示する。知識構成型ジグソー法を用いることで，それぞ

れが役割を分担し，教え合いを通じて，主体的・対話的で深い学びの育成を実現したい。 
 
７ 全体計画（総時数６時間） 

 
本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 

評価規準 

（評価の方法） 

１
（
１
～
２
時
限
） 

・交感神経と副交感神 

経が拮抗的に働くこ 

とで，体内環境が一 

定に保たれているこ 

とを理解することが 

できる。 

・いくつかの部位にお 

ける交感神経と副交 

感神経の作用につい 

て，比較し表現す

る。 

・運動前後の心臓の拍 
動数の実験につい

て，観察・実験の記 
録を適切に行い，科 
学的に探究する技能 
を身に付ける。 

・交感神経や副交感神 
経がそれぞれ活発に 
働く状況を提示す

る。 
・拍動の変化を記録す 
る用紙を準備し，運 
動前後で記録するこ 
とにより自律神経の 
働きを数値で実感で 
きるようにする。 

・交感神経と副交感神 

経による作用の違い

を理解している。 

【知識・理解】 

（ワークシート分析） 
 

２
（
３
～
４
時
限
） 

・各種ホルモンの働き 

と分泌経路，分泌量 

の調節方法について 

理解することができ 

る。 

・内分泌腺から分泌さ 
れるホルモンがどの 
ように標的器官に運 
ばれ作用するか理解 
する。 

・体液中のホルモン濃 

度は，どのように適 

正な値になるよう調 

節しているかを考察 

し，表現する。 

・ワークシートに内分 
泌腺や標的器官の図 
を掲載し，ホルモン 
の分泌経路をイメー 
ジしやすくする。 

・ホルモン分泌量の過 
剰な変化による弊害 
は何か問いかけ，体 
内でどのように対処 
するか問いかける。 

・ホルモンの分泌経路 

と標的器官について 

考え，表現してい

る。 

【思考・判断・表現】 

（ワークシート分析） 
 

３
（
５
～
６
時
限
） 

・自律神経系とホルモ 

ンが，協調して体内 

環境を維持している 

仕組みについて理解 

することができる。 
 
 
 
 
 

・血糖濃度が自律神経 

系とホルモンの作用 

により調節されてい 

る仕組みを考察し， 

表現する。 
・血糖濃度，インスリ 
ン濃度の数値の変化 
から，健常者，糖尿 
病予備群，Ｉ型糖尿 
病患者，Ⅱ型糖尿病 
患者を特定する。 

・低血糖時の身体の状 
態を提示し，血糖濃 
度を上昇させるホル 
モンとその働きにつ 
いて発問する。 

・班を構成し，食事前 
後の血糖濃度の変化 
の表を各班員に提示 
し，教え合いの時間 
を設定する。 

・血糖濃度，インスリ 
ン濃度の数値の変化 
から，健常者，糖尿 
病予備群，Ｉ型糖尿 
病患者，Ⅱ型糖尿病 
患者をそれぞれ特定 
し，根拠を説明する 
ことができる。 

【思考・判断・表現】 

（ワークシート分析） 

 

８ 本時の計画（本時 ６／６時間） 
（１）本時の目標 
    血糖濃度，インスリン濃度の数値の変化から，健常者と糖尿病患者との違いを特定できる。 

【思考・判断・表現】 
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（２）学習過程 
過

程 
生徒の学習活動 

学習 
形態 

教師の支援 
評価規準 

（評価の方法） 

導

入 

１ 血糖濃度に関係するホルモ 
ンの名称と働きの分類，内 
分泌腺について確認する。 

２ 本時の目標と学習の流れに 
ついて確認する。 

 
 
 
 

 
 
 

 
個 

・考えをまとめやすいよ 
うにワークシートを配 
付し，記入していくよ 
う伝える。 

・糖尿病は身近な病気で 
あり，周囲の理解が必 
要であるため，話合い 
の際は発言に配慮する 
よう伝える。 

 
 

 

展

開 

  
 
 
 
３ 血糖濃度の調節の図を見

て，どのような経路を通じ 
て血糖濃度が上昇・低下し 
ていくかを読み取り，説明 
する。 
 

 
 
 
 
 
 
４ 教室の側面に掲示された４ 

人の被験者の，食事前後の 
血糖濃度とインスリンの分 
泌量の変化の表を見て，被 
験者の状態が，健常者，糖 
尿病予備群，Ｉ型糖尿病患 
者，Ⅱ型糖尿病患者のいず 
れであるか分析する。 

 
 
 
 

個 
 

グループ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
個 

 

グループ 

・経路を明確にできるよ 
う，血糖濃度の感知の 
起点は視床下部である 
ことを助言する。 

・ホルモンの分泌量と血 
 糖濃度との関係を理解 
しやすいよう，健常者 
の食事前後のグルカゴ 
ンの分泌量の変化のグ 
ラフを提示する。 

 
・糖尿病の概要と，Ⅰ型 

とⅡ型の大まかな違い 

について説明する。 
・最終的に全ての被験者 
の状態を理解すること 
ができるよう，知識構 
成型ジグソー法を用い 
て，班員一人が一つの 
表を見て，被験者の状 
態を分析した後に，班 
員に発信し，共有する 
よう伝える。 

・視覚的に分析しやすい 
よう，グラフ記入欄を 
設け，記入し活用する 
よう指示する。 

 
 

ま

と

め 

５ 分析・特定結果をグループ 
間で発表する。 

個 ・糖尿病の定義を確認で 
きるよう，日本の糖尿 
病の判定基準を提示す 
る。 

・なぜ血糖濃度を増加さ 
せるホルモンは多いの 
か問い掛け，知的好奇 
心を喚起する。 

 

血糖濃度，インスリン濃度

の数値の変化から，健常者

と糖尿病患者との違いを特

定できる。 

血糖濃度は低血糖時，高血糖

時，それぞれどのように調節

されていくか。 

・意欲的に活動に取り

組み，自分の考えを

まとめている。 
【関心・意欲・態度】 
（ワークシート記述内

容の確認） 

被験者４人は健常者，糖尿病

予備群，Ｉ型糖尿病患者，Ⅱ

型糖尿病患者のいずれか。 

・表から被験者の状態

を読み取り，その根

拠を明確に説明する

ことができる。 
【思考・判断・表現】 

（ワークシート分析） 

（３）《（１）（２）を受けた，本単元の指導について》 
血糖濃度の調節の図を提示することで，どのような経路を通じて血糖濃度が上昇・低下していく

かを分析していく。また，健常者と糖尿病予備群，Ｉ型糖尿病患者，Ⅱ型糖尿病患者の食事前後の

血糖濃度，インスリン濃度の数値の変化を示した表を読み取り，グラフを作成することで，健常者

や患者の変化を視覚的に検証し，状態を特定することができる。その際，血糖濃度の調節の論述は

個人で実施し，グループで共有することで理解を深める。また，濃度変化については前述の数値の

変化を示した表を，それぞれ教室の壁に提示する。知識構成型ジグソー法を用いることで，それぞ

れが役割を分担し，教え合いを通じて，主体的・対話的で深い学びの育成を実現したい。 
 
７ 全体計画（総時数６時間） 

 
本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 

評価規準 

（評価の方法） 

１
（
１
～
２
時
限
） 

・交感神経と副交感神 

経が拮抗的に働くこ 

とで，体内環境が一 

定に保たれているこ 

とを理解することが 

できる。 

・いくつかの部位にお 

ける交感神経と副交 

感神経の作用につい 

て，比較し表現す

る。 

・運動前後の心臓の拍 
動数の実験につい

て，観察・実験の記 
録を適切に行い，科 
学的に探究する技能 
を身に付ける。 

・交感神経や副交感神 
経がそれぞれ活発に 
働く状況を提示す

る。 
・拍動の変化を記録す 
る用紙を準備し，運 
動前後で記録するこ 
とにより自律神経の 
働きを数値で実感で 
きるようにする。 

・交感神経と副交感神 

経による作用の違い

を理解している。 

【知識・理解】 

（ワークシート分析） 
 

２
（
３
～
４
時
限
） 

・各種ホルモンの働き 

と分泌経路，分泌量 

の調節方法について 

理解することができ 

る。 

・内分泌腺から分泌さ 
れるホルモンがどの 
ように標的器官に運 
ばれ作用するか理解 
する。 

・体液中のホルモン濃 

度は，どのように適 

正な値になるよう調 

節しているかを考察 

し，表現する。 

・ワークシートに内分 
泌腺や標的器官の図 
を掲載し，ホルモン 
の分泌経路をイメー 
ジしやすくする。 

・ホルモン分泌量の過 
剰な変化による弊害 
は何か問いかけ，体 
内でどのように対処 
するか問いかける。 

・ホルモンの分泌経路 

と標的器官について 

考え，表現してい

る。 

【思考・判断・表現】 

（ワークシート分析） 
 

３
（
５
～
６
時
限
） 

・自律神経系とホルモ 

ンが，協調して体内 

環境を維持している 

仕組みについて理解 

することができる。 
 
 
 
 
 

・血糖濃度が自律神経 

系とホルモンの作用 

により調節されてい 

る仕組みを考察し， 

表現する。 
・血糖濃度，インスリ 
ン濃度の数値の変化 
から，健常者，糖尿 
病予備群，Ｉ型糖尿 
病患者，Ⅱ型糖尿病 
患者を特定する。 

・低血糖時の身体の状 
態を提示し，血糖濃 
度を上昇させるホル 
モンとその働きにつ 
いて発問する。 

・班を構成し，食事前 
後の血糖濃度の変化 
の表を各班員に提示 
し，教え合いの時間 
を設定する。 

・血糖濃度，インスリ 
ン濃度の数値の変化 
から，健常者，糖尿 
病予備群，Ｉ型糖尿 
病患者，Ⅱ型糖尿病 
患者をそれぞれ特定 
し，根拠を説明する 
ことができる。 

【思考・判断・表現】 

（ワークシート分析） 

 

８ 本時の計画（本時 ６／６時間） 
（１）本時の目標 
    血糖濃度，インスリン濃度の数値の変化から，健常者と糖尿病患者との違いを特定できる。 

【思考・判断・表現】 
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９ 分科協議会記録 

 

（１）授業者から 

本校の研究主題は『高大接続を展望した「主体的・対話的で深い学び」の実践』である。本時の

授業では、「主体的・対話的で深い学び」の視点から、「知的構成型ジグソー法の活用」「グラフの

作成と読み取り（新テストへの対応）」「新学習指導要領を踏まえた展開」の３点を組み入れて構成

した。 

 

（２）協議 

協議題１「高大接続改革に向けた資料活用の工夫」 

平田（授業者）：「新テスト」を分析したところ、「初見の資料から考えさせる問題」が出題される 

傾向が強まっていた。糖尿病のグラフの解説はこれまで教科書に記載されておらず、大学入試に 

もほとんで出題されていない。そこで、日本糖尿病学会による指針を活用できないかと考えた。 

グラフを書くことが考え方を導くトレーニングになると考え、それが「高大接続」における「新

テスト」を意識した部分である。 

部谷（秋田南高）：授業にあたって、あれだけのものを準備するのは大変だったと思う。今日使用

した図は、ホルモンの経路が複雑で生徒にはわかりづらいものである。模造紙に色ペンで記入し

て分かりやすくする工夫がされていた。「ミッション」について生徒はよく考えていて、目標で

ある「グラフの読み取り」は達成されていた。 

斎藤（秋田北高）：生徒の書いたグラフを平田先生がスマホで撮って共有できたのはよいアイディ 

ア。時間に余裕があれば、生徒自身が前に出て発表できればよかったと思う。 

三浦（能代松陽高）：前時の復習から始まって、確かな知識をもたせる構成だった。扱う内容が多

いので、インスリンとグルカゴンだけを先に学習するやり方もある。「ミッション」では、黒板

に掲示されたデータを写してすぐ戻る生徒もいた。手元の資料を根拠にしないとグラフを判別で

きなかったので、最初に資料を活用することを助言したり、担当同士が集まって話し合ったりす

ることもできた。 

平田（授業者）：手元のデータの使い方を判断してほしかったので、途中まで指示しなかった。 

鎌田（横手高）：テンポの良いメリハリある授業。タイマーを効果的に使っていた。プロジェクタ

の図とワークシートが連動していたので生徒は確認しやすかった。 

阿部（司会）：プロジェクタの使い方で工夫したことは？ 

平田（授業者）：黒板に投影して、それにチョークで書くと見えづらい。模造紙なら付けた色が見 

えやすい。子ども達は、板書はきちんとノートに書きたい気持ちがある。また、「ｉPhone」の「ス 

キャナープロ」を使って生徒のかいたものを撮り、写した。手元にあるもので手軽にできるので 

はないかと思っている。有効に使うことができれば、様々な授業の展開ができるのではないかと 

考えている。 

工藤（秋田南高中）：まずは課題設定がよかった。また、手元にある資料やデータを駆使して考え 

るところが集中して向かえた要因。平田先生の声かけによって子ども達も資料がきちんと活用で

きていた。 

菊地（秋田県立大）：パワーポイントだと、プリントに生徒が書き終わらないうちに進んでしまう 

ので、プロジェクタを使うスタイルはわかりやすい。今日の授業では板書以外もメモしている生

徒がたくさんいたので、いいなと思った。生徒の考える時間のある授業だった。 

 

協議題２「主体的対話的な学習手段、評価の方法について」 

平田（授業者）：この後、評価の欄にある「表から被験者の状態を読み取り、その根拠を明確に説 

明することができる」について、グラフが妥当か、考えた根拠があるか見取る。論理的な表現に 

なっているかを評価したい。 

阿部（司会）：活動した後の評価について、事例もあれば紹介してもらいたい。 
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三浦（能代松陽高）：プリントを集めて内容をチェックすることが１つの評価である。個人の活動

の評価とグループでの活動の評価とが必要だが、どう評価すればよいか自分も悩んでいる。 

佐藤（秋田南高）：ジグソー法を使うときは評価が難しい。物理の授業では、「解答作成リーグ」と

いうことで良い解答づくりを目指す活動を取り入れている。生徒による相互評価や教師による評

価ができる。今日は結果をスクリーン上で共有して評価し合えたのがよかった。さらに、掲示物

にして後で見合うことができると、なおよい。中等部でやっている「成果物を評価し合う」のも

刺激になる。 

斎藤（秋田北高）：プリントに自己評価欄を設けている。グラフが書けている、根拠を述べるなど

をＡＢＣで評価させ、それで到達度をはかっている。自己評価が低い生徒に関して、どこがわか

らないか分析する。ジグソー型の学習では、担当ごとにグループをつくり話し合う。自己評価は

後で判断するときの助けになる。プリントは教師が集めて見る。生徒の自己評価を教師が見て、

フィードバックして使えればいい。 

松田（秋田南高）：去年授業したときにはパソコンを使ってデータを入力し、それを共有した。集

めたデータは、「Classi」を活用して誰でも見られる。今日の授業の中で、ある生徒が「間違っ

てた」と言いながら積極的に他の子に教えていた。その辺りを評価するには自己評価しかないか

と思った。 

佐藤（秋田南高）：新テストや新学習指導要領の内容を研究されている授業だった。基礎的語句、 

知識の確認もしていた。自然科学のサイエンスの部分をテクノロジーに応用させる流れを子ども 

達に追わせるのが目的で、新テストや新学習指導要領が構成されていると感じる。最初に知識を 

確認させ、ミッションで応用しようという授業構成になっている。生物であれば農学や医学の分 

野で使われている知識を授業でもきちんと使っていることに感銘を受けた。 

 

（３）指導助言 

 １ ＳＧＨの指定事業と授業改善について 

   ＳＧＨ指定事業には３つの柱がある。①問題解決力を育成する授業研究②カリキュラム開発

③生徒の課題研究の指導に関する研究である。ここで取り組んでいることを発信して、実践す

る使命もある。今日はすばらしい発信をしてくれた。人をつくるには授業が第一。授業から学

校をつくる、授業から地域をつくる、授業から日本を作ることにつながる。授業第一の視点を

もって過ごしたい。 

 

２ 本日の授業から学んでいくこと 

   素晴らしい授業だった。多大な準備と深い研究がされたことは参観した先生が感じたと思う。

目標の設定が非常によかった。授業のゴールが指導案から読み取れた。それが明確になってい

る授業構成だった。次に授業展開だが、「主体的対話的で深い学び」で特に難しいのは「深い

学び」の部分。「深い学び」とは、「比較する、練り上げる、見出す、読み取る、関連づける」

がキーワード。今までの「理解する」「まとめる」「表現する」などは浅い学びに分類される。

求められるのは高次での学びである。そうした視点で見ると「ミッション」でＡＢＣＤを特定

するという素晴らしい仕掛けがあった。表やグラフから「読み取り、比較する」そして「見出

す」といった深い学びの要素が入っていた。「ミッション」設定が研究室めぐりのようだった。

担当を決めてそれぞれのデータの前で生徒同士議論する姿はまさに対話的。教材が生徒の目線

を引くものなので、主体的な学びになる教材。本校が目指す「課題解決型の授業」であり、多

くの要素の入った「主体的対話的で深い学び」のモデルのような授業だった。評価は観点別評

価が求められている。一つ紹介すると、定期考査。意欲関心も考査で見る方法がある。考査に

も観点別評価の基準の要素を入れて日々の授業の評価をする、という学校もある。小学校や中

学校のテストには書いてあるので、それも参考となる。 

日頃の生徒との信頼関係、研究する姿勢、教えたくてしょうがないという気持ちが表れた笑

顔などが伝わる授業で、生徒も参観者も前向きな気持ちになれた。研究授業は大変だが、挑戦

して参観者にやる気をもってもらうということも研究授業の大きな目的なので、今日はいい時

間になった。 

９ 分科協議会記録 

 

（１）授業者から 

本校の研究主題は『高大接続を展望した「主体的・対話的で深い学び」の実践』である。本時の

授業では、「主体的・対話的で深い学び」の視点から、「知的構成型ジグソー法の活用」「グラフの

作成と読み取り（新テストへの対応）」「新学習指導要領を踏まえた展開」の３点を組み入れて構成

した。 

 

（２）協議 

協議題１「高大接続改革に向けた資料活用の工夫」 

平田（授業者）：「新テスト」を分析したところ、「初見の資料から考えさせる問題」が出題される 

傾向が強まっていた。糖尿病のグラフの解説はこれまで教科書に記載されておらず、大学入試に 

もほとんで出題されていない。そこで、日本糖尿病学会による指針を活用できないかと考えた。 

グラフを書くことが考え方を導くトレーニングになると考え、それが「高大接続」における「新

テスト」を意識した部分である。 

部谷（秋田南高）：授業にあたって、あれだけのものを準備するのは大変だったと思う。今日使用

した図は、ホルモンの経路が複雑で生徒にはわかりづらいものである。模造紙に色ペンで記入し

て分かりやすくする工夫がされていた。「ミッション」について生徒はよく考えていて、目標で

ある「グラフの読み取り」は達成されていた。 

斎藤（秋田北高）：生徒の書いたグラフを平田先生がスマホで撮って共有できたのはよいアイディ 

ア。時間に余裕があれば、生徒自身が前に出て発表できればよかったと思う。 

三浦（能代松陽高）：前時の復習から始まって、確かな知識をもたせる構成だった。扱う内容が多

いので、インスリンとグルカゴンだけを先に学習するやり方もある。「ミッション」では、黒板

に掲示されたデータを写してすぐ戻る生徒もいた。手元の資料を根拠にしないとグラフを判別で

きなかったので、最初に資料を活用することを助言したり、担当同士が集まって話し合ったりす

ることもできた。 

平田（授業者）：手元のデータの使い方を判断してほしかったので、途中まで指示しなかった。 

鎌田（横手高）：テンポの良いメリハリある授業。タイマーを効果的に使っていた。プロジェクタ

の図とワークシートが連動していたので生徒は確認しやすかった。 

阿部（司会）：プロジェクタの使い方で工夫したことは？ 

平田（授業者）：黒板に投影して、それにチョークで書くと見えづらい。模造紙なら付けた色が見 

えやすい。子ども達は、板書はきちんとノートに書きたい気持ちがある。また、「ｉPhone」の「ス 

キャナープロ」を使って生徒のかいたものを撮り、写した。手元にあるもので手軽にできるので 

はないかと思っている。有効に使うことができれば、様々な授業の展開ができるのではないかと 

考えている。 

工藤（秋田南高中）：まずは課題設定がよかった。また、手元にある資料やデータを駆使して考え 

るところが集中して向かえた要因。平田先生の声かけによって子ども達も資料がきちんと活用で

きていた。 

菊地（秋田県立大）：パワーポイントだと、プリントに生徒が書き終わらないうちに進んでしまう 

ので、プロジェクタを使うスタイルはわかりやすい。今日の授業では板書以外もメモしている生

徒がたくさんいたので、いいなと思った。生徒の考える時間のある授業だった。 

 

