
　本校のＳＧＨ事業は、指定最終年となる５年目を迎えました。グローバルリーダー育成を目的としたこの事業を通し
て、生徒たちは大きく成長を見せてくれました。授業や学校の活動を超えて、様々なチャレンジに自ら取り組む姿勢も
育ってきています。本紙面では、今年度のこれまでの活動の概要をお知らせします。
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ＳＧＨ、５年目を迎えて

■ グローバル人材育成講座「トップリーダー
× 秋田南高校」を開催しました。
　６月22日、一般社団法人 Sail On Japan の主催により、
国内外の各分野で活躍されているトップリーダーの方々をお
招きし、ＳＧＨクラスを中心に、生徒とのトークセッション
を行いました。お出でいただいたのは以下の方々です。

安倍　昭恵 氏 　安倍晋三首相夫人／UZU の学校校長
橋本　清美 氏 　Dojima Sake Brewery UK & CO. ＣＥＯ
島田　由香 氏 　ユニリーバ・ジャパン 取締役人事総務本部長
森本千賀子 氏 　株式会社 morich 代表取締役
岩佐　大輝 氏 　株式会社ＧＲＡ代表取締役ＣＥＯ
奥　真由美 氏 　一般社団法人 Sail On Japan 代表理事

国際探究Ⅰ 高１全員

・探究のサイクルを全員が経験
・秋田経済研究所による教養講座
・大学教授陣による専門講座
・国際教養大学でのEnglish Village
・県内各地でのフィールドワーク調査
・タイでの調査活動（20名選抜）
・グループ研究の成果発表（全班）

国際探究Ⅱ 高２選択

・秋田県立大学教授陣による専門的指導
・English Seminarでの英語指導
・班別フィールドワークでの調査活動
・外部講師によるプレゼン指導
・英語での研究成果発表（全班）
・公共ホールでの公開成果発表（代表班）
・研究論文作成

グローバル・イシュー 高３選択

・２年次からの研究テーマを継続
・地域や世界への発信と意見交換
・秋田市役所職員や起業家の方々との
　グローカル・ミーティング
・留学生との国際意見交流会
・学校祭でのステージ発表
・研究論文集の発行

　トップリーダーの皆さんから
は、グローバルリーダーとしての
心構えや、将来に向けたヒントを
たくさんいただきました。大変充
実した時間となりました。

■ 本校ＳＧＨ事業の概要

各学年の課題研究「国際探究」について

　本校ではグローバルリーダーに求められる能力を、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・実践力と定め、これらの能力を磨くために、県内各大学、研究機関や企業等のご協力をいただきながら、生徒の探
究的な課題研究『国際探究』と、問題解決力を育成する授業研究を行っています。
　課題研究では、「『こまちの里』秋田の高校生が、『地球村』の食糧問題に挑む！」という研究テーマを掲げ、世界の
食糧問題について考察し解決策を提言することを目的としています。また、各教科の授業にも探究的な学びを取り入れ、
生徒の問題解決力を育成する授業研究を進めています。今年度は、５年間の研究成果普及の年として、教育研究発表会で
成果を発表するほか、「探究」実践事例集を発行して探究活動や授業の進め方などを広く発信していく予定です。

　現在の３年生はＤ・Ｅ組の69名の生徒が国際探究を選択しています。最終年度の国際探究科目であるグ
ローバル・イシューのねらいは、これまで各班が取り組んできた探究活動の成果や課題解決に向けた具体的
提案を地域や世界に発信することで、社会参画を行う実践力を身に付けることです。
　今年度もまた、秋田市役所や地元企業経営者の皆様に協力していただき、特に探究成果発信後の協議を通
じて専門的立場からの的確な助言や激励を頂戴しました。

参加してくださった講師の方々
丑田　俊輔 氏　ハバタク株式会社　代表取締役
寺田　耕也 氏　株式会社Local Power　代表取締役社長
柳沢　　龍 氏　一般社団法人ドチャベンジャーズ　代表理事
渡部　真吉 氏　株式会社e-MOTIONｓ　代表取締役ＣＥＯ
黒瀬　友基 氏　有限会社ライスロッヂ大潟・黒瀬農舎　代表
首藤　　郷 氏　有限会社こめたび　代表取締役
穂積　　憲 氏　外旭川サテライトクリニック　歯科医師

〈グローカル・ミーティング in 秋田市役所〉
　５月30日、発表班９班と参観班６班が市役所の５会場に分かれて市
役所職員の方々と協議を行いました。職員の方々はそれぞれ生徒の発表
を真摯に聴いてくださり、中には各班のテーマに関連する詳細な資料を
提供してくださるなど、新たな視点を与えてくださいました。
　事後の振り返りには「職員の方々の助言は私たちの提案に寄り添った
的確なものばかりで参考になり、とても嬉しかった」などの記載が、ま
た、参観生徒からは「私たちの班には費用対効果の視点がなかった。次
回の発信活動に向けて、しっかりと準備したい」などの記載がありました。
〈グローカル・ミーティング in 秋田南高校〉
　７月４日、秋田市役所で参観した６つの班が地元企業経営者の方々と協議を行いました。各班ともに前回参
観した経験や秋田市役所で発表した班からの助言を活かし、入念に準備をして当日を迎えました。講師の方々
はご自身の経験を踏まえ、時にユーモアを交えて助言をしてくださいました。
　閉会式では、すべての講師の方から講評していただきました。高校生らしい視点やこだわりをもって探究を
重ねていることに対して評価をいただきましたが、一方で「研究に対する謙虚さをもつこと」や「当初のテー
マに立ち返って見ること」の大切さを指摘していただきました。

