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グローバル・リンク・シンガポール

世界の場で最高賞受賞！

ソウル高校⽣と英語で意⾒交流 米国領事と英語で懇談

SGH（スーパーグローバルハイスクール）指定3年目を迎えて
　本校は、平成27年度に文部科学省SGH（スーパーグローバルハイスクール）の指定を受け、今年度で3年目を迎えました。本校
SGH事業の特色であり、根幹となっている柱は、次の三本です。
　1　グローバルリーダーの資質能力を育成する「生徒の課題研究（学校設定教科）」の開発
　2　グローバルリーダーの資質能力を育成する「教員の授業研究」の推進
　3　グローバルリーダーの資質能力を育成する「外部連携教育」の拡充
　また、本校はグローバルリーダーの資質能力を、①課題設定能力②課題探究能力③論理的思考力④プレゼンテーション能力
⑤実践力、の5能力としてとらえ、それを磨くための教育活動に邁進しています。

■平成27年度指定校のこれまでの取組に対する中間評価が公表されました!
　9月29日に平成27年度指定校に対しての中間評価が、文部科学省HP上で公開されました。
　本校の評価は、6ランクあるうちの上から二番目の「これまでの努力を継続することによって、研究開発のねらいの達成が可
能と判断される」であり、次のような高い評価をいただきました。教育連携をしていただいている秋田県立大学・国際教養大学・
秋田大学等の大学や、秋田経済研究所・ジェトロ秋田・秋田市役所等の諸機関、株式会社ソフトアドバンスをはじめ、様々な形で
御協力いただいている企業・事業所・団体等の皆様の御支援に感謝いたします。
　今後も生徒・職員が一丸となって、本校のSGH事業を進化させ推進して参ります。

■各種発表会・大会において生徒たちが大活躍しています!
　SGH活動3年目を迎えた3年生を中心に、目に見える成果が上がっています。SGH活動で磨かれた能力を、大会実績として、社
会貢献として、存分に発揮しています。

○ワールドスカラーズカップ　東京ラウンド通過→グローバルラ
ウンド（ベトナム・ハノイ6/25〜7/1）出場　3D原田雄生

○グローバル・リンク・シンガポール2017（シンガポール国立大学・
7/21〜26）→グローバルイシュー部門　口頭発表　最高賞（ベス
トプレゼンテーションアワード）3D荒木関輝・小林涼花・佐々木彩
乃・南條佑佳

○FROM PROJECT秋田（ふろぷろ秋田）第3期最終報告会　（国際
教養大学・7/23）→発表　3A吉田健　3A小松眞子　3D坂谷日向
→最高賞（全国大会へ）　3D川邊美穂

○JICA海外青年（ミャンマー研修生）研修会　（北都銀行本社ビル・
7/28）→ゲスト発表　2A佐藤詩月　2B古井千諭　2D正木梨湖

○3年間のネリカ米研究→感謝状兼ネリカ検定3級認定証授与
　授与者坪井達史氏（Mrネリカ・世界が尊敬する日本人100人）　
　3G大関羅捺　加藤陽　斉藤遥　佐藤薫平
○オーガニックフェスタinあきた2017（セリオン・8/26〜27）→商品開発・出店
　2C伊藤光海　桐生理央　能美寧々
◎11月25日（土）パシフィコ横浜で開催される「2017年度SGH全国高校生フォーラム」にお

いて、メインホールのステージ上で英語でディスカッションする代表生徒6名のうちの一
人として、本校の3D原田雄生が招待されました!ポスターセッションには、2C今野亜美と
能美寧々が出場します。 （生徒敬称略）

■SGH事業以外の国際理解教育や国際交流活動も多彩に展開しています!
　本校は、SGH事業以外でも、海外研修や国際交流活動に関して
積極的に取り組んでいます。
　これまでソウル高校との相互訪問交流会や、在札幌米国領事の
訪問交流会を実施してきました。タイの2校と交流提携を結び、
7月からスカイプでの交流が始まりました。11月にはタイの2校
を、12月にはソウル高校を本校生徒が訪問して交流を行います。
その他にも、YFU留学生の長期受け入れや、アジアからの留学生受
け入れも行うなど、英語コミュニケーション能力向上に関して充
実した教育を展開しています。