協議題２「主体的対話的な学習手段、評価の方法について」 

平田（授業者）：この後、評価の欄にある「表から被験者の状態を読み取り、その根拠を明確に説 

明することができる」について、グラフが妥当か、考えた根拠があるか見取る。論理的な表現に 

なっているかを評価したい。 

阿部（司会）：活動した後の評価について、事例もあれば紹介してもらいたい。 
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高等学校外国語科 コミュニケーション英語Ⅰ 学習指導案 

 
学 級 １年Ｆ組４０名 
場 所 地 歴 講 義 室 
授業者 伊 藤 孝 紘 

 
１ 単元名  Lesson 6  The Story of PlayPumps 
 
２ 単元の目標   
（１）相手に配慮しながら，主体的に英語を用いてコミュニケーションを図ろうとする。 

       【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 
（２）必要な情報を聞き取ったり読み取ったりして，概要や要点，詳細を捉えることができる。  

【外国語理解の能力】（(1)のアとイ） 
（３）聞いたり読んだりしたことを基に，自分の考えを論理性に注意して伝えることができる。 

【外国語表現の能力】（(1)のウ） 
（４）場面や状況，目的に応じた表現や論理の展開を表す表現についての知識を身につけている。 

【言語や文化についての知識・理解】（(2)のイ） 
 

３ 取り上げる教材 

  教  材：「Revised ELEMENT English Communication I」（啓林館） 

 

４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」 

社会的な話題について，英語を聞いたり読んだりして，情報や考えなどの概要や要点，詳細， 

話し手や書き手の意図などを的確に捉えたり，自分自身の考えをまとめたりする力 

 

５ 評価規準 

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 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

コミュニケーションに 

関心をもち，積極的に 

言語活動を行い，コミ 

ュニケーションを図ろ 

うとしている。 

英語で話したり書いた 

りして，情報や考えな 

どを適切に伝えてい

る。 

英語を聞いたり読んだ 

りして，情報や考えな 

どを的確に理解してい 

る。 

英語やその運用につい 

ての知識を身につけて 

いるとともに，言語の 

背景にある文化などを 

理解している。 

 

６ 生徒と単元   
（１）《生徒の実態》 

入学当初から，積極的に英語でコミュニケーションを図ろうとする意欲があり，身近な話題であ

ればグループワークやペアワークで英語を用いてやりとりをしている。これまでの授業では，扱っ

た内容のリテリングなどを通して情報をまとめる活動を行ってきたが，得た情報や知識を基に自分

の考えを英語でまとめ，発表する機会は少なかった。また，グループやペアで日本語を使用する場

面が多くなってしまっている。 
（２）《本単元（教材）について》 

本単元では，アフリカのザンビア共和国で水の確保に起因する諸問題を解決するべく考えられた

PlayPumps についての理想と現実について扱う。多くのメディアや関係機関が PlayPumps の計画
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について多角的に評価をしており，様々な観点からこの問題について述べている。これらの記事や

報告書を用いて情報を読み取り，それらの情報を基に PlayPumps を運用する上での改善策を考え

る中で，英語で情報を読み取り，まとめ，発表するための思考力・判断力・表現力を養う。 
 

（３）《（１）（２）を受けた，本単元の指導について》 
インプット活動を充実し，改善策を考える上で必要な背景知識をリーディング活動とリスニング

活動を通じて与える。これらの活動では概要や要点を捉える活動や，詳細を理解する活動，話し手

や書き手の意図を読み取る活動など，教材の種類と目的に応じた活動を行い，生徒のリーディング

スキルとリスニングスキルを高める。 
アウトプット活動では，使用する表現や語句をあらかじめ与えるなどの支援を活用しながら，グ

ループやペアで英語を用いてコミュニケーションをとり続けられるようにする。また，グループや

ペアを変えながら授業を進めることで様々な意見に触れる機会を与える。 
 

７ 全体計画（総時数１０時間） 
 

本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 
評価規準 

（評価の方法） 

１
（
１
時
限
） 

・ザンビア共和国の基 
本的な情報を資料か

ら読み取ることがで 
きる。 

 

・ザンビアについて資 

料から基本的な情報 

を読み取る。 

 
 

・必要な情報が読み取 
れるよう，難しい語 
句や表現を，簡単な 
表現や既習の表現に 
言い換える。 

・資料から必要な情報 

を読み取ることがで 

きる。 

【理解の能力】 

（ノート点検） 

２
（
２
～
７
時
限
） 

・PlayPumps に関す 
る情報を読み取とっ 

たり聞き取ったりし 

て，概要や要点，詳 

細を理解することが 

できる。 
 
 
 

・PlayPumps に関す 
る情報について記事 
や報告書などの資料 
から必要な情報を読 

み取ったり聞き取っ 

たりする。 

・読み取ったり聞き取 
ったりした情報につ 
いて意見交換する。 

・必要な情報が読み取 
れるよう，難しい語 
句や表現を，簡単な 
表現や既習の表現に 
言い換える。 

・必要な情報が聞き取 
れるよう難しい語句 
や表現を予め示し， 
聞き取る視点を変え 
ながら何度も繰り返 
す。 

・聞いたり読んだりし 
た内容を的確に理解 
している。 

   【理解の能力】 
・論理展開を表す表現 
を理解している。 

   【知識・理解】 
（ノート確認） 

３
（
８
～ 

 

時
限
） 

・PlayPumps を運用 
する上での改善点に 

ついて自分の考えを 

まとめ，発表するこ 

とができる。 
 
 
 

・得た情報についてま 

とめる。 

・PlayPumps が抱え 
る課題をまとめる。 

・課題の一つについて 

自分の考えや解決策 

をまとめる。 

・解決策について論理 

性に注意して発表す 

る。 

・伝わりやすい発表が 
できるよう，事前に 
ペアやグループでの 
練習時間を十分に確 
保する。 

 

・論理性に注意しなが 
ら自分の考えを述べ

ている。 
   【表現の能力】 

・相手に配慮して話し 
たり聞いたりしてい 
る。 

【関心・意欲・態度】 
（行動の観察） 
（ノート分析） 

 

 

１０ 

高等学校外国語科 コミュニケーション英語Ⅰ 学習指導案 

 
学 級 １年Ｆ組４０名 
場 所 地 歴 講 義 室 
授業者 伊 藤 孝 紘 

 
１ 単元名  Lesson 6  The Story of PlayPumps 
 
２ 単元の目標   
（１）相手に配慮しながら，主体的に英語を用いてコミュニケーションを図ろうとする。 

       【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 
（２）必要な情報を聞き取ったり読み取ったりして，概要や要点，詳細を捉えることができる。  

【外国語理解の能力】（(1)のアとイ） 
（３）聞いたり読んだりしたことを基に，自分の考えを論理性に注意して伝えることができる。 

【外国語表現の能力】（(1)のウ） 
（４）場面や状況，目的に応じた表現や論理の展開を表す表現についての知識を身につけている。 

【言語や文化についての知識・理解】（(2)のイ） 
 

３ 取り上げる教材 

  教  材：「Revised ELEMENT English Communication I」（啓林館） 

 

４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」 

社会的な話題について，英語を聞いたり読んだりして，情報や考えなどの概要や要点，詳細， 

話し手や書き手の意図などを的確に捉えたり，自分自身の考えをまとめたりする力 

 

５ 評価規準 

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 外国語理解の能力 

言語や文化についての

知識・理解 

コミュニケーションに 

関心をもち，積極的に 

言語活動を行い，コミ 

ュニケーションを図ろ 

うとしている。 

英語で話したり書いた 

りして，情報や考えな 

どを適切に伝えてい

る。 

英語を聞いたり読んだ 

りして，情報や考えな 

どを的確に理解してい 

る。 

英語やその運用につい 

ての知識を身につけて 

いるとともに，言語の 

背景にある文化などを 

理解している。 

 

６ 生徒と単元   
（１）《生徒の実態》 

入学当初から，積極的に英語でコミュニケーションを図ろうとする意欲があり，身近な話題であ

ればグループワークやペアワークで英語を用いてやりとりをしている。これまでの授業では，扱っ

た内容のリテリングなどを通して情報をまとめる活動を行ってきたが，得た情報や知識を基に自分

の考えを英語でまとめ，発表する機会は少なかった。また，グループやペアで日本語を使用する場

面が多くなってしまっている。 
（２）《本単元（教材）について》 

本単元では，アフリカのザンビア共和国で水の確保に起因する諸問題を解決するべく考えられた

PlayPumps についての理想と現実について扱う。多くのメディアや関係機関が PlayPumps の計画
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８ 本時の計画（本時 ８／１０時間） 
（１）本時の目標 
   PlayPumps が抱える課題を踏まえて，解決策について自分自身の意見を述べることができる。 

                             【外国語表現の能力】 
（２）学習過程 
過

程 
生徒の学習活動 学習 

形態 
教師の支援 評価規準 

（評価の方法） 

導

入 

１ 前時までに聞き取ったり読 
み取ったりした内容をまと 
める。 

グループ ・情報を分かりやすくま 
とめられるよう，ワー 
クシートを用いて進め 
る。 

 

展

開 
 

２ 本時の目標と学習の流れに 
ついて確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
３ PlayPumps が抱える課題 

から，グループで相談して 
一つを選ぶ。 

 
 
 
４ その課題について，各自で 

解決策を考え，まとめる。 
 
 
５ 意見をグループ内で共有

し、他の生徒の意見にフィ 
ードバックをする。 

全体 
 
 
 
 
 
 
 

 
グループ 

 
 
 
 
 
個 
 
 
 

グループ 

 

・いつでも参照できるよ 
う，本時の目標をワー 
クシートに記載する。 

 
 
 
 
 
 
・英語でのコミュニケー 
ションが円滑に進むよ 
う，やりとりにおいて 
有用な語句や表現を示 
す。 

 
・論理的に考えをまとめ 
られるよう，構成の例 
を示す。 

 
・英語でのコミュニケー 
ションが円滑に進むよ 
う，やりとりにおいて 
有用な語句や表現を示 
す。 

 
 

 
 

 
ま

と

め 

 

６ 本時の学習を振り返る。 個 
 

・本時の学習を整理する 
ことができるよう，振 
り返りの時間を十分確 
保する。 

 

 

PlayPumps が抱える課題を

踏まえて，解決策について

自分自身の意見を述べるこ

とができる。 

・論理性に注意しな 
がら自分の考えを 
述べている。 
  【表現の能力】 

（ノート分析） 
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９ 分科協議会記録 

（１）授業者から 

単元の目標を立てる際に、output を想定して input 活動を行うことを意識した。教科書を読み

解くのが目標ではなく、それを使い最後に output の取り組みをさせることを考えた。前時は

PlayPumps の課題について論理的に解決策を提案する」ことを目標に活動したが、日本語に逃げ

てしまう生徒もいた。その改善策として MERRIER approach を意識し、guess who や small talk
を活用することで、言語使用の障害となる affective filter を下げるよう心がけている。本日の授業

でも行ったように、recast を通して生徒の発話を広げることなどは普段から意識している。 
 

（２）協議 

協議題「論理的な思考を促し、適切な英語で表現する力を育成するために有効な手立てや工夫につ 

いて」 

近江（大曲高）：話し合いの中で日本語の介入をどこまで許容し、どの段階でストップをかけるべ 

きか。我々も今は日本語で討議しているが英語だとフラストレーションがたまる。教員の recast 
をどこまでやればよいのか。生徒に self-recast させるような進め方ができればよかったかも。 

伊藤（授業者）：今回は英語の表現を与えたので、英語でやってほしかった。前時は、内容を深め 

るために日本語でやらせた。普段から悩む点であり、先生方のやり方を教えていただきたい。 

近江（大曲高）：自分ならある生徒の発言を、「君たちならどう直すか」と周りに聞く。生徒に言わ 

せると考えるし、最終的に生徒に気づいてもらうことが大事。教師の recast は必要だが、やりす 

ぎるとよくない。 

今野（飯島中）：評価規準の中に「論理性に注意しながら自分の考えを述べている」とあるが、そ 

の方法として「ノート分析」としている部分を詳しく聞きたい。 

伊藤（授業者）：最後の振り返りでプリントに自己評価と今日学んだこと等を書き、論理性のとこ 

ろはワークシートを見て評価する。論理性の部分は原因と解決策の論理的結びつきがきちんとし 

ているかを評価する。 

金（司会）：英語で話しなさいと言ったときに、ただ話し合って終わってしまうことがある。生徒 

の考えを深め、学びを得られるような実践例はないか。 

佐藤（湯沢南中）：中１～３で毎時間 small talk を設けている。良いやり取りは全員の前で発表さ 

せ、良い点を取り上げることで苦手な生徒も頑張っている。英語でのやり取りは難しいので日々 

の積み重ねが大事。キーワードを先生が取り上げることで、全員の前で論理性のある意見を言う 

ことができたかもしれない。 

金（司会）：活動を止め、キーワードをシェアするなどの流れがあってもよかったかもしれない。 

高校ではハイレベルなディベート活動で成果を挙げている一関第一高の取り組みはいかがか。 

熱海（岩手・一関第一高）：内進の生徒の方が英語ができる。授業の中で 15 分間のマイクロディベ 
ートを行い、毎回メンバーを替え、内進生が外進生をヘルプし、お互い協力する雰囲気を作って 
いる。ディベートのトピックは身近なものとし、2~3 週間でトピックを変える。例えばあるトピ 
ックに対して、①グループごとに advantage と disadvantage を書かせる、②別グループの生徒 
が黄色で直す、③ＡＬＴが赤で直す、④班ごとに出たアイディアを共有し使える表現を増やす、 
などの方法を実践している。 
 

（３）指導助言 

グローバルリーダーの育成というＳＧＨのテーマが色濃く反映されていた。生徒の活動が主体の

指導案だが、実際にやってみると難しい点も多かったようだ。グループの意見をまとめたり、相手

を尊重して意見を統合させたりする生徒も見られた。生徒がレッスン内でできたことを実感できる

形にもっていってほしい。目標を明確に持たせ、より高いレベルでの授業展開を目指してほしい。 

８ 本時の計画（本時 ８／１０時間） 
（１）本時の目標 
   PlayPumps が抱える課題を踏まえて，解決策について自分自身の意見を述べることができる。 

                             【外国語表現の能力】 
（２）学習過程 
過

程 
生徒の学習活動 学習 

形態 
教師の支援 評価規準 

（評価の方法） 

導

入 

１ 前時までに聞き取ったり読 
み取ったりした内容をまと 
める。 

グループ ・情報を分かりやすくま 
とめられるよう，ワー 
クシートを用いて進め 
る。 

 

展

開 
 

２ 本時の目標と学習の流れに 
ついて確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
３ PlayPumps が抱える課題 

から，グループで相談して 
一つを選ぶ。 

 
 
 
４ その課題について，各自で 

解決策を考え，まとめる。 
 
 
５ 意見をグループ内で共有

し、他の生徒の意見にフィ 
ードバックをする。 

全体 
 
 
 
 
 
 
 

 
グループ 

 
 
 
 
 
個 
 
 
 

グループ 

 

・いつでも参照できるよ 
う，本時の目標をワー 
クシートに記載する。 

 
 
 
 
 
 
・英語でのコミュニケー 
ションが円滑に進むよ 
う，やりとりにおいて 
有用な語句や表現を示 
す。 

 
・論理的に考えをまとめ 
られるよう，構成の例 
を示す。 

 
・英語でのコミュニケー 
ションが円滑に進むよ 
う，やりとりにおいて 
有用な語句や表現を示 
す。 

 
 

 
 

 
ま

と

め 

 

６ 本時の学習を振り返る。 個 
 

・本時の学習を整理する 
ことができるよう，振 
り返りの時間を十分確 
保する。 

 

 

PlayPumps が抱える課題を

踏まえて，解決策について

自分自身の意見を述べるこ

とができる。 

・論理性に注意しな 
がら自分の考えを 
述べている。 
  【表現の能力】 

（ノート分析） 
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中等部外国語科 英語 学習指導案 

 

学 級  ３年１組２７名 

場 所  ３年１組 教 室 

授業者 吉 澤 孝 幸 

 

１ 単元名  Unit ６「Striving for a Better World」  
 
２ 単元の目標 

（１）関係代名詞の働きを理解し，それらを活用し人物や出来事について適切な説明ができる。 

【知識及び技能（１）エ】 

（２）社会的な話題について書かれた英文の概要や要点を口頭で伝えた上で，与えられたテーマ 

に関連した自分の経験や感想などを述べ合うことができる。 

                       【思考力，判断力，表現力等（３）エ】 

（３）場面や状況に応じて，相手に配慮しながら主体的に意見や理由などを伝え合おうとする。 

【学びに向かう力，人間性等】 

  

３ 取り上げる教材 

教  材： 「New Horizon English Course ３」（東京書籍） 
 

４ 本単元で育成しようする「思考力・判断力・表現力」 

（１）英文から読み取った情報に関連させて，自分の経験や感想などを伝え合う力 

（２）相手の発話や質問に対して，不適切な間をおかず的確に対応できる力 

 

５ 評価規準 

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

関係代名詞の働きを理解し， 

それらを活用し人物や出来事 

について適切な説明ができ

る。 

限られた時間で自分の考えを 

構成し，読んだ内容に基づい 

て意見や理由などを述べた上 

で相手からの質問に対して的 

確に応答できる。 

場面や状況に応じて，相手に 

配慮しながら主体的に意見や 

理由などを伝え合おうとす

る。 

 

６ 生徒と単元 

（１）《生徒の実態》 

  What do you think of when you hear something?  Tell me anything that comes from 
your mind when you hear it. という問いかけを１年次から用いて，その場でテーマを与えて

表現させる機会を３年間継続してきた。また，これまでの勤務校では達成できなかった「聞

いたり読んだりして得た情報の概要や要点を，簡単な英語で言い換えて伝えることを「目指

す姿」として３年間継続して行い，誤解なく伝えることができる段階に到達しつつある。理

解した英文の内容を自分の英語で伝えることは，その理解が自分なりに再構成できるかどう

かを確認する上で意味がある。生徒もこの趣旨を十分理解して１年次から活動に取り組んで

きており，同時に相手の発話に瞬時に対応できる力も時間経過とともに育成されていると感

じる。より正しい言語形式と適切な語の選択を継続的な課題としている。 
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（２）《本単元について》 

本単元では，国外で偉業を成し遂げた人物の紹介が扱われている。テーマとなる人物のた

どった生き方を通して，生徒の気持ちを揺さぶることができる単元である。Unit５では，読

んだり聞いたりして得られた情報に対して，賛否を述べた上でその理由などを伝え合うこと

を行った。本単元で扱われているアウンサンスーチーさんがノーベル賞を受賞したことや病

の家族がいる時にも政治活動を続けたことなど，多様な考え方が生まれるような言語活動に

つながる情報がある。これらの事実についてさらに踏み込んだ英文を読み，関連する自分の

経験や感想を述べ合う言語活動を行わせたい。 

   本単元では，「読むこと」を理解にとどめず，他の技能へ派生させる「起点」と考えてい

る。「情報を得ること」や「英語表現を取り込むこと」を読む目的とし，生徒がそれらを積

極的に活用していくことが期待される。 

（３）《（１）（２）を受けた，本単元の指導について》 

限られた時間で自分の考えを構成するために，１年次よりメモに基づくスピーキング指導

を行ってきた。その際, [A] Something happens.→ [B] We think something.→ [C] We 
feel something.→ [D] We behave. の流れを一つの例として用いてきたが，多様なメモに基

づいて内容を整理することに重点を置くため，本単元ではメモの観点は生徒に任せることと

した。メモ書きから話すことは，主としてスピーチ（発表）における即興性を育成するため

の手段であり，発表の後に教師や生徒同士のフィードバックを通してより「生きた情報」が

教室の中でやり取りできるようにしたい。そして，生徒がその時点での知識や英語力を総動

員し目的を達成する「対応力」を身に付けることができるのだと考える。このことは，「教

室」は生徒にとって生きた英語を使用する最も身近な「場」であり，今回の学習指導要領の

改訂において「言語の使用場面」において（ア）生徒の身近な暮らしの場面と（イ）特有の

表現が使われる場面との順番が変わった理由と軌を一にするものと理解している。 

 

７ 全体計画（総時数 ８時間） 

 
本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 

評価規準 

（評価の方法） 

１
（
１
時
限
） 

 

・接触節の語順を理解 

 し，身近な物の説明 

を聞いて理解でき

る。 

 

・接触節を用いて身近 

な所持品についてス 

ピーチを行う。 

 