■ 実践・発信活動「グローカル・ミーティング」

　７月11日、本校へのアメリカからの留学生６名を招き「国際意見交
流会」を実施しました。当日は全15班が５班ずつ３会場に分かれ、そ
れぞれ２名の留学生に対して、これまでの探究の成果を英語で発表し、
意見交換を行いました。久しぶりの英語発表であるためか、班によって
は言葉に詰まってしまう場面や、咄嗟に日本語で説明してしまう場面も
見られましたが、６名の留学生は時折大きくうなずきながら、各班の発
表を真剣に聴いてくれました。授業のまとめでは「各資料がコンパクト
にまとめられていて分かりやすかった」「誠実にテーマに取り組んでい
ることが伝わった」と評価をする一方で、「発音を意識すること」「専
門用語が多いと分かりにくい発表になる」などのアドバイスをしてくれ
ました。

■ 実践・発信活動「国際意見交流会」

　９月中旬、各班が今年度の実践・発信活動で得た経験などを踏まえ、
おおよそ１年半の取組を研究論文としてまとめました。今後は各班の論
文を冊子にまとめ、本校のホームページでも発信いたします。

■ 研究論文作成

保健予防課の方との協議の様子

発表を聴くニコラスとプレストン

丑田氏と協議する生徒 寺田氏から激励される生徒

休み時間にマークと談笑する生徒

・アジアユースリーダーズ 2019 in ベトナム 参加
3E 和田彩那、2E 小山杏奈、菊池由佳、Byrne杏雅愛

・秋田県高校生米国語学研修（ミネソタ） 参加
1C 佐藤さくら、1E 花岡周来、寳田真悠

・秋田ユネスコ協会国際理解ユースセミナー 招待発表
３E 三春凜佳、工藤美色、佐藤未夢、原田すみれ

・北部ブロック８道県教育委員協議会 招待発表
3E 和田彩那、菊池風花、白渡萌々子、畠澤英恵

・高校生クリエイティブキャンプ 参加（雪下野菜GIRLS）
3E 和田彩那、菊池風花、白渡萌々子、畠澤英恵

・山形東高校「Challenge! 模擬国連 in 山東」 参加
2D 酒井千桜、2E 佐々木詩菜、1B 相場脩佑、
1F 古仲真央、佐藤萌生、1G 末田詩織

・秋田県高校生英語弁論・暗唱大会
弁論の部 第１位　2E 小山杏奈
暗唱の部 第１位　1E 寶田真悠、第３位　1G 三浦萌花

・秋田県高校生即興型英語ディベート大会
３位　2E 畠山委玖重、三浦真緒、谷地田愛華

＜各種大会での研究成果発表・課外活動参加など＞

安倍昭恵氏、岩佐大輝氏と

グローバル・イシュー



国際探究Ⅱ国際探究Ⅰ

■ 探究スキル講座
　４月から６月にかけて、４回にわたり探究スキル講座を行いました。
Ⅰ期は「協働力」、Ⅱ期は「課題設定能力」、Ⅲ・Ⅳ期は「課題探究能
力」をテーマに、探究活動を深めていくための基礎作りの講座に臨みま
した。真剣に講座に聞き入り、協働する場面では積極的に意見を出し合
う姿が見られました。生徒の活動の様子から、グループによる研究や調
査、発表に対する期待の大きさが感じられました。

■ 教養講座
　５月23日に秋田経済研究所の３名の研究員の方からそれぞれ、「農
業」「食文化と商業」「食文化と観光」について講演をしていただきま
した。生徒は３つの講座の中から１つを選択して聴講し、本県の「食」
の現状や課題、課題解決の方向性について学びました。
　翌週には自分が聴講した講座について他の生徒へ伝える活動を行いま
した。グループごとに分かれて講座で学んだ内容を確認、共有し、他の
講座を受講した生徒に対してプレゼンテーションを行いました。効果的
に相手に伝えるためにはどうすればよいか、内容や使うべき資料をよく
検討し、プレゼンテーションに臨む様子が見られました。

■ 専門講座
　６月20日、27日の２週にわたり秋田大学､秋田県立大学､国際教養大
学から８名の先生を迎え､「農と食」に関する現状や課題解決に向けた
具体的な取組に関する講座を開催しました。大学の先生方が専門とされ
る分野の講座に対して興味をもち熱心に聞き入り、講座後には積極的に
質問する生徒の姿も見られました。生徒の振り返りには「より専門的な
内容の講座を聴くことで、これまでは漠然としか考えられなかった個人
探究活動の方向性が見えてきた」などの記述が見られました。