本校に対する評価

○フィールドワークにおいて事前・事後の取組を有機的につなげ、効果をあげている
点が高く評価できる。

○秋田県の特徴である農業を中心テーマとし、それを郷土・世界、両方の視点から研
究するという明確な研究方針も高く評価できる。

○SGHの精神に合致した地方公立高校のモデル的な取組だが、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、今後も常に省察的に実践を重ね進化できる
学校文化の形成に期待したい。

平成27年度指定校56校の中間評価

　ランク1ー4校
★ランク2ー本校を含む19校
　ランク3ー17校
　ランク4ー12校
　ランク5－3校
　ランク6－1校

ワールドスカラーズカッ
プに出場した原田さん



■教養講座Ⅰ

　５月１８日に秋田経済研究所の松渕秀和所長から｢秋田県経済の現状と課題｣に
ついて講演をしていただきました。松渕所長には今年度も本県の経済状況を示す
最新データや読み取りの視点を教示していただくなど、統計的アプローチの重要
性を教えていただきました。
　質疑応答では、自発的に質問や意見等を述べる生徒が見られ、詳しく知りたい、
一層深めていきたいという姿勢が感じられました。また、今年度は意欲のある生徒
に司会進行を一任するなど、新たな試みにも取り組んでいます。

■教養講座Ⅱ

　５月２５日には秋田経済研究所の３名の研究員の方からそれぞれ、｢農業につい
て｣｢食文化と商業について｣｢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つの講座から２つを選択して、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。
　講師の方からは各専門分野に関する詳細なデータの提供に加えて、出典への意
識など研究者としての基本的な姿勢や｢みんなで協力して情報を共有し、当事者意
識をもって臨んで欲しい｣など、今後の探究活動への激励も頂戴しました。

■専門講座
　６月２２・２９日の２回にわたり、秋田県立大学、国際教養大学、秋田大学から７
名の先生をお迎えして、｢農と食｣に関する今日的な課題をグローバルな視点で考
える講座を開催しました。生徒は４つの講座を受講しましたが、事前に講座テーマ
に関する資料を読み込んでいたこともあり、各会場では自分の意見を述べる生徒
が見られました。
　また、協働的な学びの場面が設定された講座では、互いの意見や考え方を話し合
う場面が見られました。講師の中には、生徒の協議の輪の中に入ってくださる方も
居り、最初は恥ずかしがっていた生徒も、次第に打ち解け、充実した協議になって
いく様子がうかがえました。
　各講義ではそれぞれの分野で「農と食」が抱える課題解決に向けた具体的な取組
や実践事例の紹介に加え、講師の方々の専門性の高さや、学問への真摯な姿勢を感
じることができました。
　本講座は県内３大学を巻き込んでの大規模な事業ですが、講座後の振り返りに
は｢４つの講座を受けてみて、"農と食"をテーマに掲げた研究には多様な切り口が
あるが、それぞれの内容を突き詰めると課題解決への取組には、意外と共通点が多
いことが分かった｣など、各講座の内容を関連付けている記述が見られました。

■研究概論講座
　７月６日に秋田県立大学の吉澤結子副学長から、今後の探究テーマ設定に向け
て、｢研究とはどのようなものか｣｢秋田南高校ＳＧＨ国際探究への期待｣｢研究マイ
ンド｣の３つのテーマを講演をしていただきました。｢真の研究とは、ものごとの本
質を明らかにすることを目指し、これ以上進めないところまで進むもの｣としなが
らも｢期待と異なる資料や結果に出会うとヘコんでしまいます｣など、研究者の視
点から本音を語られる吉澤副学長の講話は大変に興味深く、生徒だけでなく教職
員にも新たな知見を与えてくださいました。