・日本語との語順の違 

いについて気付きを 

与える場面を設定す 

る。 

・接触節の言語形式を 

理解している。 

【知識及び技能】 

（ワークシート観察） 

２
（
２
時
限
） 

 

・関係代名詞 

(who/which)の語順を 

理解した上で，人物 

や物についてのクイ 

ズを作り紹介でき

る。 

・The Quiz Showを行 

う。 

 

 

・共通のヒント数と観 

点を示す。 

・関係代名詞で言い換 

えを図り，的確なヒ    

ントを作っている。 

【知識及び技能】 

（ワークシート観察） 

３
（
３
時
限
） 

 

・対話文の内容を踏ま 

えて Role Playがで 

きる。 

・Dialogの場面を基 

に兵士とスーチーさ 

んのロールプレイを 

行う。 

・ロールプレイにおけ 

る内容を重視しなが 

らも言語形式におけ 

る正確さにも焦点を 

当てたフィードバッ 

クを行う。 

・場面を想像して独自 

の発話が見られる。 

【思考力，判断力， 

表現力等】 

（活動の観察） 

中等部外国語科 英語 学習指導案 

 

学 級  ３年１組２７名 

場 所  ３年１組 教 室 

授業者 吉 澤 孝 幸 

 

１ 単元名  Unit ６「Striving for a Better World」  
 
２ 単元の目標 

（１）関係代名詞の働きを理解し，それらを活用し人物や出来事について適切な説明ができる。 

【知識及び技能（１）エ】 

（２）社会的な話題について書かれた英文の概要や要点を口頭で伝えた上で，与えられたテーマ 

に関連した自分の経験や感想などを述べ合うことができる。 

                       【思考力，判断力，表現力等（３）エ】 

（３）場面や状況に応じて，相手に配慮しながら主体的に意見や理由などを伝え合おうとする。 

【学びに向かう力，人間性等】 

  

３ 取り上げる教材 

教  材： 「New Horizon English Course ３」（東京書籍） 
 

４ 本単元で育成しようする「思考力・判断力・表現力」 

（１）英文から読み取った情報に関連させて，自分の経験や感想などを伝え合う力 

（２）相手の発話や質問に対して，不適切な間をおかず的確に対応できる力 

 

５ 評価規準 

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

関係代名詞の働きを理解し， 

それらを活用し人物や出来事 

について適切な説明ができ

る。 

限られた時間で自分の考えを 

構成し，読んだ内容に基づい 

て意見や理由などを述べた上 

で相手からの質問に対して的 

確に応答できる。 

場面や状況に応じて，相手に 

配慮しながら主体的に意見や 

理由などを伝え合おうとす

る。 

 

６ 生徒と単元 

（１）《生徒の実態》 

  What do you think of when you hear something?  Tell me anything that comes from 
your mind when you hear it. という問いかけを１年次から用いて，その場でテーマを与えて

表現させる機会を３年間継続してきた。また，これまでの勤務校では達成できなかった「聞

いたり読んだりして得た情報の概要や要点を，簡単な英語で言い換えて伝えることを「目指

す姿」として３年間継続して行い，誤解なく伝えることができる段階に到達しつつある。理

解した英文の内容を自分の英語で伝えることは，その理解が自分なりに再構成できるかどう

かを確認する上で意味がある。生徒もこの趣旨を十分理解して１年次から活動に取り組んで

きており，同時に相手の発話に瞬時に対応できる力も時間経過とともに育成されていると感

じる。より正しい言語形式と適切な語の選択を継続的な課題としている。 
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本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 

評価規準 

（評価の方法） 

４
（
４
～
５
時
限
） 

 

・本文内容（２セクシ 

ョン）を読んで，写 

真とキーワードを基 

に主要な点を表すメ 

モを完成させ, 自分 

の英語で言い換えて 

伝えることができ

る。 

・教科書本文の概要を 

メモを基に伝えた上 

で感想を述べる。 

・タイムラインを準備 

して出来事の流れを 

捉えやすくする。 

・落としてはならない 

点に留意して口頭で 

伝えている。 

【思考力，判断力， 

表現力等】 

（録画映像分析） 

５
（
６
時
限
） 

 

・初見の英文の要点を 

捉えた上で，テーマ 

に自分の体験を関連 

させて伝え合うこと 

ができる。 

・初見の英文の大切な 

点を抽出し，自分の 

体験と関連させて考 

えや気持ちを伝え合 

う。 

・限られた時間に内容 

を構成できない場合 

は，メモ書きの観点 

を個別に与える。 

・限られた時間で考え 

を構成し発表し，応 

答できる。 

【思考力，判断力， 

表現力等】 

（活動の観察） 

６
（
７
時
限
） 

 

・教科書の内容に関連 

した英文を読み，ス 

ーチーさんの行動に 

ついて自分の立場を 

明らかにした上で賛 

否やその理由を伝え 

合うことができる。 

・読んだ内容に基づ 

き，スーチーさんの 

行動についての意見 

を述べ合う。 

・仮定法の表現を用い 

る部分については参 

考となる文型を提示 

する。 

・理由を的確に述べる 

ことができている。 

【思考力，判断力， 

表現力】 

（録画映像分析） 

７
（
８
時
限
） 

 

・前の時間に話した内 

容を文字として書い 

て言語形式の振り返 

りを図る。 

・与えられたテーマに 

ついて自分で感じた 

ことや意見を書く。 

・友達の書いた内容に 

コメントを書く。 

・話す活動と異なり， 

慎重に正しい言語形 

式を選択できるよう 

いくつかの注意点を 

共有する。 

・正しい言語形式で書 

いている。 

【思考力，判断力， 

表現力等】 

（後日ワークシート） 
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８ 本時の計画（本時 ６/８） 

（１）本時の目標 

スーチーさんの決断について書かれた英文を読み，その要点を捉えた上で，メモに基づいて自 
分の経験や感想などを伝えたり，的確に応答したりすることができる。                                       

【思考力，判断力，表現力等】 
（２）学習過程 

過

程 
生徒の学習活動 

学習

形態 
教師の支援 

評価規準 

（評価の方法） 

導

入 
１ Talk and Report グループ 

・フィードバックから話 

題を発展させる。 
 

展

開 

 

２ Interaction for Review  

教科書にあるスーチーさんの 

情報を基に，概要を伝える。 

 

 

 

 

 

３ Today’s Story 
１）Reading the original text 

読む目的に沿った情報を得 

る。 

２）Interactions for summary 
やり取りを通して，読み取 

った情報を共有する。 

 

４ Talking Time 
１）Key word 

与えられたテーマについ

て，話す内容を構成する。 

２）Talking Time in groups 
グループでそれぞれの意見 

や感想を共有する。 

３) In the whole class. 
学級全体で発表を共有す

る。 

    

 

グループﾟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体 

 

・必要に応じて，視覚的な

情報を与える。 

 

 

 

 

 

 

・インターラクションを通 

して，生徒が読み取った 

情報を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教師によるリキャストを 

通して言語形式への気

づきを促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま

と

め 

５ Feedback   
学級全体でのやり取りを内容 

面と言語形式の面から振り返 

る。 

全体 ・英語使用の本質を振り返 

るようにさせる。 

（宿題） 
 

 

・指定された時間内

で伝える内容を整

理し，体験や感想

などを伝え，的確

に応答もできる。 

【思考力，判断力， 

表現力等】 

（活動の観察） 

（後日スピーキング

テスト録画分析） 

スーチーさんの考え方を読み

取り，自分の体験や感想など

を伝え合おう。 

 
 

 

 
本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 

評価規準 

（評価の方法） 

４
（
４
～
５
時
限
） 

 

・本文内容（２セクシ 

ョン）を読んで，写 

真とキーワードを基 

に主要な点を表すメ 

モを完成させ, 自分 

の英語で言い換えて 

伝えることができ

る。 

・教科書本文の概要を 

メモを基に伝えた上 

で感想を述べる。 

・タイムラインを準備 

して出来事の流れを 

捉えやすくする。 

・落としてはならない 

点に留意して口頭で 

伝えている。 

【思考力，判断力， 

表現力等】 

（録画映像分析） 

５
（
６
時
限
） 

 

・初見の英文の要点を 

捉えた上で，テーマ 

に自分の体験を関連 

させて伝え合うこと 

ができる。 

・初見の英文の大切な 

点を抽出し，自分の 

体験と関連させて考 

えや気持ちを伝え合 

う。 

・限られた時間に内容 

を構成できない場合 

は，メモ書きの観点 

を個別に与える。 

・限られた時間で考え 

を構成し発表し，応 

答できる。 

【思考力，判断力， 

表現力等】 

（活動の観察） 

６
（
７
時
限
） 

 

・教科書の内容に関連 

した英文を読み，ス 

ーチーさんの行動に 

ついて自分の立場を 

明らかにした上で賛 

否やその理由を伝え 

合うことができる。 

・読んだ内容に基づ 

き，スーチーさんの 

行動についての意見 

を述べ合う。 

・仮定法の表現を用い 

る部分については参 

考となる文型を提示 

する。 

・理由を的確に述べる 

ことができている。 

【思考力，判断力， 

表現力】 

（録画映像分析） 

７
（
８
時
限
） 

 

・前の時間に話した内 

容を文字として書い 

て言語形式の振り返 

りを図る。 

・与えられたテーマに 

ついて自分で感じた 

ことや意見を書く。 

・友達の書いた内容に 

コメントを書く。 

・話す活動と異なり， 

慎重に正しい言語形 

式を選択できるよう 

いくつかの注意点を 

共有する。 

・正しい言語形式で書 

いている。 

【思考力，判断力， 

表現力等】 

（後日ワークシート） 
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９ 分科協議会記録 

（１）授業者から 

アウンサンスーチーさんの決断についての英文を読ませ、そこに内在する「難しい決断」をテー

マに生徒に言語活動をさせた。以前も同じ流れで授業をした際、教科書の内容がなくても言語活動

ができたのではないかという指摘をいただいた。本日の授業もそうではなかったか、ということを

一つの議論の点と考える。二つ目は、教師自身の言語形式の正確さについて。授業の後半、生徒が

メモをもとに自由に発表する場面において、内容面と言語形式の点でどうフィードバックを与える

か。リキャスティングをより正確、適切に行い、生徒に言語形式への気づきを与えるにはどうすれ

ばよいか。 

 

（２）協議 

協議題「情報を整理しながら考えなどを形成し、英語で表現したり伝え合ったりする力を育成する 

手立てについて」 

近江（大曲高）：先生が伝えたいことが生徒に伝わっていた。教師・生徒双方の英語レベルが高く、 

両者によいケミストリーが生まれている。おそらく英検２級レベルの生徒がかなりいるのではな 

いか。単元の授業計画８時間目、書く活動でどこを評価するのか拝見したい。 

吉澤（授業者）：この秋に２級取得が１名、準２級の一次に合格した生徒も多い。書く活動につい 

て、何回かに一回は丁寧にフィードバックして返すようにしている。言語活動をしたときは丁寧 

に添削し、作品のようにして生徒に返してあげたい。 

浅利（大館鳳鳴高）：多少苦手であっても、生徒が自分の意見を言おう、聞こうという雰囲気がで 

きあがっている。先生のクラスルームイングリッシュを 100％理解し、何をすべきかわかってい 
る。今日の授業の中では recast は必要なく、書く活動で指摘、アドバイスしてあげればよい。 

吉澤（授業者）：Recast には、言語形式を形成するとともに、生徒とのやり取りを発展させていく 
目的がある。生徒とのやりとりを意識して授業を行った。 

熱海（岩手・一関第一高）：生徒の発表する姿勢がすばらしいが、他の教科でも同様なのか、それ 
は学校設定科目などで育成されたものなのか。高校入学後、高入生と中入生の間で英語の学力差 
が開くと思われる。 

吉澤（授業者）：他教科の授業も通じて発表の姿勢が養われている。英語も他教科も、説明して板 
書を写すという授業は行っていない。今までは上位を伸ばすことに力を入れてきたが、下位者に 
対してもスキルアップできる時間を週に何回か設けている。全員が秋田南高校に合格できる力を 
つけさせたい。 

 

（３）指導助言 

指導案のゴールが明確で何をどのように指導したいのかが分かる。卒業時に身に付けさせたい力

も明確で新学習指導要領の趣旨をとらえている。本時の授業では、生徒へのフィードバックが素晴

らしい。生徒たちは伝える喜びにあふれ、自分の意見を認められているという安心感に包まれてい

た。こういう授業ができる、生徒の成長に関わることができるのは教師の醍醐味である。 
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中等部 J.E.Communication 学習指導案 
 

学 級 １年３組２６名 

場 所 １年３組 教 室 

授業者 志 田 裕 子 

杉 山 芙美子 

(学校司書） 

 

１ 単元名  めざせ！スピーチの達人！！  
 
２ 単元の目標 
（１）声量や速さ，プロミネンスなどの音声的特質を意識し，話したり聞いたりすることができる。 

【知識及び技能（１）ア】 
（２）相手の反応を踏まえながら，グループのテーマが分かりやすく伝わるようスピーチの構成や表 

現を工夫することができる。                 【思考力，判断力，表現力等Ａ（１）ウ】 
（３）グループのテーマが伝わるよう，グループで積極的に話し合い，印象に残るスピーチを行おう 

とする。                         【学びに向かう力，人間性等】 
 
３ 取り上げる教材  
  教  材： 秋田魁新報 ・ 讀賣新聞 ・ 朝日新聞 ・ 毎日新聞 ・ 日本経済新聞 
               ※生徒が選んだ新聞記事をもとにスピーチを組み立てる。 
 
４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」 
（１）相手の反応を踏まえながら，自分の考えが分かりやすく伝わるように表現を工夫する力 
（２）文章を読んで理解したことに基づいて，他者に説明したり，主張したりする活動を通して，自 

分の考えを確かなものにする力 
 
５ 評価規準 

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

グループのテーマが分かりやす

く伝わるよう，話す速度や音

量，言葉の調子や間の取り方な

どを意識して話している。 

グループのテーマが分かりやす

く伝わるよう，スピーチの構成

や表現を工夫して話している。 
 

互いのスピーチがよりよいスピ

ーチとなるよう，グループで積

極的に話し合い，印象に残るス

ピーチを行おうとしている。 

 
６ 生徒と単元 
（１）《生徒の実態》  

これまでの J.E.Communication の授業では，「自己紹介」「自分の地域のお気に入りの場所」 

「自分の好きなもの」「好きな本」というテーマで，スピーチ活動を行ってきた。今回取り組む 

グループリレースピーチは，「自分の地域のお気に入りの場所」を紹介するスピーチ活動で経験 

している。グループリレースピーチとは，グループのメンバーそれぞれがスピーチを組み立て， 

それらをつなげて，１つのスピーチとして完成させるものである。 

スピーチ活動については，ほとんどの生徒が意欲的に行うことができる。後期の

J.E.Communication の授業では，自分の思いを伝える言葉や表現を工夫し，声量やプロミネンス

等を意識した話し方ができるところまで高めていきたいと考えている。 

（２）《本単元について》 

本単元は，これまで集めた新聞記事から印象に残ったものを選び，各グループでグループのテ 

ーマを設定し，グループリレースピーチとして発表するものである。 

９ 分科協議会記録 

（１）授業者から 

アウンサンスーチーさんの決断についての英文を読ませ、そこに内在する「難しい決断」をテー

マに生徒に言語活動をさせた。以前も同じ流れで授業をした際、教科書の内容がなくても言語活動

ができたのではないかという指摘をいただいた。本日の授業もそうではなかったか、ということを

一つの議論の点と考える。二つ目は、教師自身の言語形式の正確さについて。授業の後半、生徒が

メモをもとに自由に発表する場面において、内容面と言語形式の点でどうフィードバックを与える

か。リキャスティングをより正確、適切に行い、生徒に言語形式への気づきを与えるにはどうすれ

ばよいか。 

 

（２）協議 

協議題「情報を整理しながら考えなどを形成し、英語で表現したり伝え合ったりする力を育成する 

手立てについて」 

近江（大曲高）：先生が伝えたいことが生徒に伝わっていた。教師・生徒双方の英語レベルが高く、 

両者によいケミストリーが生まれている。おそらく英検２級レベルの生徒がかなりいるのではな 

いか。単元の授業計画８時間目、書く活動でどこを評価するのか拝見したい。 

吉澤（授業者）：この秋に２級取得が１名、準２級の一次に合格した生徒も多い。書く活動につい 

て、何回かに一回は丁寧にフィードバックして返すようにしている。言語活動をしたときは丁寧 

に添削し、作品のようにして生徒に返してあげたい。 

浅利（大館鳳鳴高）：多少苦手であっても、生徒が自分の意見を言おう、聞こうという雰囲気がで 

きあがっている。先生のクラスルームイングリッシュを 100％理解し、何をすべきかわかってい 
る。今日の授業の中では recast は必要なく、書く活動で指摘、アドバイスしてあげればよい。 

吉澤（授業者）：Recast には、言語形式を形成するとともに、生徒とのやり取りを発展させていく 
目的がある。生徒とのやりとりを意識して授業を行った。 

熱海（岩手・一関第一高）：生徒の発表する姿勢がすばらしいが、他の教科でも同様なのか、それ 
は学校設定科目などで育成されたものなのか。高校入学後、高入生と中入生の間で英語の学力差 
が開くと思われる。 

吉澤（授業者）：他教科の授業も通じて発表の姿勢が養われている。英語も他教科も、説明して板 
書を写すという授業は行っていない。今までは上位を伸ばすことに力を入れてきたが、下位者に 
対してもスキルアップできる時間を週に何回か設けている。全員が秋田南高校に合格できる力を 
つけさせたい。 

 

（３）指導助言 

指導案のゴールが明確で何をどのように指導したいのかが分かる。卒業時に身に付けさせたい力

も明確で新学習指導要領の趣旨をとらえている。本時の授業では、生徒へのフィードバックが素晴

らしい。生徒たちは伝える喜びにあふれ、自分の意見を認められているという安心感に包まれてい

た。こういう授業ができる、生徒の成長に関わることができるのは教師の醍醐味である。 

− 127 −



本校１年部国語科では，新聞を教材とした学習をこれまでいくつか実践してきた。７月にはコ 

ラム学習を行った。また，夏休みには，印象に残った新聞記事について感想や意見をまとめる学 

習を課題とした。そのため，生徒はこれまで新聞を読み，記事を集める活動を自主的に行ってき 

ている。それら集めた記事の中から，スピーチの題材を選ぶこととした。 

   ただ，今回はグループリレースピーチとして発表するため，個人で選んだ記事とグループ全員 

が選んだ記事とを読み合わせて，その共通点を読み取る必要がある。また繋がりが薄い場合は， 

他の記事を探すことも考えられる学習活動となる。 

   つまり，今回の学習では，話し方を鍛えるという視点から，スピーチの達人をめざすことはも 

ちろんだが，日常生活や社会生活の中で起きている様々な出来事に関心をもち，それらが記され 

た文章の内容を把握し，精査，解釈する学習の過程で，自分の考えを確かなものとすることも大 

事にしたいと考えている。 

（３）《（１）（２）を受けた，本単元の指導について》 

スピーチの練習の段階では，他のグループと聞き合い，相互評価しながらスピーチの技を鍛え 

ていく。また，客観的に自己評価が行えるようにタブレットを使用して，スピーチの様子を映像 

で録画し，それを自分たちで見て振り返りに生かすようにする。 

   ５月に，J.E.Communicationの授業ではビブリオバトルを行った。各学級で予選を行い，代表 

  ２人を選んだ。そして，６人で学年ビブリオバトル大会を行ったが，生徒は大変意欲があった。 

今回もその形式をとりたいと考えている。１１月１日のＰＴＡにその発表の場を設定し，保護者 

と生徒，学年部の先生方でスピーチを聞き合い，生徒一人一人の練習の成果を価値付けていきた 

い。そして，自分の言葉で，自分の思いや意見を豊かに伝え合い，それを確かに聞き合うという 

学習活動のよさを実感し，どのような時も実践できる生徒を育てていきたい。 

 

７ 全体計画（総時数５時間） 
 

本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 
評価規準 

（評価の方法） 

１
（
１
時
限
） 

・グループのテーマを 
決め，スピーチを組 
み立てることができ 
る。 

 

・集めた新聞記事から 
グループのテーマを 
決め，それぞれのス 
ピーチを組み立て

る。 
 

・教師の方でも，様々 
 な内容の記事を集め 
ておき，提示できる 
ようにする。 

 

・グループで積極的に 
に 話し合い，印象に残 

るスピーチを行おう 
としている。 

【学びに向かう力， 
人間性等】 

（活動の観察） 
（ワークシート点検） 

２
（
２
～
３
時
限
） 

・グループのテーマが 
分かりやすく伝わる 
よう，スピーチの構 
成や表現，プレゼン 
資料を工夫すること 
ができる。 

 

