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［付録］ 平成２９年度ＳＧＨ研究開発完了報告書



付録－「平成２９年度ＳＧＨ研究開発完了報告書」

（別紙様式３）

研究開発完了報告書 

１ 事業の実施期間

平成２９年４月３日～平成３０年３月３０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、 １ ～ ３ の３本柱の研究開発を推進している。

（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、全員が地域の食と農の問題を見つめて問いを見いだし、それを世界的視

野に広げ、自分の足で実地調査に出かけ、考察をレポートにまとめ、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、秋田県民会館大ホール

において約６００名の聴衆を前に、公開成果発表を全て英語で行った。年度末には研究論文を完成させ、

コンクールを実施した。第３学年新規実施科目「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・若手企業家集団

・イングリッシュキャンプ会場等で実践を展開し、地域社会から高い評価を得た。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、昨年度の公開授業研究会の成果検証をし、今年度は校内

授業研究会を実施した。来年度は再び校外に向けて公開授業研究会を開催する予定で、準備が進んでいる。

（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続けている。大学では、国際教養大学（英語コミュニケーション能力育成）・秋田

県立大学（研究の専門性の深化や論文作成）・秋田大学教職大学院（授業研究）、地域諸機関では、秋田経済研

究所・ジェトロ・県内農業機関等（講座やフィールドワークの受入れ等）に、秋田市役所・秋田県企画振興部国

際課等が加わり、生徒の地域還元の場の提供や、海外フィールドワークの質の改善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２９年４月３日～平成３０年３月３０日） 
４ 
・ 
５
月 

６

月 
７
月 

８
月 

９
月 月 月 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in 秋田市役所参観 ○ 

プレゼンテーション発表支援（ＧＬＳ） ○ 

国際探究Ⅱプレゼンテーション参観 ○

国際探究Ⅱ公開成果発表会開催支援 ○ ○ ○

第１回運営指導委員会開催 ○ 

国際探究Ⅰ成果発表交流会参観 ○ 

第２回運営指導委員会開催 ○ 

その他：文部科学省との連絡・調整、報道機関への報道依頼 

（２）実績の説明

○ 運営指導委員の委嘱及び運営指導委員会の開催 
昨年度の運営指導委員６名（東北公益文科大学、名古屋大学、秋田銀行、ＪＡ全農あきた、ＪＡ秋田中

央会、聖園学園女子短期大学所属）に委員を委嘱し、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２９年１０月３１日（火）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、中間評価の結果や

グローバル・リンク・シンガポール最高賞受賞の実績、発表会での質疑応答の様子から生徒の英語力が向

上していることなどから、大変高い評価を得ることができた。今後の課題として、実績等の広報、更なる

発信力や質疑応答力の育成等が挙げられた。 
第２回運営指導委員会は、平成３０年２月２３日（金）の「成果発表交流会」と同日に開催し、「国際

探究Ⅰ」における１年生のプレゼンテーションを参観していただいた。運営指導では、３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、予算の削減や担当者の変更等にも対応す

る体制づくりが必要であるとの指摘があり、次年度に向けての課題とした。 
◯ 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、タイ王国での

海外フィールドワーク実施に当たっては、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。アドバイザーの活躍により、非常に効果的なフィールドワークを円滑に実施できた。 
○ 海外フィールドワークにおける交流校との連絡調整 

タイ王国の高校との交流において、バンコク・クリスチャンカレッジ（ＢＣＣ）の国際交流担当者と連

絡を取り、海外フィールドワーク実施の支援を行った。 
○ その他 

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

した。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、事業推進に当たっての打合せを行っている。 

− 2 −



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２９年４月３日～平成３０年３月３０日） 
４ 
・ 
５
月 

６

月 
７
月 

８
月 

９
月 月 月 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in 秋田市役所参観 ○ 

プレゼンテーション発表支援（ＧＬＳ） ○ 

国際探究Ⅱプレゼンテーション参観 ○

国際探究Ⅱ公開成果発表会開催支援 ○ ○ ○

第１回運営指導委員会開催 ○ 

国際探究Ⅰ成果発表交流会参観 ○ 

第２回運営指導委員会開催 ○ 

その他：文部科学省との連絡・調整、報道機関への報道依頼 

（２）実績の説明

○ 運営指導委員の委嘱及び運営指導委員会の開催 
昨年度の運営指導委員６名（東北公益文科大学、名古屋大学、秋田銀行、ＪＡ全農あきた、ＪＡ秋田中

央会、聖園学園女子短期大学所属）に委員を委嘱し、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２９年１０月３１日（火）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、中間評価の結果や

グローバル・リンク・シンガポール最高賞受賞の実績、発表会での質疑応答の様子から生徒の英語力が向

上していることなどから、大変高い評価を得ることができた。今後の課題として、実績等の広報、更なる

発信力や質疑応答力の育成等が挙げられた。 
第２回運営指導委員会は、平成３０年２月２３日（金）の「成果発表交流会」と同日に開催し、「国際

探究Ⅰ」における１年生のプレゼンテーションを参観していただいた。運営指導では、３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、予算の削減や担当者の変更等にも対応す

る体制づくりが必要であるとの指摘があり、次年度に向けての課題とした。 
◯ 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、タイ王国での

海外フィールドワーク実施に当たっては、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。アドバイザーの活躍により、非常に効果的なフィールドワークを円滑に実施できた。 
○ 海外フィールドワークにおける交流校との連絡調整 

タイ王国の高校との交流において、バンコク・クリスチャンカレッジ（ＢＣＣ）の国際交流担当者と連

絡を取り、海外フィールドワーク実施の支援を行った。 
○ その他 

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

した。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、事業推進に当たっての打合せを行っている。 

６ 研究開発の実績

（１）実施日程（「平成２９年度実施計画書」による実施項目）

① １年生２３８名全員を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅰ」を実施した。
② ２年生の科目選択生徒３８名を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅱ」を実施した。
③ ３年生の科目選択生徒７３名を対象に、新規学校設定科目「グローバル・イシュー」を実施した。
④ 昨年度の公開授業研究会の検証を踏まえて、問題解決力育成授業研究を推進している。
⑤ 大学や地域の諸機関との連携事業を企画・実施し、在り方を検証している。
⑥ 客観的指導・助言、情報交換によって、通年にわたって事業を検証改善している。

※ 記入されている月が実施時期，数字は事業詳細を記載した「研究報告書」の該当開始ページ数 

業務項目 
実施期間（２９年４月３日 ～３０年３月３０日） 

４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 月 月 月 

１
月 

２
月 

３
月 

①ア ガイダンス（基調講演） 
イ 教養講座Ⅰ・Ⅱ ○

ウ 専門講座 
エ 研究概論講座 
オ 海外・県内フィールドワーク 
カ プレゼンテーションセミナー ○

キ 成果発表交流会 
②ア テーマ別研究推進検討会 ○ ○

イ 国際討論会等

ウ フィールドワーク 
エ 戦略的表現力講座 
オ 公開成果発表会 
カ 論文作成基礎講座 
キ 論文作成・論文コンクール 

○ ○

○

③ア ＳＧＨシンポジウム等の開催

イ 外国人に対しての提言実践

ウ 地域社会での提言実践

エ 論文集作成と総括 

④ア アクティブラーニング実践 ※ 通 年

イ 授業力向上研修会の実施 
ウ 校内授業研究会の実施検証 

エ 次年度公開研究会計画準備 ○ ○ ○ ○ ○

⑤ア 英語力育成連携 ○ ○

イ 講師派遣や施設設備提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ウ 教職大学院や県教委と連携 
エ 地域の諸機関との連携 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥ア 運営指導委員会の実施

イ 連絡協議会での情報交換 ○ ○

ウ 事業成果の広報発信 ※ 通 年

エ 実施報告冊子の刊行送付 ○

○
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（２）実績の説明 ※各事業内容や成果の詳細については、「研究報告書」に詳述し、前表にその記載開始ペ

ージを明示したので、ここでは概観的に述べる。 
① １年生２３８名全員を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅰ」を実施した。

「国際探究Ⅰ」は、実施３年目となり、課題探究活動の１サイクルを体験的に学べる総合科目として、地

域視点から世界視点への拡大という理論的整合性を保ちながら、安定して実施できている。 
今年度は、研究テーマ決定を早めて、早く研究に入るために、研究概論講座を夏季休業前に設定した。 

また、ワークシート類も随時修正改善しながら進めた。 
今年度の大きな修正点は二点ある。一点目は、海外フィールドワーク先を、秋田の食と農の問題とより

関連性があり、県規模で交流が進むタイ王国に変更した点である。秋田県企画振興部国際課に連携いただ

き、生徒の研究テーマに適合する訪問先を緻密に選び出して交渉し、決定できた。 
二点目は、研究グループを、テーマの類似性によって編成したことである。これまではクラス内でグル

ープを作ってクラス単位で指導していたが、今年度はクラスを解体して、コース毎の指導となった。研究

班という意味では、より本格的なグルーピングと言える。 

２年次は、選択者の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、口頭発表の集

大成である「公開成果発表会」（１０月３１日）を開催した。全て英語で発表・質疑応答し、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、２月に研

究論文を提出し、コンクールを実施して、全校生徒が閲覧して評価し合うことで、成果を共有し た。

４月 ５月 ６・７月 ７月 １１月 １月 ２月 

動機 地域の 世界や 
付け 問題を タイの 研究の 

知る 問題を    本質と 現場で 発表の 発信と 
知る 手法 調査 在り方 意見交流 

② ２年生の科目選択生徒３８名を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅱ」を実施した。
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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、昨年度、国際教養大学のＳＧＵ事業であるイ

ングリッシュビレッジ」に参加させていただいた経験を生かし、本校教員とＡＬＴで本校自前で同質の

事業を実施できた。オールイングリッシュで様々なコミュニケーション活動を行う宿泊研修である。

表現力や発信力については、民間企業に連携いただき、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た。

③ ３年生の科目選択生徒７３名を対象に、新規学校設定科目「グローバル・イシュー」を実施した。

ＳＧＨによる学校設定教科「国際探究」の

集大成科目であり、生徒たち自らが社会に出

て、研究成果を発信し、社会人と意見交換し

合う実践を積むという活動であった。

２年次の成果発表の大成功に加えて、それ

を社会に提案する実践ができたことで生徒の

自己肯定感や達成感は、相当高まったと思う。

学校祭において、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。ま

た地域社会の中に飛び込み、実際に行政に携

わっている若手市役所職員や起業して活躍し

ている若者に、自分たちが研究して生み出した

提言を聞いてもらい、厳しい意見を言っていた

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、あるいは今後の目標を、実

感することができたのではないかと考える。３

年間の発表実績や入賞成果を裏打ちするような

堂々たる実践活動であった。

連携先や外部機関から、高く評価された。

④ 昨年度の公開授業研究会の検証を踏まえて、問題解決力育成授業研究を推進している。

本校では、元来授業研究の熱は高い。ＳＧＨで求める能力を授業でも育成するため、問題解決力育成授

業研究を進めている。昨年度の秋田南ＳＧＨカンファレンス公開授業研究会では、１２０名を超える外部

参加者に集まっていただき、研究協議ができた。その検証を踏まえて、今年度、秋田大学教職大学院の協

力を得て研修を深めた。そして校内授業研究会を開催し、管理機関の協力を得て、多数の指導助言者に来

校いただき、研鑽を深めることができた。

来年度は、「ＳＧＨカンファレンス２０１８公開授業研究会」を開催する予定であり、そのテーマ設定や

理論構築の準備中である。

⑤ 大学や地域の諸機関との連携事業を企画・実施し、在り方を検証している。

（大学との連携） ※ 「目標設定シート」項目２ｄ（目標達成した前年度を維持）

・ 秋田県立大学の教員に２年生の課題研究指導のための来校を依頼し、研究論文の作成指導をしていた

だいたり、本校の指導チームとの連携による手厚い課題研究指導支援をいただいたりしている。

・ 国際教養大学には、英語コミュニケーション能力育成に関してＳＧＵ事業イングリッシュビレッジを

活用させていただいたり、１年生の成果発表交流会の会場として大ホールを貸していただき相互交流し

ていただいたりしている。

・ 秋田大学の教員には、１年生の講座講師をしていただいたり、本校教員の問題解決力育成授業研究に

関わる研修講座講師をしていただいたりしている。

（地域の諸機関との連携）※ 「目標設定シート」項目２ｅ（目標達成した一昨年・前年度から大幅増）

文化祭自主企画 
SGHシンポジウム 

３年間の研究
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言
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・ 地元秋田の問題を見つめることを触発する講座やフィールドワークの受け入れについて、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との連携は、ゆるぎないものとなっている。

・ プレゼンテーションを専門とする地元の企業、ソフトアドバンス株式会社との連携も強固である。

（検証と新規開拓）

・ 大学側の多忙さに配慮して、指定事業が終わった時でも相互に実りある関係を、今後具体的に構築し

ていかなくてはならない。

・ 集大成と言える３年生の発信の場において、生徒たちが達成感や社会とのつながりを実感できる、行政

の立場（市役所）や起業して成功している若手社会人との連携を開拓できた。

⑥ 客観的指導・助言、情報交換によって、通年にわたって事業を検証改善している。

（ＳＧＨ運営指導委員会） ※「研究報告書」 ～に詳述した。

「運営指導委員会の機能と実績」 のとおり、助言だけではなく、具体的な支援をいただいている。

（学校評議員会）

中間評価結果や、生徒の国内外での活躍は素晴らしく、また進路実績にも反映されており、これを継承

して永続させていく努力をしてほしいとの意見をいただいた。

（外部評価委員会）

ＳＧＨは相当な成果が上がっており指定終了後の事業継続に向けて具体的な計画考案を進めてほしい。

ＳＧＨの目指す能力を育成する授業になっているか常に授業改善に努めてほしい等の意見をいただいた。

（管理機関等連絡協議会）

成果普及に関して、着実かつ積極的に行うよう指示があったので、即時検討し、現時点でも相当成果普

及実績はあげているものの、来年度からさらに重点的に実施していきたい。

※ 成果普及の取組については、項目８で、今後の計画とともに述べる。

７ 目標の進捗状況、成果、評価

本校の研究開発目標は、４に述べたとおり、グローバルリーダーに求める５つの能力を育成することであ

り、そのために４の １ ～ ３ を推進してきた。特に １ については、今年度で３年間の課題研究カリキュ

ラムが完成実現し、具体的成果・実績を残し、高い評価を得た。

１ ～ ３ の各研究開発項目とも、６で具体的に述べたとおり、順調に進んでおり、中間評価においても

それが認められた形である。ここでは、 Ａ 目標設定シートによる成果検証、 Ｂ 各種アンケートによる成

果検証により、数値的エビデンスを示しつつ達成状況を評価したい。また Ｃ として、特記すべき顕著な成

果を述べる。中間評価結果の検証と改善策は、８の次年度以降の課題及び改善点の項で述べることとする。

Ａ 目標設定シートによる成果検証 ※「研究報告書」Ｐ ～に詳述したのでここでは要点のみ述べる。

① 目標達成項目

【１構想において実現する成果目標（アウトカム）】

ａ・ｄ・ｅにおいて目標達成できた。ｄの大会入賞者実績に関しては Ｃ に特筆する。ｅの英語コミュ

ニケーション能力育成に関しても、目標を大きく上回り、本校ＳＧＨ事業の効果が顕著に表れている。

【２グローバルリーダーを育成する高校としての活動指標（アウトプット）】

全項目において目標値を上回り、達成できた。特にｄ・ｅの外部連携に関わる数値は向上を続けてお

り、本校の教育的財産である。またｆの公益性の高い大会参加者数は、目標を既に達成している前年度

からさらに倍増しており、生徒の意識向上はもちろん、成果普及の面で大きな実績だと考えている。

② 目標達成に向けて努力を要する項目 ※全項目目標数値達成まであと２項

【１構想において実現する成果目標（アウトカム）】

ｂ自主的に留学又は海外研修に行く生徒数

地方公立高校の立場としては、全く支援なく自主的に海外に出かけようという生徒を増やすためには、

何らかの支援や保護者の理解が必要となる。数値はあまり変化なく、まだ目標値には届かないが、「研

究報告書」Ｐ ～の保護者アンケートを見ると、ＳＧＨ効果で理解が大分進んでいると考える。

ｃ将来留学したり、国際的に活躍したいと考える生徒の割合

ＳＧＨ第１期生である３年生を見ると、ＳＧＨ対象者８１％、 対象外生徒でも５３％と極めて高い数 
値になっている。ＳＧＨ対象者の少ない２年生の意欲喚起が課題である。 

Ｂ 各種アンケートによる成果検証 ※「研究報告書」Ｐ ～に詳述したのでここでは概観的に述べる。
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（ＳＧＨ運営指導委員会） ※「研究報告書」 ～に詳述した。
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７ 目標の進捗状況、成果、評価

本校の研究開発目標は、４に述べたとおり、グローバルリーダーに求める５つの能力を育成することであ

り、そのために４の １ ～ ３ を推進してきた。特に １ については、今年度で３年間の課題研究カリキュ
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の理解を整理し、自分を高めることになると実感した」等、まさにＳＧＨが目指す成長が感じられた。
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証が必要だ」との意見があった。指定終了後の恒常的継続を考える上でも貴重な意見であり、検討する。

・ 自己の変容に関しては、「授業改善努力」「生徒の可能性への期待」が多いのは前年と同傾向だが、「課

題探究の指導方法がつかめてきた」「指導のために自分が勉強するようになった」等がほぼ倍増した。

・ ＳＧＨ的能力への理解や、今後の教育改革の方向性については、全員が肯定的に回答した。また事業の

全体化に関しても、教員の意識的にも進んでいるので、さらに推進していきたい。

Ｃ 特記すべき新たな成果

① 大学への合格実績

・ ２名の生徒が海外大学を直接受験して合格し、進学する。（まだ受験中だが、米国ノックス大学他

複数の大学に合格している。）本校としては、初めての快挙となる。

・ 東北大学のＡＯ入試結果を筆頭に、高校での活動実績や面接・プレゼンテーションが求められる入

試において、ＳＧＨ該当生徒の実績は顕著で、明らかなアドバンテージがある。成果を普及したい。

② 各種外部大会での華々しい成果 ※「研究報告書」P87～P91、巻末の新聞記事等参照。

・ ＳＧＨ第１期生となる３年生が、世界や全国規模の大会で華々しい実績を残した。グローバル・リ

ンク・シンガポール口頭英語発表において最高賞を獲得した他、ワールドスカラーズカップハノイラ

ウンドにおいて個人賞を獲得した。また、ＳＧＨ全国フォーラム壇上ディスカッション代表生徒に選

ばれ活躍した。いずれも帰国子女や留学経験者ではなく、本校の教育によって養成された人材である。

・ 秋田県英語スピーチコンテストで２年生が最優秀賞、秋田県高校生ビブリオバトルで１年生が最優

秀賞を獲得した。いずれも学校としては連覇であり、ＳＧＨによって発信力や表現力・伝達力が磨か

れ、その能力の高さが継承されていることがわかる。
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③ 異学年交流の成果

・ 上級生が下級生の探究活動の指導に行く場面を意識して増やしているが、双方にとって大きなプラ

ス効果が生まれている。特にテーマ設定場面や、発表会前、大会前等、上級生の生きた助言は相当な

効果を発揮し、教員の過剰負担の解消にも可能性を開いている。上級生にとっても、教えることで磨

かれる自分を実感できたからこそ、④の立ち上げにつながった。

・ 上級生の活躍する姿を見て憧れ、それを超えたいという雰囲気が醸成されてきた。各年次の探究活

動を、学年単体ではなく、異学年交流を強く意識して事業を実施してきた成果であると考える。

④ ＳＧＨ第１期生による人材バンク「秋田南ＧＳＯ」の立ち上げ

・ ＳＧＨ第１期生を中心とした在校生への支援組織「秋田南ＧＳＯ」が誕生した。彼らは大学生とな

って各地に散らばるが、学校の要請に応じて、学校行事やＳＧＨ活動、進路指導の補助等を行う。事

前の丁重な段取りや謝金等の生じない、気軽で機動的な組織となる。指定終了時には、人数も増え、

頼りになる組織となることが期待される。

８ 次年度以降の課題及び改善点 ※「研究報告書」 ～、 、 ～、 ～に各科目毎に詳述。

① 昨年度の「平成２８年度研究開発完了報告書 ８」に挙げた今年度改善事項の検証

次の三点を、次年度継続の課題及び改善点とする。（昨年度８の①は達成、８の②⑤は改善している。）

・ 指定終了後の教育課程継続の準備（昨年度８の④）

・ 海外進学・留学や国際社会貢献意欲のさらなる喚起（昨年度８の⑥）

・ 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（昨年度８の③）

② 中間評価結果の検証から得た次年度以降の事業改善のポイント

【高く評価された点をさらに伸ばす】

○ フィールドワークの計画や成果共有までの緻密さ

・ 新規海外ＦＷ先のタイでの活動を充分検証した、行き先とのマッチングをさらに改善する。

・ 交流校とのスカイプ交流機会をさらに増やし、生徒たちの手で自由にできるようにする。

・ １年生全員がＦＷを経験するという方針を堅持し、特に海外ＦＷは、経験を確実に共有できるよう

な報告会の開催を継続し、大規模化する。

○ ローカル→グローバル→ローカルというブーメラン型の課題研究

・ ３年次「グローバル・イシュー」を、研究成果を生かした提言を社会の中で実践する活動として、さ

らに安定実施できるように今年度の検証をし、修正を加えていく。

○ 外部機関との教育連携の拡充

・ 指定後の継続を見据えて、連携機関を増やしながら、ＳＧＨ１期生による人材バンクを有効活用する。

【指摘された不安要素に着実に対処する】

○ 課題研究指導のマニュアルは保持して継承するが、指導が画一化・形骸化しないよう、各年次で指導

と成果の反省や検証を必ずするような仕組みを具体的に作る。

・ 事業毎に、課題研究指導の反省を行い、実施記録に記載して残す。

・ 年度末に、校内分掌「ＳＧＨ研究部会」の場で、改善修正意見を出し合う場を設ける。

・ 年度末に、各年次の課題研究指導班長が「修正点と事後検証」を紙面にまとめ、相互に共有し合う。

○ 課題研究テーマや研究成果がマンネリ化しないための工夫を具体的に考える。

・ テーマ設定時に、前年度生徒と同じテーマや、既に先が見えているテーマとならないように、主体的

な興味関心から、熟慮の上で、決めるように指導に十分注意する。

③ 成果普及のための取組（これまでも意欲的に行ってきた下記項目を、更に徹底して実践していく）

ア 事業毎のＨＰを通じた成果普及

イ メディアを通じた成果普及

ウ 事業公開を通じた成果普及

エ 「ＳＧＨ研究報告書」や「ＳＧＨ通信」の配布・送付を通じた成果普及

オ 課題研究に関する他校（特に指定校以外）交流の活性化を通じた成果普及

第１章　研究開発の概要　及び

　　　　　　　平成２９年度の成果と課題
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○ 課題研究テーマや研究成果がマンネリ化しないための工夫を具体的に考える。

・ テーマ設定時に、前年度生徒と同じテーマや、既に先が見えているテーマとならないように、主体的

な興味関心から、熟慮の上で、決めるように指導に十分注意する。

③ 成果普及のための取組（これまでも意欲的に行ってきた下記項目を、更に徹底して実践していく）

ア 事業毎のＨＰを通じた成果普及

イ メディアを通じた成果普及

ウ 事業公開を通じた成果普及

エ 「ＳＧＨ研究報告書」や「ＳＧＨ通信」の配布・送付を通じた成果普及

オ 課題研究に関する他校（特に指定校以外）交流の活性化を通じた成果普及

第１章　研究開発の概要　及び

　　　　　　　平成２９年度の成果と課題
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Ｈ２７～３１年度文部科学省指定スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）事業