■ 研究概論講座
　７月４日には秋田県立大学の吉澤結子副学長をお迎えし、「研究概論
講座」を行いました。今後の探究活動の進め方や探究する上で重要なこ
と、グループで研究を行う際の注意点など、今後の活動に向けて大いに
参考となる講座となりました。吉澤先生からは「皆さん自身が、課題を
見つけて解決策を考え、グループで討論して協力して作り上げた、オリ
ジナルで説得力の高い提案を楽しみにしています」という激励のメッ
セージをいただきました。

■ フィールドワーク（ＦＷ）
　海外・県内のフィールドワークに向けて、各班で訪問先の調査や質問事項の精査などに取り組んでいます。
海外FWは、11月18～23日にかけてタイで実施します。参加者20名は、国連FAOアジア太平洋事務所や丸
紅バンコク支店等を訪問し、タイの食糧事情や食に関する意識調査を行います。また、バンコク市内のMPS
（サットリーワットマハプッタラム女子学校）と、タイ北部のDMSU（マハーサーラカーム大学付属高校）
の生徒と交流活動を行ってきます。その他の生徒は、11月12日に県内各地でFWを行います。両FWとも、こ
れまでの講座で身に付けてきた力を存分に発揮し、充実した探究活動を目指します。

　国際探究Ⅰは１年生全員が履修しており、これまでに多くの講座を通し、充実した探究活動を行うための
基礎を学んできました。夏休みに作成したレポートを互いに発表し合い、個々のテーマなどをもとに編成し
たグループで探究活動を進めています。この後は11月のフィールドワーク等を通してさらに探究を深め、１
年間のまとめとして、２月の成果発表交流会で発表を行います。

■ テーマ別研究推進検討会ⅠⅡⅢ
　指導担当の13人の秋田県立大学の先生方が、５～７月に本校を訪問
し、各班３回程度の指導を受けました。テーマ設定や探究活動の仕方な
ど、探究活動を始めるにあたり基本的な道筋を相談しながら活発に活動
を進めることができました。専門的な視点から指摘していただくことで
生徒たちは自分たちの考えの不備や曖昧さに気付き、学びを深めていく
きっかけを与えてもらいました。

■ English Seminar in Akitaminami High School
　６月15、16日に県内のALT６名と国際教養大学に在籍している４名
の本校卒業生の協力を得て、英語でのプレゼンテーションに向けて英語
で発表し質問するためのスキルや英語力を向上させようと、イングリッ
シュセミナーを開催しました。SGH１期生、２期生の先輩たちや教育
実習生として５月に来校していた先輩の助けを借りながら、ALTと積
極的にコミュニケーションをとりながら取材を重ね、プレゼンテーショ
ンの作成に取り組みました。身近な内容で普段学習している英語を使っ
て活動し、自分たちの英語力に自信をもてたように思います。２日目に
は相手に伝える工夫をしながら、発表することができました。今後は、
探究活動の内容をいかに英語で分かりやすく伝えるかを考えることや、
普段聞き慣れない内容を英語で理解するための努力が必要ですが、前向
きに英語発表に向かうことができる経験となりました。

■ 班別フィールドワーク（ＦＷ）
　探究活動を深めるためにテーマに関する訪問先を自分たちで設定し、
夏休み中に聞き取り調査や資料収集を行いました。FW先でいただいた
アドバイスを受けて、新たに訪問先を設定する班もあり、意欲的に調査
活動に臨んでいました。夏休み明けには調査内容をまとめ、10月の公
開成果発表会に向けての研究発表の構成に大きく役立ちました。

■ 戦略的表現力講座ⅠⅡ
　１年次に「プレゼンテーションセミナー」の講師をしていただいたソ
フトアドバンス株式会社代表取締役社長菅原亘氏に、9月26、27日に
「戦略的表現力講座Ⅰ」として全班が指導を受けました。探究内容が効
果的に伝わる構成となっているか、伝えられる表現となっているか指摘
を受ける中で、もっと調査や裏付けの資料が必要であることなどに気付
き、10月10日の校内成果発表会に向けて表現力の向上のみならず、発
表の内容を見つめ直すことができました。
　10月14日には校内成果発表会で代表班に選ばれた６班が「戦略的表
現力講座Ⅱ」として、菅原氏に再度指導を受けました。構成はもちろ
ん、英語の表現やスライドが内容を分かりやすく伝えているか、どの班
に対してもきめ細やかに指導していただきました。

　現在、２年生の国際探究Ⅱ選択者82名は18班に分かれて探究活動を行っています。２年次で探究したい
テーマをもとに班編制を行いました。共通の問題意識をもった生徒たちが集まり、秋田県立大学の先生方の
指導を受けながら探究を深めています。

秋田県立大学の先生とテーマの検討

英語でのプレゼンテーション

FWで農園を訪問

日本語で発表内容の確認

探究スキル講座Ⅰのグループ演習

教養講座で質問する生徒

専門講座での質疑応答

研究概論講座の様子