・グループで，発表原 
稿を吟味し合い，リ 
レースピーチの練習 
をする。 

・プレゼン資料を作成 
する。 

 

・グループ全体として 
の構成を工夫するよ 
う助言する。 

・資料に提示する言葉 
 や見出しを吟味する 
 よう助言する。 
 

・話す速度や音量，言 
葉の調子や間の取り 
方などを意識して話 
している。 

 【話す・聞く能力】 
（活動の観察） 
（プレゼン資料確認） 

３
（
４
時
限
） 

・話し方やスピーチの 
 内容・表現等につい 
 て助言し合いスピー 
 チを工夫することが 
 できる。 
 
 
 

・他のグループとスピ 
ーチを聞き合い，話 
し方や内容・表現等 
について，助言し合 
う。 

 

・各グループの課題を 
 提示し合い，聞き合 
 う（助言し合う）ポ 
 イントを確認するよ 
 う助言する。 
 

・グループのテーマが 
分かりやすく伝わる 
よう，スピーチの構 
成や表現を工夫して 
話している。 

（活動の観察） 
（ワークシートや録 

画ビデオ分析） 
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本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 

評価規準 

（評価の方法） 

４
（
５
時
限
） 

・改善点を意識して， 
より印象に残るスピ 
ーチとなるよう工夫 
することができる。 

 

・前時に気付いた改善 
点やよかった点を意 
識して，リレースピ 
ーチを修正し練習す 
る。 

 

・各グループの修正点 
 を確認し，価値付け 
 るようにする。 
 

・グループで積極的に 
話し合い印象に残る 
スピーチを行おうと 
している。 

【学びに向かう力， 
人間性等】 

（活動の観察） 

 

８ 本時の計画（本時 ４／５時間） 
（１）本時の目標 

話し方やスピーチの内容・表現等について助言し合い，グループのテーマが分かりやすく伝 
わるよう，スピーチを工夫することができる。            【話す・聞く能力】 

（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 規 準
 

（評価の方法）
 

導

入 

１ 各グループで，リレースピー 
チを練習する。 

グループ 
 
 
 

・適切な声量を意識できる 
よう，各グループでスピ 
ーチ練習をする時間をと 
る。 

 
 
 
 

展 
開 

２ 本時の学習のめあてを確認す 
る。 

 
 
 
 
 
 
３ 他のグループと互いにリレー 

スピーチを聞き合い，良かっ 
た点や改善点を伝え合う。 

 
 
 
４ アドバイスをもとに改善点を 

話し合い，より印象に残るス 
ピーチとなるよう修正する。 

全体 
 
 
 
 
 
 
 
グループ 
 
 
 
 
 
グループ 
 
 

・各グループの課題を意識 
して，話したり聞いたり 
するよう助言する。 

 
・各グループの発表の声が 
重ならないよう，場の設 
定をする。 

 
・各グループの本時の課題 
を伝え合い，聞き合う 
（助言し合う）ポイント 
を確認するよう助言す

る。 
 
・タブレットの映像から， 
 自分たちで気付いたこと 
 も振り返るようにする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ま

と

め 

５ 本時を振り返り，次時の学習 
を確認する。 

 
 

全体 
 
 
 

・次時への意欲につながる 
よう教師からも本時のよ 
かった点について生徒に 
伝える。 

 

話し方やスピーチの内容 
・表現等について助言し 
合い，印象に残るスピー 
チとなるよう修正しよう。 

・グループのテーマ 
が分かりやすく伝 
わるよう，スピー 
チの構成や表現を 
工夫して話してい 
る。 

【話す・聞く能力】 
（活動の観察） 
（ワークシートや 
録画ビデオ分析） 

本校１年部国語科では，新聞を教材とした学習をこれまでいくつか実践してきた。７月にはコ 

ラム学習を行った。また，夏休みには，印象に残った新聞記事について感想や意見をまとめる学 

習を課題とした。そのため，生徒はこれまで新聞を読み，記事を集める活動を自主的に行ってき 

ている。それら集めた記事の中から，スピーチの題材を選ぶこととした。 

   ただ，今回はグループリレースピーチとして発表するため，個人で選んだ記事とグループ全員 

が選んだ記事とを読み合わせて，その共通点を読み取る必要がある。また繋がりが薄い場合は， 

他の記事を探すことも考えられる学習活動となる。 

   つまり，今回の学習では，話し方を鍛えるという視点から，スピーチの達人をめざすことはも 

ちろんだが，日常生活や社会生活の中で起きている様々な出来事に関心をもち，それらが記され 

た文章の内容を把握し，精査，解釈する学習の過程で，自分の考えを確かなものとすることも大 

事にしたいと考えている。 

（３）《（１）（２）を受けた，本単元の指導について》 

スピーチの練習の段階では，他のグループと聞き合い，相互評価しながらスピーチの技を鍛え 

ていく。また，客観的に自己評価が行えるようにタブレットを使用して，スピーチの様子を映像 

で録画し，それを自分たちで見て振り返りに生かすようにする。 

   ５月に，J.E.Communicationの授業ではビブリオバトルを行った。各学級で予選を行い，代表 

  ２人を選んだ。そして，６人で学年ビブリオバトル大会を行ったが，生徒は大変意欲があった。 

今回もその形式をとりたいと考えている。１１月１日のＰＴＡにその発表の場を設定し，保護者 

と生徒，学年部の先生方でスピーチを聞き合い，生徒一人一人の練習の成果を価値付けていきた 

い。そして，自分の言葉で，自分の思いや意見を豊かに伝え合い，それを確かに聞き合うという 

学習活動のよさを実感し，どのような時も実践できる生徒を育てていきたい。 

 

７ 全体計画（総時数５時間） 
 

本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 
評価規準 

（評価の方法） 

１
（
１
時
限
） 

・グループのテーマを 
決め，スピーチを組 
み立てることができ 
る。 

 

・集めた新聞記事から 
グループのテーマを 
決め，それぞれのス 
ピーチを組み立て

る。 
 

・教師の方でも，様々 
 な内容の記事を集め 
ておき，提示できる 
ようにする。 

 

・グループで積極的に 
に 話し合い，印象に残 

るスピーチを行おう 
としている。 

【学びに向かう力， 
人間性等】 

（活動の観察） 
（ワークシート点検） 

２
（
２
～
３
時
限
） 

・グループのテーマが 
分かりやすく伝わる 
よう，スピーチの構 
成や表現，プレゼン 
資料を工夫すること 
ができる。 

 

・グループで，発表原 
稿を吟味し合い，リ 
レースピーチの練習 
をする。 

・プレゼン資料を作成 
する。 

 

・グループ全体として 
の構成を工夫するよ 
う助言する。 

・資料に提示する言葉 
 や見出しを吟味する 
 よう助言する。 
 

・話す速度や音量，言 
葉の調子や間の取り 
方などを意識して話 
している。 

 【話す・聞く能力】 
（活動の観察） 
（プレゼン資料確認） 

３
（
４
時
限
） 

・話し方やスピーチの 
 内容・表現等につい 
 て助言し合いスピー 
 チを工夫することが 
 できる。 
 
 
 

・他のグループとスピ 
ーチを聞き合い，話 
し方や内容・表現等 
について，助言し合 
う。 

 

・各グループの課題を 
 提示し合い，聞き合 
 う（助言し合う）ポ 
 イントを確認するよ 
 う助言する。 
 

・グループのテーマが 
分かりやすく伝わる 
よう，スピーチの構 
成や表現を工夫して 
話している。 

（活動の観察） 
（ワークシートや録 

画ビデオ分析） 
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９ 分科協議会記録 

（１）授業者から 

 南高校中等部独自の教科であり、Communication の態度や手法を鍛える、自分の思いを伝える

生徒を育てる、ということが狙いだ。前段階の授業では、総合的な学習の時間とつなげて、地域

貢献として保育園の園児を招いて読み聞かせを行った。「J.E.」なので、英語の絵本の読み聞か

せも英語教員と連携して行った。その実践の前には、「話す」という技術に関して、本校ＯＧの

アナウンサー相場詩織氏を講師に招き、話す技術・思いを伝える大切さを語ってもらった。 

 本単元は、新聞記事を集めて正確に読み取った上で、グループでスピーチするためにどのよう

な内容や切り口が必要か、取捨選択して、協働的にリレースピーチをする。グループでの活動に

したのは、そこに Communication が生まれるからだ。今日は、助言し合う場面も見てもらったが、

他のグループから、記事の取り上げ方や補足的な事項等、内容についての助言も飛び出していた。

授業者として注目した部分は、タブレットを見ながら、修正点について客観的に話し合うことが

できていたか、良い点、改善点、自分の思いをしっかり伝え合っているか、ということだ。学校

司書とはビブリオバトルの実践活動でも T.T をしてきた。今後も、高校や他教科の教諭・学校司

書・外部人材等、連携を深めながら中等部生をよりよく育てて行きたい。 

（２）協議 

協議題「協働的な学びを通した表現力育成の在り方 ～時事（新聞）を題材として～」 

佐々木（岩手・水沢高）：後輩たちが立派で感激した。声がもう少し。暗記ではなく、自分のも 

 のにして話しているなと思った。中学校の生徒がこんなに話せるのかなと驚いた。このような 

 話す指導に関しては、継続的にしてきているのか？ 

志田（授業者）：機会を捉えて常にやっている。ＯＧのアナウンサーの助言が効いている。 
ＳＧＨの発表をたくさん聞いてきている。いずれ、ああなるんだ、ああなりたいという思いで

生徒たちが取り組んでいると感じる。 

黒丸（横手清陵学院中）：子どもたちの活動が洗練されていると思った。学校設定教科というこ 

 とだが、評価はどうなっているのか、聞かせてほしい。また、生徒同士の評価票はずいぶん細 

 かい項目について生徒がよく書き込んでいたが、設定した項目について聞きたい。 

腰山（秋田南高）：学習指導計画参照。評価の仕方は研究しながら進めている。現時点ではルー 

 ブリック評価的ではあるが、高校の学校設定教科「国際探究」のように、評価の観点である活 

 動の看取りやワークシート類、ポートフォリオ等を点数化して評価していけるようにしたい。 

 どの観点にどういう配点を置くかが検討課題だ。 

志田（授業者）：声量や間の取り方、話のスピードについては、特に譲れない項目。普段の授業 

 でも、相手に聞こえるように最後までしっかりした声で話すということは大切なことだ。意識 

 して育てていきたいことだ。 

鎌田（土崎中）：シート類への指導者の書き込みが充実していて、普段からの行き届いた指導が 

 感じられた。指導計画を見ると、本時が５分の４時間となっているが、発表用掲示物の充実度 

 等を見ると実際はもっと時間をかけているのではないか？またこの科目を高校の英語のプレ 

 ゼン力育成に戦略的につなげていくというような狙いはあるのかどうか？ 

志田（授業者）：授業は準備にたくさん割いたりしていないが、放課後残ったりして活動しても 

 らってはいる。週１なので、授業時数を多くかけることはできない。記事や掲示物について機 

 会を捉えて生徒と会話したり意思交換したりしている。 

腰山（秋田南高）：中高一貫して、グローバルリーダー育成を目標としている。研究説明で示し 

 た素養のうち、プレゼンテーション能力や実践力を、中学時から直接的に磨いていく教科とな 

 っている。日本語で考えた発表原稿を英語に訳して出力するという活動ではない。思考や論理 

 をＪの時間に学んだ上で、英語的な思考で英語の発表を考えて出力できることが理想。日本語 
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 と英語の活動を教科横断的な視点で行っている。高校のＳＧＨ的な活動へのつながりはもちろ 

 ん強く意識されている。 

渡部（横手清陵学院中）：理科の教員だが、中学校の科目の協議会に出させてもらった。入学し 

 て間もないのにすばらしい活動内容だった。批判的かつ建設的な意見交換をしていた。またこ 

 れまでの指導の蓄積が見える授業だった。この教科の活動の時間割上の配置や対象人員はどの 

 ようになっているのか？ 

志田（授業者）：通常は他の授業と同様に各クラス週１時間でクラス単体で行っている。 

腰山（秋田南高）：別紙学習計画にカッコで示されている、総学や特活や行事と連動して行って 

 いる学習活動については、特設時間を設けたりして、学年が一堂に会して行う場合もある。昨 

 年は２年生が、学年全員＋保護者で、ビブリオバトルをＰＴＡの場で実践した。 

（３）指導助言 

 生徒の意欲にあふれた授業を提示いただきありがとうございました。これまでの中高一貫の連

携努力が今回の授業公開にも表れていたように思う。中高の協議会を一体化して行うことも意義

深い。今回の指導計画や指導案は、新学習指導要領の方向性が意識されたものとなっているので、

新学習指導要領に触れながら話をしていきたい。 

 国語科においては、重要な点として生徒の言語活動の充実について述べられており、その基盤

となるのは生徒の語彙力だ。語彙指導の改善充実が求められている。その意味で、グローバルリ

ーダー育成を念頭に、その能力開発を目指した今回の実践は非常に意義深い。 

 今回の授業について、大きく三点述べたい。 

①授業の狙いが明確に設定されていた。単元名の「１３歳の主張・・・」によって、生徒にとっ

ては、どのようなスピーチを目指せばよいのか、イメージしやすかったと思う。学習のねらいが

これまでの学習を基に設定されていた。知識・技能を活用しながら更に力を高めたことが実感で

きた授業であったと思う。全体で改善点を確認する際に、志田先生が的確なアドバイスをして、

次時にどのような改善努力をすればよいか明確にして学習意欲が高まるような終末であった。 

②新聞記事を基にしてスピーチをする活動を通して、生徒の語彙を豊かにする活動に結び付いて

いた。記事を理解して適切な部分を抜き出したり要約したりして、分かりやすい表現に替えてス

ピーチする活動によって、実践的な活動を通じて語彙を習得する学習となっていた。自分の考え

と新聞の情報を巧みに関連付けて活動していた。新学習指導要領では、情報の扱い方に関する指

導の改善充実が位置付けられている。この活動は、情報整理に関わる項目の指導実践と言える。

③グループでの協働的な学びの在り方が工夫されていた。グループでリレースピーチをするとい

う設定にすることで、伝える内容の検討や伝え方の改善点等を話し合うなどして、協働的な学び

につなげていたと思う。タブレットを活用しながら課題点を確認し合ったり、ワークシートを工

夫して他のグループからの助言を記入する欄が作られており、記入だけでなく伝え合うことを通

じて、より深い学びへの到達が図られていた。 

 以上三点を大きくまとめると、ねらいや生徒の実態に応じて、意図的に言語活動を設定したこ

とで、指導の効果を高めていたすばらしい実践であったと感じた。各学校においても、言語活動

を各活動に位置づけて授業実践が行われているが、新学習指導要領で重視している言語活動の充

実は、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善と深く結び付いている。授業に取り入

れた言語活動が、どのような資質能力の開発につながっているかを確認しながら、効果的に働く

よう授業の中に位置付けていく必要ある。今回のように、対話的な授業展開によって、考えの広

がりや深まりが生まれるように授業改善を行っていくことが、今後の研究を更に深めていくこと

を期待している。本日はありがとうございました。 

９ 分科協議会記録 

（１）授業者から 

 南高校中等部独自の教科であり、Communication の態度や手法を鍛える、自分の思いを伝える

生徒を育てる、ということが狙いだ。前段階の授業では、総合的な学習の時間とつなげて、地域

貢献として保育園の園児を招いて読み聞かせを行った。「J.E.」なので、英語の絵本の読み聞か

せも英語教員と連携して行った。その実践の前には、「話す」という技術に関して、本校ＯＧの

アナウンサー相場詩織氏を講師に招き、話す技術・思いを伝える大切さを語ってもらった。 

 本単元は、新聞記事を集めて正確に読み取った上で、グループでスピーチするためにどのよう

な内容や切り口が必要か、取捨選択して、協働的にリレースピーチをする。グループでの活動に

したのは、そこに Communication が生まれるからだ。今日は、助言し合う場面も見てもらったが、

他のグループから、記事の取り上げ方や補足的な事項等、内容についての助言も飛び出していた。

授業者として注目した部分は、タブレットを見ながら、修正点について客観的に話し合うことが

できていたか、良い点、改善点、自分の思いをしっかり伝え合っているか、ということだ。学校

司書とはビブリオバトルの実践活動でも T.T をしてきた。今後も、高校や他教科の教諭・学校司

書・外部人材等、連携を深めながら中等部生をよりよく育てて行きたい。 

（２）協議 

協議題「協働的な学びを通した表現力育成の在り方 ～時事（新聞）を題材として～」 

佐々木（岩手・水沢高）：後輩たちが立派で感激した。声がもう少し。暗記ではなく、自分のも 

 のにして話しているなと思った。中学校の生徒がこんなに話せるのかなと驚いた。このような 

 話す指導に関しては、継続的にしてきているのか？ 

志田（授業者）：機会を捉えて常にやっている。ＯＧのアナウンサーの助言が効いている。 
ＳＧＨの発表をたくさん聞いてきている。いずれ、ああなるんだ、ああなりたいという思いで

生徒たちが取り組んでいると感じる。 

黒丸（横手清陵学院中）：子どもたちの活動が洗練されていると思った。学校設定教科というこ 

 とだが、評価はどうなっているのか、聞かせてほしい。また、生徒同士の評価票はずいぶん細 

 かい項目について生徒がよく書き込んでいたが、設定した項目について聞きたい。 

腰山（秋田南高）：学習指導計画参照。評価の仕方は研究しながら進めている。現時点ではルー 

 ブリック評価的ではあるが、高校の学校設定教科「国際探究」のように、評価の観点である活 

 動の看取りやワークシート類、ポートフォリオ等を点数化して評価していけるようにしたい。 

 どの観点にどういう配点を置くかが検討課題だ。 

志田（授業者）：声量や間の取り方、話のスピードについては、特に譲れない項目。普段の授業 

 でも、相手に聞こえるように最後までしっかりした声で話すということは大切なことだ。意識 

 して育てていきたいことだ。 

鎌田（土崎中）：シート類への指導者の書き込みが充実していて、普段からの行き届いた指導が 

 感じられた。指導計画を見ると、本時が５分の４時間となっているが、発表用掲示物の充実度 

 等を見ると実際はもっと時間をかけているのではないか？またこの科目を高校の英語のプレ 

 ゼン力育成に戦略的につなげていくというような狙いはあるのかどうか？ 

志田（授業者）：授業は準備にたくさん割いたりしていないが、放課後残ったりして活動しても 

 らってはいる。週１なので、授業時数を多くかけることはできない。記事や掲示物について機 

 会を捉えて生徒と会話したり意思交換したりしている。 

腰山（秋田南高）：中高一貫して、グローバルリーダー育成を目標としている。研究説明で示し 

 た素養のうち、プレゼンテーション能力や実践力を、中学時から直接的に磨いていく教科とな 

 っている。日本語で考えた発表原稿を英語に訳して出力するという活動ではない。思考や論理 

 をＪの時間に学んだ上で、英語的な思考で英語の発表を考えて出力できることが理想。日本語 
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Ⅰ．生徒・教員アンケート集計結果

１．生徒アンケート集計結果

（１）高１「国際探究Ⅰ」

対　象：高校１年生全員 回収総数 235

実施日：平成３１年３月４日

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

Ｑ４

Ｑ５

Ｑ６

Ｑ７

Ｑ８

Ｑ９

Ｑ１０

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。【自己の
変化】

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。【課題設定能力】

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
法が身につきましたか。【課題設定能力】

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、姿勢などが身につきましたか。【課題探究能力】

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
につきましたか。【論理的思考力】

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
法などが身につきましたか。【プレゼンテーション能力】

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つけたいとの意欲は高まりましたか。【英語コ
ミュニケーション】

国際探究の活動をとおして、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。（複数回
答可）【英語コミュニケーション】

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
を意識した授業であると感じますか？【授業】

今年度、本校の修学旅行やＦＷ以外で、自主的に短期留学や海外研修（観光も含む）をしたことがありまし
たか？【自己の変化】

49% 50% 1%
①非常に深まった。
②深まった。
③深まらなかった。

47% 51% 1%
①大いに身についた。
②やや身についた。
③身につかなかった。

50% 49% 2%
①大いに身についた。
②やや身についた。
③身につかなかった。

58% 41% 1%
①大いに身についた。
②やや身についた。
③身につかなかった。

47% 51% 2%
①大いに身についた。
②やや身についた。
③身につかなかった。

41% 45% 14%
①非常に高まった。
②高まった。
③高まらなかった。

56%2%
9%

17%
25%

6%
12%

8%

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も閲覧するようになった。

⑤日本語の吹き替えではなく、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、Skypeで外国人と交流してみたりした。