（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！

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

秋
田
の
教
育
力
と
の
連
携

グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
の
創
生

諸機関・民間企業

秋田経済研究所
ＪＥＴＲＯ

秋田県教育委員会

問題解決力

育成授業秋
田
南
高
等
学
校

課題研究活動
「国際探究」

ＳＧＵ
国際教養大学
との連携

世界の「食糧問題」
に挑む！

秋田県立大学
秋田大学

タイ王国交流校
バンコクＢＣＣ
北東部ＤＭＳＵ

拠
点

海
外
発
信

海
外
調
査

オーストラリア
修学旅行での学
習・交流活動

学校設定教科『国際探究』の概要について

【１．はじめに】

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

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

理念は、国のＳＧＨ事業の趣旨とも合致しています。

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

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

ことができるグローバルな視点を備えた人間です。

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

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

課題を見つめ直し、秋田県との交流が盛んな「タイ王国の農と食」のそれらを調査しながら、「世界

の食糧問題」の解決策を提言します。「こまちの里」秋田の高校生にふさわしい、繊細かつ大胆な発

想でグローバルなテーマを設定し、研究を通じて自己の生き方にその成果を反映させ、実際に社会に

働きかけていく発信力や実践力を備えたバイタリティあふれる人間を育成します。

【２．本校のスーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）構想】
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【３．本校が設定するグローバルリーダーとなるために不可欠な五つの能力】

・・・時事への興味関心，国際教養，

問い直し 課題発見，テーマ考案

問い ・・・情報収集，フィールドワーク，

コミュニケーション

・・・情報分析，整理考察，

論文作成

・・・成果発表，地域提言

英語での海外発表

・・・社会への発信・提言・実践

地球の「食糧問題」に挑む上で，秋田の課題と取組を見つめ直し，交流の盛んなタイ王国や国内での実地調

査を結び付け，総合的に考察し，地域や海外に向けて提言しよう！

【４．学校設定教科「国際探究」の進行】

《 学校設定教科「国際探究」 》

①１年次学校設定科目「国際探究Ⅰ」（２単位－木曜６・７校時）全員

②２年次学校設定科目「国際探究Ⅱ」（２単位－木曜６・７校時）選択希望者

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

「
食
糧
問
題
」
と
は
？

課題探究能力

秋
田
の
「
農
と

食
」
の
取
組

と
課
題

課題設定能力

研
究
成
果
を
社
会
へ
、

海
外
へ
、
発
信
・
提
言

「
食
糧
問
題
」
に
挑
む
！

論理的思考力

タ
イ
王
国
や
世
界
の

「
農
と
食
」
の
取
組

と
課
題

プレゼンテーション能力

実践力

「食糧問題」に挑む！
学校設定教科

「国際探究」実践力
プレゼン力

国際探究Ⅱ

グローバル

・イシュー

グローカル・ミーティン
グの開催や研究論文完成

国際探究Ⅰ

プレゼン力
論理的思考力
課題探究能力

３年次

選択者

初期調査の考察
フィールドワーク
多彩な講座

海外発表・地域発表
発展的フィールドワーク
国際討論会
研究考察活動

１年次

全員

２年次

選択者
課題探究能力
課題設定能力
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【３．本校が設定するグローバルリーダーとなるために不可欠な五つの能力】

・・・時事への興味関心，国際教養，

問い直し 課題発見，テーマ考案

問い ・・・情報収集，フィールドワーク，

コミュニケーション

・・・情報分析，整理考察，

論文作成

・・・成果発表，地域提言

英語での海外発表

・・・社会への発信・提言・実践

地球の「食糧問題」に挑む上で，秋田の課題と取組を見つめ直し，交流の盛んなタイ王国や国内での実地調

査を結び付け，総合的に考察し，地域や海外に向けて提言しよう！

【４．学校設定教科「国際探究」の進行】

《 学校設定教科「国際探究」 》

①１年次学校設定科目「国際探究Ⅰ」（２単位－木曜６・７校時）全員

②２年次学校設定科目「国際探究Ⅱ」（２単位－木曜６・７校時）選択希望者

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

「
食
糧
問
題
」
と
は
？

課題探究能力

秋
田
の
「
農
と

食
」
の
取
組

と
課
題

課題設定能力

研
究
成
果
を
社
会
へ
、

海
外
へ
、
発
信
・
提
言

「
食
糧
問
題
」
に
挑
む
！

論理的思考力

タ
イ
王
国
や
世
界
の

「
農
と
食
」
の
取
組

と
課
題

プレゼンテーション能力

実践力

「食糧問題」に挑む！
学校設定教科

「国際探究」実践力
プレゼン力

国際探究Ⅱ

グローバル

・イシュー

グローカル・ミーティン
グの開催や研究論文完成

国際探究Ⅰ

プレゼン力
論理的思考力
課題探究能力

３年次

選択者

初期調査の考察
フィールドワーク
多彩な講座

海外発表・地域発表
発展的フィールドワーク
国際討論会
研究考察活動

１年次

全員

２年次

選択者
課題探究能力
課題設定能力

指定時提出の別紙様式５

指定時のＳＧＨ事業概要 ※現在一部改良されているのが、Ｐ９．１０に比べるとわかる。

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

～ ①学校名 秋田県立秋田南高等学校

③対象学科

名

④対象とする生徒数 ⑤学校全体の規模

１年 ２年 ３年 ４年 計
普通科７１５名 英語科１０４名

全校 ８１９名
普通科 ２４０ ４０ ４０ ３２０

英語科 ３５ ３５ ３４ １０４

⑥研究開発

構想名
「こまちの里」秋田の高校生が「地球村」の食糧問題に挑む！ 

⑦研究開発

の概要

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

（３） 国際教養大学（スーパーグローバル大学）との教育連携の推進

⑧

研

究

開

発

の

内

容

等

⑧

全

体

１ 目的・目標

①目的

本校生徒が目指す「グローバルリーダー」とは，今日世界が直面している課題をグ

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

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

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

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

発信力や実践力を備えたバイタリティーあふれる人間を育成する。

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

いこうとする態度・姿勢の育成。

・グローバルリーダーに不可欠な「課題設定能力」，「課題探究能力」，「論理

的思考力」，「プレゼンテーション能力」，「実践力」の５つの能力の育成。

２ 現状の分析と研究開発の仮説

① 現状の分析

今年度，秋田県の予算措置により，１年生が課題研究活動「国際探究」を行って

いる。食糧問題について郷土秋田の現状から課題を発見し，世界的な視点で問い直

して研究を進め，成果や提言を発信するというもので，ＳＧＨで予定している「国

際探究Ⅰ」を想定した活動である。国際教養大学で開催した成果発表交流会では，

１年次の研究成果が発信され，開催後に実施した生徒へのアンケートからその有効

性が顕著に示された。

② 研究開発の仮説

学校設定教科「国際探究」による課題研究活動及び問題解決力育成授業研究の推

進により，日常的に思考力や表現力等を高める授業を実践することで，「目標」に

示したグローバルリーダーに不可欠な能力を育成することができる。また，スーパ

ーグローバル大学である国際教養大学との教育連携によって一貫性をもって体系

的にグローバルリーダーを育成することができる。

３ 成果の普及

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

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

を依頼した上で，提案や提言をする。

・問題解決力育成授業研究の成果を発信する公開研究会を開催する。

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

る。
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⑧

課

題

研

究

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専属講師による戦略的表現力講座，研究の深化，

国際討論会，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― 大学教員やＳＧＨ専属講師による学会発表実践講座，

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。

⑧

上

記

以

外

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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⑧

課

題

研

究

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
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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》
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上

記

以

外
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３ グローバル・リーダー育成に関する環境整備，教育課程課外の取組内容・実施方法
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その他

特記事項

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

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

の実践と継続による新しい学校づくりを構想している。
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Ⅱ 本校ＳＧＨ事業の中間評価結果の検証と今後の改善点について

１．指定獲得時の本校構想への評価に留意した事業推進

平成２７年指定獲得時の、構想調書（１次審査）及びヒアリング（２次審査）の評価［総合所見］

指定時の構想に対する評価を下記のように分析した上で、計画に改善修正を加えながら、３

年間、ＳＧＨ事業を推進してきた。

① 高評価を得ているポイントについて →（高く評価された点は期待以上に伸ばす。）

・ 秋田らしい「食と農」の問題をテーマとすることで、地域の課題と世界の問題を結び付

けるところにグローバルな視点と考え方が必要になってくる点が評価されている。 →（食

糧問題を狭く捉えると各班が近似したテーマとなりかねず、広範囲で捉えさせることが指

導側には必要になることが予測できるので留意したい。）

・ フィールドワークの構想や計画が綿密である。 →（実際の生徒たちのテーマと研究内

容の傾向によっては、行き先を柔軟に変更していく必要が生じることが予測できる。）

・ 秋田市内の三つの国公立大学や、地域のシンクタンク、民間企業、農業団体等との連携

を密にして指導できる点で、学校の枠を超えた学びとなることが期待できる点が評価され

ている。 →（生徒に刺激を与え、視野や思考のスケールを大幅に拡大したい。そのため

に外部連携先は拡充していきたい）

② 指摘された不安要素について →（わかっている弱点には着実に対処する。）

・ 地球規模の食糧問題という専門的な学びを系統的にどう指導していくのか、指導体制へ

の不安が指摘されている。 →（大学教員との連携と経験生徒やＳＧＨ上級生の活用。）

・ 本校の置かれている現状から、充実した構想や計画を実現できるのかという不安が指摘

されている。 →（実施実績を着実に残してマニュアル化し、全体化を急ぐ必要がある。）

２．中間評価結果とその検証

① 中間評価結果

評価区分６グレード中、上から２番目のグレード「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。」を獲得した。

平成２７年度指定校５６校中、トップグレードが４校、２番目のグレードが１９校。

○ 「『地球村』の食糧問題解決の挑む」という構想は高く評価されるべきであるし、農業県・

秋田の特質を踏まえた計画となっている点も好感が持てる。しかし、オーストラリアとの交

流を軸にした計画が綿密に構想されていることとは対照的に、地球規模での食糧問題に関す

る学びを系統的に指導・支援する枠組みに弱さが残る。また平成２８年度に中高教育一貫校

となることが決定している中で、教職員の過剰負担が発生する可能性もあり、計画の実現可

能性に若干の不安が残る。

○ 食と農をテーマに据えることで、地域の特性や課題と結びついた課題研究の内容が考えら

れている。課題研究にかかわって国内外の機関等との連携、特に国際教養大学との連携が良

くとられている。
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平成２７年度指定校中間評価［総合所見］

○ 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。

② 高評価を得ているポイントについて

・ フィールドワーク（以下ＦＷ）の事前準備から報告・共有まで、効果が上がるように緻

密に計画されている。

・ 地域と世界の両方を見つめて考える課題研究になっており、生徒の視点や思考に拡大と

収束が求められる仕掛けとなっている。

・ 課題研究指導のための外部との教育連携が非常にうまくいっており、年々連携先が拡充

し続けている。

③ 指摘された不安要素について

・ 全体化や教員の過剰負担解消のための「マニュアル化」であるが、行き過ぎると、主体

性がなくなったり、新鮮な発想が生まれなくなったり、検証して修正する態度が失われた

りする可能性がある。

３．中間評価から得た次年度以降の事業改善のポイント

【高く評価された点をさらに伸ばす】

○ フィールドワークの計画や成果共有までの緻密さ

・ 新海外ＦＷ先のタイでの活動を充分検証した、行き先とのマッチングをさらに改善する。

・ 交流校とのスカイプ交流機会をさらに増やし、生徒たちの手で自由にできるようにする。

・ １年生全員がＦＷを経験するという方針を堅持し、特に海外ＦＷは、経験を確実に共有で

きるような報告会の開催を継続し、大規模化する。

○ ローカル→グローバル→ローカルというブーメラン型の課題研究

・ ３年次「グローバル・イシュー」は、研究成果を地域に向けて提言・発信し、意見交換す

る実践活動とし、生徒が達成感や社会とのつながりを実感して、総括できるようにする。

○ 外部機関との教育連携の拡充

・ 指定後の事業継続を見据えて、連携機関をさらに増やしながら、ＳＧＨ１期生による人材

バンク「秋田南ＧＳＯ」を有効活用する。

【指摘された不安要素に着実に対処する】

○ 課題研究指導のマニュアルは保持して継承するが、各年次で、指導と成果の反省や検証を必

ずするような仕組みを具体的に作る。

・ 事業毎に、課題研究指導の反省を行い、実施記録に記載して残す。

・ 年度末に、校内分掌「ＳＧＨ研究部会」の場で、改善修正意見を出し合う場を設ける。

・ 年度末に、各年次の指導班長が「修正点と事後検証」を紙面にまとめ、相互に共有し合う。

○ 課題研究テーマや研究成果がマンネリ化しないための工夫を具体的に考える。

・ テーマ設定時に、前年度生徒と同じテーマや、既に先が見えているテーマとならないよう

に、主体的な興味関心から熟慮の上で、決めるように指導に十分注意する。

第２章　研究開発の実施報告

Ⅰ　「生徒の課題研究活動」
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平成２９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 ・事前調査 ６ ・課題研究活動の概要を ・調査集計
・ガイダンス 知り，計画を立てる。 ・「活動態度・活動内容」
・基調講演 ・食糧問題の概要を知る。 ・「振り返りシート」

５ ・教養講座Ⅰ ６ ・秋田の農と食の現状と ・「活動態度・活動内容」
課題について考える。 ・「振り返りシート」

前 ６ ・専門講座 ６ ・秋田の「農と食」から ・「活動態度・活動内容」
世界の食糧問題へのつ ・「振り返りシート」
ながりを展望する。

７ ・研究概論講座 ２ ・研究の方法や進め方を ・「活動態度・活動内容」
学ぶ。 ・「振り返りシート」

期 ・テーマ設定 ２ ・研究テーマを構想する。 ・「ワークシート」
《夏休業課題》 ・テーマ設定に関する夏 ・「振り返りシート」

季休業課題に取り組む。 ・「夏季休業課題取組状況」
８ ・研究テーマ設 ４ ・設定条件を理解し，研 ・「活動態度・活動内容」

定 究テーマを考案する。 ・「振り返りシート」
９ ・研究グループ ６ ・テーマの近似性によっ ・「活動態度・活動内容」

化と研究テー てグループ化し，グル ・「ワークシート」
マ確定 ープテーマを絞り込む。 ・「設定テーマの評価」

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

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

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

をレポートにまとめる。
《レポート完成》

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

２ ・成果発表準備 １０ ・発表稿を作成する。 ・「発表稿内容・進捗」
・成果発表交流 ６ ・研究成果を発表し質疑 ・「発表・質疑応答内容」「参

期 会 応答を通じて交流する。 加者アンケート」・「振り返
りシート」

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

・１年間の活動 ２ ・１年間の課題研究活動 ・「総括シート」・「アンケート」
のまとめ を総括し自己評価する。

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

※活動時間は原則，木曜日６・７校時に設定。配当予定総時数８０時間。

※ＳＧＨによる教育課程の特例（「現代社会」と「総合的な学習の時間」を１単位ずつ減じる）

− 15 −



「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:特に優れている　　2:普通　　1:特に劣っている

～

～

～

～

～

Halal　Food　～ 秋田から世界へ ～テーマ

イスラム教の戒律により飲食を許可されたハラルの詳細と秋田県産のハラルに
ついて、○○にフィールドワークに赴き、「××」との仮説をレポートにまとめた。

総合所見

評定

評定

単元
評価
方法

教養講座Ⅰ
郷土秋田の農と食の現状と課題について
積極的に考えている。

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
世界の「農と食」の課題についての理解す
ることが出来る。

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

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

夏季休業課題
（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

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
講座

研究成果を効果的に発表する手法を学ぶ
ことができている。

振り返りシート
活動観察
講演者感想・評価

１年間の課題研究活動を総括し、自己評価
することができる。

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。

国際探究Ⅰ「オリエンテーション合宿」

【日時】 平成２９年４月１０日（月）～１１日（火）

【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では、ＳＧＨ甲子園英語プレゼン

テーション最優秀賞受賞時の動画とともに、ＳＧＨの概要や

先輩方のこれまでの取組の様子を学んだ。

・本校の特色であるＳＧＨについて理解を深めることができた。

・自分が入学した高校に日本一の先輩がいることがすごいと思った。

国際探究Ⅰ「ガイダンス・基調講演」

【日時】 平成２９年４月２０日（木）

【場所】 本校大体育館

【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食糧問題、その見方と考え方」

・グローバル化の進展に伴って自分に求められていることは「世界の多様な価値観を受け入れる」

ことであると思った。今後の国際探究Ⅰに熱心に取り組んでいきたい。

・地球規模で考えるということは、まず、日本や秋田、そして自分のことを理解し、その強みを知ると

いうことからはじまるということを教えられた。これからは、相手の文化や環境、宗教についても考え

ながら、適切なアイデアを多くの人たちを出し合っていきたい。

・今後の探究活動では、ただ単に世界の食について調査するだけではなく、高校生にはどのような

アイデアを出せるのかや、どのような行動ができるのかが求められる。国際探究Ⅰの授業は、大人

になってからも必要な能力を身に付けるための時間であると改めて思った。

これまでの先輩方の取組を紹介

それぞれに意見を述べ合う生徒

【講師】 ＳＧＨ主担当 腰山潤

【対象】 １学年

【事業を振り返って】 合宿では、互いに意見交換を行う場面を多く

設定したが、ＳＧＨの説明後の意見交換では、流暢な英語

でスピーチをする先輩の姿に感激する生徒も見られた。

【生徒の振り返りから】

【講師】 秋田県立大学 生物資源科学科 教授 長濱健一郎 先生

【対象】 １学年

【事業を振り返って】 講師の長濱先生からは、幅広いものの見方や考え方に加えて、本校生徒に対する

激励の言葉を頂戴した。講演当初はやや緊張していた生徒達であったが、振り返り用紙からは

今後の学習への期待や決意表明など、講演から多くの刺激を受けた様子がうかがえた。

【生徒の振り返りから】
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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:特に優れている　　2:普通　　1:特に劣っている

～

～

～

～

～

Halal　Food　～ 秋田から世界へ ～テーマ

イスラム教の戒律により飲食を許可されたハラルの詳細と秋田県産のハラルに
ついて、○○にフィールドワークに赴き、「××」との仮説をレポートにまとめた。

総合所見

評定

評定

単元
評価
方法

教養講座Ⅰ
郷土秋田の農と食の現状と課題について
積極的に考えている。

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
世界の「農と食」の課題についての理解す
ることが出来る。

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

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

夏季休業課題
（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

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
講座

研究成果を効果的に発表する手法を学ぶ
ことができている。

振り返りシート
活動観察
講演者感想・評価

１年間の課題研究活動を総括し、自己評価
することができる。

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。

国際探究Ⅰ「オリエンテーション合宿」

【日時】 平成２９年４月１０日（月）～１１日（火）

【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では、ＳＧＨ甲子園英語プレゼン

テーション最優秀賞受賞時の動画とともに、ＳＧＨの概要や

先輩方のこれまでの取組の様子を学んだ。

・本校の特色であるＳＧＨについて理解を深めることができた。

・自分が入学した高校に日本一の先輩がいることがすごいと思った。

国際探究Ⅰ「ガイダンス・基調講演」

【日時】 平成２９年４月２０日（木）

【場所】 本校大体育館

【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食糧問題、その見方と考え方」

・グローバル化の進展に伴って自分に求められていることは「世界の多様な価値観を受け入れる」

ことであると思った。今後の国際探究Ⅰに熱心に取り組んでいきたい。

・地球規模で考えるということは、まず、日本や秋田、そして自分のことを理解し、その強みを知ると

いうことからはじまるということを教えられた。これからは、相手の文化や環境、宗教についても考え

ながら、適切なアイデアを多くの人たちを出し合っていきたい。

・今後の探究活動では、ただ単に世界の食について調査するだけではなく、高校生にはどのような

アイデアを出せるのかや、どのような行動ができるのかが求められる。国際探究Ⅰの授業は、大人

になってからも必要な能力を身に付けるための時間であると改めて思った。

これまでの先輩方の取組を紹介

それぞれに意見を述べ合う生徒

【講師】 ＳＧＨ主担当 腰山潤

【対象】 １学年

【事業を振り返って】 合宿では、互いに意見交換を行う場面を多く

設定したが、ＳＧＨの説明後の意見交換では、流暢な英語

でスピーチをする先輩の姿に感激する生徒も見られた。

【生徒の振り返りから】

【講師】 秋田県立大学 生物資源科学科 教授 長濱健一郎 先生

【対象】 １学年

【事業を振り返って】 講師の長濱先生からは、幅広いものの見方や考え方に加えて、本校生徒に対する

激励の言葉を頂戴した。講演当初はやや緊張していた生徒達であったが、振り返り用紙からは

今後の学習への期待や決意表明など、講演から多くの刺激を受けた様子がうかがえた。

【生徒の振り返りから】
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国際探究Ⅰ「教養講座Ⅰ」

【日時】 平成２９年５月１８日（木） １４：２５～１６：０５

平成２９年５月２５日（木） １４：２５～１６：０５

【場所】 ５月１８日 大体育館

５月２５日 大体育館 中等部棟大教室

中等部棟アリーナ

【講座】 ５月１８日 秋田経済研究所

所長 松渕 秀和 氏

「秋田県経済の現状と課題」

５月２５日

秋田経済研究所 工藤 修 氏 「農業について」

秋田経済研究所 山崎 要 氏 「食文化と商業について」

秋田経済研究所 相沢 陽子 氏 「食文化と観光について」

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

業や食文化の問題を見つめる。

【内容】 日本や秋田の農業や食文化を巡る現状と課題を

把握する。

【方法】 ５月１１日 事前準備をする。

過去の新聞等を読み、今後の講義に

ついての興味関心を深める。

５月１８日 講演を聴講する。

５月２５日 講義を聴講する。生徒は３つの講義の内、２つを聴講する。

６月 １日 まとめと共有活動をする。２５日の講義の中で自分が聴講した講義に

ついてまとめ、他者に伝え共有し、考えを深める。

【事業を振り返って】

秋田県経済の現状と課題について、統計、数値的な側面からアプローチし、秋田県の抱える問

題について生徒が自ら考えるきっかけとなる講義であった。生徒自身も体験や事前準備等を通じ

て意見や疑問をもち講義に臨んだため、より有意義な時間にすることができた。生徒は、図表等

の資料から現状の認識をするとともに、課題に対する取り組み方、考える手順を学んだ。「まず

は対象をよく知ることを心がけて欲しい」「実効性の高いものを求めて起業するつもりで本気で

取り組んで欲しい」「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」などの

言葉もいただき、今後の探究活動への意識付けともなった。

質疑応答では、生徒から複数の質問や意見が出て、知りたい、深めたいという姿勢が強く感じ

られた。また、事後のまとめと共有活動の際にはどのクラスでも活発な意見交換がなされていた。

生徒による司会進行など、今年度の講座の形作りにもなった。

山崎先生を囲んで秋田県クイズ

熱心にメモをとる生徒たち
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【生徒の振り返りから】

・ 「秋田県」は人口減少率が全国一位で「消滅可能性自治体」というイメージがあるが、大潟

村だけは人口が増加しているということに驚いた。大潟村の強さは、「農業基盤がしっかりし

ている」ということ。そのため後継者がいて、若い女性が村外からやってくる、ということだ

そうだ。負担はあっても、産業基盤をしっかりさせるように思い切って取り組まなくては解決

に向かえないと思う。また、農業県と言われているのにＧＤＰに対するシェアは約２パーセン

トとわずかであったことにも衝撃を受けた。今回の講座では、イメージだけではなく資料から

考えることが必要であるという活動の指針をもてた。

・ 今の秋田には、消費拡大をして経済効果を期待するプレミアムフライデーなどのようなもの

よりも、生産力向上のための取り組みの方が必要なのだと思う。数字も大切だが、人が実際に

感じていることを大切にして、より高質な田舎、質のいい秋田にしていきたい。

・ 秋田は農業県だと思われているし、思っているのにも関わらず、実はそうではないこと、米

に偏っているがその中でも品種が偏っていることは大きな問題だと感じた。何とかして、一品

種にこだわらない稲作にし、他の農産物にも力を入れることが必要だと思う。

・ グループ協議では農業についての講義を詳しく聞いた。日本は輸入に頼りすぎているため、

輸入に頼りすぎないオランダのような国を目指すべきだという指摘に、なるほどと思った。ま

た、秋田の農業で多いのは米の生産量だけであり、農業生産額は全国の約３％に過ぎないと聞

き、驚いた。米だけではなく、他の農産物を考えていくことが大切だ。米や枝豆以外に、秋田

に適している農作物を調べてみようと思う。

・ 講座や協議を通じて、秋田の課題の根底にあるものは一緒のことであるように思えてきた。

農業の課題は米一辺倒であること、つまり米以外の魅力を発見できずにいること。食文化も商

業も観光も秋田をよく理解できていないことがいえる。秋田の良さを見つけきれていない、タ

ーゲットを把握しきれていない、発信しきれていないことが課題である。

・ 協議の中で気になったのが「加工能力」というキーワードである。秋田には元となる材料は

あるもののそれを加工して製品化する技術が不足しているという。出荷額を上げるには加工能

力の向上が必要不可欠だ。昨年の発表にあった枝豆や日本酒など、秋田には誇れるものがたく

さんある。それらをさらに強みにするために技術を学び、また技術開発を進めていきたい。

・ 秋田は大量生産できて稼げる製品が米しかないため、リスクが高いということを学んだ。リ

スクを分散して攻めの農業に変えていくべきである。米を生かすにしてもその他の食材ととも

に和食ブームに上手に乗って国外への輸出に意欲的に取り組むべきだとも思った。

また、高齢化が進んでいる秋田だからこそ、シニア向けのサービスを充実させたり、買い物

弱者対策を行ったりすべきだと思った。高齢者が暮らしやすい社会は若い人にも暮らしやすい

はずだ。仕組み作りやネットワークを大切にして少しでも良い方向に向けていきたい。私も秋

田を変えていけるような人になって役に立ちたい。

・ 秋田は他県に比べて弱いところがあると改めて感じた。しかしそれはまだまだ発展できると

いうことでもある。この度の講座で共通していることは「付加価値をつけること」だ。米をど

のように加工するか、どういった観光につなげていくか。秋田ならではの商品や儲かるものを

開発したい。課題はたくさんある。ＳＧＨの学習で解決の糸口を見つけていきたい。

・ 私は秋田県の少子高齢化のマイナス面ばかりを考えてきた。しかし、秋田は高齢者の雇用延

長や再雇用が全国でも高い水準でなされており、年金なども含めて経済的に自立するシニアが

多いのだという。この元気なシニア層の求めるものを作りだし、消費の拡大をすれば良いのだ。

物事は発想の転換でプラスに変えることができる。高齢者にとって住みよい町を作り、県外か

らも高齢者が秋田に集まるようにする。そこで訪れた子や孫などの若い世代に秋田の良さを知

ってもらい、地道な秋田ファンになってもらう。問題はそう簡単に解決しない。急がば回れの

ごとく、長い時間をかけても新たな策を一歩一歩進めるべきだ。
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国際探究Ⅰ「専門講座」