■今後のフィールドワーク（ＦＷ）について
　１１月１８〜２３日にかけてタイでの海外ＦＷが実施されます。参加者１８名
は、国連ＷＦＰ（世界食糧計画）アジア地域事務所やバムルンダード病院等を訪問
し、現在のタイの食糧事情や食に関する意識調査を行うとともに、バンコク市内の
ＢＣＣ（バンコク クリスチャン カレッジ）と、タイ北部のＤＭＳＵ（マハーサーラ
カーム大学附属高校）の生徒と交流活動を行ってきます。
　また、海外ＦＷ参加以外の生徒は１１月９日に秋田県内でＦＷを行います。今年
度は生徒が探究したいテーマを基にクラスを解体して班を編制しています。両Ｆ
Ｗとも訪問先の調査や質問事項の精査など、当日に向けて主体的に準備を重ねて
いるところです。これまで身に付けてきた食に関わる知識や探究の手法、そして、
探究マインドを存分に発揮したいと思います。

松渕所⻑に質問をする⽣徒

グループの意⾒をまとめる⽣徒

「⾷⽂化と観光について」での様⼦

講師と共に話し合う⽣徒

講師に向けるまなざし

国際探究Ⅰ



■国内フィールドワーク
　夏休みを中心に県内の研究機関、官庁、農事組合等を訪問して、聴き取り調査、データ
集めを実施しました。またアンケート調査を実施したグループは、英文メールにより友
人・知人ネットワークを通じて海外に居住している方々からも協力していただきまし
た。生徒たちの「振り返り」をもとにして、フィールドワークの様子を紹介します。
●オリーブオイルについて栄養学的なレクチャーを受けた。ブドウオイルやサラダオ
　イルなど他の油と比較した表をみせていただいた時、分かりやすくて発表資料の作
　り方についてもヒントを得ることができた。（３班、聖霊女子短大・髙山裕子先生）
●飲食店での聴き取り調査では、お客さんがいることが多い。限られた時間の中で質問
　すること、その場で思いついた質問もどんどんしていく積極性が大事だと思った。
　（3班、由利本荘市・地中海料理「ドンキホーテ」）

●県庁やJAを訪問すると、私たちが思い描いていた現在の秋田県の状況とは違っていた。もう少し情報収集をする必要がある
　ことに気がついた。（５班、秋田県園芸畜産課、JA全農秋田園芸畜産部園芸課）
●GPSによる自動操縦田植機に試乗させていただき、精密農業の可能性について確信することができた。さらにドローンを使った
　空撮により、圃場の水位や温度測定ができることもわかった。（7班、大潟村・秋田県立大学フィールド教育研究センター）
●アンケート調査で得たデータをもとに、「クロス集計」という手法で分析を進めています。（１班、秋田県立大学・長濱健一郎先生）

　秋田県立大学露﨑浩先生、山本聡史先生、秋田県総合食品研究センター、雄和・種沢果樹組合も訪問しております。関係各位の
　ご厚意に御礼申し上げます。

■English Camp in Akita Minami High School
　６月23日(金)と24日（土）、県内ALT５名の先生方のほか本校３年生６名の協力を得ながら、本校を会場に一泊二日の英語漬
け合宿が実施されました。ALTの先生方の出身地などをインタビューし、文化的差異
を考察しながらプレゼンを行いました。それでは生徒たちの「振り返り」を見てみま
しょう。
●ALTの先生とあんなにたくさん話したのは初めてだった。
●3年生の先輩のサポートのおかげで優勝することができ、本当にうれしかった。
●クラス全体に英語を話すことに対する恥ずかしさや抵抗感が薄れたのではないか
　と思います。効果的なプレゼンの仕方やパワーポイントの作り方などたくさん知
　識を学ぶことができ、充実したキャンプでした。
●最初は不安もありましたが、授業がどれも魅力的で一気に楽しくなりました。あん
　な短時間でプレゼンを完成できたことが自分にとって自信となりました。