⑦ＡＬＴや留学生と積極的に話すようになった。

⑧国際的な発表会や国際大会などに挑戦する意欲が湧くようになった。

18% 66% 16%
①強く感じる。
②感じる。
③感じない。

38% 62% ①はい
②いいえ

2%
98% ①ある

②ない
アメリカ（県語学研修）、オーストラリア（国連協会海外研修）、台湾・韓国（観光）、シンガポール（観光）
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Ｑ１１

Ｑ１２

Ｑ１３

Ｑ１４

国際探究の活動をとお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）【秋田や世
界とのつながり】

国際探究の活動をとおして、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。（複数回答可）【自己の変化】

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。【自己
の変化】

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。【自己の課
題】

33%
47%

38%
9%

26%
30%

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。

27%
45%

58%
29%

42%
28%

16%
17%

28%
18%

40%
4%

21%
33%

18%

・発表会で英語で質疑応答が出来るくらいの英語力を身に付けたいと強く思った。 ・自分の意見を積極的に他人に伝える

こと。 ・論理的に組み立て、考えをまとめること。 ・話合いの時、方向性の違う意見をもっと積極的に発すること。 ・資料の

活用。 ・今、自分が世界のために秋田のために何が出来るかを考え、実行すること。また、その課題を発見する力。 ・県

内、国内、海外について知りそれらを結びつけて考え、経済、政治などをよく知る。 ・調査の時にネットだけでなく多様な手

段を使い、幅広い視野で研究すること。 ・秋田の今後の活性化を考えること。 ・期限が迫らないと本気になれないという部

分を直したい。 ・見通しを持って計画を立てる能力。 ・ある一点に執着しない客観的な思考力。 ・自ら新しいこと（やった

ことがないこと、できないと思っていること）に挑戦すること。 ・周りの意見を受け入れること。 ・質問の質を上げる。 ・周りの

人ともっと積極的に関わっていくこと。 ・課題設定能力がもっと必要。秋田の課題を世界と結びつけること。 ・よりメディアに

関心を向け、世界や日本の現状を知る。 ・英語力が足りず、日々の小テストや定期考査の結果にも表れているので、英語

に対してもっと真剣に取り組んでいきたい。 ・人前で話すことが苦手だなと感じたので、もっと人前で話す機会を自分で

作って慣れていくこと。 ・結末（最後に発表するとき）のイメージを持って研究すること。

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、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。

・以前よりも仲間と協力して問題解決することが楽しめるようになった。 ・ニュースなどで国際問題を見た時、自分たちの活

動と結びつけて考えるようになった。 ・自分の意見をしっかり持つことができた。 ・自分の考えを客観的に見られるように

なった。 ・身近に起こっている事象がどんな原因に由来しているのか考えるようになった。 ・情報やデータを使うときに根

拠を必ず探すようになった。 ・論理的に物事を考えて、道筋を立てられるようになった。 ・人前で発言したり発表したりする

ことに抵抗を覚えなくなった。自分の意見を人に伝えることを楽しいと思えた。 ・以前よりニュースを頻繁に見るようになっ

た。 ・友達と協力して何かを仕上げるという作業に進んで取り組めるようになった。 ・誰かに言われてやるのではなく、自分

達で計画してやり遂げる力がついた。 ・分からないことを自分で調べようとするようになった。 ・どうやったら人に自分の考

えがうまく伝わるのかを考えるようになった。 ・国語などの記述問題で、論理的な回答や、主観を除いた誰がみても正しい

解答が増えた。 ・自分の気持ちを言葉にして相手と正面から向き合う大切さを知った。 ・自分の想像通りにいかなくても諦

めずに別の解決方法を探すようになった。 ・ひとつの物事に多方面からアプローチすることができるようになった。 ・大人

の方と接することが多くあり、言葉遣いや話す時の表情に気を使えるようになった。 ・多くの情報から信頼できるものを自分

で考え、選ぶようになった。 ・国内外、県内問わず、ニュースなどを聞いた時に他の文化や事情を考慮し、世界と関連付け

て自分なりの意見を持つようになった。 ・人の意見も尊重できるようになった。 ・パソコンを使うことに抵抗がなくなった。 ・

批判的な意見を持つ力がついたかなと思う。 ・忙しい中で、テストと両立しようとしたことで、短い時間の中でやりくりする力

が身に付いた。 ・以前よりも英語を話すことに対する抵抗が少なくなり、また、英語をもっと話せるようになりたいと思えるよう

になった。 ・色々な分野の学問に興味を持つことができた。 ・将来についてよく考えるようになった。 ・周りの人の高いコ

ミュニケーション能力や英語力を感じ、自分も努力しなければいけないと思うことができた。 ・一つの物事に対してより真剣

に考えるようになった ・外国の方に話しかけたり話しかけられたりして、以前より緊張せず楽しく英会話が出来るようになっ

た。 ・自分から積極的に行動や発言をしたり、隙間時間も活用するようになった。
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（２）高２「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 回収総数 69

実施日：平成３１年２月２１日

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

Ｑ４

Ｑ５

Ｑ６

Ｑ７

Ｑ８

Ｑ９

Ｑ１０ 今年度、本校の修学旅行やＦＷ以外で、自主的に短期留学や海外研修（観光も含む）をしたことがありまし
たか？【自己の変化】

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。【自己の
変化】

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。【課題設定能力】

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
法が身につきましたか。【課題設定能力】

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、姿勢などが身につきましたか。【課題探究能力】

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
につきましたか。【論理的思考力】

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
法などが身につきましたか。【プレゼンテーション能力】

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つけたいとの意欲は高まりましたか。【英語コ
ミュニケーション】

国際探究の活動をとおして、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。（複数回
答可）【英語コミュニケーション】

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
を意識した授業であると感じますか？【授業】

62% 33% 4%
非常に深まった。
深まった。
深まらなかった。

64% 33% 3%
大いに身についた。
やや身についた。
身につかなかった。

59% 38% 3%
大いに身についた。
やや身についた。
身につかなかった。

74% 23% 3%
大いに身についた。
やや身についた。
身につかなかった。

67% 30% 3%
大いに身についた。
やや身についた。
身につかなかった。

72% 22% 6%
非常に高まった。
高まった。
高まらなかった。

41%
14%

20%
30%

42%
19%

35%
25%

英語検定などの資格試験を受験した。

英字新聞を読むようになった。

英語の原書を読むようになった。

英語のウェブサイトも閲覧するようになった。

日本語の吹き替えではなく、英語で映画を見るようになった。

英会話学校に通ったり、Skype等で外国人と交流してみたりした。

ＡＬＴや留学生と積極的に話すようになった。

国際的な発表会や国際大会などに挑戦する意欲が湧くようになった。

32% 45% 22%
強く感じる。
感じる。
感じない。

64% 36%
はい
いいえ

9% 91% ある
ないアメリカ２（県語学研修１、模擬国連世界大会１）、韓国２（模擬国連講座１、観光１）、インドネシア２（イオン１％クラブ

AsiaYouthLeaders）、マレーシア（World Scholar's Cup 世界大会）、マルタ（トビタテ留学JAPANボランティアコース）
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Ｑ１１

Ｑ１２

Ｑ１３

Ｑ１４

国際探究の活動をとお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）【秋田や世
界とのつながり】

国際探究の活動をとおして、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。（複数回答可）【自己の変化】

上記以外で、国際探究の活動をとおして、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。
【自己の変化】

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。【自己の課
題】

46%
52%
54%

30%
58%

33%

秋田のことを世界と結び付けて考えるようになった。

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。

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。

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。

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。

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。

28%
59%

64%
48%

52%
38%

36%
38%

45%
35%

55%
9%

39%
55%

20%

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

以前より、海外の大学への直接進学に興味がわいてきた。

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。

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。

他科目の家庭学習においても、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。

・世界について知ることで、自分の国や地域の良さを知ることができた。前よりも好きになった。 ・今までは機会があっても挑

戦しないことも多かったが、グループの人の考え方に触れ、積極性が身についた。 ・事前にコツコツ準備することの大切さを

学び、期限を意識するようになった。 ・日常生活においてニュースなど世界情勢を気にかけ、自分なりの意見を持つように

なった。 ・人前で話すことがより好きになった。 ・より良いリーダーとしてのあり方を考えて実行しようとする気持ちをもつよう

になった。 ・社会の諸問題に対して他人事と思わず、解決策を考えたり自分が将来できそうな事を考えたりするようになっ

た。 ・英語で順序立てて文章を組み立てたり、英語での応答に慣れてきたのではないかなと思う。 ・もともと海外生活や異

文化への興味があったが、より強く日本以外のことに興味が湧いた。 ・他国の文化と比べたら日本はどのような国なのかを

研究してみたいと思った。 ・発表の場が多く設けられていて、プレゼン能力も高まったと思う。 ・いろいろな角度から物事を

考えたり、多様な考え方を受け入れたりする姿勢が身についた。 ・パソコンを使った作業の効率が良くなった。 ・いろんな

分野の専門家や職業の人と関わり、社会を多面的にみることの重要さを改めて実感した。 ・チームで一つの課題を解決す

るための方法を学んだ。特に、自分の意見を理解してもらったり、相手を理解することの大切さが分かった。 ・自分の意見を

通す強さや、妥協点の見つけ方が分かった。 ・ニュースなどでも、情報を鵜呑みにしないで客観的な目線から物事を見るこ

とができるようになった。 ・クラスメートが皆、勉強・課外活動・短期留学など、様々なことに対して意識を高くもっているので、

その姿に日々刺激を受けて、私も自分の部活動や勉強でさらなる高みを目指そうと思うことができた。 ・人との関わりをもっと

深く持ちたいと思った。 ・海外により興味を持った、様々な機関で働いてみたいと思った。 ・ひとつの問題に着目して研究

し、自分で成果をあげたいと思った。 ・主観で物事を考えるのではなく、数字や事実に基づいて、客観的に物事を考えるよ

うになった。 ・英語に触れる機会が多くなったため自然と英語力が身についた。 ・プレゼンや司会のスキルを高めたいと

思った。 ・ひとつの解決策で満足せず他にもないか検討するようになった。 ・以前より物事について深く考えたり、アイディ

アを考えるくせがついた。

・調査結果を分析する能力を上げる。 ・他人との議論の質を高めること。 ・わからない事は一人で解決しようとしないこ

と。 ・自分の考えについての根拠をもっと説得力のあるものにする。 ・人に自分の意見を話す際の順序や表現力を身につ

けること。 ・班員の意見を班長としての立場でまとめる能力。 ・伝えるための国語力。 ・研究の最後を見通して課題を見つ

けていく力や行動力が必要だと思った。 ・集団活動における積極的な姿勢。 ・自分の進路と国際的な問題を関連付けて、

より深く問題を理解すること。 ・他国の高校生と比べ、自分の積極性や国際的な知識が足りないと感じたので、そこを伸ばせ

るように頑張りたい。 ・自分の中の常識にとらわれてしまうことが多い。 ・英語の表現の幅を広げる。 ・考えたことをそれで

終わらせずに実践していく力を身につけたい。 ・質疑の対応力をつけるためには発表内容を超えた知識が必要になると思う

ので、普段から多様なものに対して興味をもって知識をつけたい。 ・ひとつの物事に対し、自分の考えや見方に縛られない

で、いろいろな視点から見ることが課題だと思う。 ・ほかの人の良さを引き出して集団のパフォーマンスを向上させる力。 ・

英語で意思疎通することに対する苦手意識があるので、経験を積んで自信をつけたい。 ・様々な行事に積極的に参加する

こと。 ・自分の考えの中だけで結論を出さずに一度離れた目線から捉えること。 ・英語の表現の幅を広げる。 ・長期的な

計画をもって行動すること。

３．高３「グローバル・イシュー」 生徒アンケート集計結果 

（１）「グローバル・イシュー」選択生徒 
 
対 象：高校３年生「グローバル・イシュー」選択生徒  回収総数 37 

実施日：平成３０年９月１３日 （グローバル・イシュー活動最終日） 
 

Ｑ１ ＳＧＨ活動を通して、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。【課題設定能力】 

  
Ｑ２ 自分の興味関心や問題意識、事実に対する認識から、自分なりの探究テーマや課題を設定していく考え方や

手法が身につきましたか。【課題設定能力】 

 
 
Ｑ３ フィールドワークなど現場に出かけて調査する活動を通して、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、姿勢などが身につきましたか。【課題探究能力】 

  
Ｑ４ ＳＧＨ活動を通して、物事を考えるとき、情報を分析し、その結果を整理し、筋道立てて考えようという姿勢が

身につきましたか。【論理的思考力】 

 
 
Ｑ５ ＳＧＨ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

につきましたか。【プレゼンテーション能力】 

  
Ｑ６ ＳＧＨ活動を通して、さらに高度な英語力を身につけたいとの意欲は高まりましたか。【英語】 

 
 
Ｑ７ 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？【授業】 

 
 
Ｑ８ 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。【英語】 

 

Ｑ９ ＳＧＨ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）【秋田や世界とのつながり】 

 

78%

92%

22%

8%

0%

0%

H29 ２年生（３…

H30 ３年生（９… ①非常に深まった。

②深まった。

③深まらなかった。

86%
81%

14%
19%

0%

0%

H29 ２年生…
H30 ３年生…

①大いに身についた。

②やや身についた。

③身につかなかった。

86%
84%

14%
16%

0%

0%

H29 ２年生…
H30 ３年生…

①大いに身についた。

②やや身についた。

③身につかなかった。

81%
97%

19%
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①非常に高まった。

②高まった。

③高まらなかった。
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H30 ３年生（９月）

H29 ２年生（３月）

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も閲覧するようになった。

⑤日本語の吹き替えではなく、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、Skypeをやってみたりした。

⑦ＡＬＴや留学生と積極的に話すようになった。

⑧国際的発表会や国際大会に挑戦する意欲がわくようになった。
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37%

41%

43%
30%

41%

51%
41%

H30 ３年生（９月）

H29 ２年生（３月）

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。
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３．高３「グローバル・イシュー」 生徒アンケート集計結果 

（１）「グローバル・イシュー」選択生徒 
 
対 象：高校３年生「グローバル・イシュー」選択生徒  回収総数 37 

実施日：平成３０年９月１３日 （グローバル・イシュー活動最終日） 
 

Ｑ１ ＳＧＨ活動を通して、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。【課題設定能力】 

  
Ｑ２ 自分の興味関心や問題意識、事実に対する認識から、自分なりの探究テーマや課題を設定していく考え方や

手法が身につきましたか。【課題設定能力】 

 
 
Ｑ３ フィールドワークなど現場に出かけて調査する活動を通して、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、姿勢などが身につきましたか。【課題探究能力】 

  
Ｑ４ ＳＧＨ活動を通して、物事を考えるとき、情報を分析し、その結果を整理し、筋道立てて考えようという姿勢が

身につきましたか。【論理的思考力】 

 
 
Ｑ５ ＳＧＨ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

につきましたか。【プレゼンテーション能力】 

  
Ｑ６ ＳＧＨ活動を通して、さらに高度な英語力を身につけたいとの意欲は高まりましたか。【英語】 

 
 
Ｑ７ 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？【授業】 

 
 
Ｑ８ 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。【英語】 

 

Ｑ９ ＳＧＨ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）【秋田や世界とのつながり】 
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H30 ３年生（９月）

H29 ２年生（３月）

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も閲覧するようになった。

⑤日本語の吹き替えではなく、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、Skypeをやってみたりした。

⑦ＡＬＴや留学生と積極的に話すようになった。

⑧国際的発表会や国際大会に挑戦する意欲がわくようになった。
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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。
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Ｑ１０ 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。【自己の変化】 

 
 
Ｑ１１ 今年度（今後の予定を含めて）、短期留学や海外交流や研修（見学旅行）・海外発表・海外大会参加等をし

ましたか。【自己の変化】 

  
Ｑ１２ ＳＧＨ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。（複

数回答可）【自己の変化】 

 
  
Ｑ１３ ３年間のＳＧＨ活動を通して、良かった、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。【自己

の変化】（抜粋） 

・国際交流や起業家の方々とのディスカッションを通して、将来役に立ちそうな良い経験ができた。 ・一つの問題に対して、多角的な

視野で解決策を考えられるようになった。 ・物事をより広い視野で見ることができるようになった。 ・自分とは違う意見を受け入れるよ

うになった。 ・友達と議論をすることに次第に楽しさを感じるようになった。 ・どこか問題がないか何が間違っているかを深く考えるよう

になり、根拠を持って発信するようになった。 ・物事を様々な角度から見て、問題の原因を調査・分析し、解決策は何かを考えるよう

になった。 ・課題研究を通して、問題にアプローチしていくことの楽しさを学んだ。 ・自分の考えを貫くことと、他者の考えを柔軟に取

り入れることのバランスがうまくなった。 ・決断力が付いた。 ・文献だけではわからないような問題の原因を知ることができる、現地調

査の重要性を学ぶことができた。 ・人の話を受け身にならず、自分の意見と一緒に考えることができるようになった。 ・多くの小さな問

題に当たったときに、元の大きな問題の存在を再確認することの大切さを学んだ。 ・うまくいかないことや問題が起こった時に、論理

立てて考え、行動に移せるようになった。 ・英語の文献やウェブサイトを読み、情報を得る方法をたくさん身につけることができた。 ・

提出期限に余裕を持つことの大切さや、無理をしない程度に計画を立てるための能力を得ることができた。 ・何事にも計画を立てて

時間を決めて取り組むようになった。そのおかげで勉強においても計画を立ててから取りかかるようになり、効率がとても上がった。 ・

様々な立場の人と交流ができ、自分を見つめ直すことができた。 ・人前でプレゼンをする能力や、コミュニケーション能力、パソコン操

作や論文作成の技能が向上した。 ・自分の意見を表に出したり、人前で何かしたりすることへの抵抗感が薄れ、逆にもっと自分が何

かしたいと思えるようになった。 ・人前で発表するのが苦手だったが、意見を堂々と、しかも英語で言っている自分の方が好きかもし

れないと気づいた。 ・SGH を選択して最初は後悔することもあったが、一つ一つ調べ上げて数ヶ月かけて完成したプレゼンを全校生

徒の前で発表したあの緊張感と達成感は、SGH を選んだ人にしか味わうことのできない貴重なものである。SGH クラスで良かったと心

の底から思った。 ・海外の様々な問題を知り、自分がどれだけ幸せな環境にいるのかがわかった。 ・海外フィールドワークを通して、

海外についての興味が広がり、進路選択のきっかけとなった。 ・地元企業のポスターや活動に興味を持つようになった。 ・アフリカの

地域における作物や人々の暮らし、社会情勢など、研究の中心ではないものや背景にあるものまで詳しく調べることができた。 
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35%

49%

38%

68%

78%

65%
38%

H30 ３年生（９月）

H29 ２年生（３月）

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た
りするようになった。
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
もてたりするようになった。
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
持ちが強くなったりしてきた。
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。
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Ｑ１４ ＳＧＨ活動を終えて、大学進学後あるいは社会に出てからのあなたの今後の課題はどんなことですか。【自