【日時】 平成２９年６月２２日（木）・２９日（木）

【場所】 本校 各教室

【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】 七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】

６月２２日・２９日（同一講座）

Ⅰ 秋田県立大学 教授 高橋 正 先生 世界の土・日本の土 －食料生産と土壌－

Ⅱ 秋田県立大学 准教授 石川匡子 先生 食品とその栄養素について

Ⅲ 秋田大学 教授 長谷川章 先生
ロシアの食文化

－伝統・西欧化・多民族文化の中での問題－

Ⅳ 秋田大学 講師 大場貴喜 先生 細胞膜の構造と栄養素 ～動脈硬化と食の関係～

Ⅴ 国際教養大学 教授 熊谷嘉隆 先生 人口・水・食料 ～グローバルな視点から

６月２２日のみ

Ⅵ 国際教養大学 助教 大森久子 先生 食とアイデンティテイー ～文化人類学の視点から

６月２９日のみ

Ⅶ 国際教養大学 助教 根岸 洋 先生 ヒトと農業の関係

【対象】 １年生全員240名

質疑応答で発言する生徒グループの意見をまとめる生徒 講師を囲んで話し合う生徒

【事業を振り返って】

二週にわたった事業であったが、両講義ともに生徒の聴講希望に配慮したことや、事前に関連資料の

準備を呼びかけたこともあり、各会場で質疑応答をする生徒の姿が見られた。

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 ・農業が盛んでない国は、酸性の強い土壌や乾燥しやすい土壌が多いことが分かった。土壌

の質をうまく変えることができれば、食糧危機を解決できるのではないかと思った。

・農業に適した土と、そうではない土があるなかで、日本の土は優れている点の多い土であると

いうことが分かりました。「土」という観点で日本と世界を比較することに興味を持ちました。

講座Ⅱ ・これまで自分の身体には必要ないと思っていた脂質にも大切な役割があることや、栄養素は

すべて必要不可欠なものであることが分かりました。また、味覚は「自分に足りていない栄養

素を美味しく感じることがある」という話に興味を持ちました。

・栄養素に関する内容をたくさん聞くことができました。特に五大栄養素などについて、これまで

自分が正しいと思っていたことが、そうとは言い切れないということが多くて驚きました。自分が

当たり前だと思っていることでも、改めて検証していくという姿勢が大切だと思いました。

講座Ⅲ ・世界を学んでいくときに、食に目を向けるという発想はとてもおもしろいと思いました。食文化

と歴史には、密接なつながりがあるということを学びました。

・歴史と食文化の関係を詳しく聞くことができました。ロシアはかつてアジア系民族からの影響を

受けていたこともあり、餃子によく似た「ペリメニ」という人気料理があるということですが、日本

や秋田の食文化を知ることで、その文化を知ることができるのではないかと思いました。今後の

調査や活動のヒントとなりました。

講座Ⅳ ・同じ脂質であっても、動物性か植物性かの違いで人体に及ぼす影響が異なってくることや、

血管のはたらきについて学ぶことができた。日頃の食生活について考え直す機会となった。

・細胞質の構造や脂質の種類、そして、それらと健康とのつながりを学ぶことができた。個々の

事象を関連付ける面白いテーマであったので、今後の研究テーマに取り入れてみたい。

講座Ⅴ ・「環境収容力」という視点から、食糧問題を考えていくという取組に興味を持った。また、形の

悪い野菜や売れ残った弁当など先進国に見られる食料廃棄と、発展途上国での食糧不足

の対比は大きな問題であると思った。

・講師の先生からの問題提起を、みんなで考えていくという形式が良かった。グローバルな視点

を意識しすぎてしまって、身近な問題として考えることができなかったことが反省点であった。

今後大きな進展が見られるテーマであると思うので、意識を高めて、自分にできることから実践

していきたい。

講座Ⅵ ・今回の講座を通して、文化とは、自然環境、経済基盤、社会構造などから成り立っていると

いうことが分かりました。また、秋田の文化についてグループで話し合った結果、身近だから

こそ知らない部分があるということにも気付きました。

・アイデンティティーは１人で複数持っており、場所や境遇によって変わるという話が印象的で

した。今後、たくさんの人と出会うと思うので、異文化を尊重することが大切だと思いました。

講座Ⅶ ・「農業が温暖化を進めている」という話が印象的でした。私は農業や農家が温暖化の被害者

だと思っていましたが、事象を別の視点でとらえることの大切さを学びました。

・グループごとに主食に関する考察を行ったのが面白かったです。個人的には米よりも小麦の

方が主食として適していると思いましたが、他の人の意見を聞いてみてもう少し調べてみたい

と思いました。
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国際探究Ⅰ「専門講座」

【日時】 平成２９年６月２２日（木）・２９日（木）

【場所】 本校 各教室

【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】 七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】

６月２２日・２９日（同一講座）

Ⅰ 秋田県立大学 教授 高橋 正 先生 世界の土・日本の土 －食料生産と土壌－

Ⅱ 秋田県立大学 准教授 石川匡子 先生 食品とその栄養素について

Ⅲ 秋田大学 教授 長谷川章 先生
ロシアの食文化

－伝統・西欧化・多民族文化の中での問題－

Ⅳ 秋田大学 講師 大場貴喜 先生 細胞膜の構造と栄養素 ～動脈硬化と食の関係～

Ⅴ 国際教養大学 教授 熊谷嘉隆 先生 人口・水・食料 ～グローバルな視点から

６月２２日のみ

Ⅵ 国際教養大学 助教 大森久子 先生 食とアイデンティテイー ～文化人類学の視点から

６月２９日のみ

Ⅶ 国際教養大学 助教 根岸 洋 先生 ヒトと農業の関係

【対象】 １年生全員240名

質疑応答で発言する生徒グループの意見をまとめる生徒 講師を囲んで話し合う生徒

【事業を振り返って】

二週にわたった事業であったが、両講義ともに生徒の聴講希望に配慮したことや、事前に関連資料の

準備を呼びかけたこともあり、各会場で質疑応答をする生徒の姿が見られた。

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 ・農業が盛んでない国は、酸性の強い土壌や乾燥しやすい土壌が多いことが分かった。土壌

の質をうまく変えることができれば、食糧危機を解決できるのではないかと思った。

・農業に適した土と、そうではない土があるなかで、日本の土は優れている点の多い土であると

いうことが分かりました。「土」という観点で日本と世界を比較することに興味を持ちました。

講座Ⅱ ・これまで自分の身体には必要ないと思っていた脂質にも大切な役割があることや、栄養素は

すべて必要不可欠なものであることが分かりました。また、味覚は「自分に足りていない栄養

素を美味しく感じることがある」という話に興味を持ちました。

・栄養素に関する内容をたくさん聞くことができました。特に五大栄養素などについて、これまで

自分が正しいと思っていたことが、そうとは言い切れないということが多くて驚きました。自分が

当たり前だと思っていることでも、改めて検証していくという姿勢が大切だと思いました。

講座Ⅲ ・世界を学んでいくときに、食に目を向けるという発想はとてもおもしろいと思いました。食文化

と歴史には、密接なつながりがあるということを学びました。

・歴史と食文化の関係を詳しく聞くことができました。ロシアはかつてアジア系民族からの影響を

受けていたこともあり、餃子によく似た「ペリメニ」という人気料理があるということですが、日本

や秋田の食文化を知ることで、その文化を知ることができるのではないかと思いました。今後の

調査や活動のヒントとなりました。

講座Ⅳ ・同じ脂質であっても、動物性か植物性かの違いで人体に及ぼす影響が異なってくることや、

血管のはたらきについて学ぶことができた。日頃の食生活について考え直す機会となった。

・細胞質の構造や脂質の種類、そして、それらと健康とのつながりを学ぶことができた。個々の

事象を関連付ける面白いテーマであったので、今後の研究テーマに取り入れてみたい。

講座Ⅴ ・「環境収容力」という視点から、食糧問題を考えていくという取組に興味を持った。また、形の

悪い野菜や売れ残った弁当など先進国に見られる食料廃棄と、発展途上国での食糧不足

の対比は大きな問題であると思った。

・講師の先生からの問題提起を、みんなで考えていくという形式が良かった。グローバルな視点

を意識しすぎてしまって、身近な問題として考えることができなかったことが反省点であった。

今後大きな進展が見られるテーマであると思うので、意識を高めて、自分にできることから実践

していきたい。

講座Ⅵ ・今回の講座を通して、文化とは、自然環境、経済基盤、社会構造などから成り立っていると

いうことが分かりました。また、秋田の文化についてグループで話し合った結果、身近だから

こそ知らない部分があるということにも気付きました。

・アイデンティティーは１人で複数持っており、場所や境遇によって変わるという話が印象的で

した。今後、たくさんの人と出会うと思うので、異文化を尊重することが大切だと思いました。

講座Ⅶ ・「農業が温暖化を進めている」という話が印象的でした。私は農業や農家が温暖化の被害者

だと思っていましたが、事象を別の視点でとらえることの大切さを学びました。

・グループごとに主食に関する考察を行ったのが面白かったです。個人的には米よりも小麦の

方が主食として適していると思いましたが、他の人の意見を聞いてみてもう少し調べてみたい

と思いました。
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国際探究Ⅰ「研究概論講座」

【日時】 平成２９年７月６日（木） １４：２５～１６：１５

【場所】 本校 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】 「研究とはどのようなものか」

「秋田南高校ＳＧＨ国際探究研究を進める

ために」

「研究マインド」

【講師】 秋田県立大学 副学長 吉澤結子 先生

【対象】 １学年

【事業を振り返って】

本講座は、「研究とはものごとの本質を明らかにすることを目指すとともに、新規性や独創性

を求めていくことであること」「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Ｓ

ＧＨ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」などの内容であった。吉澤先生からは、「研究マインドを磨き、

グループの協議に努めましょう。」との励ましをいただいた。

【生徒の振り返りから】

・ ＳＧＨのテーマ設定やどうやって調べたらいいのかなど、私は、来年の冬に向けての不安が

たくさんありました。この講演では、「研究」という言葉のそもそもの意味に加え、吉澤先生

の思う「研究」や求められることを聞け、考え直すきっかけになったと思います。

・ 私は今回の話から、テーマ設定が重要なカギになると思いました。テーマを決めるときには、

「自分が何を明らかにしたいのか」「漠然としたテーマではないか」ということを念頭に考え

たいと思いました。また、今後はグループ学習が増えるので、意見を一方的に言ったり、ただ

聞くだけということにならないようにします。そして、より具体的で説得力のある提案を求め

磨いていきたいです。

・ 今までは、“実験”が研究の本質であると思っていました。しかし、今回の講話から、真実

を突きとめることが研究であるが故に、仮説や調査、考察も研究になり得ることがわかりまし

た。また、「研究は報告までしなければゼロと同じ」という言葉が最も心に残っています。多

くを費やして見つけた結果が求めていたようなものでなければ残念ですが、そこからまた新た

な打開策を見つけて、ようやく研究は完成するのだと思いました。

・ 「研究マインド」という言葉を学んだので、ＳＧＨの探究を進める時は、冷静な論理性や継

続する探究心を忘れずにグループのメンバーと協力して、独自の探究をできるようにしていき

たい。そして、情報の取捨選択に気をつけていきたい。

吉澤先生の話をメモをとりながら聞く生徒たち

国際探究Ⅰ「県内フィールドワーク」

【実施日】 平成２９年１１月９日（木）

【訪問先】 秋田県内３４か所

【対 象】 １学年

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

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

【内 容】 研究課題としている「世界の食糧問題の解決策」を探究していくうえで、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２０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。昨年度まではクラス内

での編制であったが、今年度はクラスの枠組みにとらわれず、テーマやその内容の類似性によ

る編制案とした。

③ テーマ別探究活動（オリエンテーション） （９月７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。（この過程で班変更が２名）

・前年度に担当した職員３名からの助言から、探究活動の見通しをもたせる。

・３年生代表（SGH甲子園優勝メンバー）からの助言から、探究活動の留意点を理解させる。

職員から 締切を守る 相手が幸せになる探究をする 多くの人を巻き込む

３年生から 他人の意見を聴く 自分に何ができるかを考える 全員で指摘する

負担を汲み取る 自分の視野は意外と狭いことを意識する

班員の考え方を共有・理解する 多くの視点をもらう 前向きに取り組む

何のために話し合うのか・誰に何を伝えたいのかを理解する

④ テーマ別探究活動 （９月１４日・21日・１０月５日・１２日・１９日・26日・１１月２日）

・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。

⑤ 県内フィールドワーク当日 （１１月９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、５台の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16日まで）

・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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国際探究Ⅰ「研究概論講座」

【日時】 平成２９年７月６日（木） １４：２５～１６：１５

【場所】 本校 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】 「研究とはどのようなものか」

「秋田南高校ＳＧＨ国際探究研究を進める

ために」

「研究マインド」

【講師】 秋田県立大学 副学長 吉澤結子 先生

【対象】 １学年

【事業を振り返って】

本講座は、「研究とはものごとの本質を明らかにすることを目指すとともに、新規性や独創性

を求めていくことであること」「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Ｓ

ＧＨ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」などの内容であった。吉澤先生からは、「研究マインドを磨き、

グループの協議に努めましょう。」との励ましをいただいた。

【生徒の振り返りから】

・ ＳＧＨのテーマ設定やどうやって調べたらいいのかなど、私は、来年の冬に向けての不安が

たくさんありました。この講演では、「研究」という言葉のそもそもの意味に加え、吉澤先生

の思う「研究」や求められることを聞け、考え直すきっかけになったと思います。

・ 私は今回の話から、テーマ設定が重要なカギになると思いました。テーマを決めるときには、

「自分が何を明らかにしたいのか」「漠然としたテーマではないか」ということを念頭に考え

たいと思いました。また、今後はグループ学習が増えるので、意見を一方的に言ったり、ただ

聞くだけということにならないようにします。そして、より具体的で説得力のある提案を求め

磨いていきたいです。

・ 今までは、“実験”が研究の本質であると思っていました。しかし、今回の講話から、真実

を突きとめることが研究であるが故に、仮説や調査、考察も研究になり得ることがわかりまし

た。また、「研究は報告までしなければゼロと同じ」という言葉が最も心に残っています。多

くを費やして見つけた結果が求めていたようなものでなければ残念ですが、そこからまた新た

な打開策を見つけて、ようやく研究は完成するのだと思いました。

・ 「研究マインド」という言葉を学んだので、ＳＧＨの探究を進める時は、冷静な論理性や継

続する探究心を忘れずにグループのメンバーと協力して、独自の探究をできるようにしていき

たい。そして、情報の取捨選択に気をつけていきたい。

吉澤先生の話をメモをとりながら聞く生徒たち

国際探究Ⅰ「県内フィールドワーク」

【実施日】 平成２９年１１月９日（木）

【訪問先】 秋田県内３４か所

【対 象】 １学年

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

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

【内 容】 研究課題としている「世界の食糧問題の解決策」を探究していくうえで、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２０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。昨年度まではクラス内

での編制であったが、今年度はクラスの枠組みにとらわれず、テーマやその内容の類似性によ

る編制案とした。

③ テーマ別探究活動（オリエンテーション） （９月７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。（この過程で班変更が２名）

・前年度に担当した職員３名からの助言から、探究活動の見通しをもたせる。

・３年生代表（SGH甲子園優勝メンバー）からの助言から、探究活動の留意点を理解させる。

職員から 締切を守る 相手が幸せになる探究をする 多くの人を巻き込む

３年生から 他人の意見を聴く 自分に何ができるかを考える 全員で指摘する

負担を汲み取る 自分の視野は意外と狭いことを意識する

班員の考え方を共有・理解する 多くの視点をもらう 前向きに取り組む

何のために話し合うのか・誰に何を伝えたいのかを理解する

④ テーマ別探究活動 （９月１４日・21日・１０月５日・１２日・１９日・26日・１１月２日）

・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。

⑤ 県内フィールドワーク当日 （１１月９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、５台の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16日まで）

・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

大館市

株式会社 秋田ハガイチオ ・秋田のスーパーフード Ｔ・Ｏ・Ｎ・Ｂ・Ｕ・Ｒ・Ｉ

株式会社 フィードイノベーション ・Halal Food ～ 秋田から世界へ ～

能代市

JAあきた白神 能代営農センター ・白神ネギについて調べて特徴を伝える

大潟村

株式会社 合田農場 ・農業の高齢化を食い止めろ

大潟村農業協同組合 ・農作物に付加価値を付けてみた

・食料自給率低迷への対策 ～ 穀物輸入依存からの脱却 ～

大潟村あきたこまち生産者協会 ・秋田の米を生かした製造・販売

・米の可能性 ～ 秋田の米をどういかすか ～

・米と小麦をチェンジ

男鹿市

株式会社 諸井醸造 ・しょっつるで秋田を救え

水産振興センター ・日本の輸入品・他県に勝る食品を秋田で

秋田市

県庁 観光文化スポーツ部 秋田うまいもの販売課 ・秋田の食を世界へＰＲ

秋田県庁 農林水産部 水田総合利用課 ・自然災害による秋田の農作物の被害の対策

秋田県庁 農林水産部 農山村振興課 ・耕作放棄地の再生と利用

秋田県庁 農林水産部 農林政策課 ・日本と海外の食料自給率の比較

秋田県庁 農林水産部 農林政策課 担い手支援班 ・秋田の少子高齢化と農業従事者の不足

秋田県庁 生活環境部 自然保護課
・害獣から食料を護れ（２か所訪問）

一般社団法人 秋田県猟友会

・食事の量と品質の格差 in Asia

JICA秋田デスク ・Quality of Foods

・世界に活かせる秋田の農業

ノリット・ジャポン 株式会社 ・秋田のブランド肉の消費を拡大するには

新あきた農業協同組合 ・地産地消 ～ 生産力を上げるには ～

菓子舗 榮太楼
・秋田の食材を加工して売り出す

・秋田の名産品の魅力を全国に発信したい!!
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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

大館市

株式会社 秋田ハガイチオ ・秋田のスーパーフード Ｔ・Ｏ・Ｎ・Ｂ・Ｕ・Ｒ・Ｉ

株式会社 フィードイノベーション ・Halal Food ～ 秋田から世界へ ～

能代市

JAあきた白神 能代営農センター ・白神ネギについて調べて特徴を伝える

大潟村

株式会社 合田農場 ・農業の高齢化を食い止めろ

大潟村農業協同組合 ・農作物に付加価値を付けてみた

・食料自給率低迷への対策 ～ 穀物輸入依存からの脱却 ～

大潟村あきたこまち生産者協会 ・秋田の米を生かした製造・販売

・米の可能性 ～ 秋田の米をどういかすか ～

・米と小麦をチェンジ

男鹿市

株式会社 諸井醸造 ・しょっつるで秋田を救え

水産振興センター ・日本の輸入品・他県に勝る食品を秋田で

秋田市

県庁 観光文化スポーツ部 秋田うまいもの販売課 ・秋田の食を世界へＰＲ

秋田県庁 農林水産部 水田総合利用課 ・自然災害による秋田の農作物の被害の対策

秋田県庁 農林水産部 農山村振興課 ・耕作放棄地の再生と利用

秋田県庁 農林水産部 農林政策課 ・日本と海外の食料自給率の比較

秋田県庁 農林水産部 農林政策課 担い手支援班 ・秋田の少子高齢化と農業従事者の不足

秋田県庁 生活環境部 自然保護課
・害獣から食料を護れ（２か所訪問）

一般社団法人 秋田県猟友会

・食事の量と品質の格差 in Asia

JICA秋田デスク ・Quality of Foods

・世界に活かせる秋田の農業

ノリット・ジャポン 株式会社 ・秋田のブランド肉の消費を拡大するには

新あきた農業協同組合 ・地産地消 ～ 生産力を上げるには ～

菓子舗 榮太楼
・秋田の食材を加工して売り出す

・秋田の名産品の魅力を全国に発信したい!!

アンシャンテ ・秋田の食料自給率問題と地産地消促進のために

ナチュラルエナジージャパン ・食品ロスの可能性を探る

秋田県総合食品研究センター ・食料廃棄改善 ～ 私たちができること ～

株式会社 秋田クボタ ・輸入から見る食糧配分の改案 ～ 耕作放棄地 再耕作 ～

・Let's act for 発展途上国

一般社団法人 フードバンクあきた ・フードバンクが救う、秋田の栄養失調
・食糧回帰

REALE Lab ・減塩食材の可能性

・枝豆農家の新改革

・まめどころ秋田

・「あきたこまち」を県外、そして海外へ広めたい!!