　２年生の探究活動は、３年生によるサポートからスタートしました。自分たちの
活動を振り返り、経験知や方法知について新人たちに懇切丁寧にレクチャーしてく
れました。活動グループを編成して共通のテーマを設定するために、ポジショニン
グ・マップを作成しながら討論を進めていくグループが多くみられるようになって
います。2年C組38名が７グループに分かれ、秋田県立大学の先生方からご助言をい
ただきながら活動を進めてきました。10月31日（火）、秋田県民会館での公開成果発
表会にむけて準備をしております。皆様方のご来場をお待ちしております。

国際探究Ⅱ

班 研究の概要・生徒 秋田県立大学担当教員

1
家庭からの食品ロスを減らすために
　　伊藤光海、猪股公暖、北川楓夏、今野亜美、能美寧々、長谷部結衣

生物環境科学科　教授 長　濱　健一郎

2
アフリカを事例として飢餓脱却からの方策を提案する
　　阿部洋央、石塚茉央、斉藤理菜、三村郁統、吉田晴柊 

生物生産学科　助教 曽　根　千　晴

3
食と健康の再考 　－巻き起こせ！地中海食ブーム－
　　伊藤羽美、大友優実、奥田夏帆、桐生理央、茂内佳奈、髙橋杏佳

副学長 吉　澤　結　子
応用生物学科　助教 岩　下　　　淳

4
害獣による農作物、生態系への被害を食い止める
　　工藤晴夏、斉藤萌加、佐藤歩佳、佐々木捺子、鈴木公美子、柳澤瑞希

生物環境科学科　助教 坂　田　ゆ　ず

5
秋田における連携六次産業化の可能性について
　　東湖都、稲川拓実、大渕莉子、佐藤翔音、千田拓心、三浦崚

アグリビジネス学科　助教 林　　　芙　俊

6
和食と健康との関連について
　　安保一真、大嶋力太郎、佐々木央理、菅原貴葵、鈴木康生、Leo Elvis Noth

応用生物学科　教授 橋　爪　克　己
応用生物学科　助教 伊　藤　俊　彦

7
最先端技術を搭載した精密農業により作物の生産量を増やす
　　伊藤雄大、近藤大斗、進藤魁人、進藤大瑚

フィールド教育研究センター
　客員教授　矢　治　幸　夫

グループ編成およびテーマ設定

秋田県立大フィールド教育研究センターにて

Students and ALTs making a presentation



　３年間の課題研究の最終年度となる「グローバル・イシュー」の活動のポイントは、地域や世界での「実践」と「発信」です。食糧
問題について自分たちが考案した具体的提案を、地域社会や外国人・国際社会に向けて発信・提言するという活動を通して、社会
参画や社会貢献を行う実践力を高めることがねらいです。
　研究グループや研究テーマは昨年度「国際探究Ⅱ」と同じもので、これまでの研究を継続・深化させていくことになります。

■実践・発信活動「グローカル・ミーティング」
＜グローカル・ミーティング in 秋田市役所＞
　７月６日、３年生１６グループ計７３名が秋田市役所を訪問し、これまで研究してきた食糧問
題の解決策について、市職員の方々と意見交換を行いました。
　秋田市役所からは２６名もの職員の方々が参加してくださいました。食や農の問題について専
門的な見地から、また行政の立場から貴重なご意見をいただきました。市職員の方々は生徒たち
の提案に熱心に耳を傾けてくださり、詳細については資料を用意して説明してくださって、生徒
にとっては大いに研究を深められた大変充実した時間となりました。全体会では、石井周悦副市
長からご挨拶をいただき、また秋田市地域おこし協力隊の石井宏典さんからも基調講演をいただ
きました。ご協力、ご指導くださった秋田市役所の皆様に厚く御礼申し上げます。
生徒による活動後の振り返り記述の一部を紹介します。
●これまでも専門家の方々からお話を聞く機会があったが、今回、実際に農家の方に携わってい