己の変化】（抜粋） 

・世界に貢献できる人になりたい。 ・他人の意見を取り入れつつ、自分の意見をまとめること。 ・自分の意見の明確な根拠を示すこ

と。 ・多様な文化や習慣を受け入れること。 ・自分の意見を論理立てて、説得力のある意見提示ができるようになること。 ・投げか

けられた問いに対して、瞬時に筋道を立て、情報をまとめて、相手にわかりやすく理解しやすい回答ができるようにしたい。 ・自分

は、縁の下の力持ちタイプのリーダーだが、先頭に立って突き進んでいくようなリーダーに少しずつ近づいていきたい。 ・世界の問

題に対して、自分はどのように関わることができるのかという視点を持って学びを深めていきたい。 ・グローバルな視点だけでなく、よ

り広くクリエイティブな視点で常に物を見ようとすること。 ・秋田県の医療資源を充実させること。 ・将来どんな形でも、社会の問題解

決をするために、世の中の問題に敏感でありたいと思う。自分が解決するとしたら何をするか、今何ができるかなど、問題解決のため

の思考をやめないことが今後私のするべきことだと思う。 ・どのようにして自分たちが行った研究を世界に広めるかが、今後の課題

だ。 ・失敗や修正するところを記録し、次に生かすこと。 ・幅広い知識を身につけ、今世の中で何が起こっているのかもっとよく知る

こと。 ・より多角的な視点を持ち、すぐに結論を出すのではなく、違う方向から物事を見つめ直す癖をつけたい。 ・秋田大学で、地

域のことをもっと深く学ぶとともに、海外に行って違う視点から秋田の課題解決に貢献したいという思いが強まった。 ・社会や世界で

活躍するために、実践的な英語力をつけていきたい。 ・社会に出て自分ができることの幅が広がった時に、もう一度世界や日本の問

題に目を向けて、新しい観点を持って取り組みたい。 ・秋田が好きになり、将来は地元で暮らしたいと思えるようになった。 ・秋田の

今後について考え、秋田に貢献できるような大人になりたい。 ・大学や就職において、秋田の産業を盛り上げられるような進路選択

をしたい。 ・環境に良い商品を作るという物作りの仕事をしたい。既存していない物を作るため、大学では知識を蓄え、考え方、想像

力を培っていきたい。 ・精密農業について、これからも勉強や研究を続け、日本や秋田の農業を変えることを目標に頑張りたい。 
  
Ｑ１５ やり切った立場で、継承・伝達したいＳＧＨ活動の価値について、後輩たちにエールをください！【異学年交流】（抜粋） 

・研究内容についてだけではなく、コミュニケーション能力や発表、語学、プレゼンテーション作り、資料作りなどに関するたくさんのス

キルを得ることができる。また、同じグループで１年以上活動することで、本当に良い仲間を持つこともできる。みんなで悩んで考える

ことは大変だが、とても楽しく充実していた。高校生でこのように研究できることに感謝して、楽しんで活動をしてほしい。 ・研究が進

むにつれ、うまくいかなかったり、周りの人が自分よりもすごいと感じて落ち込んでしまうことがあったりすることがあるが、支え合ってこ

そのグループ活動である。SGH の活動を通して、自分の良いところも見つかると思う。 ・英語の能力、自分で表現する能力、論文を

まとめる能力は他では味わえない。 ・残した結果よりもそこにたどり着くまでの過程が重要。 ・「やりきった」ということは何でも自信に

なると思う。辛いし面倒な時もあるけれど、自分の納得のいくものを作り上げてほしい。高校生のうちに論文を書くことは良い経験で、

根拠や論理性が鍛えられ、思考の仕方や文章の展開の仕方に変化が現れてくると思う。 ・活動を通して、自分の過去、現在、未来

を一生のうちで最も深く考え、自分自身を見つめ直すことができた。後輩の皆さんも、SGH で自分を磨き、真のグローバルリーダーに

なれるよう、応援しています。 ・勉強との両立を大変だと感じる人もいるけれど、勉強とは別の、人生を豊かにする活動だと思うから苦

には感じなかった。楽しみながら感謝の気持ちも忘れずに持ってほしい。 ・勉強や部活との両立が大変で、きつい時期が来ると思い

ますが、必ず苦労しただけ成長するので、乗り越えてほしい。物事の見方や価値観が変わり、それで進路が変わった。 ・迷ったら

SGH をやる、それだけの価値がある。気づかないうちに英語力が付いたり、意識が変わっていたりする。自分で調べたことで聞いてい

る人を納得させることができたときの喜びは大きいし、それに対して意見をもらって考えることができたときは楽しいと感じるはず。SGH

活動は熱心になればなるほど得ることが多くなり、必然的に知識が増えていく。それを他の人と歩調を合わせつつ、期限までにまとめ

る力もついてくる。きっと SGH が終わったとき、やって良かったと思うはずだ。  

  
Ｑ１６ これまでの活動で感じたことなど、自由に述べてください。【その他、今後への要望・感想等】（抜粋） 

・SGHの活動をするために南高校を目指して入学して、ここまで取り組んできたが、これほどまでに充実するとは思っていなかった。自

分たちの研究内容を広められたら、メディアを利用できたら、というほぼ理想や願望であったようなことも、気付けば実現できました。こ

の経験で得た自信を大切にしていきです。 ・今となっては素晴らしい活動だったと思えるが、これは人が良い記憶ばかり思い出して

いるだけで、大きな失敗などは記憶に薄いだけである。改善すべきところや失敗はもれなく記録して今後の活動に活かせば良かった

と思う。後輩達には活動内容を記録することがいかに重要か伝えていきたい。 ・外部の先生方に、研究についてご指摘を受けた時

が、とても有意義だった。 ・SGH で考えたことは、地域をどう活性化させるかということよりも、いかにして班を良い方向へ導いていくか

ということでした。自分がもう少し勇気を持って班員と真摯に向き合っていれば、もっと良い結果が出せたと思います。後悔もあります

が、楽しかった思い出もたくさんあります。 ・つらかった、でも楽しかったです。班員は全員、ベクトルの違う方向を向いていて、SGH

に対する熱量の差が大きかったと思います。班員の協力を得られず、「どうしたら SGH に熱を向けてもらえるか」について考えていまし

た。３人の興味や将来したいことを分析し、それと研究テーマを結び付ける形で研究することにした結果、班の空気が良くなりました。

知識を増やせたことは良かったですし、班の全員がポジティブな気持ちで終わることができたのが嬉しかった。 ・講座は、２・３年次に

も受ける機会があった方がいい。 ・海外フィールドワークは２年か３年が良かったです。１年生の頃の研究は２，３年生に比べて浅か

ったし、海外での研究が必要なのは、もっと研究が深まってからだと感じています。 
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（４）高２「国際探究Ⅱ」非選択生徒

対　象：高校２年生「国際探究Ⅱ」選択生徒 （４クラス） 回収総数 150

実施日：平成３１年３月４日

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

Ｑ４

Ｑ５

（５）高３「グローバル・イシュー」非選択生徒

対　象：高校３年生「グローバル・イシュー」 非選択生徒 （５クラス） 回収総数 193

実施日：平成３１年２月２８日

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

Ｑ４

Ｑ５

（進学希望の学部学科に関わらず）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。

国際系・外国語系の大学に進学、またはその系統を今後学びたい、という希望はありますか。

皆さんも１年次に全員が活動した本校のＳＧＨ活動全般について、感想や思ったことを述べてください。（抜粋）

本校のＳＧＨ活動に関して、該当するものを全て記号で挙げてください。（複数回答可）

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したか？　

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を意識した授業であると感じますか？

（進学希望の学部学科に関わらず）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。

現時点で、国際系・外国語系の大学に進学したい、またはその系統を今後学びたい、という希望はありますか。

上記以外で、国際探究の活動をとおして、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。（抜粋）

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）

21% 79% ①はい

6% 94% ①はい
②いいえ

7% 51% 42% ①強く感じる
②感じる

48%
39%

6%
44%

17%
23%

15%

①公開成果発表会に参加して、１年時点の発表レベルからの成長と進歩の度合いに驚かされた。

②発表や活動を見聞きし、自分も、探究力・プレゼン力・英語力を同様に身に付けたいと感じている。

③発表会の到達度を見て、現時点で考えると、国際探究Ⅱを選択しておけばよかったと思っている。

④活動を見聞きして、自分は探究活動はしないが、自分なりにがんばろうと刺激を受けている。

⑤活動成果について、見聞きする機会を増やして共有できれば自分のためにもなると思っている。

⑥大学入試でも今後「探究力」が問われるので、受験の面でも自分の探究力の現状が心配である。

⑦選択しなかったことで、自分の課題探究力やプレゼン力、英語力が停滞していると感じる。

・非常に充実していて、楽しそうだった。 ・みんなカッコいい。 ・発表者の英語力が高くて驚き、自分の現段階では理解で
きなかったので理解できるように勉学に励みたいと思った。 ・自分も英語を極めたいと思った。 ・プレゼンテーション能力が
一年のときよりも上がっていると思った。 ・自分たちで考えて行動しているのがすごいと思う。 ・自分とはレベルが違うと思っ
た。すごかった。 ・積極的に英語でスピーチしている姿を見て、わたしも英語力を伸ばしたいなと思いました。 ・課題につ
いてプレゼンを英語でするというのは、将来必要となる要素が詰まっていてかなり良いことだと思いました。 ・発音が綺麗な人
が多いと思った。 ・英語力や表現力がすごく身についていてすごいと思った。 ・英語素晴らしい。憧れます！ ・活動をよ
く頑張っていたと思う。 ・推薦に使えそう。 ・発表が英語でよく分からなかった。英語にこだわる意味が分からない。

33% 67% ①はい

②いいえ

11% 89% ①はい

②いいえ

9% 52% 38%
①強く感じる ②感じる

③感じない

63%
37%

7%
16%

11%
20%

8%

①ＳＧＨクラスの生徒の発表などの活動や大会実績等を見て、成長と進歩の度合いに驚かされた。

②発表や活動を見聞きするたび、自分も、探究力・プレゼン力・英語力を同様に身に付けたいと感じている。

③発表や活動を見て、現時点で考えると、ＳＧＨを選択しておけばよかったと思っている。

④ＳＧＨの活動を見聞きして、自分は探究活動はしないが、刺激を受けて自分なりの努力をしてきた。

⑤ＳＧＨ活動の成果について、もっと見聞きする機会を増やして共有できれば自分のためにもなったと思う。

⑥社会では今後ますます「探究力」が問われるので、自分の「探究力」の現状について内心心配である。

⑦ＳＧＨを選択しなかったことで、自分の課題探究力やプレゼン力、英語力が停滞していると感じる。

・良い経験でした。ありがとうございました。 ・秋田県の食問題について考える機会となってたのでやってよかったと思っ
た。 ・他校ではできない貴重な経験ができて良かった。 ・よい機会だった。 ・とても楽しかった。 ・やってみなきゃわか
らない取り組みだったりするので一年生で皆やってみるというのはいいと思います。 ・フィールドワークで貴重な経験ができま
した。 ・自分の意見を持って話し合う経験は貴重だと思った。 ・ＳＧＨを選択していれば、もう少し英語に自信がもてたかな
と思う。 ・普通の高校ではできないことだと思うので、1つのテーマについて探求していくことは、とても良い経験になりまし
た。 ・これからも本校がＳＧＨ指定校として、このような活動を後輩が行えれば、これからの社会で活躍できる能力を身につけ
る機会を得られると思うので、続けて欲しいと思います。 ・自分の意見を述べる機会を大切にするべきだと思いました。 ・
テーマが世界の食糧問題に限定されなければ調べたいことはもっとたくさんあったと思う。 ・食糧問題に限定せず様々な分野
を選択できれば良かった。
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２　保護者アンケート集計

対　象：高校３年生「グローバル・イシュー」選択生徒保護者 回収総数 25

実施：平成３０年９月

保護者の目から見て、ＳＧＨ活動を通じての生徒の変容について、答えてください。
Ｑ１ 社会への関心について （複数回答可）

Ｑ２ 国際社会や海外への関心について （複数回答可）

Ｑ３ 思考や行動の変化・成長について （複数回答可）

Ｑ４ 生徒の成長に有意義だったと感じられること等、ご感想やご意見を自由に記述してください。（抜粋）

56%44%
32%

28%
32%

24%

①新聞やニュース、社会問題等に関心をもつようになった。

②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たりするようになった。

③周囲の何気ない事象を見聞きした時に、自分なりの問題意識をもつようになった。

④郷土秋田のことについて、興味関心をもつようになった。

⑤郷土秋田と海外や世界の問題とを結び付けて考えるようになった。

⑥郷土秋田を愛する気持ちが強まり、仕事で地域貢献したいと考えるようになった。

・他では体験できない貴重な学習を高校生の時期にできたことが、将来プラスになると思いました。 ・留学生のホームステイを受け入れた

ことで大きな影響を受けて英語に興味を持ち、ＳＧＨ発表などで自分の考えを人前で発信できるようになった。 ・日々の学習と部活動を両

立させながら、テーマについて活動する姿に感心しました。実際、公開成果発表会を見たが、子どもたちの表現力、英語力が素晴らしかっ

た。 ・思った以上に有意義だったようだ。特に成果発表会への準備、まとめは大変だったがとても充実していたようで、いい経験になっ

た。 ・人前で自分の考えを話したり、人の話を聞きながらコミュニケーションをしていくのが苦手だったようですが、活動を通して、グループ

内でどうにかひとつのものを成し遂げたことは自信につながると思います。 ・オーストラリアのフィールドワークやホームステイなどとても貴

重な体験をすることができました。 ・他の意見をよく見聞きして、自分と相手との調和に気を付けたり、対話で意識を高めたりしている様子

が見られます。意見をまとめたり、チームの中で自分の役割で成長したと思います。英語力も向上したと思います。 ・何事にも積極的に取

り組み、目的を定めて活動できたと思います。 ・研究を進めるための一つ一つの経験が、本人が今後目標としている職業や仕事に生かせ

ると思いました。発表ではうまくいかなかったことがあり、心配しましたが、３年間最後までやり遂げることができたことはほめてあげたいで

す。 ・研究したことを日常生活でも興味を持ち、よく観察して話もしました。ひとつの目標に向かって意見や態度が異なる仲間に対しても気

持ちを安定させ接していく大切さを学んだと思います。 ・活動を通してさらに海外に興味を持つようになり、進学、仕事に関しても意識する

ようになりました。論文のまとめやプレゼンの仕方も大いに勉強になったと聞いています。 ・三年間の活動で、学習面での目標ができ、クラ

スの皆とも雰囲気良く過ごすことができている。また、留学生との交流などを通して異文化への関心を持ち、外国語への苦手意識もなくなり、

コミュニケーションにも自信を持てるようになったと思う。 ・グループ活動を通して、協調、意見の交換など、周囲の方達と歩みを合わせてい

くことの大切さを学んだと思います。時にぶつかり、良い気持ちではないこともあったはずですが、それもこの先、役に立つことと思います。遠

回りも無駄と感じた時間も、実はとても大事であることを知る良い機会であり、そのことを今後の心の支えにしてもらえたらと思います。 ・校

外でも色々な方から指導をしていただき、考え方も広がり、ＳＧＨの活動に満足できとても良かったです。公開発表では皆の堂々と発表する

姿に感動しましたが、我が子の出番となると心配で、後日でもゆっくりと映像で見たかったです。 ・２年生のプレゼンはすごく頑張っていま

した。親は英語力がないため、日本語解説パンフなどがあれば嬉しかったです。 ・班編制のため、自分の研究を変更しなければならな

かったり、先生方による指導の違いがあったりして、モチベーションを保つのが難しいこともあったようです。 ・先生の勧めで選択しました

が、やる必要があるのか疑問でした。他クラスが進路の話が出ていてもＳＧＨクラスは発表準備や論文に忙しく、進学校なのに、と感じていま

した。

44%
16%

52%
32%

44%
32%

48%

①英語検定などの資格試験を積極的に受検するようになった。

②英字新聞や英語の書物、英語のウェブサイト等を見るようになった。

③英会話や英語コミュニケーションの能力向上を重視するようになった。

④ＡＬＴや留学生等の外国人と積極的に話すようになった。

⑤今後、海外に出かけたり、留学したりすることに興味をもつようになってきた。

⑥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。

⑦外国や国際社会で仕事をしたり活躍することを視野に入れるようになってきた。

24%
32%

36%
40%

28%
20%

40%
24%

16%
12%

52%
40%

36%
12%

60%
48%

①明るく積極的で前向きな思考をするようになった。

②物事について幅広い考え方をするようになった。

③物事を簡単にあきらめず、粘り強く取り組むようになった。

④自分なりの夢や目標を抱いてきらきらと輝いている雰囲気が出てきた。

⑤周囲の様々な人たちと、比較的よく会話をするようになった。

⑥人前で、遠慮せずに自分の考えを述べるようになった。

⑦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。

⑧何かの問題に対して、筋道を立てて論理的に考えていくようになった。

⑨自分が発言したり意見を言う時に、根拠を示して、客観的・論理的に話すようになった。

⑩考えをまとめて発表や提言をするため、実際に見に行ったり実地に赴いて調べるようになった

⑪本校教員以外の社会人や大学教員の考え方や指導にふれ、ものの見方や考え方が広がった。

⑫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たりするようになった。

⑬一つの目標に向かって友人や仲間内でうまく協力して進めることができるようになった。

⑭家庭学習において、与えられること以外に、自分で見付けた課題に取り組む時間が増えた。

⑮大学進学に関する有効性を感じて、進学意識や意欲（学部学科を問わず）が高まった。

⑯進学に関して、自己の適性や進学の目的などを意識して選択するようになった。
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３． 教員アンケート集計結果

対　象：本校教職員 回収総数 55
実施期間：平成３１年３月４日(月)～８日(金)

Ｑ１

Ｑ２

＜選択順位＞
１位  ① 25人  ⑤  5人  ②  9人
２位  ② 18人  ⑤ 14人  ③  9人
３位  ③ 16人  ⑤ 11人  ⑨  6人
４位  ⑤ 　8人  ⑥ 　8人  ①  7人
５位  ①  7人  ⑧  7人  ⑤⑩6人

Ｑ３

Ｑ４ ＳＧＨ事業への職員の取組について、徐々に全体化・組織化されてきていると感じますか？

これまでの生徒の活動を見て、学校設定教科「国際探究」は、本校の教育理念「グローバルリーダーの育成」に
とって、有効であると思いますか？

ＳＧＨ事業や学校設定教科「国際探究」は、生徒のどんな能力の育成に有効だと考えますか？特に効果が大き
いと思われるものから順に５つ挙げてください。

高大接続改革（大学入試改革）の方向性をふまえ、ＳＧＨで育てたい資質や能力の必要性について、どう考えていますか？

70% 30%

91%
67%

71%
20%

91%
27%

18%
29%
29%
29%

27%

①言語能力や表現力・発信力

②研究力・探究力

③多面的思考力・批判的思考力

④活用能力・汎用能力

⑤コミュニケーション能力・協働力

⑥リーダーシップ

⑦バイタリティー

⑧情報処理能力・分析力

⑨海外研修や国際交流への意欲

⑩実行力・実践力

⑪社会性や時事への理解

＜そう答えた理由＞

①大いに有効と思う
・明らかに生徒が変わってきている。 ・以前と違うスケールの大きなバイタリティあふれる人間が育っている。校内外での発表や社
会貢献の実績によって証明されている。 ・現在の世界の課題に目を向け、問題意識をもつことができている。 ・自分の興味関心
の枠にとらわれず探究を進め、視野を世界規模にまで広げられる活動だから。 ・高１から積み重ねていく活動を通して、着実に三
資質・五能力が養成されていると感じる。 ・生徒が物事を広い視野で考えることにつながっている。英語学習の大切さを実感して
いる。 ・身近な生活に課題意識をもったうえで世界に目を向けることで総合的に物事をとらえようとする資質を育むことができると感
じる。 ・生徒が活動に熱心に取り組んでいるし、多様な力が身に付いている。 ・誇りをもって積極的に活動していると思う。高校生
のその姿が、中等部生にもよい影響を与えている。 ・グローバルリーダーとして必要な発信力、それを支える研究力や思考力を身
に付けるため十分な時間などをかけて指導できている。

②まあまあ思う
・自分たちの思考を整理して多角的に物事を考えようとする姿勢が育てられた。 ・人前で話す機会が多くなり、人に伝える力がつ
いていくのではないか。 ・課題について自分の意見をまとめ、持続可能性を考慮しながら解決への糸口を探る能力はリーダーとし
て不可欠な要素であると考える。 ・探究活動としては有効だと思うが、グローバルリーダーとして社会に参画・貢献していくという意
識は、一部の生徒を除いてあまり育っていないと感じる

多かったのは、①表現力、⑤協働力、ついで③多面的思考力や②探究力

で、いずれも本校が育成するグローバルリーダー像に求められる力であ

る。特に④多面的思考力は昨年度より３割増の数字。④活用能力は20%

と低い数値であるが、昨年度からは倍増した。多様な力が育ってきている

ことを、教員陣が実感しているといえる。一方、⑨⑪が減少しており、改善

が求められる。

56% 45%

33% 47% 22%

大いに思う まあまあ思う 全然思わない 0%
0%あまり思わない

十分理解できる まあまあ理解できる
納得できない 0%

0%仕方なく納得している

感じる まあまあ感じる わからない 全く感じない 0%
0%あまり感じない

肯定的な回答が100％となった。前年度半数以下であった「十分理解できる」が、過半数を超えている。今年度、高大接続改革につ

いての職員研修を実施したほか、「秋田南ＳＧＨカンファレンス2018」という大きな行事を全職員体制で準備・運営にあたり、成功を

収めることができたことが、こうした数値につながっているものと思われる。後掲する自由記述からも、ＳＧＨで育てたい資質・能力

が、現在進められている教育改革と同じ方向性にあることについて、全教員間で共通理解を持って進められているといえるのでな

前年度12％と低かった「感じる」という回答が大きく増加し、「まあまあ感じる」と合わせて８割を占めた。今年度、新たに分掌組織

「探究部」を立ち上げ、事業の全体化を進めてきたことと、前の質問同様ＳＧＨカンファレンスの成果と考えられる。指定初年度から

比べると、職員の半数近くが入れ替わり、年々ＳＧＨ未経験の教員が増えていることを考えると、全体化・組織化が進んでいるとい

えるのではないか。しかしながら、後の自由記述を見ると、指定終了後の運営組織づくりについては、まだまだ改良や検討が必要
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Ｑ６