秋田県農業試験場
・秋田の技術で飢餓地域を救う
・肥料について

・人々の食生活と健康

・気温の上昇の影響によって農業の方法を変えるべきか

・秋田県が米依存脱却のためにできること

仙北市

安藤醸造 ・秋田の大豆を世界にＰＲ

有限会社 北浦郷 ・秋田の食文化で秋田を活性化するには

佐々木栗園 ・秋田の栗農家の現状と未来

大仙市

合同会社 ダイセン創農 ・「もったいない」は生まれ変わる！

美郷町

株式会社 ヤマダフーズ ・豆を加工し、栄養価の高い品物を世界へ

横手市

・食料廃棄のこれから

・食品ロスを再利用する方法

・食物廃棄問題の改善から見える未来

株式会社 菅与 ・食糧の無駄を無くそう！ ～ 余った食料の再活用 ～

・日本と世界の食料廃棄量から日本の現状を考察

・日本と世界の食品廃棄量から日本の未来を考える

・途上国の食前廃棄を救う保存技術

秋田ふるさと農業協同組合 増田総合支店 ジュース加工所 ・県内産業の６次産業化について

野田りんご園 ・米に代わるもの ～ 農家の必要性 ～
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訪問先へのアンケート結果 （３１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

２６ ５ ０ ０

主な記述

・事前連絡や後日の礼状など、きちんと対応してくれた。

・最初は緊張していておとなしかったが、最後は元気よく丁寧な対応であった。

・全体的に声が小さすぎる点が気になった。挨拶や礼儀などは素晴らしかった。

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

２１ ８ ２ ０

主な記述

・よく質問をし、メモをとりながら積極的に臨んでいた。

・疑問に思うことについて、積極的に質問していた。２時間の説明にも集中して話を聞いていた。

・あらかじめ準備した質問以外は質問が無かった。もう少し、積極的に調べてきてもらいたかった。

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 ９ ３ ０

主な記述

・当社の６次産業への取組など、よく調べていた。

・データを収集し、疑問点などを事前に準備していた。

・グローバルということは、食品が世界から地元にどのように入ってきていることのか。小麦やチーズ

などの流通はどのようになっているのかなどについても、もっと調べてきてもらいたかった。

４．その他ございましたら、ご記入ください。

主な記述

・メモをとるなど前向きな姿勢が感じられた。今後も秋田県の農業に関心を持ち続けてほしい。

・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。

・知りたい、考えたいという気持ちが伝わった。話をよく聞き、理解しようとする姿勢は素晴らしい。

大学生、社会人にも劣らぬ姿勢であった。

・事前に調査をしており、時間内におさまらないくらい話ができた。タイの話も出て、他校とは別の

生徒のようでした。今後の研究活動に期待します。

【生徒の振り返りから】

１．訪問先で新たに学んだこと

・やはり、少子高齢化に関する課題が多い。

・「難消化米」という食べても太らない米がある。

・残留農薬や放射性物質の測定を実施している。

・３０代の新規就農者は、転職して就農する人が多い。

・食品を廃棄するにはコストがかかることに気づかされた。

・米の研ぎ汁は栄養価が高く、海を汚すので、植物の肥料とした方が良い。

・「米粉パン」から「グルテンフリー」に名前を変えたら、一気に売れるようになった。

・農業の現状について、東北地方の他県と比較した場合、秋田県は暗い話題が多い。

２．後輩へのアドバイス

・訪問所の選定は丁寧に。テーマに関するところを訪問することを意識して下調べをしましょう。

・質問は いくつあっても 困らない。（五・七・五）

・一つの質問から、どんどん発展させていくための準備が必要。

・テーマに沿った質問でなければ、無駄になる。「なぜ、その質問なのか？」を考える。

・業務内容だけでなく、経営者の仕事にかける思いについても質問を考えておくべき。

・事前に訪問先のこと（商品・事業所の沿革・事業所のポリシー）を、できるだけ多く調査する。

・訪問先の方から、「何故、このテーマにしたのか？」を逆に質問された。テーマの意図をしっかり説明

できるようにしておくべき。

・ホームページにもあることを質問すると、「ここにも書いてありますが…」と返答され、恥ずかしい思いを

する。事前の調査と質問の質を高めることが大変重要です。

・写真を撮るタイミングは意外と難しい。

・はじめと終わりの挨拶をしっかりしましょう。

・疑問点への質問や提案などは、はっきりと自信をもって行う。

・職場には狭い部屋や廊下もあるので、あまり広がらないようにする。

・当日は、説明された内容から新たに質問を考え、より多くの情報を引き出そうとした方がいい。

・話してくださっている方と視線を合わせて、聞かれたことに対して反応することを心がけると雰囲気が

良くなります。

・訪問先の方々は、私たちのために時間をつくってくださっています。そのことを常に考え、自分たちの

思いを態度で示せるようにしましょう。

・私たちは訪問させてもらっている側です。訪問先の方々は優しく迎えてくれます。怖じ気づかなくても

大丈夫です。最大（最高）の礼儀として、質問をたくさんしましょう。

【訪問先での生徒の様子】

菓子舗 榮太楼JAあきた白神 能代営農センター 一般社団法人 秋田県猟友会
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訪問先へのアンケート結果 （３１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

２６ ５ ０ ０

主な記述

・事前連絡や後日の礼状など、きちんと対応してくれた。

・最初は緊張していておとなしかったが、最後は元気よく丁寧な対応であった。

・全体的に声が小さすぎる点が気になった。挨拶や礼儀などは素晴らしかった。

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

２１ ８ ２ ０

主な記述

・よく質問をし、メモをとりながら積極的に臨んでいた。

・疑問に思うことについて、積極的に質問していた。２時間の説明にも集中して話を聞いていた。

・あらかじめ準備した質問以外は質問が無かった。もう少し、積極的に調べてきてもらいたかった。

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 ９ ３ ０

主な記述

・当社の６次産業への取組など、よく調べていた。

・データを収集し、疑問点などを事前に準備していた。

・グローバルということは、食品が世界から地元にどのように入ってきていることのか。小麦やチーズ

などの流通はどのようになっているのかなどについても、もっと調べてきてもらいたかった。

４．その他ございましたら、ご記入ください。

主な記述

・メモをとるなど前向きな姿勢が感じられた。今後も秋田県の農業に関心を持ち続けてほしい。

・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。

・知りたい、考えたいという気持ちが伝わった。話をよく聞き、理解しようとする姿勢は素晴らしい。

大学生、社会人にも劣らぬ姿勢であった。

・事前に調査をしており、時間内におさまらないくらい話ができた。タイの話も出て、他校とは別の

生徒のようでした。今後の研究活動に期待します。

【生徒の振り返りから】

１．訪問先で新たに学んだこと

・やはり、少子高齢化に関する課題が多い。

・「難消化米」という食べても太らない米がある。

・残留農薬や放射性物質の測定を実施している。

・３０代の新規就農者は、転職して就農する人が多い。

・食品を廃棄するにはコストがかかることに気づかされた。

・米の研ぎ汁は栄養価が高く、海を汚すので、植物の肥料とした方が良い。

・「米粉パン」から「グルテンフリー」に名前を変えたら、一気に売れるようになった。

・農業の現状について、東北地方の他県と比較した場合、秋田県は暗い話題が多い。

２．後輩へのアドバイス

・訪問所の選定は丁寧に。テーマに関するところを訪問することを意識して下調べをしましょう。

・質問は いくつあっても 困らない。（五・七・五）

・一つの質問から、どんどん発展させていくための準備が必要。

・テーマに沿った質問でなければ、無駄になる。「なぜ、その質問なのか？」を考える。

・業務内容だけでなく、経営者の仕事にかける思いについても質問を考えておくべき。

・事前に訪問先のこと（商品・事業所の沿革・事業所のポリシー）を、できるだけ多く調査する。

・訪問先の方から、「何故、このテーマにしたのか？」を逆に質問された。テーマの意図をしっかり説明

できるようにしておくべき。

・ホームページにもあることを質問すると、「ここにも書いてありますが…」と返答され、恥ずかしい思いを

する。事前の調査と質問の質を高めることが大変重要です。

・写真を撮るタイミングは意外と難しい。

・はじめと終わりの挨拶をしっかりしましょう。

・疑問点への質問や提案などは、はっきりと自信をもって行う。

・職場には狭い部屋や廊下もあるので、あまり広がらないようにする。

・当日は、説明された内容から新たに質問を考え、より多くの情報を引き出そうとした方がいい。

・話してくださっている方と視線を合わせて、聞かれたことに対して反応することを心がけると雰囲気が

良くなります。

・訪問先の方々は、私たちのために時間をつくってくださっています。そのことを常に考え、自分たちの

思いを態度で示せるようにしましょう。

・私たちは訪問させてもらっている側です。訪問先の方々は優しく迎えてくれます。怖じ気づかなくても

大丈夫です。最大（最高）の礼儀として、質問をたくさんしましょう。

【訪問先での生徒の様子】

菓子舗 榮太楼JAあきた白神 能代営農センター 一般社団法人 秋田県猟友会
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国際探究Ⅰ「海外フィールドワーク」

【日 時】 平成２９年１１月１８日（土）～１１月２３日（木）

【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１８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１８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 （細井泰子 林 克至）

【主な旅程】

日次 月日（曜） 地名等 現地時間 訪問地等

秋田空港 ０６：３０ 集合・結団式
秋田空港発 ０７：３５

１ １１／１８ 羽田空港着 ０８：４５
（土） 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
バンコク １７：３０ フジスーパー１号店訪問

午前
ワット・ポー（ねはん寺）観光

２
１１／１９

バンコク
オートーコー市場訪問

（日）
午後

ウィークエンドマーケット訪問
ゲートウェイエカマイ訪問

０９：３０
Ａ班：タイ国政府観光庁（ＴＡＴ）訪問
Ｂ班：ＪＩＣＡバンコク訪問

３
１１／２０

バンコク
１０：３０ 合流して丸紅バンコク訪問

（月） １３：３０ JETROバンコク訪問
１６：００ 国連ＷＦＰ訪問
１８：００ ＳＭＩトラベル（秋田県人会）訪問

バンコク
１０：３０ バムルンラード病院訪問

４
１１／２１ １２：００ バンコククリスチャンカレッジ（ＢＣＣ）訪問
（火） スワンナプーム空港発 １６：１０

コーンケーン空港着 １７：１０ マハーサーラーカームへ移動

マハーサーラーカーム ０９：００ マハーサーラーカーム大学附属高校（ＤＭＳＵ）訪問

５ １１／２２ コーンケーン空港発 １９：５５
（水） スワンナプーム空港着 ２０：５５

スワンナプーム空港発 ２３：１５ 機内泊

１１／２３ 羽田空港着 ０６：５５
６

（木）
羽田空港発 ０９：５０
秋田空港着 １０：５５ 解団式・解散
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国際探究Ⅰ「海外フィールドワーク」

【日 時】 平成２９年１１月１８日（土）～１１月２３日（木）

【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１８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１８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 （細井泰子 林 克至）

【主な旅程】

日次 月日（曜） 地名等 現地時間 訪問地等

秋田空港 ０６：３０ 集合・結団式
秋田空港発 ０７：３５

１ １１／１８ 羽田空港着 ０８：４５
（土） 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
バンコク １７：３０ フジスーパー１号店訪問

午前
ワット・ポー（ねはん寺）観光

２
１１／１９

バンコク
オートーコー市場訪問

（日）
午後

ウィークエンドマーケット訪問
ゲートウェイエカマイ訪問

０９：３０
Ａ班：タイ国政府観光庁（ＴＡＴ）訪問
Ｂ班：ＪＩＣＡバンコク訪問

３
１１／２０

バンコク
１０：３０ 合流して丸紅バンコク訪問

（月） １３：３０ JETROバンコク訪問
１６：００ 国連ＷＦＰ訪問
１８：００ ＳＭＩトラベル（秋田県人会）訪問

バンコク
１０：３０ バムルンラード病院訪問

４
１１／２１ １２：００ バンコククリスチャンカレッジ（ＢＣＣ）訪問
（火） スワンナプーム空港発 １６：１０

コーンケーン空港着 １７：１０ マハーサーラーカームへ移動

マハーサーラーカーム ０９：００ マハーサーラーカーム大学附属高校（ＤＭＳＵ）訪問

５ １１／２２ コーンケーン空港発 １９：５５
（水） スワンナプーム空港着 ２０：５５

スワンナプーム空港発 ２３：１５ 機内泊

１１／２３ 羽田空港着 ０６：５５
６

（木）
羽田空港発 ０９：５０
秋田空港着 １０：５５ 解団式・解散

【詳細報告】

１日目 11月18日（土）

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。予定より早く

現地時間15:10にタイに到着しました。気温32℃で湿度は高め。

思わず、秋田空港集合時にはコートを着ていたことや、コートを

羽田空港に預けてきたことが話題になりました。

緊張の入国手続きを無事に済ませ、貸切バスでバンコクへと

向かいましたが、タイ名物の大渋滞に巻き込まれてしまいました。

結局、最初の訪問地であるフジスーパーには予定時刻を過ぎて

到着。初日から日本ではない国に来たことを痛感しました。

フジスーパー１号店

フジスーパーは、代表的な日系スーパーの一つであり、店内

には、お米・納豆・カップ麺・お菓子など、日本から輸入された

商品が多く見られました。日本から輸入している有名メーカーの

カップ麺は94バーツ（１バーツ＝約３円）でしたが、同メーカーが

タイ工場で生産しているカップ麺は15バーツでした。

店員の方からは、日本からの商品をフリージングして輸入して

いることなど、他店との品揃えの違いに関する事項を教えていた

だきました。店員さんの青いジャンパーに赤字で刺繍されていた

“Thai Smiles Japanese Style”が印象的でした。

２日目 11月19日（日）

ワット・ポー（ねはん寺）

午前中はバンコクで最大の寺院、ワット・ポーを観光しました。

有名な全長46メートルの黄金の寝仏像も、間近で観てきました。

寺院内の塔や建物はどれもカラフルで、開放的な雰囲気でした。

今回の全行程でお世話になる、現地ガイドのピィーさんからは

本堂や礼拝堂、さらに、マッサージの国家資格を取得するための

専門学校を案内され、それぞれの歴史を教えていただきました。

タイ国民が仏教に篤く、また、自国の文化や歴史を大切にして

いることを肌で感じました。

オートーコー市場

今回のフィールドワークでは、いくつかの市場や売り場を訪問

しましたが、オートーコー市場は明るく活気に溢れた市場でした。

生徒はそれぞれにタイ特産の農作物を調査したり、英語でアン

ケートを行うなどの活動をしました。アンケートでは思った以上に

英語が通じず、急いでタイ語のフリップを作成して臨みましたが、

今度は意味が伝わりにくいとの指摘を受けてしまいました。

親切な方から助言を受けて、苦労の末に完成させたタイ語の

フリップは、思い入れの深い作品になりました。

店員さんの後ろ姿

オートーコー市場でのアンケート

ガイドのピィーさんによる説明

スワンナプーム空港に到着
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ウィークエンドマーケット

午後は土日限定で開かれる市場に向かいました。狭い通路は

複雑に入り組んでおり、ピィーさんから「列から離れないこと。」

「迷ったら叫ぶこと。」を厳命されたうえでの見学でした。

市場では衣服や日用品だけでなく、鶏・豚・牛などの家畜や、

フクロウなど猛禽類も扱われていました。オートーコー市場より、

雑多な印象を受けましたが、一方でタイのエネルギッシュな面を

感じとることができました。しかし、安全性の観点から自由時間を

設定できず、見学途中で見かけた魅力的な雑貨やお土産などを

買えなかったことだけが心残りでした。

ゲートウェイエカマイ

“日本のライフスタイルを提案するショッピングモール”を設立

コンセプトに掲げているだけあり、多くの日本人が見られました。

秋田市で見られるファストフードや、ヘルシーな和食を提供する

レストランも出店していましたが、価格は少し割高なようでした。

広いモールを散策すると、日本製品の品質の高さをアピール

する表示が見られました。ある生徒がつぶやいた「私たちって、

外国人なんだね。」の言葉が印象的でした。ここでは自由時間が

十分にありましたが、早くも日本が恋しくなったのか日本で売って

いるスナック菓子を買う生徒も見られました。

３日目 11月２０日（月）

タイ国政府観光庁（ＴＡＴ）

最初の訪問は、ＴＡＴ班とＪＩＣＡ班とに分かれての行動です。

タイの交通事情を踏まえ、両班とも早めにホテルを出発しました。

ＴＡＴでは、タイ政府が特に力を入れている富裕層や女性層を

ターゲットにした「戦略的観光推進事業」について、実際の例を

交えて説明していただきました。また、おそらくインターネットでは

入手できない貴重な資料やレポートを提供していただき、タイの

国家的なインバウンド事業に関する新たな知見を得ました。

特に「食とインバウンド」を探究テーマとしている班にとっては、

今後の探究活動の方針を決定づける訪問となりました。

ＪＩＣＡバンコク

ＪＩＣＡバンコクでは、今回の訪問に際して特別に作成していた

だいた資料を用いて、ＡＳＥＡＮ域内でタイに期待される役割や、

先進国に迫りつつある「中進国」としてのタイの可能性や展望に

ついて、わかりやすく説明していただきました。

担当の浦田さんは、以前に秋田市や横手市に勤務されていた

とのことで、私たちも幾分リラックスしてお話をうかがうことができま

した。今後もメールなどで質問をするつもりです。

両班ともに今回のフィールドワークで初の公的機関への訪問

でしたが、それぞれ積極的に質疑をする姿が見られました。

生徒曰く「幸せなペットボトル」

ＴＡＴでの様子

絶対に迷ってはいけない市場

ＪＩＣＡバンコクでの様子

丸紅バンコク

待ち合わせ場所で合流した後、丸紅バンコクを訪問しました。

３名の役員の方からは、総合商社の役割や丸紅の経営理念の

説明をしていただいた後、事前質問への回答、そして、私たちが

タイで探究活動を進めていくうえでの助言をいただきました。

特に「旨味と発酵」を探究テーマとしている班に対しては、その

発想のユニークさを評価していただくとともに「タイ人に“旨味”の

概念はあるのか？」について、一緒に意見交換をしました。

また、総合商社独自の視点による、これからのタイ経済発展の

可能性と解決すべき課題についても教えていただきました。

JETROバンコク

午後はJETROバンコクを訪問しました。JETROは日本の貿易

振興に関連する事業を行っています。午前中に訪問したJICAや

丸紅の資料にも、JETROのデータが数多く掲載されていました。

ここではタイの貿易の概要について説明していただきましたが、

タイを含む東南アジア諸国は、巨大な市場となる可能性を秘めて

いることを改めて学びました。

また、JETROに限らず、訪問先では担当者からの問いなどに

対して、自発的な意見を求められる場面が多く、生徒たちは常に

緊張感をもち、必要に応じて自分の考えを述べていました。

国連ＷＦＰ

ＷＦＰ（世界食糧計画）は、飢餓のない世界を目指して活動を

している国連機関です。今回対応してくださった大室さんからは、

あらかじめＷＦＰの活動に関する多くの資料をメールで提供して

いただき、十分な事前学習をして訪問に臨みました。ＷＦＰでは

「相手に届けるまでが食糧支援」であることや、給食を入れる赤い

容器（レッドカップ）の普及事業について教えていただきました。

また、大室さんからの提案で、高校生にＷＦＰの理念を伝える

手立てについて意見交換をしました。本校では現在、大室さんの

姿勢に共感した十数名が、飢餓救済への活動を計画しています。

ＳＭＩトラベル（秋田県人会訪問）

ＷＦＰからＳＭＩトラベルの本社までは、鉄道を利用しました。

途中、いきなりの激しいスコールに見舞われましたが、目的地に

到着後、ＳＭＩの方々からタオルなどのお気遣いを頂戴しました。

今回は縁あって同社の社長で、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

できました。菊地会長からは、今日の過密スケジュールを無事に

こなしたことを評価していただくと同時に、ご自身の高校時代の

経験から「勉強も、夢も、貪欲にいこう」との激励を受けました。

会長の言葉どおり、大変に内容の濃い一日でした。

丸紅バンコクでの様子

ＪＥＴＲＯバンコクでの様子

国連ＷＦＰ（右上が大室さん）

秋田県人会・菊地会長からの激励
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国連ＷＦＰ（右上が大室さん）

秋田県人会・菊地会長からの激励

− 31 −



４日目 11月２１日（火）

バムルンラード病院

同院は国際的に高度な医療体制を整えているとともに、高級ホテル

並みのサービスを完備しています。また、「医療ツーリズム」を牽引する

病院としても有名で、年間の外来患者数約100万人のうち、約40万人は

外国からの患者だそうです。病院の10階は日本人専用フロアでした。

同院でお世話をしてくださった田村さんは、鹿角市出身の方でした。

田村さんからは病院の概況や、タイ人の食生活の変容に関する説明に

加えて、無許可で撮影をしないことを条件に、広大な病院内を案内して

いただきました。ＶＩＰルームもうかがいましたが、そこはすべてにおいて

快適に過ごせる病室でした。なお、フィールドワーク中に体調を崩した

場合、私たちも同院で治療を受けることができるそうです。

バンコククリスチャンカレッジ（ＢＣＣ）

バムルンラード病院訪問後、ＢＣＣを訪問しました。今回訪問した２校とは、事前に数回スカイプで

交流していましたが、やはり、どの生徒も実際に生徒に会うまでは、緊張していた様子でした。

しかし、学校紹介や自国の文化についてまとめたプレゼンテーションの交換などを通じて緊張も

ほぐれはじめ、言葉だけでなく、身振り手振りなどを用いて交流する場面が見られました。「相手に

伝えようとする姿勢」と「相手を理解しようとする姿勢」が、交流の本質であると実感しました。

ＢＣＣからの歓迎セレモニーの後、本校からのパフォーマンスとして、竿灯祭での笛のお囃子と、

大きめのジャンパーを用いた二人羽織を披露しました。特に二人羽織はＢＣＣ生徒からの希望者が

多く、ＢＣＣ生徒同士の対決が行われるなど、大変に盛り上がりました。ランチを含めたフリータイム

では、それぞれに談笑したり、写真を撮り合うなど充実した時間を過ごしました。ＢＣＣのランチは、

タイ独特の香辛料が控えめであったためか、私たちにも食べやすく美味しいメニューばかりでした。

また、ＢＣＣのロゴマークが入ったペットボトルのミネラルウォーターには驚かされました。

帰りの時間が近づくにつれて、名残り惜しさも増してきますが、これからもスカイプなどで交流する

ことを約束して、ＢＣＣを後にしました。

移動（スワンナプーム空港 → コーンケーン空港）

ＢＣＣ訪問後は、飛行機でバンコクから北東に約470㎞離れた

マハーサーラーカームに移動です。移動中のバスや飛行機では

ＢＣＣで行ったプレゼンの内容や、二人羽織での進行などを振り

返り、それぞれの担当者が次回への改善点を相談している姿が

見られました。

空港を出ると、秋田を思わせる緑豊かな自然と、バンコクでは

見られなかった派手な装飾のバスが私たちを迎えてくれました。

なお、日本からは「秋田は雪です。」とのメールが届きました。

ＶＩＰルームのメニュー

誰もが振り返る貸切バスで移動

ランチを準備する様子 本校特製のペンをプレゼント激突！ 二人羽織対決
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返り、それぞれの担当者が次回への改善点を相談している姿が
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見られなかった派手な装飾のバスが私たちを迎えてくれました。
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ランチを準備する様子 本校特製のペンをプレゼント激突！ 二人羽織対決

５日目 11月２２日（水）

マハーサーラーカーム大学附属高校（ＤＭＳＵ）

ＤＭＳＵは広大な大学構内にある高校で、日本語の授業も行われています。校舎内のホールに

案内された途端、スカイプで顔見知りの女子生徒同士が共に駆け寄り、握手やハグを交わすなど、

男子校のＢＣＣとは異なる雰囲気で初対面を果たしました。プレゼン・お囃子・二人羽織の進行は、

それぞれ前日以上にスムーズに、自信をもって行うことができました。

ＤＭＳＵからは、女子生徒２名によるタイの伝統舞踊、曲名不詳ながらロマンチックな寸劇とともに

浴衣姿の男子生徒が歌う日本の歌謡曲、また、ギターを持ってステージに現れた女子生徒からは、

映画・ドラえもんの主題歌である「ひまわりの約束」が、流暢な日本語の弾き語りで披露されるなど、

日本や日本文化への関心の高さがうかがえました。

また、同校は、私たちのＳＧＨテーマが食糧問題の解決であることから、タイ食を調理する機会を

設けてくださいました。中庭では、トムヤンクンなどの調理体験をするとともに、すっかり打ち解けた

ＤＭＳＵ生徒に、日本から持参した「だし」の感想を述べてもらうなど、ここでも探究テーマを深める

ことができました。ＤＭＳＵには４時間の訪問予定でしたが、先方の職員の方が「もう少し居ることは

できないものか？」と、ピィーさんに打診するなど、大変に有意義な訪問となりました。

ＤＭＳＵを後にした私たちは、深夜にスワンナプーム空港を離れ、翌日早朝に羽田空港に到着、

預けていたコートを身に付けて、雪のある秋田空港に無事到着しました。空港では出発時と同様に

出迎えてくださったたくさんの方々に代表生徒が感謝を述べ、解散しました。

12月19日（火）

海外フィールドワーク報告会

帰国して約１か月後、海外フィールドワークでの体験を伝える

機会をいただきました。同会には、タイでの旅程立案にお力添え

いただいた、本校のＯＢで県企画振興部国際課の畠山課長や、

全行程引率してくださった、ＪＴＢの黒井さんも来校され、大勢の

前で各自の経験や今後の決意を発表しました。

今後は、タイで得た新たな仮説や疑問点などを、各班で検証・

解決し、成果の発信や質疑への応答を英語で表現できるように、

県内フィールドワーク班とともに探究活動に取り組んでいきます。

日本から持参した「だし」の試食用意してくださった食材

本校の特色を紹介 竿灯祭のお囃子を披露 ＤＭＳＵ生徒の歌謡曲（寸劇付き）

調理方法の説明を受ける生徒

学年への報告会で発表する生徒
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国際探究Ⅰ「プレゼンテーションセミナー」