る方からのお話は、実践的で分かりやすく、たくさんお話を伺えてとても嬉しかった。私たちが
気付いていなかったことばかりで、新しい解決策につながりそうな視点をいただけたので、よ
り深い論文が書けそうです。

●市職員の方々が、私たちの提案に興味をもってくださって、親身に助言していただけたのが嬉
しかった。厳しい意見もあったが、自分たちの考えが実現までにどれほど距離のあるものなの
かを実感できた。本当によい経験になった。これからの論文づくりが楽しみになってきた。

●自分たちの提案を具体的に実現していくために、まだまだ改善すべき点がたくさんあることを
指摘していただきました。論文ではより現実的な解決策となるよう頑張ります。また、市役所の皆さんのよい雰囲気に、「こう
いう所で働きたいね」とメンバーで話をしました。とても充実した時間になりました。

●石井宏典さんの講演に強く感銘を受けた。「評論家になるな。実践者であれ」という言葉は胸に残った。自分も意見をもつだけ
ではなく、それを実行できる人間になっていきたい。

＜グローカル・ミーティング in 秋田南高校＞
　８月１０日には、本校を会場にグローカル・ミーティングの第２弾を実施しました。今回は、秋田県内外でご活躍されている
企業経営者の方々をお招きして、研究内容について意見交換を行いました。おいでいただいた皆様は、若くして各分野で秋田を
リードされているトップランナーの方々ばかり。生徒たちの話に興味をもってくださって、率直なご意見をくださいました。経
験をもとにしたお話にも生徒たちは大いに刺激をもらったようです。お忙しい中、ご協力くださった講師の皆様に心より感謝申
し上げます。

参加してくださった講師の方々
首藤　　郷 氏 （株式会社こめたび 代表、横手市移住コンシェルジュ）　　
須藤　晃平 氏 （株式会社エスツー 代表取締役社長）
原田　　青 氏 （株式会社ローズメイ 代表取締役社長）
丑田　俊輔 氏 （ハバタク株式会社 代表取締役、ShareVillageProjectメンバー）
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、元海士町 高校魅力化プロジェクト）
石田万梨奈 氏 （onozucolor 代表、福禄寿酒造株式会社 クリエイティブディレクター、元五城目町地域おこし協力隊）
柳沢　　龍 氏 （ShareVillageProject メンバー、 元五城目町地域おこし協力隊）
奥　真由美 氏 （プライムスクール 代表、 ベネッセ子ども英語教室）
松橋　拓郎 氏 （大潟村松橋ファーム３代目、農家がつくる日本酒プロジェクト主宰、ShareVillageProjectメンバー）
山形　健二 氏 （まめだんしプロジェクト主宰）
大山　明裕 氏 （日本貿易振興機構（JETRO）秋田貿易情報センター所長）

■実践・発信活動「国際意見交流会」
　英語での発信活動として、本校に短期留学しているアメリカ人・スイス人高校生との意見交換
を行いました。また、秋田県教育委員会主催のスーパー・イングリッシュ・キャンプに参加させて
いただき、留学生やALT、キャンプに参加した中高生の方々に対しても、英語でのプレゼン発表と
質疑応答を行いました。外国人の方からは、違った角度からの指摘や、異なる考え方からの意見を
いただき、異文化理解を深めながら、研究の深化にもつなげることができました。

■研究論文作成
　昨年度もそれまでの研究成果を論文の形で執筆しましたが、今年度の実践・発信活動で得られた知見を基に、内容のブラッ
シュアップを図り、改めて研究論文にまとめ上げました。グローバルな食糧問題の解決に向けて、より実践的かつ現実的な提言
や解決策を示すことを目指しています。このあと、全グループ分を１冊の論文集にまとめ、本校ホームページなどで発信してま
いります。ご期待ください。

グローバル・イシュー

タブレット端末で研究内容を説明

市職員の方からは専門的な視点での助言

留学⽣と英語で意⾒交換

経営者の方々に説明

たくさんのアドバイスをもらいました