Ｑ７

Ｑ８

Ｑ９

ＳＧＨ事業に取り組む生徒を見てどう感じていますか？　生徒のどんな変容を感じますか？

ＳＧＨ的授業改善（本校が設定する５つの力等を育成するための問題解決力育成授業の研究）について、教科教
員としてご自身が意識して取り組んでいることを挙げてください。

ＳＧＨ事業の現在，あるいはその今後，あるいは指定終了後等について、ご意見があれば、自由に記述してください。

ＳＧＨ事業によるご自身の変容について、あてはまるものを全て挙げてください。

・英語をコミュニケーションツールとして、自身の考えを伝えることを目的とした活動をしており、積極的に社会性や一般教養を身に付

けようとしている。 ・頼もしい。前向きに取り組む姿勢を示す生徒や、結果や成果にこだわる生徒が増加した。 ・大変意欲的で「グ

ローバルリーダー」が建前でなく、具体的に目指すべき指針となっている。 ・生徒には自己教育力が備わっていて、教員の仕事はそ

れを引き出し伸ばすことであって、教え込むことではないと感じるようになった。 ・生徒同士でよい刺激を受け合っている。「負けたく

ない」「自分もあのようになりたい」という気持ちが向上心につながり、積極的な行動につながっていると思う。 ・先輩の姿を見て、自分

もそうなりたい、そうなれるという気持ちが生徒を大きく成長させ、活動の取組に対する意欲の向上、実行する力などが大きく変容して

いると感じている。 ・過去の先輩の姿やアドバイスが後輩にしっかり受け継がれ、活動できているのではと思う。 ・自分たちの考えは

まだ浅く、より深めるためには勉強が必要だとわかる生徒が出てきている。 ・対外的なイベント等に参加する割合が増加してきた。 ・

初年度の生徒と異なり、自分たちは探究活動をやるという意識が最初からあり、先輩たちのモデルケースを多数見る機会もあったの

で、あまり手探り感もなく円滑に取り組めていると感じる。 ・他者との意見交換や協働の活動に関して、抵抗が少ない。大学入試の面

接や小論文の指導をしていると、以前の南高生よりも社会の動きについて考えていたり、教師ともちゃんと意見を交換したりできるのを

感じる。 ・カンファレンス後、さまざまな学校行事、学習に対する取組が意欲的になった。また、実行力が高まったと感じる。 ・以前の

生徒よりも愛校心が強くなったと感じる。 ・堂々と発表する姿は，中等部生のあこがれ。中等部生がなりたい南高生の姿が見られ，中

等部生の励みになります。 ・グローバルリーダーの割に、世界に対する関心の幅が狭く、世界についての知識が不足しているように

感じる。もっと新聞を読んだりニュースを見たりということに自発的・継続的に取り組んでほしい。

56%
25%

33%
29%

15%
18%

35%
67%

42%

①探究力や協働力等の育成を意識した授業改善に取り組むようになった

②探究活動や研究の指導が自分なりにつかめてきた

③研究指導のために自分自身が勉強するようになった

④同僚と相談したり意見交換する機会が増えた

⑤大学や社会人講師と関わることで自分の視野や指導法が広がった

⑥イベントの企画や準備、効果的な運営のノウハウを得た

⑦英語コミュニケーション力の育成の重要性について実感するようになった

⑧生徒が大幅に成長する姿を目にして、生徒のもつ可能性への期待が大きくなった

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ならないと感じるようになった

「⑧生徒の可能性への期待増大」がもっとも多いのは、昨年度までと同様の傾向で、生徒の変容からＳＧＨ事業の成果を実感してい

ることが分かる。次に多かった「①授業改善への取組」は昨年度に比べても増加しており、授業改善の取組が進んできている。「③

研究指導のために勉強」、「④同僚との意見交換増加」なども増加しており、多くの教員がＳＧＨ事業を通して研鑽を積んでいるとい

うことができるだろう。とはいえ、「①授業改善への取組」については、過半数を超えたとはいえ、４割以上の教員がまだそうした取組

が十分でないともいえ、また「②探究活動の指導」が低いことと合わせて、引き続き授業研究や指導の研修に力を入れていくべきで

・答えが一つの質問ではなく、多様な考えが出るような質問をしている。 ・自分の意見を発信したり、他者の意見を聞いて考えたりす

る活動を単元のどこかで入れる。 ・資料を比較したり、他分野まで考えをめぐらせたりするような横断的なものの考え方ができるような

授業ができるようにしたいと思っている。 ・定期的に、思考力を要する問題提起し、個人または班で考え、答えさせることに取り組ん

でいる。 ・教科書の内容について、批判的に読ませたり、違う観点から考えさせたりしている。 ・コミュニケーションの仕方（ゼス

チャー、アイコンタクト、スピードなど）。 ・コミュニケーション活動など様々な活動を通して、思考力だけでなく、発信力を高めていきた

い。 ・自分の考えを意識させること（正しい、間違っているではなく）。 ・振り返りを意識すること、言語活動を意識して取り組んでい

る。 ・時事的な課題に触れ、世界に対する関心を喚起する。 ・数学の問題演習を通し、社会における問題解決方法との関連を授業

で取り扱うようになった。 ・データ分析の分野について、研究の際のデータ処理を意識した授業展開を行った。 ・中等部生には課

題を自ら見つけ、その解決に向けて探究を深める場面を設定している。高校生には課題や深めた探究を論理的にプレゼンしたり、今

後に生かしていくよう意識した授業を行うよう努力している。 ・中等部「クリエイティブサイエンス」の授業で、高校ＳＧＨの取り組みを紹

介し、課題設定やプレゼン能力、思考力の大切さを伝えています。

・学校として得た探究活動の指導のノウハウや授業改善の実践は是非引き継いでいきたい。 ・中も高も、授業改善をさらに進めない

といけない。 ・普段の授業で問題解決的な学習をスポット的に取り入れるなどの工夫が、全ての教科・科目において必要（全教科で

取り組むことで、効果は必ず上がる）。 ・生徒には、指定終了後もできるだけ同じような経験をさせてあげたい。 ・指定終了後も、本

校の特色的な学習として探究活動を継続することで、他校との違いをアピールしていけるかと思う。 ・無理なく学校全体で取り組む仕

組みを考えていく必要があると思う。お金をかけなくても効果的だった活動などを検証し、共有する。 ・限られた予算、時間で成果を

あげるためにも、教科を超えた活動ができれば理想的。教科横断的に課題を持たせ、生徒達が興味を持っている分野に取り組むこと

ができれば、活動の意欲につながると思う。 ・年数を経るごとに、一部の教員だけでなく、学年全体、学校全体での取り組みになって

きている。また、卒業生が後輩を指導したり、アドバイスできる体制（ＧＳＯ）が整いつつあり、その他の場面でも活用することができると

思う。 ・文献資料にあたらせることを徹底させたい。関連する書籍（専門書ではなく、ムックや新書レベルでも）を１冊読めば分かるよう

なことを延々と探究しているグループもあり、それが内容の浅さにつながると思う。研究分野における必読図書を紹介し、最低限の知

識や常識をスタートラインに据えておくべきと考える。 ・業務が特定の教員に偏らない運営・指導体制の確立。その点では昨年度の

国際探究Ⅰでは、クラスを超えて班編成し、教員１人が５班を担当し１教室で10班が活動するという体制は、出張等で不在の折はもう

１名が担当するなど、効果的に機能していたと思う。担当者全員で全ての生徒を見守り指導していく意識が醸成されていった。 ・生

徒自身が自分の進路や興味にのっとって自由にテーマ設定できるようにしたらどうか。他校では、高校の探究活動のテーマが、実際

の自分の進路選択に役立ったという事例がある。 ・秋田南高校の進路指導のあり方と、探究活動のあり方が結びつく方法を見つけ

ていきたいと考える。 ・今までのノウハウを生かし、自由テーマで探究活動を行う（大学での学びにつながるようなもの）。
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Ⅱ 運営指導委員会記録及び運営指導委員会の機能と実績 
 
１．平成３０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３０年１０月２６日（金）１６時４０分～１７時３０分 
 
２ 場 所  秋田アトリオン 音楽研修室  
 
３ 出席者  運営指導委員 東北公益文科大学 学長       吉 村   昇 

              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 

              秋田銀行 取締役執行委員      土 屋 真 人 

              秋田県農業協同組合中央会営農農政担当部長  梅 川 東志郎 

              聖園学園短期大学教授        五十嵐 隆文 

       高校教育課  課長                渡 部 克 宏 

              英語教育推進班 副主幹(兼）班長   下 橋   実 

              英語教育推進班 主任指導主事     石 井 むつみ   

              英語教育推進班 指導主事       青 山 博 輝（進行） 

       秋田南高校  校 長（運営委員会 総括責任者）   佐 藤 利 正 

              副校長（企画委員会 委員長）     渡 邉 政 徳 

              教 諭（探究部 統括副主任）     腰 山   潤 

              教育専門監（「グローバル・イシュー」研究班長） 深 沢 志 保 

              教 諭（「国際探究Ⅱ」研究班長）  林   克 至 

              教 諭（探究部統括主任・ＳＧＨ事業主担当） 關   友 明 
 
４ 資料  

第１回運営指導委員会次第、ＳＧＨ事業平成３０年度のポイント、第１回全国ＳＧＨ連絡会事例発表資料、

高３グローバル・イシュー生徒アンケート集計概況、ＳＧＨ通信「Broad Horizons」第１号  
 
５ 記録 

（１）開会行事 

○秋田南高校長あいさつ（佐藤 利正 校長） 

ＳＧＨは想定していた以上の成果。盆栽の鉢から若木を原野に植え替え水をやる。子どもたちは立派な大樹になって、そこにはいろん

な人が集まってくる。そんなイメージでＳＧＨをとらえている。この後の新学習指導要領や新大学入試においても、本校が目指す探究力や

行動力の育成がうまく機能するという確信を持っている。指定終了後は理系的な要素も取り入れた探究コースを検討中である。 

 

○秋田県教育委員会あいさつ（渡部 克宏 高校教育課長） 

指定４年目となり、外部の支援を受け順調に研究を展開している。この事業を通して生徒は大きく変容した。職員の意識や授業改善の

推進にもつながっている。また講座や社会人との意見交換など、学校の学びと外部との繋がりを生徒が強く意識できることも学校の財産

である。一方で、課題研究の質的な向上や成果普及等、課題もある。専門的な見地から改善推進のために力を貸していただきたい。 
 
（２）報告および協議 

①平成２９年度までの事業概要について （關） 

 昨年度の中間評価はＡプラス。「ＳＧＨの精神に合致した地方公立高校のモデル的な取組」という文言に、目指しているものと同じ方向

性であると自信を持って取り組んできている。これまでの３年間は試行錯誤を重ねてきたが ３学年の１サイクルが終わり、過去のマニュア

ルをベースに進めている。中間評価では「年度進行とともにマニュアル化が進み形骸化しないよう」との指摘だが、担当の先生方がこれま

での積み重ねにいわば魂を込めて改良を加えており、年々成果が上がっているのでは。 

今春卒業した一期生の進路実績について。海外大学へ直接進学した生徒が３名。アメリカの大学に２名、オーストラリアに１名。本校と

しては初の海外進学で、ノウハウがなく苦労したが生徒はよく頑張った。その他、国際教養大学７名、すべてＳＧＨ選択生徒。他にもＡＯ

入試などで、東北大など難関大にも多数合格が出ている。ＳＧＨで育んだ実績やスキルを活かしている。 
 
②平成３０年度事業計画及び事業進捗状況について（關） 
 課題研究「国際探究」について。２年の発表会はプレゼンスキル・英語力・研究内容と年々レベル向上。２年ぶりに２クラス体制となり関

わる教員も増え、学年部の多様な教科や経歴を持つ教員の指導が大きく生徒を伸ばしてくれているのではないかと感じている。 

新規実施の点。高１のタイ海外フィールドワークへの参加者を２０名に増員した。昨年度の派遣生徒が学校生活で活躍している。少し

自己負担が増えるが、できるだけ多くの生徒にこの経験を与えたいということ。２年では初めて合宿を実施した。発表に向けて研究を深め

る目的。合わせて団結力が高まり、発表会に向けて良い雰囲気が醸成された。３年 G.I.は、生徒が社会に出ていって活動することになる

が、今回梅川様にご協力いただき、ＪＡ青年部役員の方々と意見交換させていただいた。活発な意見交換ができた。 

３年の総括アンケートでは、地元秋田について貢献したいという気持ちの高まりが見えた。秋田と世界を結びつける研究活動におい

て、地域社会に出向いての活動が生きているかと思う。多くの生徒が自らの成長を肯定的に捉えており将来もＳＧＨでの経験を活かした
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Ⅱ 運営指導委員会記録及び運営指導委員会の機能と実績 
 
１．平成３０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３０年１０月２６日（金）１６時４０分～１７時３０分 
 
２ 場 所  秋田アトリオン 音楽研修室  
 
３ 出席者  運営指導委員 東北公益文科大学 学長       吉 村   昇 

              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 

              秋田銀行 取締役執行委員      土 屋 真 人 

              秋田県農業協同組合中央会営農農政担当部長  梅 川 東志郎 

              聖園学園短期大学教授        五十嵐 隆文 

       高校教育課  課長                渡 部 克 宏 

              英語教育推進班 副主幹(兼）班長   下 橋   実 

              英語教育推進班 主任指導主事     石 井 むつみ   

              英語教育推進班 指導主事       青 山 博 輝（進行） 

       秋田南高校  校 長（運営委員会 総括責任者）   佐 藤 利 正 

              副校長（企画委員会 委員長）     渡 邉 政 徳 

              教 諭（探究部 統括副主任）     腰 山   潤 

              教育専門監（「グローバル・イシュー」研究班長） 深 沢 志 保 

              教 諭（「国際探究Ⅱ」研究班長）  林   克 至 

              教 諭（探究部統括主任・ＳＧＨ事業主担当） 關   友 明 
 
４ 資料  

第１回運営指導委員会次第、ＳＧＨ事業平成３０年度のポイント、第１回全国ＳＧＨ連絡会事例発表資料、

高３グローバル・イシュー生徒アンケート集計概況、ＳＧＨ通信「Broad Horizons」第１号  
 
５ 記録 

（１）開会行事 

○秋田南高校長あいさつ（佐藤 利正 校長） 

ＳＧＨは想定していた以上の成果。盆栽の鉢から若木を原野に植え替え水をやる。子どもたちは立派な大樹になって、そこにはいろん

な人が集まってくる。そんなイメージでＳＧＨをとらえている。この後の新学習指導要領や新大学入試においても、本校が目指す探究力や

行動力の育成がうまく機能するという確信を持っている。指定終了後は理系的な要素も取り入れた探究コースを検討中である。 

 

○秋田県教育委員会あいさつ（渡部 克宏 高校教育課長） 

指定４年目となり、外部の支援を受け順調に研究を展開している。この事業を通して生徒は大きく変容した。職員の意識や授業改善の

推進にもつながっている。また講座や社会人との意見交換など、学校の学びと外部との繋がりを生徒が強く意識できることも学校の財産

である。一方で、課題研究の質的な向上や成果普及等、課題もある。専門的な見地から改善推進のために力を貸していただきたい。 
 
（２）報告および協議 

①平成２９年度までの事業概要について （關） 

 昨年度の中間評価はＡプラス。「ＳＧＨの精神に合致した地方公立高校のモデル的な取組」という文言に、目指しているものと同じ方向

性であると自信を持って取り組んできている。これまでの３年間は試行錯誤を重ねてきたが ３学年の１サイクルが終わり、過去のマニュア

ルをベースに進めている。中間評価では「年度進行とともにマニュアル化が進み形骸化しないよう」との指摘だが、担当の先生方がこれま

での積み重ねにいわば魂を込めて改良を加えており、年々成果が上がっているのでは。 

今春卒業した一期生の進路実績について。海外大学へ直接進学した生徒が３名。アメリカの大学に２名、オーストラリアに１名。本校と

しては初の海外進学で、ノウハウがなく苦労したが生徒はよく頑張った。その他、国際教養大学７名、すべてＳＧＨ選択生徒。他にもＡＯ

入試などで、東北大など難関大にも多数合格が出ている。ＳＧＨで育んだ実績やスキルを活かしている。 
 
②平成３０年度事業計画及び事業進捗状況について（關） 
 課題研究「国際探究」について。２年の発表会はプレゼンスキル・英語力・研究内容と年々レベル向上。２年ぶりに２クラス体制となり関

わる教員も増え、学年部の多様な教科や経歴を持つ教員の指導が大きく生徒を伸ばしてくれているのではないかと感じている。 

新規実施の点。高１のタイ海外フィールドワークへの参加者を２０名に増員した。昨年度の派遣生徒が学校生活で活躍している。少し

自己負担が増えるが、できるだけ多くの生徒にこの経験を与えたいということ。２年では初めて合宿を実施した。発表に向けて研究を深め

る目的。合わせて団結力が高まり、発表会に向けて良い雰囲気が醸成された。３年 G.I.は、生徒が社会に出ていって活動することになる

が、今回梅川様にご協力いただき、ＪＡ青年部役員の方々と意見交換させていただいた。活発な意見交換ができた。 

３年の総括アンケートでは、地元秋田について貢献したいという気持ちの高まりが見えた。秋田と世界を結びつける研究活動におい

て、地域社会に出向いての活動が生きているかと思う。多くの生徒が自らの成長を肯定的に捉えており将来もＳＧＨでの経験を活かした

いとの記述が多く見られた。そのほか今年度は、生徒の自発的な課外活動などが増えた。意識して仕掛けているところもあるが、主体性も

伸長したと思う。色んな方から注目を頂き、消費者庁主催のシンポジウムでの発表や、ラジオでの発信などにつながった。生徒も励みに

なりＳＧＨ全体が非常に充実したものになってきている。また、６月の全国ＳＧＨ連絡協議会で指名され、本校の取組について事例発表を

行った。他県の先生方から、昨年度の大会実績やプレゼンについてどう指導しているのかと声をかけられた。 

今年度ＳＧＨを学校全体で進めるために校内分掌組織を改編し、探究部という部署を設置した。また、発信力の弱さを指摘されていた

ことよりホームページを全面リニューアルした。授業改善について。高大接続改革や新学習指導要領を見据えて研究主題を設定した。現

在の教育改革とＳＧＨは同じ方向性であると捉えている。７教科で提案性のある多様な授業を公開した。 

国のＳＧＨ事業終了後の後継事業については詳細未定。本校としては自走の形として「探究コース」を設置し、食糧問題に限定せず、

文理両方の分野で課題研究を継続する方向で検討中である。 
 
③公開成果発表会について（林） 

 生徒は直前まで準備に励み発表会に臨んだ。今年度チャレンジした点。司会コーディネートを全て生徒に任せた。代表に選ばれなか

ったグループや他クラスの生徒だが立派に頑張ってくれたと思う。 

 課題というか思っていることとして、グループ編成後のテーマ決定に時間がかかった。中身のある協議を重ねたがなかなか固まらない班

があった。普段から世界や秋田の課題について考える機会を授業などの中でも作っていくことが大事かと思う。 
 
（３）運営指導 

（吉村委員） 

各グループとも平均的にレベルが上がっている。以前は突出した人に引っ張られていたところがあったが、去年くらいから各班ともプ

レゼンや英語の発表力が素晴らしい。今回代表にならなかった班も同様なのではないかと感じる。秋田南高校のグローバル教育が全

体的に揃ってきたのではないか。進学実績にも表れている。県内でも上位になっているのでは。後は理系・医学部へもバランス良く頑張

ってもらえれば。 

（土谷委員） 

雪の下で育てた野菜をブランド化して広めるという発表について、農業県の銀行として 非常に共感を得るところがあった。４年見てき

たが世界に発信する力が伸びており、事業の将来性を強く感じている。進学でも成果が上がっており、ポテンシャルが高い素晴らしい

取組だ。あとは持続性。続けていくことが重要。是非５年後にも行ってもらえればと思う。ただ、事業の県内での知名度が低い。経済界な

どにも広めていきたい。進学で東京や仙台に出て行く生徒が多いようだが、この事業で育った学生が、秋田に戻ってきて活躍する仕組

みがあればいいと思う。ＡＩＵの学生には起業する方も多いが、全国的には秋田は起業家が多いわけではない。県外の学生が秋田に戻

ってきて起業できる仕組みを作ってあげたいと感じるようになった。 

（梅川委員） 

先ほどの報告の通り、７月に県内の若手農業者の集まりで２班の発表を見せてもらった。青年部の方々も刺激を受けていた。高校生

にも刺激があり、相乗効果があるような関係性ができると良い。進路、大学進学の話も出ているが、それ以上に、この事業を通して秋田

を見る目や秋田への思いなどがどう変わったか、そんなことが分かるような事業になって欲しいと思った。 

（五十嵐委員） 

生徒さんや先生方が本当に一生懸命取り組んでいる。進路実績も含め、継続するということが大事。それと、午前中の授業を見た

が、中３生がすごかった。英語だけでなく学びに対する姿勢や、思考力・表現力・判断力がしっかり育ってきている。あの子たちが高校

に入って、ＳＧＨプログラムをやったらどうなるのだろうと期待する。ポストＳＧＨはノウハウを継続し、中高一貫と合わせ秋田のグローバル

リーダーを育てることになってほしい。それから海外留学の推進。トビタテ留学ＪＡＰＡＮに１名行っている。これをもっと進めてもいい。トビ

タテで秋田南からたくさん行くというのは秋田の活性化に役立つのでは。 

（青山） 

運営指導ありがとうございました。その他何か質問・意見があればお願いしたい。 

（腰山） 

２年生は素晴らしい活躍。堂々とした発表で、一週間前を見ていたが素晴らしい成長。この一週間で限界を超えてくるというのが毎年

の伝統のようになっている。また、３年生も自分達の持ち味を十分発揮し活躍してくれたと思う。昨年の一期生は外部大会など華々しか

ったが、今年の３年生も地域に出ていって実に細やかに発表・発信をした。誇りに思う。本校の課題研究は足元から地域の課題を発見

して、その後世界に目を向けグローバルな視点を獲得したのち、３年で地域にて社会人に発表するという経験を積む。地域→世界→地

域、というブーメラン型の課題研究だ。アンケートの自由記述、秋田で活躍したいということばが多く並んだ。我々が秋田で活躍しろと教

え込んだわけではなく、活動から生徒たちが自分でそのように感じ取ってくれた。秋田県人として誇りに思うし、まさにふるさと教育に根

ざしたキャリア教育である。 

（青山） 

 その他連絡等あればお願いしたい。 

（關） 

 次回第２回は、例年通り２月末、１年生の成果発表をご覧いただいた後に実施する。昨年までは国際教養大学のホールをお借りして発

表会を行っていたが、生徒輸送費用のこともあり、今年度より指定終了後の自走を見据えて、本校中等部アリーナを会場にして開催す

る。どうかよろしくお願いしたい。 
 
（４）閉会行事 

○秋田県教育委員会あいさつ （下橋 実 英語教育推進班副主幹(兼）班長) 
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２．平成３０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３１年２月２２日（金）１５時５０分～１７時００分 