（日時） 平成３０年１月１８日（木）１４：１５～１６：０５

（場所） 本校柔道場

（対象） １学年

（講師） ソフトアドバンス株式会社

代表取締役社長 菅原 亘 氏

（目的） プレゼンテーションの目的と手法を知り、効果的

なプレゼンテーションの在り方を考える。

（方法） 本校柔道場で講演を聴講し、演習で疑似体験を

実施する。

（内容）

（生徒の活動評価）

「研究レポート」まとめ・参加態度の見取り 等

（指導上のポイントと仕掛け）

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

目に入る情報と耳に来る情報が違うと人間は疲れてしまうという話も面白かった。伝えたいことを

まずしっかりと持ち、それを見失わずに起承転結を工夫してプレゼンしたい。

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

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

ントの内容をより工夫したり、話し方を工夫したりして、英語でも相手に興味を持ってもらえるよう

なプレゼンテーションにしたい。

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

え方は必要だと思った。自分の信念を持って、やり抜くことが重要だと思う。将来プレゼンをする

機会はたくさんあると思うが、このことを生かしていきたい。

　研究成果発表（２月２３日）に向けて、プレゼ  ンテー

ションの在り方について全員が演習を通じて基本を

学ぶ。

講義Ⅰ「目標とストラテジー」

実習Ⅰ「目標とストラテジーを定める」

講義Ⅱ「分析・戦略立案・シナリオ」

講義Ⅲ「プレゼンテーションで失敗しないポイント」

実習Ⅱ「シナリオ作成とプレゼンテーション実施」

質疑応答

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

いて考えを深めていく。

（講座を振り返って）

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

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

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

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

も多く、発表した内容も講師の高い評価を得られ、生徒の自信に繋がった。

（生徒の振り返りから）

国際探究Ⅰ「プレゼンテーションセミナー」
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国際探究Ⅰ「プレゼンテーションセミナー」

（日時） 平成３０年１月１８日（木）１４：１５～１６：０５

（場所） 本校柔道場

（対象） １学年

（講師） ソフトアドバンス株式会社

代表取締役社長 菅原 亘 氏

（目的） プレゼンテーションの目的と手法を知り、効果的

なプレゼンテーションの在り方を考える。

（方法） 本校柔道場で講演を聴講し、演習で疑似体験を

実施する。

（内容）

（生徒の活動評価）

「研究レポート」まとめ・参加態度の見取り 等

（指導上のポイントと仕掛け）

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

目に入る情報と耳に来る情報が違うと人間は疲れてしまうという話も面白かった。伝えたいことを

まずしっかりと持ち、それを見失わずに起承転結を工夫してプレゼンしたい。

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

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

ントの内容をより工夫したり、話し方を工夫したりして、英語でも相手に興味を持ってもらえるよう

なプレゼンテーションにしたい。

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

え方は必要だと思った。自分の信念を持って、やり抜くことが重要だと思う。将来プレゼンをする

機会はたくさんあると思うが、このことを生かしていきたい。

　研究成果発表（２月２３日）に向けて、プレゼ  ンテー

ションの在り方について全員が演習を通じて基本を

学ぶ。

講義Ⅰ「目標とストラテジー」

実習Ⅰ「目標とストラテジーを定める」

講義Ⅱ「分析・戦略立案・シナリオ」

講義Ⅲ「プレゼンテーションで失敗しないポイント」

実習Ⅱ「シナリオ作成とプレゼンテーション実施」

質疑応答

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

いて考えを深めていく。

（講座を振り返って）

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

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

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

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

も多く、発表した内容も講師の高い評価を得られ、生徒の自信に繋がった。

（生徒の振り返りから）

国際探究Ⅰ「校内発表会・成果発表交流会」 

１ はじめに

これまでの「国際探究Ⅰ」の成果を互いに発表し、共有するために

２月２３日（金）に「校内発表会」と「成果発表交流会」を開催し、県内

フィールドワーク（ＦＷ）や海外ＦＷで探究活動を行った班ごとに、プレ

ゼンテーションを行った。

午前中の「校内発表会」は、午後の「成果発表交流会」で発表する

以外のすべての班が、１年生の各教室でプレゼンテーションを披露し

質疑応答も活発に行われた。また、ゲストとして「国際探究Ⅱ」を選択

している２年生が質問や助言をするなど学年をこえた交流も見られた。

この間、「成果発表交流会」で発表する１０班は、中等部のアリーナで

１・２年の中学生を前にして本番さながらのプレゼンテーションを行い、

午後の晴れ舞台に備える。

各発表班は作業時間直前までスライドを修正し、また、会場である

国際教養大学に到着してからも発表原稿の内容や発音のチェックを

繰り返して自分たちの出番を待っていた。

２ 成果発表交流会概要

【日 時】 平成３０年２月２３日（金） １２：３０～１５：１５

【場 所】 国際教養大学 多目的ホール

【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】 県内フィールドワークで探究活動を行った全５４班のうち、選抜された６班及び海外フィールド

ワークで探究活動を行った４班が、７分の発表と４分程度の質疑応答等を行う。

なお、最優秀賞・優秀賞・第３位を選考する。また、選考された３班は、３月２０日・２１日に仙台

白百合女子大学で開催される「東北地区ＳＧＨ課題研究発表フォーラムin杜の都」での発表及び

模擬国連に参加する。

【参 観】 秋田県教育委員会 ＳＧＨ運営指導委員 連携機関代表者 保護者の参観希望者

【連 携】 国際教養大学 秋田県立大学 秋田経済研究所 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

校内発表の様子

質問や助言をする２年生

校長先生からの挨拶 多くの来場者巨大なスクリーンでの発表

国際探究Ⅰ「校内発表会・成果発表交流会」
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３ 成果発表交流会 選抜された６班による発表

発表１ 途切れた食料の流れをつなぐ（１６班）

保坂 紗希（Ｃ） 甫仮 美緒（Ｄ） 三春 凜佳（Ｄ）

鈴木 凜香（Ｆ）

発表概要

理論上、世界で飢餓が起こることはありません。なぜなら、世界

では全人類生活するに十分な食糧が生産されているからです。

しかし、現実に飢餓は世界中で起きています。なぜ、このような

矛盾が生じているのでしょうか？

私たちの班は、先進国と発展途上国とでは、食糧を廃棄する

原因が異なっている点に着目し、また、県内フィールドワークにて

訪問した株式会社菅与さんの取組を参考にして、飽食と飢餓の

矛盾を解消する提案したいと思います。 （日本語での発表）

発表２ 雨と風からイネを守る！（４１班）

浜田 美月（Ｂ） 亀井慎太郎（Ｃ） 山田 雄登（Ｆ）

発表概要

2017年、集中豪雨による農作物減収が社会問題となりました。

本県でも約91億円の被害が発生しましたが、大半は稲作の被害

でした。現在様々な対策が練られていますが、決定打はまだあり

ません。

そこで私たちは、ビニールハウスに「台風にも強い傘」の構造を

用いることに加え、新素材である「セルロース＝ナノファイバー」を

使用することで、雨と風からイネを守れると考えました。

現時点では、まだ実現への課題がありますが、本県の農作物

減収を食い止める手法を提案します。 （日本語での発表）

発表３ もったいないは生まれ変わる（１０班）

船木 開斗（Ｃ） 小林 芽以（Ｅ） 安田 愛（Ｅ）

平野 咲奈（Ｆ）

発表概要

近年の食糧事情の変化で、食品の大量廃棄が問題視されて

います。私たちの班は、その中でも「まだ使えるのに、廃棄されて

しまう食品」、つまり、“もったいない”ものを、生産の段階から削減

したり、有効活用することができないかと考えました。

今回は、県内フィールドワーク先から学んだ“もったいない”を

少しずつでも削減していく取組を、私たちなりに再構築し、社会

全体が“もったいない”と向き合うための手立てを提案します。

（日本語での発表）
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３ 成果発表交流会 選抜された６班による発表

発表１ 途切れた食料の流れをつなぐ（１６班）

保坂 紗希（Ｃ） 甫仮 美緒（Ｄ） 三春 凜佳（Ｄ）

鈴木 凜香（Ｆ）

発表概要

理論上、世界で飢餓が起こることはありません。なぜなら、世界

では全人類生活するに十分な食糧が生産されているからです。

しかし、現実に飢餓は世界中で起きています。なぜ、このような

矛盾が生じているのでしょうか？

私たちの班は、先進国と発展途上国とでは、食糧を廃棄する

原因が異なっている点に着目し、また、県内フィールドワークにて

訪問した株式会社菅与さんの取組を参考にして、飽食と飢餓の

矛盾を解消する提案したいと思います。 （日本語での発表）

発表２ 雨と風からイネを守る！（４１班）

浜田 美月（Ｂ） 亀井慎太郎（Ｃ） 山田 雄登（Ｆ）

発表概要

2017年、集中豪雨による農作物減収が社会問題となりました。

本県でも約91億円の被害が発生しましたが、大半は稲作の被害

でした。現在様々な対策が練られていますが、決定打はまだあり

ません。

そこで私たちは、ビニールハウスに「台風にも強い傘」の構造を

用いることに加え、新素材である「セルロース＝ナノファイバー」を

使用することで、雨と風からイネを守れると考えました。

現時点では、まだ実現への課題がありますが、本県の農作物

減収を食い止める手法を提案します。 （日本語での発表）

発表３ もったいないは生まれ変わる（１０班）

船木 開斗（Ｃ） 小林 芽以（Ｅ） 安田 愛（Ｅ）

平野 咲奈（Ｆ）

発表概要

近年の食糧事情の変化で、食品の大量廃棄が問題視されて

います。私たちの班は、その中でも「まだ使えるのに、廃棄されて

しまう食品」、つまり、“もったいない”ものを、生産の段階から削減

したり、有効活用することができないかと考えました。

今回は、県内フィールドワーク先から学んだ“もったいない”を

少しずつでも削減していく取組を、私たちなりに再構築し、社会

全体が“もったいない”と向き合うための手立てを提案します。

（日本語での発表）

発表４ 米粉による地産地消の拡大（５班） 第３位

小林 京介（Ｄ） 原田すみれ（Ｄ） 渡部 蓮（Ｄ）

佐藤 夏音（Ｆ） 古谷 涼風（Ｆ）

発表概要

地産地消の拡大は、地域の活性化だけでなく、物資輸送時の

二酸化炭素削減など、地球温暖化防止の効果も期待されます。

私たちは本県の特産品である米の「米粉」に着目するとともに、

米粉製品をコンビニのレジスペースで販売することで、地産地消

商品の販路を拡大したいと考えました。

今回は消費行動を促進するための「ＡＩＤＭＡの法則」に沿って

コンビニで米粉製品を効率的に販売するための具体的な方策や

米粉製品の可能性について提案します。 （日本語での発表）

発表５ Protect Foods from Wild Animals（５３班）

関谷 拓真（Ａ） 竹村 拓巳（Ａ） 三上 陽向（Ａ）

伊藤 未希（Ｄ）

発表概要

近年、野生動物による食害が増加しています。日本全国では

ニホンジカやイノシシによる被害が広い範囲で見られていますが

今のところ有効な対策は確立されていません。本県では、これら

動物の生息数が少なく、被害件数は僅かですが、食害の防止や

自然動物保護の観点から、先を見据えた対策が必要と考えます。

今回、私たちは「装置」と「空間」の２つの要素を組み合わせた

食害対策の紹介を通じて、野生動物と人間とが上手に共生する

ための方策を提案します。 （英語での発表）

発表６ 耕作放棄地 テーマパーク化計画（３０班）

鈴木 あこ（Ａ） 菊地 唯央（Ｂ） 鈴木 健太（Ｂ）

石垣 七海（D）

発表概要

私たちは、日本が現在直面している「耕作放棄された土地の

増加」と「依然として低いままの食料自給率」の２つの課題を関連

付けての解決方法を探究しました。

県内フィールドワークの際に訪問した、株式会社秋田クボタの

耕作放棄地対策をヒントとして、耕作放棄地やその周辺をテーマ

パーク化することによって、土地の価値を再構築し、地元農業の

活性化につながるいくつかのアイデアを提案します。

（日本語での発表）
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４ 成果発表交流会 海外フィールドワークを行った４班による発表

発表７ だしを世界の食卓へ（海外４班）

鈴木 福（Ａ） 堀井果乃歩（Ｃ） 成田 結衣（Ｄ）

若松 歩（Ｄ） 畠澤 英恵（Ｆ） 和田 彩那（Ｆ）

発表概要

現在、世界では塩分の過剰摂取や、それに伴う疾病が問題視

されている。私たちは塩を「だし」に代えることで、減塩効果はもち

ろん、食材本来の旨味が増すはずとの思いから、海外フィールド

ワークで訪問したタイの高校で「だし」の試飲やアンケート活動を

行うなど、独自に探究活動を重ねました。また、活動中は“外国人

にも旨味の概念はあるのだろうか？”といった新たな疑問も生まれ

ました。今回は「だし」の効用とともに、「だし」を手軽に生活に取り

入れるための『だし活』を提案します。 （英語での発表）

発表８ Grow Cassava in Africa（海外１班）

塚本 路深（Ａ） ブース梨杏（Ａ） 佐藤 雅純（Ｂ）

鎌田 美羽（Ｄ）

発表概要

みなさんは「キャッサバ」という植物をご存じですか？

日本では、ほとんどなじみのない植物だとは思いますが、実は

キャッサバは大変な力を秘めています。

タイでの海外フィールドワークに向けた事前学習などで未知の

植物であるキャッサバに興味をもった私たちは、世界で第２位の

キャッサバ生産量を誇るタイで、キャッサバの有効な活用方法を

探究してきました。本日は、発展途上国が抱えている課題克服に

向けたキャッサバの活用法を提案します。 （英語での発表）

発表９ Snow Vegetable Project（海外３班） 優秀賞

浦嶋 柚乃（Ｂ） 川上 穂佳（Ｃ） 白渡萌々子（Ｃ）

菊池 風花（Ｄ）

発表概要

秋田県の農業収入、農業人口、野菜生産量は、年々減少して

きており、残念ながら前向きな要素が見られません。

私たちはタイへの海外フィールドワークを通じて、グローバルな

視点にて秋田県をとらえ直すことの大切さを学びました。例えば、

秋田県の魅力として、四季折々の豊かな自然が挙げられます。

今回は、ASEAN内での成長が著しいタイとの継続的な交流を

前提として、本県の強みを活かして農業収入を確実に向上させる

計画を提案します。 （英語での発表）
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４ 成果発表交流会 海外フィールドワークを行った４班による発表

発表７ だしを世界の食卓へ（海外４班）

鈴木 福（Ａ） 堀井果乃歩（Ｃ） 成田 結衣（Ｄ）

若松 歩（Ｄ） 畠澤 英恵（Ｆ） 和田 彩那（Ｆ）

発表概要

現在、世界では塩分の過剰摂取や、それに伴う疾病が問題視

されている。私たちは塩を「だし」に代えることで、減塩効果はもち

ろん、食材本来の旨味が増すはずとの思いから、海外フィールド

ワークで訪問したタイの高校で「だし」の試飲やアンケート活動を

行うなど、独自に探究活動を重ねました。また、活動中は“外国人

にも旨味の概念はあるのだろうか？”といった新たな疑問も生まれ

ました。今回は「だし」の効用とともに、「だし」を手軽に生活に取り

入れるための『だし活』を提案します。 （英語での発表）

発表８ Grow Cassava in Africa（海外１班）

塚本 路深（Ａ） ブース梨杏（Ａ） 佐藤 雅純（Ｂ）

鎌田 美羽（Ｄ）

発表概要

みなさんは「キャッサバ」という植物をご存じですか？

日本では、ほとんどなじみのない植物だとは思いますが、実は

キャッサバは大変な力を秘めています。

タイでの海外フィールドワークに向けた事前学習などで未知の

植物であるキャッサバに興味をもった私たちは、世界で第２位の

キャッサバ生産量を誇るタイで、キャッサバの有効な活用方法を

探究してきました。本日は、発展途上国が抱えている課題克服に

向けたキャッサバの活用法を提案します。 （英語での発表）

発表９ Snow Vegetable Project（海外３班） 優秀賞

浦嶋 柚乃（Ｂ） 川上 穂佳（Ｃ） 白渡萌々子（Ｃ）

菊池 風花（Ｄ）

発表概要

秋田県の農業収入、農業人口、野菜生産量は、年々減少して

きており、残念ながら前向きな要素が見られません。

私たちはタイへの海外フィールドワークを通じて、グローバルな

視点にて秋田県をとらえ直すことの大切さを学びました。例えば、

秋田県の魅力として、四季折々の豊かな自然が挙げられます。

今回は、ASEAN内での成長が著しいタイとの継続的な交流を
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計画を提案します。 （英語での発表）
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藤田菜桜子（Ｅ）

発表概要
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質問に答える発表者 表彰される海外２班秋田県立大・吉澤副学長からの講評
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国際探究Ⅰ「３年目の修正点と事後検証」

１ 県内フィールドワーク

（１）クラスを解体しての「テーマによる探究活動班」の編制

今年度の新たな取組として、昨年度まではクラス単位で編制していた班を、各生徒の探究テーマを

根拠とし、クラスの枠組みを外したうえで学年担当者が編成した。その影響からか、探究テーマ一覧を

見ると、昨年度よりも多様なテーマが見受けられる。また、担任・副担任だけではなく、学年部全体で

探究活動の指導を行おうとする気運が醸成されている。

（２）過去の資料を提示しての訪問先選定

フィールドワーク先の選定に際しては、訪問実績のある企業等の一覧を提示してから検討させた。

自分たちと類似したテーマを設定した班の訪問先を詳しく調査する班や、これまで南高生が訪問した

ことのない企業等を探す班など、活用の仕方は様々であったが、過去の資料を適切に用いる様子が

窺えた。なお、今年度は秋田県庁など官公庁を訪問する班が多く見られたほか、時間調整を行って、

２カ所を訪問するなど、精力的にフィールドワークに取り組む班も見られた。

（３）生徒所有の端末（スマートフォン等）の利用

今年度は一定の規則を設定したうえで、生徒が所有している端末を

利用することを認めた。これにより、特に事前学習を効率的に行うことが

できた。また、フィールドワーク先での様子を、画像で紹介する生徒も

見られた。今後は蓄積した資料や自分の思考の経緯等を、端末上で

まとめる能力も身に付けさせていきたい。

２ 海外フィールドワーク

（１）訪問国変更と探究テーマに応じた訪問先の開拓

昨年まではオーストラリアを訪問していたが、本校が研究課題として

掲げている「世界の食糧問題の解決策」を考察するために、今年度は

新たに食文化の多様性が見られるタイでフィールドワークを行った。

訪問先については、県内フィールドワークと同様に各班が設定した

探究テーマを意識し、主に本校の海外交流アドバイザーが窓口として

生徒と訪問先との調整を行った。特に、ＪＩＣＡバンコク、丸紅バンコク、

国連WFPへの訪問に際しては、直接交渉していただいた。また、バム

ルンラード病院への訪問に際しては、本校ＯＢでもある県企画振興部

国際課の畠山課長の尽力をいただいた。訪問国変更は新たな挑戦で

あったが、周囲に支えられ、充実した探究を行うことができた。

３ 全体

（１）主体的な活動を促す取組と上級生からの指導・助言

入学後から夏休みまでは、食に関する基礎的な知識や探究手法を

学ぶための講話が開催されたが、今年度は一貫して希望する生徒に

司会・進行を一任した。また、ＳＧＨの指定を受けて３年が経過したこと

から、上級生から直接助言や指導を受ける機会を意図的に設定した。

３年生からは「ＳＧＨ甲子園」で優勝を果たした４名から、探究活動を

行ううえでの助言を、２年生の国際探究Ⅱの選択者からは校内発表で

助言をしてもらった。現在の１年生も、来年度以降の後輩たちに対して

探究への意欲を促す的確で前向きな助言ができるよう期待したい。

ＪＩＣＡバンコクにて

生徒がＦＷ先で撮影した画像

丸紅バンコクにて

講演会で司会を務める生徒
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平成２９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 ・ガイダンス ６ ・「国際探究Ⅱ」の概要 ・「振り返りシート」
・研究コースの を知り，計画を立てる。 ・「活動態度・活動内容」

選定とテーマ ・研究コースを選定し， ・「活動計画書内容」
設定 テーマを設定する。 ・「テーマ設定シート内容」

５ ・テーマ別研究 ６ ・コース毎に研究推進の ・「活動態度・活動内容」
推進検討会Ⅰ 見通しを立てる。。 ・「振り返りシート」

前 ６ ・テーマ別研究 ６ ・コース毎に調査や探究 ・「活動態度・活動内容」
推進検討会Ⅱ 活動を進める。 ・「振り返りシート」

７ ・テーマ別研究 ６ ・コース毎に調査や探究 ・「活動態度・活動内容」
推進検討会Ⅲ 活動を進める。 ・「振り返りシート」

期 ・国際討論会 ・留学生との意見交換や ・「活動態度・活動内容」
討論を通じて英語での ・「振り返りシート」
質疑応答力を磨く。

８ ・フィールドワ ４ ・実地調査を含めて調査 ・「活動態度・活動内容」
ーク 活動を展開する。 ・「振り返りシート」

９ ・調査のまとめ ６ ・調査してきたことを， ・「活動態度・活動内容」
整理してまとめる。 ・「振り返りシート」

・戦略的表現力 ・プレゼン力を磨く実践 ・「活動態度・活動内容」
講座Ⅰ 演習をする。 ・「振り返りシート」

10 ・テーマ別研究 ８ ・各コース班毎に効果的 ・「活動態度・活動内容」
推進検討会Ⅳ な成果発表を考案する。 ・「振り返りシート」

・戦略的表現力 ・公開成果発表会に向け ・「活動態度・活動内容」
講座Ⅱ て発表を錬成する。 ・「振り返りシート」

・国際意見交流 ・各班の発表について留 ・「活動態度・活動内容」
会 学生と質疑応答をする。 ・「振り返りシート」

・テーマ別研究 ６ ・全班が校内発表を行い， ・「活動態度］・「発表・質疑応
推進検討会Ⅴ 代表発表班を審査・選 答内容」・「振り返りシート」

（校内発表会） 出する。
・公開成果発表 ４ ・代表班による発表会を ・「活動態度」・「発表・質疑応
会(県民会館) 公開し他校や社会人と 答内容」・「振り返りシート」

後 意見交流する。 ・「参加者アンケート」
11 ・成果発表会の ４ ・各班が成果発表を振り ・「活動態度・活動内容」

総括とまとめ 返り，総括する。 ・「総括シート」
・海外修学旅行 ２ ・海外で研究発表し，意 ・「活動態度」・「発表・質疑応

期 での発表交流 見交流をする。 答内容」・「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 ・「活動態度・活動内容」

講座 学ぶ。 ・「振り返りシート」
・論文考案 ・論文を考案作成する。 ・「活動態度・活動内容」

１ ・論文作成 ６ ・班別に添削指導を受け ・「下書き内容や進捗状況」
つつ修正改善する。 ・「振り返りシート」

・完成に向けて指導助言 ・「研究論文内容」・「論文評価」
を反映して練り上げる。

２ ・論文コンクー ６ ・論文を完成提出しコン ・「コンクール結果」・「振り返
ル クールを実施する。 りシート」

３ ・テーマ別研究 ４ ・指導者と懇談しながら ・「総括シート・アンケート」
推進検討会Ⅵ １年間の課題研究活動

（１年間の活動 を振り返り，自己評価 ※関心意欲態度，取組内容，発
のまとめ） する。 表内容，成果物等をもとに評

価シートに基づき数値評価

※活動時間は原則，木曜日６・７校時に設定。配当予定総時数８０時間。

※教育課程の特例（コミュ英Ⅱ・総学を１ずつ減じる。）

国際探究Ⅰ「３年目の修正点と事後検証」
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推進検討会Ⅵ １年間の課題研究活動

（１年間の活動 を振り返り，自己評価 ※関心意欲態度，取組内容，発
のまとめ） する。 表内容，成果物等をもとに評

価シートに基づき数値評価

※活動時間は原則，木曜日６・７校時に設定。配当予定総時数８０時間。

※教育課程の特例（コミュ英Ⅱ・総学を１ずつ減じる。）
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「国際探究Ⅱ」　個人評価シート　（例）

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:特に優れている　　2:普通　　1:特に劣っている

～

～

～

～

～

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。

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

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

留学生との意見交換や討論を通じて英語
での質疑応答力を磨くことができる。

振り返りシート
活動内容観察
指導講師評価

テーマ別研究推進
検討会Ⅳ

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

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

テーマ別研究推進
検討会Ⅴ

班毎に添削指導を受けつつ修正改善でき
る。

活動観察
指導講師評価

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

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

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

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

１年間の活動のまと
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。

テーマ
評定

総合所見

計

国際探究Ⅱ「グループ編成およびテーマ設定」

【日時】 平成２９年４月２７日（木）６・７校時

【場所】 中等部体育館棟大教室および選択教室１～６

【対象】 ２年Ｃ組３９名

【担当】 「国際探究Ⅱ」担当教員９名および「グローバル・イシュー」担当教員３名

【目的】 研究発表するグループを編成し研究テーマを設定する。

【内容】 ・個人がやりたいテーマについて３年生に助言を求め、昨年度の活動を通して学んだこと、感じ

たことを伝えてもらう。

・生徒の希望をもとに作成したグループ編成案を提示し、生徒同士で相互に意見交換させな

がら、必要に応じてメンバーの移動・交換を行ない、グループを確定させる。

・グループ内でのディスカッションを通して、お互いのやりたい研究を伝え合い、共通点を見い

ださせる。

【形態】 ６校時：選択教室に分かれて、３年生から助言を受ける小グループ活動

７校時：大教室を使い、各コース担当教員が助言しながらのグループ活動

【生徒の活動評価】 活動に向かう姿勢の見取り

【指導上のポイントと仕掛け】

・４月７日、ＳＧＨ研究部主任（腰山）によるガイダンスを実施し、生徒に「テーマ設定のための調査シート」

を配布し記入させておいた。

・４月２０日、国際探究Ⅰとの連続性をもたせるため、平成２８年８月２５日に実施した「研究概論講座」の

内容を想起させながら講義・演習を実施した。

・生徒が記入したシートをもとに今年度の動向を掌握し、グループの編成を予想して実施した。

・３年生から、昨年度の活動を通して学んだことを伝えてもらう場を設けた。

・移動がしやすい大教室を会場に設定し、異なるグループの生徒も含めて意見交換できるようにした。

・生徒がグループ編成をしやすいように、会場内に個人の研究トピックを提示した。

【事業を振り返って】

　生徒は選択教室に分かれ、個人のトピックに基づいて３年生から助言を受けた。昨年度の「国際探究

Ⅱ」の活動を通して、研究をうまく進めるコツやうまくいかなかったこと、避けるべきことを教えてもらい、生

徒が今後の方向性を決める上で非常に参考になった。

　探究グループをうまく編成できるのか不安であったが、大教室のなかで生徒がグループを編成してい

く場面は、その場にいた全教員が感動する瞬間であった。生徒たちは皆、意欲的にコミュニケーションし

ながら活動しており、昨年度までの学習が活かされている。また早くメンバーが確定したグループは、他

のグループの活動を待つ時間を活用し、各自のトピックからマインドマップを描いて共通項を見出しなが

ら主体的に活動を進めていた。生徒たちのもつ協働性や主体性をさらに伸張させてゆきたい。
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国際探究Ⅱ「グループ編成およびテーマ設定」

【日時】 平成２９年４月２７日（木）６・７校時

【場所】 中等部体育館棟大教室および選択教室１～６

【対象】 ２年Ｃ組３９名

【担当】 「国際探究Ⅱ」担当教員９名および「グローバル・イシュー」担当教員３名

【目的】 研究発表するグループを編成し研究テーマを設定する。

【内容】 ・個人がやりたいテーマについて３年生に助言を求め、昨年度の活動を通して学んだこと、感じ

たことを伝えてもらう。

・生徒の希望をもとに作成したグループ編成案を提示し、生徒同士で相互に意見交換させな

がら、必要に応じてメンバーの移動・交換を行ない、グループを確定させる。

・グループ内でのディスカッションを通して、お互いのやりたい研究を伝え合い、共通点を見い

ださせる。

【形態】 ６校時：選択教室に分かれて、３年生から助言を受ける小グループ活動

７校時：大教室を使い、各コース担当教員が助言しながらのグループ活動

【生徒の活動評価】 活動に向かう姿勢の見取り

【指導上のポイントと仕掛け】

・４月７日、ＳＧＨ研究部主任（腰山）によるガイダンスを実施し、生徒に「テーマ設定のための調査シート」

を配布し記入させておいた。

・４月２０日、国際探究Ⅰとの連続性をもたせるため、平成２８年８月２５日に実施した「研究概論講座」の

内容を想起させながら講義・演習を実施した。

・生徒が記入したシートをもとに今年度の動向を掌握し、グループの編成を予想して実施した。

・３年生から、昨年度の活動を通して学んだことを伝えてもらう場を設けた。

・移動がしやすい大教室を会場に設定し、異なるグループの生徒も含めて意見交換できるようにした。

・生徒がグループ編成をしやすいように、会場内に個人の研究トピックを提示した。

【事業を振り返って】

　生徒は選択教室に分かれ、個人のトピックに基づいて３年生から助言を受けた。昨年度の「国際探究

Ⅱ」の活動を通して、研究をうまく進めるコツやうまくいかなかったこと、避けるべきことを教えてもらい、生

徒が今後の方向性を決める上で非常に参考になった。

　探究グループをうまく編成できるのか不安であったが、大教室のなかで生徒がグループを編成してい

く場面は、その場にいた全教員が感動する瞬間であった。生徒たちは皆、意欲的にコミュニケーションし

ながら活動しており、昨年度までの学習が活かされている。また早くメンバーが確定したグループは、他

のグループの活動を待つ時間を活用し、各自のトピックからマインドマップを描いて共通項を見出しなが

ら主体的に活動を進めていた。生徒たちのもつ協働性や主体性をさらに伸張させてゆきたい。
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国際探究Ⅱ「テーマ別研究推進検討会Ⅱ」

【日時および講師】 Ⅱ－１ 平成２９年５月２５日（木）６・７校時

秋田県立大学生物資源科学部 教員４名

長濱健一郎教授、矢治幸夫客員教授、岩下淳助教、伊藤俊彦助教

Ⅱ－２ 平成２９年６月１日（木）６・７校時

秋田県立大学生物資源科学部 教員３名

曽根千晴助教、坂田ゆず助教、林芙俊教授

【場所】 中等部体育館棟大教室、選択教室１～６、高校パソコン室、図書室

【対象】 ２年Ｃ組３９名

【担当】 「国際探究Ⅱ」担当教員９名

【目的】 研究テーマを設定する。

【内容】 研究活動の成果をグループ全体で共有させ、研究テーマの設定に見通しをもたせる。

指導教員やグループのメンバーと連携しながら、テーマ設定のための研究活動を行う。

【形態】 秋田県立大学教員が指導・助言しながら、課題設定のための話し合い、討論による検討会

本校各グループ担当教員が助言しながら、研究活動課題設定のためのグループ別調査・研究

活動

【生徒の活動評価】 活動観察・振り返りシート（数値評価）

【指導上のポイントと仕掛け】

・生徒グループ「研究課題の設定・企画書」の提出期限を６月５日（月）とした。

・秋田県立大学教員来校のスケジュールを調整しながら実施した。

・秋田県立大学教員による指導の進め方・コーディネートについては、各担当者に一任した。

・生徒の進捗状況と研究の見通しについて、大学教員と本校担当教員との間で指導のすり合わせを行っ

た。

・課題設定のために必要な調査と見通しについて、研究グループ内で確認した。

・グループの中で互いにフォローしあうことについて留意するよう指導した。

【事業を振り返って】

　秋田県立大学の先生方が来校したグループでは、進捗状況についてミニプレゼンを したり、ディスカ

ッションしたりと、 実施形態は多様な方法がとられた。また本校担当教員の指導力も確実に高まっている。

生徒は自分たちの考えていることを秋田県立大学の先生方に伝えながら、自分たちの考えの足りない部

分を自覚し、探究の手がかりにすることができていた。今後は、「国探Ⅱ」の時間に調査を行うのではな

く、グループメンバーが事前に各自で調査を進め、比較分析を行って研究を進める、というような形を確

立したい。

生徒グループの記録を事前に大学側に送付し、秋田県立大学の先生方から目を通していただいたた

め、関連する資料を持ってきていただいたグループもあった。そのためテーマ設定に向けて大きく前進

することができた。話し合いの中で、生徒たちが大学の先生の研究分野について積極的に質問したり、

参考になる研究論文の紹介をお願いするなど（４班）、大きく変容する姿も見られ、今後が楽しみである。

本時終了までに、ほぼすべてのグループが仮テーマを設定するところまで進んだようである。グループご

とに進捗状況をしっかりとまとめ、高校教員は大学教員と連絡を密にして指導のすりあわせを随時おこ な

ってゆく必要がある。

【生徒 研究課題の設定・企画書から】
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国際探究Ⅱ「テーマ別研究推進検討会Ⅱ」

【日時および講師】 Ⅱ－１ 平成２９年５月２５日（木）６・７校時

秋田県立大学生物資源科学部 教員４名

長濱健一郎教授、矢治幸夫客員教授、岩下淳助教、伊藤俊彦助教

Ⅱ－２ 平成２９年６月１日（木）６・７校時

秋田県立大学生物資源科学部 教員３名

曽根千晴助教、坂田ゆず助教、林芙俊教授

【場所】 中等部体育館棟大教室、選択教室１～６、高校パソコン室、図書室

【対象】 ２年Ｃ組３９名

【担当】 「国際探究Ⅱ」担当教員９名

【目的】 研究テーマを設定する。

【内容】 研究活動の成果をグループ全体で共有させ、研究テーマの設定に見通しをもたせる。

指導教員やグループのメンバーと連携しながら、テーマ設定のための研究活動を行う。

【形態】 秋田県立大学教員が指導・助言しながら、課題設定のための話し合い、討論による検討会

本校各グループ担当教員が助言しながら、研究活動課題設定のためのグループ別調査・研究

活動

【生徒の活動評価】 活動観察・振り返りシート（数値評価）

【指導上のポイントと仕掛け】

・生徒グループ「研究課題の設定・企画書」の提出期限を６月５日（月）とした。

・秋田県立大学教員来校のスケジュールを調整しながら実施した。

・秋田県立大学教員による指導の進め方・コーディネートについては、各担当者に一任した。

・生徒の進捗状況と研究の見通しについて、大学教員と本校担当教員との間で指導のすり合わせを行っ

た。

・課題設定のために必要な調査と見通しについて、研究グループ内で確認した。

・グループの中で互いにフォローしあうことについて留意するよう指導した。

【事業を振り返って】

　秋田県立大学の先生方が来校したグループでは、進捗状況についてミニプレゼンを したり、ディスカ

ッションしたりと、 実施形態は多様な方法がとられた。また本校担当教員の指導力も確実に高まっている。

生徒は自分たちの考えていることを秋田県立大学の先生方に伝えながら、自分たちの考えの足りない部

分を自覚し、探究の手がかりにすることができていた。今後は、「国探Ⅱ」の時間に調査を行うのではな

く、グループメンバーが事前に各自で調査を進め、比較分析を行って研究を進める、というような形を確

立したい。

生徒グループの記録を事前に大学側に送付し、秋田県立大学の先生方から目を通していただいたた

め、関連する資料を持ってきていただいたグループもあった。そのためテーマ設定に向けて大きく前進

することができた。話し合いの中で、生徒たちが大学の先生の研究分野について積極的に質問したり、

参考になる研究論文の紹介をお願いするなど（４班）、大きく変容する姿も見られ、今後が楽しみである。

本時終了までに、ほぼすべてのグループが仮テーマを設定するところまで進んだようである。グループご

とに進捗状況をしっかりとまとめ、高校教員は大学教員と連絡を密にして指導のすりあわせを随時おこ な

ってゆく必要がある。

【生徒 研究課題の設定・企画書から】
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国際探究Ⅱ「English Camp in Akita Minami High School（国際討論会）」

【日時】 平成２９年６月２３日（金）・２４日（土） 9:00～12:30 （１泊２日）

【場所】 中等部体育館棟３階宿泊エリア、大教室、選択教室６、中等部コンピュータ室

【対象】 ２年Ｃ組３３名（公欠５名）

【担当】 国際交流委員会教員（高校）１２名 （宿泊４名）

【目的】 １０月のＳＧＨ国際探求Ⅱ公開成果発表会において英語でプレゼンテーションすることを見据

え、間違いを恐れずに自分の言葉でプレゼンテーションするための英語力とプレゼンテーシ

ョン能力を養う。

【形態】 ＡＬＴによるスピーキングやプレゼンテーションの講座のあと、各グループが担当のＡＬＴにそれ

ぞれのテーマについて、インタビューし、まとめたものを英語でプレゼンテーションする。

【講師】 本校ＡＬＴ２名： カリ・ジョンソン、アドーラ・ユセフィアン（6/23のみ）

他校ＡＬＴ５名： ケイ・ラム（明徳館高校・秋田南高校）、キース・イコマ（秋田工業高校・五城

目高校）、 デレク・ボニラ（秋田北高校・金足農業高校）、ヨハン・ボタ（仁賀保高校）、ジェニフ

ァー・キャンベル（秋田県国際課） （宿泊２名）

指導補助 高校３年生６名（グローバル・イシュー選択者の希望者）

【日程及び内容】

〈第１日 ６月２３日〉

時 間 活 動 場 所

8:30 - 8:40 開会式

8:40 - 9:30 英語１ Interview（担当：Kei 先生）

9:40 - 10:30 英語２ Presentation Structure（担当：Adora 選択教室６

先生）

10:40 - 11:30 英語３ Intonation and Stress（担当：Cari 先

生）

11:40 - 12:30 英語４ Speaking（担当：Derek 先生）

12:30 - 13:25 昼食（各自お弁当）

13:25 - 14:15 プレゼンはこうやろう１（担当：浅利 先生）

14:25 - 15:15 プレゼンはこうやろう２（担当：Keith 先生） 中等部コンピュー

15:30 - 18:00 プレゼンテーション準備（パワポ作成等） タ室

18:00 - 18:30 休憩、移動 宿泊室

18:30 - 19:30 夕食 レストハウス井畑

19:30 - 22:00 宿泊室へ移動、荷物整理、入浴 宿泊室、大教室

※次の日の準備やＡＬＴと交流する時間

22:00 - 就寝 宿泊室

〈第２日 ６月２４日〉

時 間 活 動 場 所

6:30 - 7:00 起床、準備 宿泊室

7:30 - 9:00 移動、朝食、片付け・清掃 レストハウス井畑、宿泊室

9:00 - 10:00 プレゼンテーション準備 中等部コンピュータ室

10:10 - 11:40 プレゼンテーション

12:00 - 12:30 閉会式 １階学習室
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国際探究Ⅱ「English Camp in Akita Minami High School（国際討論会）」

【日時】 平成２９年６月２３日（金）・２４日（土） 9:00～12:30 （１泊２日）

【場所】 中等部体育館棟３階宿泊エリア、大教室、選択教室６、中等部コンピュータ室

【対象】 ２年Ｃ組３３名（公欠５名）

【担当】 国際交流委員会教員（高校）１２名 （宿泊４名）

【目的】 １０月のＳＧＨ国際探求Ⅱ公開成果発表会において英語でプレゼンテーションすることを見据

え、間違いを恐れずに自分の言葉でプレゼンテーションするための英語力とプレゼンテーシ

ョン能力を養う。

【形態】 ＡＬＴによるスピーキングやプレゼンテーションの講座のあと、各グループが担当のＡＬＴにそれ

ぞれのテーマについて、インタビューし、まとめたものを英語でプレゼンテーションする。

【講師】 本校ＡＬＴ２名： カリ・ジョンソン、アドーラ・ユセフィアン（6/23のみ）

他校ＡＬＴ５名： ケイ・ラム（明徳館高校・秋田南高校）、キース・イコマ（秋田工業高校・五城

目高校）、 デレク・ボニラ（秋田北高校・金足農業高校）、ヨハン・ボタ（仁賀保高校）、ジェニフ

ァー・キャンベル（秋田県国際課） （宿泊２名）

指導補助 高校３年生６名（グローバル・イシュー選択者の希望者）

【日程及び内容】

〈第１日 ６月２３日〉

時 間 活 動 場 所

8:30 - 8:40 開会式

8:40 - 9:30 英語１ Interview（担当：Kei 先生）

9:40 - 10:30 英語２ Presentation Structure（担当：Adora 選択教室６

先生）

10:40 - 11:30 英語３ Intonation and Stress（担当：Cari 先

生）

11:40 - 12:30 英語４ Speaking（担当：Derek 先生）

12:30 - 13:25 昼食（各自お弁当）

13:25 - 14:15 プレゼンはこうやろう１（担当：浅利 先生）

14:25 - 15:15 プレゼンはこうやろう２（担当：Keith 先生） 中等部コンピュー

15:30 - 18:00 プレゼンテーション準備（パワポ作成等） タ室

18:00 - 18:30 休憩、移動 宿泊室

18:30 - 19:30 夕食 レストハウス井畑

19:30 - 22:00 宿泊室へ移動、荷物整理、入浴 宿泊室、大教室

※次の日の準備やＡＬＴと交流する時間

22:00 - 就寝 宿泊室

〈第２日 ６月２４日〉

時 間 活 動 場 所

6:30 - 7:00 起床、準備 宿泊室

7:30 - 9:00 移動、朝食、片付け・清掃 レストハウス井畑、宿泊室

9:00 - 10:00 プレゼンテーション準備 中等部コンピュータ室

10:10 - 11:40 プレゼンテーション

12:00 - 12:30 閉会式 １階学習室

【生徒の活動評価】 活動観察・振り返りシート（数値評価）

【指導上のポイントと仕掛け】

事業内容の変更にともない、今年度は本校独自で事業を展開した。この合宿は、多くの生徒にとって、

ふだんの授業ではできない新鮮かつ貴重な体験であった。生徒たちは最後まで高いモチベーションを

維持しながらプレゼンテーション原稿の制作に臨んでいた。どのグループにも工夫がみられ、動きのある

発表となった。またグループ別のコンペとしたこともあり、審査発表では大いに盛り上がった。

この事業が成功した最大の理由は、ALTひとりあたりの生徒数が少ないことにある。そのため生徒たち

のコミュニケーション活動は、休み時間や食事中にも中断することなく行われた。

・他校ALTにも支援してもらい、プレゼンテーション発表をゴールに定めさせた。

・英語能力を向上させるために４観点についてプレゼンテーション原稿制作とリンクさせたプログラムに

より活動させた。

・３年生６名にアシストしてもらった。

【生徒の振り返りから】

・英語だけで会話したり授業をすることには不安がありましたが、始まってみるととても楽しく有意義な時

間を過ごせました。英語がさらに好きになりました。

・普段よりも英語で話したので自分にも自信がつきました。

・英語で相手と意思疎通できたことは私にとって一番収穫がありました。

・自分はなんて英語が話せないんだ、と歯がゆい気持になった。

・一日中、何人ものALTの先生と話すことができ、普段はできない体験をすることができた。

・英語が大の苦手なので、初めはどうしようと思いましたが、ALTの先生方は優しく、ゆっくり何度も分かり

やすく話してくださったので、英語での会話を楽しむことができました。

・プレゼンテーション原稿の制作を通して、英語のスキルが上がったと思う。

・約７分間のパワーボイントを使ったプレゼンテーション原稿を、半日で作り上げるのはとても大変だった

が、やり遂げたことで自信になった。

・この２日間のすべての活動を通して、クラス全体で英語を話すことに対する恥ずかしさや抵抗感がうす

れたのではないかと思います。

【事業を振り返って】
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国際探究Ⅱ「テーマ別研究推進検討会ⅣおよびⅤ」

【日時および講師】 Ⅳ－１ 平成２９年７月６日（木）６・７校時

秋田県立大学生物資源科学部 教員１名

矢治幸夫客員教授

Ⅳ－２ 平成２９年７月１３日（木）６・７校時

秋田県立大学生物資源科学部 教員３名

長濱健一郎教授、坂田ゆず助教、橋爪克己教授

Ⅳ－３ 平成２９年７月２０日（木）６・７校時

秋田県立大学生物資源科学部 教員１名

曽根千晴助教

Ⅴ 平成２９年８月３１日（木）６・７校時

秋田県立大学生物資源科学部 教員５名

岩下淳助教、坂田ゆず助教、林芙俊助教、伊藤俊彦助教、矢治幸夫客員教授

【場所】 中等部体育館棟大教室、選択教室１～６および高校パソコン室、図書室

【対象】 ２年Ｃ組３９名

【担当】 「国際探究Ⅱ」担当教員９名

【目的】 課題解決のために研究をすすめる。

【内容】 グループのメンバーと協働しながら、探究活動を展開する。

【形態】 秋田県立大学教員の指導・助言を受けた、課題研究推進のための検討会

ルドワーク先の検討及び質問事項についての確認させた。

ンテシート」の作成にとりかからせた。

【事業を振り返って】

県立大教員との研究推進検討会及び、本校各グループ担当者が助言しながらのグループ別研究活

動が大詰めを迎えた。グローカル・ミーティングなど３年生の活動が活発になっているほか、SGH甲子園2

018の実施要項が公表され、活動の見通しが見えるようになってきた。研究の方向性がまだ見えないグル

ープについては、複数の担当教員で指導にあたった。また大学側からは、１グループに対して、研究領

域の異なる複数の先生を講師として派遣していただくなど、懇切丁寧なご指導・ご助言を賜った。

・秋田県立大教員と本校担当者との間で、研究活動の進捗内容について、すり合わせを行いながら検討

会を実施した。

・調査結果の集計作業が必要なグループのために、高校コンピュータ室を使用できるようにした。

・フィールドワークの内容・日程等を話し合わせ、秋田県立大教員からの指導・助言を受けながらフィー

・10/31公開成果発表会の実施に向けて、９月までの活動予定を確認させた。

・フィールドワークの実施内容を正確に記録するよう指示した。

・プレゼンテーション原稿の作成が容易にできるように、「発表準備ワークシート」・「プレゼンスライド・絵コ

本校各グループ担当教員の助言を受けた、研究活動課題設定のためのグループ別調査・

研究活動

【生徒の活動評価 】 活動観察・振り返りシート

【指導上のポイントと仕掛け】
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国際探究Ⅱ「テーマ別研究推進検討会ⅣおよびⅤ」