２ 場 所  秋田南高校 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 
              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 
              秋田県農業協同組合中央会営農農政担当部長  梅 川 東志郎 
              聖園学園短期大学教授        五十嵐 隆文 
       高校教育課  課長                渡 部 克 宏 
              英語教育推進班 副主幹(兼）班長   下 橋   実 
              英語教育推進班 指導主事       青 山 博 輝（進行） 
       秋田南高校  校 長（運営委員会 総括責任者）   佐 藤 利 正 
              副校長（企画委員会 委員長）     渡 邉 政 徳 
              教 諭（探究部 統括副主任）     腰 山   潤 
              教育専門監（「グローバル・イシュー」研究班長） 深 沢 志 保 
              教 諭（「国際探究Ⅱ」研究班長）  林   克 至 
              教 諭（「国際探究Ⅰ」研究班長）  戸 坂 圭 子 
              教 諭（探究部統括主任・ＳＧＨ事業主担当） 關   友 明 
４ 資料  

第２回運営指導委員会次第、秋田南ＳＧＨカンファレンス 2018 来場者アンケート集計概況、中３クリエイテ
ィブサイエンス発表会プログラム、平成３１年度ＳＧＨ研究開発実施計画書、平成３１年度探究コース年間指
導計画案、文部科学省新規事業概要、ＳＧＨ通信「Broad Horizons」第２号 

 
５ 記録 

（１）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（渡部克宏 高校教育課長） 
 
（２）報告および協議 

①国際探究Ⅰ成果発表交流会について 
（戸坂） 学年スタッフに指定初年度の学年を担当した教員が多く入っている。過去の反省として研究内容を深めさせる指導の在り方があった。今

年度は個人探究を深めるため、夏休み前にテーマを決め夏課題としてレポートを課した。休み明けにクラスでワークショップ形式の個人発表会を

実施し、その後グループ編成を行った。それぞれ未熟ながらもテーマ意識を持ってデータの収集・検証、考察を行った。グループ探究に入ってか

らも活発に活動していた。教員陣も様々な指導方法をお互い真似しながら行なっていた。今日の午前は、代表に選ばれなかった生徒たちも、教

室でこれまでの集大成として発表を行った。複数クラスが混在するよう配置し、教員も他クラスの発表を見られるようにした。その結果、代表だけで

なく、皆直前までしっかり準備をして臨んでいた。そうした熱心な姿勢を見てきた教員陣の提案で、各会場の優秀賞を審査の間にステージで表彰

を行った。１年生皆が一年間一生懸命取り組んできた、というのが今年度の大きな成果だったなと思っている。 

（青山） 一年間を通しての生徒の変容というものがあれば教えていただければ。 

（戸坂） 変容というか、前の学年と比較すると、入学段階からＳＧＨ活動に強い興味を持って入ってきた子が多かった。最初からすごく前向きに活

動する生徒が多く、スムーズに指導できたと思う。 

（青山） 運営指導委員より質問・意見を頂戴したい。 

（吉村委員） 審査で、日本語と英語の発表を一緒に審査するのが難しいという話が出た。英語の発表がなんとなくよく見えるというところもある。 

（戸坂） 英語と日本語は生徒に選択させている。１０月の２年生の発表を見て、自分たちも是非英語に挑戦したいという生徒が各クラス結構いた。

意欲のあるグループから憧れを奪うのも、と意欲を認めたところ。 

（吉村委員） ２年生に比べると質疑はかなり苦しい。どこまでやるべきか。１年は日本語でしっかり考察し２年で切り替えるというのはどうだろう。 

（關） 発表は混在にしても審査を別にすることもできる。 

（下橋） 英語・日本語どちらがいいかは難しいが、初年度は当初すべて日本語だった。やはりグローバルということで英語もあった方が、ということ

で、海外班は英語で発表した経緯がある。その後増えてきた。 

（佐藤委員） 自発的に英語でやりたいという気持ちは尊重すべきだと思う。審査はあくまでも中身ですべきで、英語だから加点することのないように

すれば混在しても構わないのでないか。いずれにしても、１年でここまでやるのだという印象を受けている。これまでの積み重ねがレベルアップに

つながっている。ただ、暗記して発表しているが忘れたときに止まる。プレゼンは必ずしもそうでなくて良い。スライドを見たり、手やポインターでスラ

イドを示したりしながら訴えるとより伝わる。暗記にこだわらずそうした動的なプレゼンテーションを取り入れたらさらに良くなると思う。 

（五十嵐委員） 以前は教員が司会をしていたが、生徒が進行、質疑応答も積極的。単純な質問ではなくいい質問も出ており、会としては非常に成

功で、進化している。探究力と英語力についてはなかなか悩ましいところ。探究を深めていくと英語での説明は難しくなり、自分の英語力とのコン

フリクトが起こる。しかしＳＧＨというのはやはり英語を使って自分たちの考えを伝えるという要素が大事だ。そこのところの練習である。あと暗記に

ついては、普通は話すことを忘れた時にはスライドを見ながら進める。そういう工夫をして行って欲しい。２年生は英語と探究と両方やる。先生方の

指導も大変だと思うが、来年度は英語力の高い中等部生も入ってくるので、できるだけ両立の方向で進めてもらえればと思う。 

（梅川委員） テーマについて考察してまとめて発表するという点では、びっくりするくらいよくできている。テーマということで言えば、食糧問題につ

いて色んなアプローチがあるなと。専門的な事を言えばきりはないが秋田に軸足を置きながら様々な課題を見つけて探究テーマを決めていっても

らえれば。何年か前にはそうした地域に根ざしたテーマもあったようだが、地域の方々が関心を持てるような取組になってもらえれば。 
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②事業経過報告 
（關） １０月の秋田南ＳＧＨカンファレンス、指定４年目の一番の大きな取組。授業研究については、この公開に向けて準備を進める中、各教科の

先生方が一丸となって取り組み、授業改善が一層教員間に浸透した。事業の全体化という大きな成果だった。午後の発表会、新しい取組もあり

良い成果を上げてくれた。課題研究の指導は、これまでの積み重ねがマニュアルとなっているが、やはり目の前の生徒に合わせて現場のスタッフ

が躊躇なく変更を加え、成果を挙げている。数値的な実績としては、今年度初めて県が開催した即興型英語ディベート大会で優勝することができ

全国大会にも出場した。その他にも様々な課外活動等で生徒が幅を広げている。中等部のクリエイティブサイエンス、中３生が立派な発表を見せ

てくれたが、この生徒たちは高校生のＳＧＨの発表を毎年見てきた。影響は大きいのでは。今年度の進路実績については、ＳＧＨ該当１クラスだけ

の学年だが、その中から国際教養大に３名、東北大にＡＯで１名合格など成果をあげてきている。 

（青山） 次年度の事業計画について。 

（關） 指定最終年度であり、研究の検証とまとめ、成果の発信、普及の年と捉えている。特に授業研究と課題研究の成果について、これまでの５年

間の実践を事例集にまとめて広く配付・普及する。また、管理機関の方で本校の活動成果を他校と繋げるようなネットワーク事業を計画中と聞い

ている。県内各校で探究活動が進められており、成果を交流し合いたい。新年度の計画では、自走に備えて外部講師の講座を減らし、探究の基

本的なスキルを指導する講座を検討中。本校教員による自前で進める。２年の発表会直前の合宿は当初計画になかったが、成果が上がっており

引き続きやりたい。また、３２年度以降の話となるが、指定終了後の探究コースは、１クラスに絞って成績上位層が集まるようなコースをイメージして

いる。３年間の計画案は資料のとおり。週１時間の実施のため内容を精選しつつ進める。文部科学省から２つのＳＧＨ継続事業の詳細が出てきて

いる。これらについては、申請するか、どちらに出すかということも含めて現在検討中である。 

（五十嵐委員） 新事業、ＷＷＬコンソーシアムについてはどの程度の指定となるだろうか。 

（吉村委員） 県教委がサポートし南高校を機関校に、県全体のグローバル教育の推進を考えてみては。 

（下橋） 来年度より県の取組として県内の高校のグローバルネットワーク事業を計画中である。探究活動を行っている県内の数校と秋田南高校の

ネットワーク事業で、課題研究の推進を図るねらい。 
 
（３）運営指導 
（吉村委員） 来年度が最後。海外大学に進学するような突出した生徒が毎年出るようにして、グローバル教育が成功しているということをアピール

したい。学年１、２クラス極めて優れているとか尖っているところを。そうした努力を継続し、指定後も成果が出せると良いのではないか。 

（深沢） 現３年生では、１名がアメリカの大学にチャレンジ中である。 

（佐藤委員） 結論から言うと「十分評価できる」。年々レベルが上がっている。ＳＧＨに中高一貫校の成果をプラス、そのシナジーが大。６学年が同

じ学校同じ敷地で教育を受けているというのは 一番感受性の高い世代にとって大きな刺激だろう。中高一貫のモデル校としてかなり成果を出し

ていることは間違いなく、県は中高一貫校の拡大も検討してもいいのでは。また、素晴らしい成果ではあるが、教員の負荷が心配だ。 

（佐藤校長） オーバーワークの先生方が多いのは間違いない。本校は県内でも職員定数では多い方ではあるが。 

（關） 確かに帰りは遅い。生徒の頑張りを前に、我々もどうしても頑張ってしまうところはある。しかし、事業をいい形で継続していく上で、自分たち

でも何とか改善したいと思っている。力のあるスタッフが切り盛りしてくれているが、そこを組織でできるような仕組みにしていきたい。 

（五十嵐委員） 評価としては大変素晴らしい。発表会の代表は女子が圧倒的に多い。英語は女子の方が好きということもあるかもしれないが。 

（戸坂） 編成については生徒やクラスに委ねていた。自然と男子だけ女子だけというグループが増えたが、やはり混合の方が多様な視点があると

は思う。男子だけの班は、ひらめきはあるが少し持続力に欠けるかもしれない。女子の方が粘り強くやるようで、このような結果となった。 

（關） 毎年見ていると特に１年生が男女別にグループを作りたがる傾向がある。発達段階のこともあるが、一つには男子の部活加入率が高いという

のも影響しているかもしれない。昨年度は２年からの選択も女子が多かったが、来年度は男子生徒が増えた。 

（五十嵐委員） ＡＬＴにも成果を普及したい。カンファレンスについてもあまり知らないようだ。ＡＬＴの研修として参加してもらってもいい。それから

通訳ボランティアをしているが、竿燈等でもやったらいいのでは。地域貢献でもあり、生徒の武者修行になり自信になるのではないだろうか。 

（梅川委員） 大変素晴らしい取組で十分評価できる。アンケートにあるように生徒がこの活動で得た気持ちをその後も継続していけるような取組と

なればいいと思う。卒業してしまうので先生だけでは、というのもあるが、ＦＷなどを通じて外部の方とも連携していただければと思う。 

（青山） 本ＳＧＨ事業、来年度は本当に大事な年だと思っている。県教委としても気を引き締めてサポートしてまいりたい。その他何かあれば。 

（佐藤委員） ＳＧＨを体験して社会に出た先輩が学校に来て、やって良かったという話を語ったら生徒のモチベーションはさらに上がるのでは。  

（關） 実はそうした試みはすでに始めている。昨年の卒業生に自主的な組織を作ってもらった。年末にアメリカの大学に行った卒業生が帰省してき

たので、中３生に海外進学の楽しみとか海外進出についての気持ちなどを話してもらった。中学生が目をきらきらさせて聞いていた。 

（戸坂） その子を含め、４月の新入生オリエンテーション合宿でも、３人の卒業生がワークショップ形式で、ＳＧＨで学んだことなどを話ししてくれた。

２４０人を相手に３人で楽しそうにやってくれた。入学時から探究活動の意欲が高い学年だが、４月のこの影響も大きいかも知れない。 
 
（４）閉会行事 

○秋田県教育委員会あいさつ （下橋 実 英語教育推進班副主幹(兼）班長) 
 
 

「スーパーグローバルハイスクール運営指導委員会」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や、事業企画や運営に関して支援・協力をしていただいている。 
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（グローバル企業経営の立場から） 
土谷 真人委員（地域活性化の企画支援の立場から）   高橋 敏幸委員（農業問題や地域課題対策の立場から） 
梅川東志郎委員（農業団体･農家の立場から）      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  

 上記に基づき、多岐にわたり支援をいただいている。詳細は巻頭の研究開発完了報告書に詳述した。 
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平成３０年度　教育課程表 秋田県立秋田南高等学校

H28 H27 H26

科目名

ア ア

※国際探究Ⅰ 2

※国際探究Ⅱ ◆2 ◆2

※グローバル・イシュー ◆1 ◆1

29 ○26◆27 ○23◆24 24 22 25

※は学校設定科目

選択　ア(二重線)・・・　(普通科文系)　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(倫理・政経)を選択することとする。

２年生・３年生でＳＧＨを選択した生徒は◆の、それ以外の生徒は○の科目・単位数となる。

学校設定科目「グローバル・イシュー」は前期週２時間実施で１単位とする。

学科名 普通科

教科

入学年度 H30入学生 H29入学生 H28入学生

系 文系 理系 文系 理系

　　　　学年（コース）
１年 ２年 ２年 ３年 ３年

科目・標準単位数

（国文） （私文）

国語

国語総合 4 4 4 4

国語表現 3 3 3 3

現代文Ｂ 4 4 4 3 2

古典Ｂ 4 4 4

2 2 3

3 3

地理歴史

世界史Ａ 2 2 2

3 2 3

2

3 2

日本史Ａ 2 2 2

4 3 3世界史Ｂ 4 4 4

日本史Ｂ 4 4 4

2

3 2

地理Ｂ 4 4 4

4 3 3

② 3 2

公民
現代社会 2 2 2 1

4 3 ② 3

※倫理・政経 3 3

数学

数学Ⅰ 3 3 3 3

数学Ⅲ 5 5 5

4 3数学Ⅱ 4 4 4 1

4

数学Ａ 2 2 2 2

1

数学Ｂ 2 2 2

※探求数学

2 2

3

※発展数学

理科

物理基礎 2 2 2

5

物理 4 4 4

2

3

化学基礎 2 2 2 2

2

化学 4 4 4 4

生物基礎 2 2 2 2

2

生物 4 4 4 3

地学基礎 2 2 2

2

※発展生物基礎

2 2

保健体育
体育 7 ～ 8

2

3 3 32 2 2

芸術

音楽Ⅰ 2 2 2

1 1保健 2 2 2 1

音楽Ⅱ 2 2 2

2

2

美術Ⅰ 2 2 2

美術Ⅱ 2 2 2

2

2

外国語

コミュニケーション英語Ⅰ 3 3 3 3

2

コミュニケーション英語Ⅲ 4 4 4

○4 ◆3 ○4 ◆3コミュニケーション英語Ⅱ 4 4 4

4 ○4 ◆3

英語表現Ⅰ 2 2 2 2

○4 ◆3

英語表現Ⅱ 4 4 4 2 2

英語会話 2 2 2

2 2 2

2

※英語教養セミナー

家庭 家庭基礎 2 2 2 2

2

情報 社会と情報 2 2 2 2

学校設定教科
（国際探究）

教科・科目(必修／選択)の単位数の合計 2 4 7 6

総合的な学習の時間(Ⅰタイム) 　　○1 　　○1 1 1

8 5

共通教科・科目の単位数の合計 31 　　○30 ◆31 　　○30 ◆31 30 30 30

合計 32 32 32 32 32

ホームルーム活動 1 1 1 1 1

新聞記事 
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平成３０年度　教育課程表 秋田県立秋田南高等学校
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2
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学校設定教科
（国際探究）

教科・科目(必修／選択)の単位数の合計 2 4 7 6
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秋田魁新報 2018 年 10 月 29 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田魁新報 2018 年 9 月 7 日  

 

 

 

 

 

 

 

    読売新聞 2018 年 3 月 31 日 

 

 

 

 

秋田魁新報 2019 年 2 月 26 日 

掲載紙面・ウェブサイト等 

 

・ベネッセ教育総合研究所『VIEW21』高校版（2018 年度 12 月号） 

教師との対話と生徒自身の内省により、メタ認知能力を高め、高い志を育む 

https://berd.benesse.jp/magazine/kou/booklet/?id=5366 

 

・ＡＢＳ秋田放送ホームページ「Radipal Diary」（掲載日：2018 年 8 月 22 日） 

秋田南高校 ＳＧＨ国際探究「家庭からの食品ロスを減らすためには？」 

https://www.akita-abs.co.jp/blog/radipal/archives/15947 

 

・消費者庁ホームページ（掲載日：2018 年 9 月 1 日） 

  「エシカル・ラボ in 秋田～あなたの消費が世界の未来を変える～」を開催しました 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/ethical/ethical_lab/akita/ 

 

・ＡＢＳ秋田放送ホームページ「あさラテ」（掲載日：2018 年 9 月 22 日） 

特集「食品ロスに挑んだ高校生たち」 

https://www.akita-abs.co.jp/blog/latte/archives/2119 

 

・消費者庁ホームページ（掲載日：2018 年 10 月 29 日） 

高校生による「家庭からの食品ロスを減らす」ための意識改革の実施（秋田県立秋田南高等学校） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/case/pdf/case_181029_0008.pdf 

 

・Akita Age Lab. Facebook（掲載日：2019 年 2 月 3 日） 

高校生と語るＳＤＧｓ ～秋田と世界の未来～ 

https://www.facebook.com/1868831496671665/posts/2343354689219341?sfns=mo 

 

・Classi ホームページ（掲載日：2019 年 2 月 18 日） 

【授業レポート】グローバルリーダーの育成を目指す SGH 校「秋田南高等学校」の ClassiNOTE 活用事例 

https://classi.jp/info/20190218/ 
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秋田県立秋田南高等学校

010-1437 秋田市仁井田緑町４番１号
ＴＥＬ

ＦＡＸ

ＵＲＬ

e-mail

（０１８）８３３  −  ７４３１ （代　表）　

（０１８）８３３  −  ７４３２ （事務室）　

http://akitaminami-h.wixsite.com/akitaminami

akitaminami-h@akita-pref.ed.jp

平成２７年度指定スーパーグローバルハイスクール

研究報告書

第４年次

平成３１年３月

秋田県立秋田南高等学校