【日時および講師】 Ⅳ－１ 平成２９年７月６日（木）６・７校時

秋田県立大学生物資源科学部 教員１名

矢治幸夫客員教授

Ⅳ－２ 平成２９年７月１３日（木）６・７校時

秋田県立大学生物資源科学部 教員３名

長濱健一郎教授、坂田ゆず助教、橋爪克己教授

Ⅳ－３ 平成２９年７月２０日（木）６・７校時

秋田県立大学生物資源科学部 教員１名

曽根千晴助教

Ⅴ 平成２９年８月３１日（木）６・７校時

秋田県立大学生物資源科学部 教員５名

岩下淳助教、坂田ゆず助教、林芙俊助教、伊藤俊彦助教、矢治幸夫客員教授

【場所】 中等部体育館棟大教室、選択教室１～６および高校パソコン室、図書室

【対象】 ２年Ｃ組３９名

【担当】 「国際探究Ⅱ」担当教員９名

【目的】 課題解決のために研究をすすめる。

【内容】 グループのメンバーと協働しながら、探究活動を展開する。

【形態】 秋田県立大学教員の指導・助言を受けた、課題研究推進のための検討会

ルドワーク先の検討及び質問事項についての確認させた。

ンテシート」の作成にとりかからせた。

【事業を振り返って】

県立大教員との研究推進検討会及び、本校各グループ担当者が助言しながらのグループ別研究活

動が大詰めを迎えた。グローカル・ミーティングなど３年生の活動が活発になっているほか、SGH甲子園2

018の実施要項が公表され、活動の見通しが見えるようになってきた。研究の方向性がまだ見えないグル

ープについては、複数の担当教員で指導にあたった。また大学側からは、１グループに対して、研究領

域の異なる複数の先生を講師として派遣していただくなど、懇切丁寧なご指導・ご助言を賜った。

・秋田県立大教員と本校担当者との間で、研究活動の進捗内容について、すり合わせを行いながら検討

会を実施した。

・調査結果の集計作業が必要なグループのために、高校コンピュータ室を使用できるようにした。

・フィールドワークの内容・日程等を話し合わせ、秋田県立大教員からの指導・助言を受けながらフィー

・10/31公開成果発表会の実施に向けて、９月までの活動予定を確認させた。

・フィールドワークの実施内容を正確に記録するよう指示した。

・プレゼンテーション原稿の作成が容易にできるように、「発表準備ワークシート」・「プレゼンスライド・絵コ

本校各グループ担当教員の助言を受けた、研究活動課題設定のためのグループ別調査・

研究活動

【生徒の活動評価 】 活動観察・振り返りシート

【指導上のポイントと仕掛け】

国際探究Ⅱ「戦略的表現力講座ⅠおよびⅡ」

【日時】 Ⅰ 平成２９年１０月１２日（木）１～７校時

Ⅱ 平成２９年１０月２１日（土）８：３０～１５：３０

【場所】 会議室

【対象】 ２年Ｃ組３８名

【担当】 「国際探究Ⅱ」担当者９名

【内容】 グループ別研究活動「プレゼンテーションの練り上げ」

【目的】

【形態】 各グループの発表後、講師の指導を受ける。

【講師】 ソフトアドバンス株式会社 代表取締役 菅原 亘 氏

【生徒の活動評価】 活動観察・振り返りシート

【指導上のポイントと仕掛け】

選択者数が昨年度よりも少ないため、全てのグループに発表の機会を設けた。菅原氏による指導は１

グループにつき４０分ずつである。講座ⅠからⅡまでのわずかの期間でも、プレゼンテーション中の動作

から論旨の展開にいたるまで、大きな変容がみられた。生徒個々においても、発音のみならずスピーキン

グ中のリエゾンのしかたにいたるまで、能力の飛躍的な向上が認められた。講師からどのにグループにも

共通して指摘されたことは、高校生らしい「キラキラ感」をだしながらグローバルな課題を表現し、伝えるこ

とである。素直な生徒が多いので、要求すべてに応えようとするあまり独創性を失うおそれがある。そのた

め生徒たちのもつ独創性を引き出す仕掛けについて、どの場面においても留意する必要がある。

戦略的表現力講座Ⅰ

・昨年度と異なり、全グループの成果を公開する。

・校内発表会までの活動をフィードバックしながら公開成果発表会までに修正を行い、プレゼンテーショ

ン能力をさらに向上できるように二段構えの指導を実施した。

・講師による１グループあたりの指導時間に配慮した。

・使用機器のレイアウトや活動中の動線、発表順等、公開成果発表会を意識させた。

・ALTに依頼して、英文要旨や発音、プレゼンテーション・スライド中の表記等、指導を充実させた。

【事業を振り返って】

ン能力を高める。

・プレゼンテーション能力の現状と菅原氏による指導内容についてすりあわせを行い、生徒の

プレゼンテーション能力を高める。

・校内成果発表会（１０／１９）にむけて、活動の見通しをたてさせる

戦略的表現力講座Ⅱ

・校内成果発表会での3年生や他グループからのアドバイスをふまえ、さらにプレゼンテーショ

・公開成果発表会（１０／３１）にむけて、活動の見通しをたてさせる。
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国際探究Ⅱ「公開成果発表会」

【日時】 平成２９年１０月３１日（火）１３：００ ～ １５：５０

【場所】 秋田県民会館 大ホール

【対象】 高校１・２年生および高校３年生グローバル・イシュー選択者のうちの希望者

【目的】

【内容】 ７グループ（３８名）が、国際探究Ⅱにおける研究成果について、英語によるプレゼ

ンテーション発表（１５分以内）および質疑応答（５分）を行う。

【日程】 １２：２０ 開場・受付開始

１３：００ 開会あいさつ

１３：０５ 研究発表および質疑応答

（質疑応答を含め、１グループ２０分程度、７グループ）

１５：３５ 審査（10分間休憩）

１５：４５ 講評・結果発表・表彰

１５：５０ 閉会あいさつ

１５：５５ 退場

【生徒の活動評価】 活動観察・審査評価および参観者評価を参考にした数値評価

【指導上のポイントと仕掛け】

【審査基準】

（１）テーマ（課題設定能力）：本校の研究構想に沿って、明確な課題意識をもって新規性

あるテーマに取り組んでいるか。

（２）内　容（課題探究能力）：課題について基礎的な知識をもち、課題解決のために必要

な資料･データを適切に用いているか。

（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、結論を導くこ

とができているか。

（４）表　現（プレゼン能力）：英語での発表の仕方を含め、聴衆をひきつけるような発表

方法や表現手法の工夫をしているか。

　：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。（５）応答・態度

・ALTに依頼して英語の指導を徹底した。質問事項について想定させた。

・昨年度以上にプレゼンテーションの指導を充実させた。

・パソコンの操作やデータの扱い方について留意させた。

・英語での質疑応答が充実したものになるよう、グループ内で役割分担をさせた。

・高校１年生が質問できるよう、事前に発表要旨（日本語）を配布して参加させた。

・英語を聞くだけでは理解しにくい視聴者のために、サブスクリーンに日本語を投影させた。

・高校３年生グローバル・イシュー選択者のうちの希望者に参加してもらった。

・校内での活動時から、ステージ上の動線を意識させた。

・スタッフが参観者の反応をモニターしながら運営を実施した。

今年度の研究の内容と成果を発表し、報告する。

質疑応答を通して相互に研究を深め、今後の論文作成につなげる。
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国際探究Ⅱ「公開成果発表会」

【日時】 平成２９年１０月３１日（火）１３：００ ～ １５：５０

【場所】 秋田県民会館 大ホール

【対象】 高校１・２年生および高校３年生グローバル・イシュー選択者のうちの希望者

【目的】

【内容】 ７グループ（３８名）が、国際探究Ⅱにおける研究成果について、英語によるプレゼ

ンテーション発表（１５分以内）および質疑応答（５分）を行う。

【日程】 １２：２０ 開場・受付開始

１３：００ 開会あいさつ

１３：０５ 研究発表および質疑応答

（質疑応答を含め、１グループ２０分程度、７グループ）

１５：３５ 審査（10分間休憩）

１５：４５ 講評・結果発表・表彰

１５：５０ 閉会あいさつ

１５：５５ 退場

【生徒の活動評価】 活動観察・審査評価および参観者評価を参考にした数値評価

【指導上のポイントと仕掛け】

【審査基準】

（１）テーマ（課題設定能力）：本校の研究構想に沿って、明確な課題意識をもって新規性

あるテーマに取り組んでいるか。

（２）内　容（課題探究能力）：課題について基礎的な知識をもち、課題解決のために必要

な資料･データを適切に用いているか。

（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、結論を導くこ

とができているか。

（４）表　現（プレゼン能力）：英語での発表の仕方を含め、聴衆をひきつけるような発表

方法や表現手法の工夫をしているか。

　：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。（５）応答・態度

・ALTに依頼して英語の指導を徹底した。質問事項について想定させた。

・昨年度以上にプレゼンテーションの指導を充実させた。

・パソコンの操作やデータの扱い方について留意させた。

・英語での質疑応答が充実したものになるよう、グループ内で役割分担をさせた。

・高校１年生が質問できるよう、事前に発表要旨（日本語）を配布して参加させた。

・英語を聞くだけでは理解しにくい視聴者のために、サブスクリーンに日本語を投影させた。

・高校３年生グローバル・イシュー選択者のうちの希望者に参加してもらった。

・校内での活動時から、ステージ上の動線を意識させた。

・スタッフが参観者の反応をモニターしながら運営を実施した。

今年度の研究の内容と成果を発表し、報告する。

質疑応答を通して相互に研究を深め、今後の論文作成につなげる。

【審査員】

ＳＧＨ運営指導委員、エスペック株式会社上席顧問・名古屋大学客員教授 佐 藤 登 氏

ＳＧＨ運営指導委員、聖園学園短期大学教授 五十嵐 隆 文 氏

ＳＧＨ指導者、秋田県立大学 副学長 吉 澤 結 子 氏

秋田県教育庁高校教育課英語教育推進班 副主幹(兼)班長 安 田 和 人 氏

校長 佐 藤 利 正

【発表グループ（発表順）】

Gr-No.3 巻き起こせ！地中海食ブーム ～食と健康の再考～

Popularizing Mediterranean food - Reconsideration of Food and Health -

伊藤羽美、大友優実、奥田夏帆、桐生理央、茂内佳奈、髙橋杏佳

Gr-No.2 フォニオがもつ可能性 ～アフリカの飢餓解決を目指して～

Potential of Fonio - A Solution to African Hunger -

阿部洋央、石塚茉央、斉藤理菜、三村郁統、吉田晴柊

Gr-No.5 農家の経営を拡大する ～秋田の新しい連携六次産業～

Improving Farmer’s Management by Akita’s New Cooperative Sixth Sector Industry

東湖都、稲川拓実、大渕莉子、佐藤翔音、千田拓心、三浦崚

食に対する意識改革 ～家庭からの食品ロス削減のために～

Changing Awareness towards Food - to Reduce Food Waste at Home-

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

『精密農業』で作物の収量を上げる

Increasing Yield of Crops by Using “ Ｐrecision Agriculture”

伊藤雄大、近藤大斗、進藤魁人、進藤大瑚

学校給食におけるジビエの活用

Applying Gibier to School Lunch in Japan

工藤晴夏、斉藤萌加、佐々木捺子、佐藤歩佳、鈴木公美子、柳澤瑞希

“All秋田 ” の日本酒で秋田とヨーロッパの国々をつなぐ

Connecting Akita and European Countries -Potentials of “All Akita” sake-

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

【審査結果】

・最優秀賞 Gr-No.3 巻き起こせ！地中海食ブーム ～食と健康の再考～

・優秀賞 Gr-No.1 食に対する意識改革 ～家庭からの食品ロス削減のために～

・第三位 Gr-No.4 学校給食におけるジビエの活用

Gr-No.1

Gr-No.7

Gr-No.4

Gr-No.6
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【生徒の振り返りから】

・受賞したことよりも、今までで一番納得のいく発表ができたことがとても嬉しかったです。

・今まで行ったプレゼンのなかで最高のプレゼンができたと思う。英語での質疑応答に加われなかったこ

とが悔やまれる。

・覚えた英語を話すのではなく、人に伝えるということが難しかった。強調する部分や問を変えるだけで、

伝えたいところが変わってしまうのでとても気を使った。

・質疑応答の際、相手の意見を認めながら、自分たちの主張が活かされる応答に導いてくれたＫさんに

感謝しています。

・想定したとおりの質問がきた。しかし倫理感や感情面についての質問対策もしなければならないと思っ

た。

・練習するうち何も考えなくとも英語が口から出てくるようになり、意識して感情をのせて伝えたり、審査員

を見ながらプレゼンできるようになった。

・アフリカでの飢餓の深刻さが話し方やスライドからすごく伝わってきた。農家の経営について、 最後ま

でリンゴのイメージをもたせていてよかった。

・食品ロス班の英語がとても聞き取りやすかった。

・精密農業は、校内発表会の時点よりもスライドが明らかに見やすくなっていた。

・ジビエの活用では、Ｍさんの最後の訴えかけにやられた。私もあんな風にして、見ている人に衝撃を与

えられるようになりたい。

・日本酒グループは、１週間という期間で内容やスライドまで変えたのに、素晴らしいプレゼンテーション

になっていた。

・３年生からのアドバイスで共通していたのは、「話し合い」がとても大切ということだった。今まで消極的だ

った人と話すという活動を通じて、自分を成長させることができた。

・毎時間、話し合いを必ずしているグループがあり、車座になり話しやすい体制に驚いた。

・戦略的表現力講座Ⅰのアドバイスのおかげで、地中海スコア表をつくる考えが浮かんだ。

・テーマが定まっていない時期は、いろいろなことにアプローチして、そのたびに先生方にご迷惑をおか

けしたにもかかわらず本や資料を送っていただいて申し訳なかったです。

・秋田県立大学の先生のほかに聖霊短大の先生からもお世話になった。フィールドワーク先ではオリー

ブオイルについて多くのことを教えていただいた。

【事業を振り返って】

　国際探究Ⅱにおける中核となる事業である。どの生徒グループとも、直前の約１０日間はエネルギーの

ほとんどをプレゼンテーションの準備に費やしてきたので、発表終了時には生徒も担当教員も感涙でむ

せんでいた。

　英語の能力が向上してきたことで、質疑応答への対策に時間をとることができた。あるグループでは、

応答に窮した場面で、ドイツ語を母語とする生徒がリーダーシップを発揮していた。留学生として４月に

来日したばかりの生徒が、飛躍的に日本語力を向上させたことも他の生徒にとって大きな刺激となった。

　英語だけでは理解しにくい視聴者のために、サブ・スクリーンを使ってテクニカル・タームを日本語で添

える仕掛けをした。発表の言語以外の表現の効果もあり、視聴者からは「英語を聞くだけではわからない

のだが、内容が伝わり理解できた」という声もあった。生徒のプレゼンテーション能力は確実に向上して

おり、視聴者とやりとりしながら発表を進めるグループもあった。

　最優秀賞、優秀賞を獲得したグループは、研究段階から最も主体的に活動したグループでもある。 フ

ィールドワーク先を決定する際、調査を断られても別の対象を見つけていた。プレゼンテーションスライド

の作成・準備も、他のグループに先駆けて完成していた。各グループとも問題を解決する糸口は見えてき

ているが、「提案」や「発信」が先行しないよう、論文作成へと活動のモード変換を促してゆきたい。
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【生徒の振り返りから】

・受賞したことよりも、今までで一番納得のいく発表ができたことがとても嬉しかったです。

・今まで行ったプレゼンのなかで最高のプレゼンができたと思う。英語での質疑応答に加われなかったこ

とが悔やまれる。

・覚えた英語を話すのではなく、人に伝えるということが難しかった。強調する部分や問を変えるだけで、

伝えたいところが変わってしまうのでとても気を使った。

・質疑応答の際、相手の意見を認めながら、自分たちの主張が活かされる応答に導いてくれたＫさんに

感謝しています。

・想定したとおりの質問がきた。しかし倫理感や感情面についての質問対策もしなければならないと思っ

た。

・練習するうち何も考えなくとも英語が口から出てくるようになり、意識して感情をのせて伝えたり、審査員

を見ながらプレゼンできるようになった。

・アフリカでの飢餓の深刻さが話し方やスライドからすごく伝わってきた。農家の経営について、 最後ま

でリンゴのイメージをもたせていてよかった。

・食品ロス班の英語がとても聞き取りやすかった。

・精密農業は、校内発表会の時点よりもスライドが明らかに見やすくなっていた。

・ジビエの活用では、Ｍさんの最後の訴えかけにやられた。私もあんな風にして、見ている人に衝撃を与

えられるようになりたい。

・日本酒グループは、１週間という期間で内容やスライドまで変えたのに、素晴らしいプレゼンテーション

になっていた。

・３年生からのアドバイスで共通していたのは、「話し合い」がとても大切ということだった。今まで消極的だ

った人と話すという活動を通じて、自分を成長させることができた。

・毎時間、話し合いを必ずしているグループがあり、車座になり話しやすい体制に驚いた。

・戦略的表現力講座Ⅰのアドバイスのおかげで、地中海スコア表をつくる考えが浮かんだ。

・テーマが定まっていない時期は、いろいろなことにアプローチして、そのたびに先生方にご迷惑をおか

けしたにもかかわらず本や資料を送っていただいて申し訳なかったです。

・秋田県立大学の先生のほかに聖霊短大の先生からもお世話になった。フィールドワーク先ではオリー

ブオイルについて多くのことを教えていただいた。

【事業を振り返って】

　国際探究Ⅱにおける中核となる事業である。どの生徒グループとも、直前の約１０日間はエネルギーの

ほとんどをプレゼンテーションの準備に費やしてきたので、発表終了時には生徒も担当教員も感涙でむ

せんでいた。

　英語の能力が向上してきたことで、質疑応答への対策に時間をとることができた。あるグループでは、

応答に窮した場面で、ドイツ語を母語とする生徒がリーダーシップを発揮していた。留学生として４月に

来日したばかりの生徒が、飛躍的に日本語力を向上させたことも他の生徒にとって大きな刺激となった。

　英語だけでは理解しにくい視聴者のために、サブ・スクリーンを使ってテクニカル・タームを日本語で添

える仕掛けをした。発表の言語以外の表現の効果もあり、視聴者からは「英語を聞くだけではわからない

のだが、内容が伝わり理解できた」という声もあった。生徒のプレゼンテーション能力は確実に向上して

おり、視聴者とやりとりしながら発表を進めるグループもあった。

　最優秀賞、優秀賞を獲得したグループは、研究段階から最も主体的に活動したグループでもある。 フ

ィールドワーク先を決定する際、調査を断られても別の対象を見つけていた。プレゼンテーションスライド

の作成・準備も、他のグループに先駆けて完成していた。各グループとも問題を解決する糸口は見えてき

ているが、「提案」や「発信」が先行しないよう、論文作成へと活動のモード変換を促してゆきたい。

発表順 グループナンバー

① Gr-No.３
② Gr-No.２ フォニオがもつ可能性  ～アフリカの飢餓解決を目指して～

③ Gr-No.５ 農家の経営を拡大する  ～秋田の新しい連携六次産業～

④ Gr-No.１  食に対する意識改革   ～家庭からの食品ロス削減のために～

⑤ Gr-No.７  『精密農業』で作物の収量を上げる

⑥ Gr-No.４ 学校給食におけるジビエの活用

⑦ Gr-No.６  “All秋田”の日本酒で秋田とヨーロッパの国々をつなぐ

1. 回答された方と本校生徒との関係をおしえてください。
①保護者・家族 ②来賓 ③SGH指導者 ④県内高校 ⑤南高校教職員

2．生徒たちの発表内容はいかがでしたか。
①大変良かった ②良かった ③普通 ④あまり良くなかった

3．発表の仕方（プレゼンテーション）はいかがでしたか。
①大変良かった ②良かった ③普通 ④あまり良くなかった

4. 3「発表の仕方」に関して、具体的なご感想があれば、ご記入ください。

国際探究Ⅱ「公開成果発表会　アンケート結果」　　(回答数55)

③Gr-No.５のセンスが光った。

・動画を取り入れるなど色々工夫が見られレベルアップを感じます。

・普段の頑張りが発表に表れている。

・質の高いプレゼンで興味深く拝見しました。

・パワーポイント、英語力のいずれも努力したということがよくわかる発表でした。

・客席によびかける感じで積極的な印象で好意を持ちました。

・良い題材で、練習次第でもっとよく伝えることができそうな発表もあった。もう少し時間をかけられ

たらさらに素晴らしい発表になりそう。

・特に発音がよく、分かりやすい英語と感じた。

・英語が上手な生徒が多く感動しました。

・スライドの使い方が非常に上手。特に⑦Gr-No.6。２階席から見ていたが、鮮明でとても聞き取りや

すかった。

・聴衆への挙手で答える質問を入れている班が複数あり、工夫を感じた。④Gr-No.１は主婦の胸に突き

刺さる内容で、知識としては既知のものでも、興味深く聞くことができた。プレゼン資料のスライドは

・子どもたちのがんばりが伝わってきました。この経験は宝物ですね。子どもも、大変だけど楽しく充

実していると話していました。

・問いかけながらの発表をしているのが良かったと思います。

・プレゼンだけでなく、質疑応答も良かった。問題提起に対して反応よく答えていたと思う。研究とし

ても質が高く、今後の発展に期待したい。英語力も高かったと思います。

・堂々と大きな声で発表していたので大変聞きやすかった。このような機会をもっと増やしてほしい。

・感動しました。ご指導ありがとうございました。

・審査基準が少し変わると、順位も大きく変わりそうなくらいそれぞれの発表に持ち味があったと思

う。自信をもって発表する姿に心動かされた。

・まだ発表慣れをしていない場面がありましたが、場数が増えるとより強いインパクトを与える発表が

できるようになると思います。

・プレゼンをやるたびに改良も進み、生徒の成長が大いに感じられた。

・科学的根拠が弱いように感じた。英語での発表は本当に素晴らしかったです。

・身ぶりをまじえたり、声に強弱がついていたりして、工夫がみられる発表でした。大変立派でした。

テーマ
巻き起こせ！地中海食ブーム ～食と健康の再考～
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5. 特に印象に残った発表を三つ、良かった順に選んでください。

1番目

6. 改善すべき点やお気づきの点がありましたら、ご記入ください。

・考察について、やや不足の感がありました。

・全チームの発表が英語なのは挑戦的で良い。日本語説明のスクリーンが併設されたのもよかった。1
年生には「英語が聞き取れない」という声もあり、もう少し日本語の補助があってもいいと思った。

・表現力を鍛えて準備してきたのが肌で感じられる発表だったと思います。

・英語が上手な生徒が多くいてびっくりしました。とても素晴らしい発表でした。

・それぞれの発表を大変興味深く聞かせていただきました。英語をツールとして使いこなし、自分たち
の研究をプレゼンしており、素晴らしかったと思います。ありがとうございました。

・会場の秋田県民会館は広すぎたように思う（1839人収容）。秋田市文化会館（1188人収容）程度が妥
当かと思う。

・プロジェクターの投影が２階席では上部が幕に隠れて見えなかった。座る位置を変えたところ見えた
が、生徒に最良の発表をさせてやりたい。事前の確認で防げると思う。

・スライドでグラフなどを示すとき、出典を明示すること、また単位、年度等の基礎情報を示すことが
必要だと思います。

・資料に書かれていた評価基準に則り、日々指導されていることがよく伝わる研究発表でした。大変素
晴らしかったです。

・今後も継続してください。

・⑤Gr-No.７、成育状況に適した追肥などは人手で行っており、この研究で日本での収量増になるかは
不明。また米余りの日本で収量増が必要なのかも不明。海外で実施するにはコスト、教育、ドローンの
メンテナンス等課題が多い。⑥Gr-No.４、問題提起が「害獣」なら、給食で出すという提案とつながら
ない。被害を押さえたいのか食文化を提案したいのか猟友会の活性化を狙うのかをはっきりさせるとよ
い。　①Gr-No.３、オレイン酸の摂取で減らせる病気について、今の日本食では摂取量が不足している
のかが不明。また、キャノーラではだめなのか、なぜ地中海食でなければならないのか不明。これらの
不明な点を掘り下げて根拠きちんとして今後の発表に向けて研究を深めて欲しい。

・工学系を志望する生徒にとってもSGHが意義のあるものと感じさせる発表が欲しい。⑤Gr-No.７が頑
張ってくれてありがたい。

・生徒同士で質疑応答ができることはとても意味があることだと感じました。主張するだけでなくお互
いの意見を出し合って協議しようとする姿勢は今最も重要なことだと思いました。聞き手の存在がポイ
ントでした。プレゼン資料も力を入れて工夫した様子がうかがえました。

・進行も大変スムーズでした。休憩時間がもう少しあっても良いかと思います。

・発表者の交代がスムーズでない班もあった。グループ内のスピーチは早さをそろえたほうが聞きやす
い。質問に対して一言で答えられるのに時間をかけている班もあった。

・質問の内容が理解できず、答えになっていない返答が見られた。質問にある程度すぐに答えられるだ
けの準備が必要。

・準備段階で、発表グループは調査したいろいろな資料をもっているはずだ。質問する側の英語力では
それを引き出し切れていない。国探Ⅰの発表会のような充実した質疑にするために、発表以外のクラス
でも英語の質疑を練習させた方がよい。質問者に「ベスト質問者賞」を出すのも面白い。

・質問に対する反応が良かったグループが、好印象でした。

・プレゼンのタイマーは場内向けにもあると良い。

・１階にも保護者席を設けて欲しい。

・英語教育に力を入れているのが感じられた。

①Gr-No.３ ②Gr-No.２ ③Gr-No.５ ④Gr-No.１ ⑤Gr-No.７ ⑥Gr-No.４ ⑦Gr-No.６

2番目

①Gr-No.３ ②Gr-No.２ ③Gr-No.５ ④Gr-No.１ ⑤Gr-No.７ ⑥Gr-No.４ ⑦Gr-No.６

3番目

①Gr-No.３ ②Gr-No.２ ③Gr-No.５ ④Gr-No.１ ⑤Gr-No.７ ⑥Gr-No.４ ⑦Gr-No.６
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・質問の内容が理解できず、答えになっていない返答が見られた。質問にある程度すぐに答えられるだ
けの準備が必要。
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・質問に対する反応が良かったグループが、好印象でした。
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・１階にも保護者席を設けて欲しい。

・英語教育に力を入れているのが感じられた。

①Gr-No.３ ②Gr-No.２ ③Gr-No.５ ④Gr-No.１ ⑤Gr-No.７ ⑥Gr-No.４ ⑦Gr-No.６

2番目

①Gr-No.３ ②Gr-No.２ ③Gr-No.５ ④Gr-No.１ ⑤Gr-No.７ ⑥Gr-No.４ ⑦Gr-No.６

3番目

①Gr-No.３ ②Gr-No.２ ③Gr-No.５ ④Gr-No.１ ⑤Gr-No.７ ⑥Gr-No.４ ⑦Gr-No.６

国際探究Ⅱ「論文作成基礎講座」

【日時】 平成２９年１１月９日（木）６・７校時

【場所】 中等部体育館棟大教室

【対象】 ２年Ｃ組３８名

【講師】 秋田県立大学副学長 教授 吉 澤 結 子 氏

【目的】 SGHの探究活動について、口頭での発表をした後に、論文作成の基礎を学ぶ

【内容】 １．具体的な論文や研究を事例とした講義を聴講する。

２．グループ別に論文の構成について検討する。

【形態】 講義、グループ別活動（論文構成準備シート）

【生徒の活動評価】 活動観察・振り返りシート

【指導上のポイントと仕掛け】

・校内・公開成果発表会までの活動について振り返らせ、労った。

・論文構成準備シートを事前に配布し、執筆活動にむかいやすいようにした。

・執筆したデータを集約する時のパソコン使用方法について配慮した。

・実際の論文を提示して、図表の作成方法や図表タイトル、参考文献の表記方法について留意さ

せた。

【生徒の振り返りから】

・今まで論文を書いたことがなかったので、どのようにして作成するかイメージをもつことがで

きた。主張や証拠をつないで読者が納得してもらえるように書きたい。

・小説やエッセイ、報告書とは違い事実を重視していることがわかりました。

・プレゼンは短い時間で聞き手にインパクトがあるように伝えることが大切であったが、論文は

筋道を立てて、より具体的に作成することが大切であることがわかった。

・自分たちの主張や提案を論理的に述べること、図や表などを使って事実を組み合わせて自分た

ちの考えを加えること、読む人に「なるほど」と納得してもらえること。

・オリジナリティを大切にして、秋田県民や高校生という自分達らしさを活かす。

・たくさん書いて後で削る。書いたものを一晩以上おいてから冷静に見直す。

・分担して執筆する場合、主張を再確認する必要があることがわかった。これはプレゼン発表の

ときにできていなかったので、今後の活動で力を入れてゆきたい。

【事業を振り返って】

生徒にとって論文を執筆することは初めてである。また共同執筆であるため、役割分担や論文

全体の構成について配慮する必要がある。これまで国際探究Ⅱの時間に形成してきた財産を、い

かに有効に活用できるか、修正をしながら協働して執筆できるかが鍵となる。各グループともに、

「研究課題の設定・企画書」を作成した時期の成果やフィールドワークで収集した一次資料につ

いて、振り返りをさせる時間を増やしてほしいところである。
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４ 学習支援ツール（SNS機能）の活用

本校では年度途中より学習支援ツールClassiの導入を行った。家庭でのPC環境により、生徒グ

ループ内での活用には差異がみられるものの、今後はさらなる活用により探究活動の効率化が期

待できる。次年度では、夏季や冬季の休業中、休日等における担当教員、生徒相互の活用につい

て工夫することが求められている。

５ フィールドワーク

食品ロスについて探究しているグループでは、従来の聞き取り型のフィールドワークの手法を

変えて、アンケート調査を大規模に実施した。その結果、378名もの回答を得ることができた。

また知人・友人ネットワークを通じてメールで依頼した外国人へのアンケート調査では、32名か

国際探究Ⅱ「２年目の修正点と事後検証」

１ 指導体制

今年度の選択者は昨年度より少ない３８名であるが、９名の教員で担当した。国際探究Ⅱ研究

班班長が全体を統括し、１グループにつきほぼ一人の教員が担当してできるように配慮した。

担当教員の専門領域が大きく異なるため、生徒グループの探究が深化していく時期（研究推進

検討会Ⅱ）から、担当教員同士の打ち合わせの時間を設定した。また大学の先生が来校された時

には、指導時間の合間に高校教員との間で「指導のすりあわせ」を行った。さらにマニュアルが

形骸化しないよう配慮しながら、昨年同時期よりも早めに事業が展開ができるよう心掛けた。

２ 秋田県立大学教員との連携

秋田県立大学教員と昨年度の国際探究Ⅱ担当教員による連携指導懇談会の席上（３月２３日）

で、生徒が課題設定をするための貴重な知見を得ることができた。例えば、国際探究Ⅰで多くの

生徒が関わってきた「食品ロス」に関しては結論が見えている。そのため国際探究Ⅱでは、家庭

からの食品廃棄にテーマを絞り込み、フィールドワークをアンケート調査やその統計処理に特化

させたほうがよい。さらに４月６日に担当教員と学年主任、SGH主担当教員、副校長の計１２名

が秋田県立大学において打ち合わせを実施した。

秋田県立大学吉澤副学長を中心に、生徒が設定した課題と大学教員の専門領域とをマッチング

していただき、９名もの先生方に講師を依頼することができた。秋田県立大学の先生お一人につ

き５回程度来校して指導・助言をしていただいたほか、文献や資料等の照会やフィールドワーク

先の調整をしていただくなど、手厚いサポートを賜った。反省点として高校担当教員の側から大

学の先生方へ、メール等による定時的な連携をもっと密にする必要があったと感じている。

３ グループの編成

今年度は７グループで探究活動を行った。４月７日時点で生徒が興味・関心をもっているトピ

ックを集約し、秋田県立大学の教員と情報の共有化をはかった。そのため課題の設定や研究の方

向性について、秋田県立大学の教員から事前に助言をいただくことができた。また３年生との異

学年交流を実施して、上級生からのアドバイスをテーマ設定の参考にさせた。具体的なテーマを

設定してゆく場面では、担当教員の指示を待つことなくマインド・マップを作成しはじめるグル

ープが複数があった。今年度の生徒について、活動中の作業効率について観察し続けた結果から、

１グループあたりの構成員は４名前後が適当であったように思われる。
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向性について、秋田県立大学の教員から事前に助言をいただくことができた。また３年生との異

学年交流を実施して、上級生からのアドバイスをテーマ設定の参考にさせた。具体的なテーマを

設定してゆく場面では、担当教員の指示を待つことなくマインド・マップを作成しはじめるグル

ープが複数があった。今年度の生徒について、活動中の作業効率について観察し続けた結果から、

１グループあたりの構成員は４名前後が適当であったように思われる。

ら回答を得た。ジビエについて探究したグループは、自主的に「狩猟フォーラム」に参加してい

る。地中海食について探究したグループは、大学教員のネットワークにより他大学の教員への聞

き取り調査も行うことができた。フィールドワーク先から調査を断られても別の候補を探索して

行うグループもあった。自主性や主体性、積極性をもち、生徒の活動空間は確実に広がっている。

６ 公開成果発表会

１０月３１日、秋田県民会館を会場に開催した。昨年度と異なる点は、校内選考を経ずに７グ

ループが発表できたことである。英語科の担当教員３名のほかALT３名にも依頼し、指導を徹底

した。戦略的表現力講座でのプレゼンテーション指導と相まって、英語によるプレゼンテーショ

ン能力は昨年度よりも向上している。そのため高校１年生が質疑応答に加わるには難易度が高

かったと思われる。また担当教員のほとんどが、生徒の問題解決力育成をはかる手段のひとつと

して、日常的にパワーポンイトを使いながら授業をしていることも忘れてはならない。

審査による数値での序列化は、外部大会へ参加するための順位づけをするためのものとした。

そのため生徒個々の評価数値とは異なるものである。昨年度、最優秀賞を獲得したグループは、

グループ編成とテーマ設定に最も難渋している。今年度、上位入賞を果たしたグループに共通す

ることは、協働による「話し合い」の場の多さや「自主性」、「主体性」であったと考える。大

学教員や担当教員の指導・助言を待つことなく、活動が深化していた。グループ内での役割分担

もしっかりとなされており、フィールドワーク、プレゼンテーションの準備につながつている。

公開成果発表会は「国際探究Ⅱ」事業における柱の一つであり、「言語活動」や「表現力」の

観点から一定の成果を残したと考える。しかしながらフィールドワーク実施後の探究活動にもう

少し時間をとらせたかったと反省している。アンケートへの回答のなかに、「準備段階で、調査

したいろいろな資料をもっているはず」であり、「科学的根拠が弱い」という記載があった。こ

のご指摘については、テーマが決まりはじめた６月期にまで遡り、設定した課題について整理す

ること、フィールドワークで収集した一次資料をきちんと加工して図表化し、エビデンスを鮮明に

すること、と解釈することができる。昨年と同様に、能力の高い生徒ほど「提案」や「発信」が先

行する傾向が認められた。探究活動とプレゼンテーション能力の育成とのバランスについても考慮

してゆきたい。

７ 海外修学旅行

国際探究Ⅱ選択者３９名のうち２２名が、１１月にオーストラリア・シドニーへの修学旅行に

参加した。St.Brigid's Catholic Collegeでは、アフリカの飢餓問題、日本酒、日本文化につい

て３グループが臆することなく、堂々とプレゼンテーションを行っている。ランチタイム等でも

積極的に交流しようとする姿勢がみられた。

８ 外部発表会への参加

海外修学旅行における現地校との交流をはじめ、生徒は経験を積むことで確実に成長の跡がみ

られる。秋田県内でのSSH指定校との合同発表会やSGHフォーラムへの参加や秋田県農業試験場参

観デーなどの関係各機関からの要請にも応じて、外部での発表会に積極的に参加させた。

９ おわりに

ＳＧＨ甲子園2018英語発表部門の本選に出場できなかったことは、生徒・教員ともに衝撃で あ

った。このことについては、じっくりと時間をかけて検証する必要があろう。生徒が変容してい

く姿に楽しみを見いだす教員が増え、担当教員個々のスキルも向上してきている。秋田県立大学

の先生方・スタッフの方々、講師の先生方ならびにフィールドワークでお世話になった先生方、

アンケート調査に回答・協力いただいた方々、全ての皆様に紙面をお借りして御礼申し上げます。
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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 ４ ・今年度の活動の概要を ・課題設定能力、課題探究能力、
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）
・提案や実践の具体的方 ・課題設定能力、課題探究能力、
法を再検討する。 論理的思考力（振り返りシー

５ ト・活動観察）
・国際教養大の留学生と ・論理的思考力、プレゼン能力、
提案について英語で意 実践力（振り返りシート・活
見交換する。 動観察）

６ ６ ・実践発信活動で行うプ ・課題探究能力、論理的思考力、
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）

４ ・秋田市役所どを訪問し、 ・論理的思考力、プレゼン能力、
前 地域社会に提案を発信 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）

２ ・研究内容の見直しと研 ・課題設定能力、課題探究能力、
究論文の構成や執筆分 論理的思考力（振り返りシー

期 担を検討する。 ト・活動観察・論文構成検討
シート）

７ ・論文作成Ⅰ ２ ・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）

・国際意見交流 ２ ・ＹＦＵ留学生と提案に ・論理的思考力、プレゼン能力、
会Ⅱ ついて英語で意見交換 実践力（振り返りシート・活

する。 動観察）
・論文作成集中 ２ ・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）
８ ・論文作成Ⅱ ２ ・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。

９ ・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）
・研究論文完成 ２ ・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。

対象：昨年度、国際探究Ⅱを履修した生徒７３名

普通科は「コミュニケーション英語Ⅲ」、 英語科は「総合英語」から１単位減じて設定する。

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。

４

２

・ＧＩガイダン
ス

・研究内容再検
討

・国際意見交流
会Ⅰ

・実践発信活動
準備

・グローカルミ
ーティング

・論文構成検討
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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：特に優れている　　２：普通　　１：特に劣っている （配点３の場合）

～

～

～

～

～

総合所見

テーマ
評定

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。
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グローバル・イシュー「研究内容再検討」

【日時】 平成２９年４月２７日（木）６・７校時 「研究内容再検討Ⅰ」

平成２９年５月１１日（木）６・７校時 「研究内容再検討Ⅱ」

平成２９年５月１８日（木）６・７校時 「研究内容再検討Ⅲ」

【場所】 各コース教室（Ａ：物理講義室、Ｂ：３階学習室、Ｃ：３Ｄ教室、Ｄ：３Ｇ教室）

中等部コンピュータ室

【目的】 ・校外実践・発信活動に向けて、研究内容の再検討を行って改善を図る。

・国際探究Ⅱのテーマ設定活動を行っている２年生に対し、昨年度の経験を活かしてアドバイ

スをする（希望生徒、７グループ計１２名）。

【内容】 ・グループごとに、前時に作成した「研究実践発信計画書」を基に、コース担当教員から研究を

外部に発信する上での課題を明確にして、どう補強していくか検討する。

・２年生の各グループの話合いの場に参加し、適宜助言を行う（4/27のみ）。テーマ設定や研

究推進を進める上でのアドバイスをする。

【対象】 ３年Ｄ組・Ｇ組 計７３名

【指導上のポイントと仕掛け】

・「Ｇ・Ｉ通信 第2号」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

通しをもって研究内容の改善を進めるようにした。

・特に、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」、「昨年度と違い、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「○○を活用した食品レシピ」など、できるだけ具体的な、

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】

前回のガイダンスを受けて、生徒たちはワークシート「研究実践発信計画書」を作成しながら自主的に

話合いの機会を設けるなど主体的に研究の改善に取り組んでいる。多くのグループが、自分たちの研究

（発表）の足りないところ、矛盾しているところ、説得力のないところを抜き出し、その解決のための方策ま

で考えていた。また、提案時に聞いた意見を論文に活かしていきたいという意欲も増していた。

改善策を検討している中、研究内容を大幅に変更する決定をしたグループもあれば、内容を掘り下げ

るために追加のアンケート調査を行うことにしたグループもある。それぞれにより良いものにしたいという

意欲が感じられる。中には研究の改善に良い対処法が見いだせずに苦しむグループも出てきているが、

担当教員との話合いや、他のグループの話を参考にして、前向きな姿勢は見えている。市役所の実践・

発信活動が、今年度前半のひとつの大きなゴールとなると思われるが、その後の論文作成にもつながっ

て、良い形で研究を締めくくれるよう、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２９年４月２７日（木）６・７校時 「研究内容再検討Ⅰ」

平成２９年５月１１日（木）６・７校時 「研究内容再検討Ⅱ」

平成２９年５月１８日（木）６・７校時 「研究内容再検討Ⅲ」

【場所】 各コース教室（Ａ：物理講義室、Ｂ：３階学習室、Ｃ：３Ｄ教室、Ｄ：３Ｇ教室）

中等部コンピュータ室

【目的】 ・校外実践・発信活動に向けて、研究内容の再検討を行って改善を図る。

・国際探究Ⅱのテーマ設定活動を行っている２年生に対し、昨年度の経験を活かしてアドバイ

スをする（希望生徒、７グループ計１２名）。

【内容】 ・グループごとに、前時に作成した「研究実践発信計画書」を基に、コース担当教員から研究を

外部に発信する上での課題を明確にして、どう補強していくか検討する。

・２年生の各グループの話合いの場に参加し、適宜助言を行う（4/27のみ）。テーマ設定や研

究推進を進める上でのアドバイスをする。

【対象】 ３年Ｄ組・Ｇ組 計７３名

【指導上のポイントと仕掛け】

・「Ｇ・Ｉ通信 第2号」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

通しをもって研究内容の改善を進めるようにした。

・特に、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」、「昨年度と違い、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「○○を活用した食品レシピ」など、できるだけ具体的な、

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】

前回のガイダンスを受けて、生徒たちはワークシート「研究実践発信計画書」を作成しながら自主的に

話合いの機会を設けるなど主体的に研究の改善に取り組んでいる。多くのグループが、自分たちの研究

（発表）の足りないところ、矛盾しているところ、説得力のないところを抜き出し、その解決のための方策ま

で考えていた。また、提案時に聞いた意見を論文に活かしていきたいという意欲も増していた。

改善策を検討している中、研究内容を大幅に変更する決定をしたグループもあれば、内容を掘り下げ

るために追加のアンケート調査を行うことにしたグループもある。それぞれにより良いものにしたいという

意欲が感じられる。中には研究の改善に良い対処法が見いだせずに苦しむグループも出てきているが、

担当教員との話合いや、他のグループの話を参考にして、前向きな姿勢は見えている。市役所の実践・

発信活動が、今年度前半のひとつの大きなゴールとなると思われるが、その後の論文作成にもつながっ

て、良い形で研究を締めくくれるよう、支援していきたい。

【生徒の振り返りから】

後輩にアドバイス

グループで研究の方向性を話し合う

思考を視覚化して整理し、共有

昨年のデータを確認しつつ話合い

２年生とのディスカッション
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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２９年５月２５日（木）６・７校時 「実践・発信活動準備Ⅰ」

平成２９年６月 １日（木）６・７校時 「実践・発信活動準備Ⅱ」

平成２９年６月 ８日（木）６・７校時 「実践・発信活動準備Ⅲ」

平成２９年６月２２日（木）６・７校時 「実践・発信活動準備Ⅳ」

【場所】 各コース教室（Ａ：物理講義室、Ｂ：３階学習室、Ｃ：３Ｄ教室、Ｄ：３Ｇ教室）

中等部コンピュータ室（プレゼン作成・インターネット調査）、１階学習室（プレゼンリハーサル）

【目的】 ・校外実践発信活動に向けて、プレゼンや意見交換の準備を進める。

【内容】 ・絵コンテを作成し、スライド全体の構成を考える。（5/25）

・絵コンテをもとにスライドと発表原稿を作成する。（6/1）

・スライドと発表原稿を完成させ、プレゼンのリハーサルを行う。（6/8、22）

・学校祭でもステージ発表を行うグループは、並行してその準備も行う。（6/8、22）

【対象】 ３年Ｄ組・Ｇ組 計７３名

【指導上のポイントと仕掛け】

・「Ｇ・Ｉ通信 第３号」を配付し、各コースで読み合わせを行って今後のスケジュールや秋田市役所での

活動の詳細を確認し、見通しをもちながら作業を進められるようにした。

・「スライド絵コンテシート」を各グループで作成させ、プレゼン全体の構成を考えてからスライド作成に

入るようにした。

・プレゼンのリハーサルを行うグループのためにコンピュータ室の隣の教室を開放し、自由に使用でき

るようにした。

・6/22は、当初は次の「論文構成検討」の予定であったが、秋田市役所での実践・発信活動「グローカ

ル・ミーティングin秋田市役所」の準備がまだ整っていないグループも多かったため、「実践・発信活

動準備」をもう１時間追加して行った。

・学校祭のステージ発表を行う予定のグループは、並行してその準備も進めるよう指示した。

【事業を振り返って】

今年度のもっとも大きなイベントとなるのが、7/6に予定している秋田市役所での校外実践・発信活動

である。市職員に研究内容を伝え、意見交換を通じて研究のブラッシュアップを図り、論文作成に行かす

もので、「グローカル・ミーティングin秋田市役所」と名称を定めた。この活動に向けた準備の期間であっ

たが、当初３回を予定していたが、生徒の進捗状況を鑑みて、１回分追加した。

生徒たちは、自分たちの研究内容をしっかりと伝えたいという思いをもって意欲的に活動している。グ

ループによっては追加のアンケート調査やフィールドワーク調査も計画している。しかし、解決策や提案

を具体的に示していくうえで、根拠が不足していたり、説得力に欠けていたりするグループも少なからず

あり、担当教員も指導に時間がかかっている。時期的にも、運動部の生徒は全県総体と重なる時期で、さ

らに定期考査やこのあとは学校祭もあり、かなりタイトなスケジュールとなっている。生徒たちはこれまでの

経験を活かし、厳しい状況でも頑張っているが、できるだけ無理のない計画となるよう、今後検討したい。
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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２９年５月２５日（木）６・７校時 「実践・発信活動準備Ⅰ」

平成２９年６月 １日（木）６・７校時 「実践・発信活動準備Ⅱ」

平成２９年６月 ８日（木）６・７校時 「実践・発信活動準備Ⅲ」

平成２９年６月２２日（木）６・７校時 「実践・発信活動準備Ⅳ」

【場所】 各コース教室（Ａ：物理講義室、Ｂ：３階学習室、Ｃ：３Ｄ教室、Ｄ：３Ｇ教室）

中等部コンピュータ室（プレゼン作成・インターネット調査）、１階学習室（プレゼンリハーサル）

【目的】 ・校外実践発信活動に向けて、プレゼンや意見交換の準備を進める。

【内容】 ・絵コンテを作成し、スライド全体の構成を考える。（5/25）

・絵コンテをもとにスライドと発表原稿を作成する。（6/1）

・スライドと発表原稿を完成させ、プレゼンのリハーサルを行う。（6/8、22）

・学校祭でもステージ発表を行うグループは、並行してその準備も行う。（6/8、22）

【対象】 ３年Ｄ組・Ｇ組 計７３名

【指導上のポイントと仕掛け】

・「Ｇ・Ｉ通信 第３号」を配付し、各コースで読み合わせを行って今後のスケジュールや秋田市役所での

活動の詳細を確認し、見通しをもちながら作業を進められるようにした。

・「スライド絵コンテシート」を各グループで作成させ、プレゼン全体の構成を考えてからスライド作成に

入るようにした。

・プレゼンのリハーサルを行うグループのためにコンピュータ室の隣の教室を開放し、自由に使用でき

るようにした。

・6/22は、当初は次の「論文構成検討」の予定であったが、秋田市役所での実践・発信活動「グローカ

ル・ミーティングin秋田市役所」の準備がまだ整っていないグループも多かったため、「実践・発信活

動準備」をもう１時間追加して行った。

・学校祭のステージ発表を行う予定のグループは、並行してその準備も進めるよう指示した。

【事業を振り返って】

今年度のもっとも大きなイベントとなるのが、7/6に予定している秋田市役所での校外実践・発信活動

である。市職員に研究内容を伝え、意見交換を通じて研究のブラッシュアップを図り、論文作成に行かす

もので、「グローカル・ミーティングin秋田市役所」と名称を定めた。この活動に向けた準備の期間であっ

たが、当初３回を予定していたが、生徒の進捗状況を鑑みて、１回分追加した。

生徒たちは、自分たちの研究内容をしっかりと伝えたいという思いをもって意欲的に活動している。グ

ループによっては追加のアンケート調査やフィールドワーク調査も計画している。しかし、解決策や提案

を具体的に示していくうえで、根拠が不足していたり、説得力に欠けていたりするグループも少なからず

あり、担当教員も指導に時間がかかっている。時期的にも、運動部の生徒は全県総体と重なる時期で、さ

らに定期考査やこのあとは学校祭もあり、かなりタイトなスケジュールとなっている。生徒たちはこれまでの

経験を活かし、厳しい状況でも頑張っているが、できるだけ無理のない計画となるよう、今後検討したい。

【生徒の振り返りから】

スライド作成作業

原稿を読みながら確認

提案プランを整理

教員からも適宜アドバイス

協働での作業

分担しての活動
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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２９年７月６日（木）４～７校時 １３：３０～１６：３０

１１：３０～ ３校時終了後、１階学習室にて昼食、学校出発

１３：２０ 市役所到着（５階第３委員会室に集合）

１３：３０～１４：１０ 全体会１（開会行事）

１４：１０～１４：２５ 移動・休憩

１４：２５～１５：１５ 分科会

１５：１５～１５：３０ 移動・休憩

１５：３０～１６：２０ 全体会２（閉会行事）

１６：３０ 市役所出発（現地解散）

【場所】 秋田市役所 ５階 第３委員会室（全体会・分科会）

５階 第２委員会室（分科会）、 ３階 ３－Ｄ会議室（分科会）

【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】 ・対象生徒全員が秋田市役所へ出向き、市職員への研究内容のプレゼンと意見交換を行う。

・全体会として開会行事で基調講演を実施する。

・８会場（各２班）に分かれて分科会を行い、初めに生徒から市職員数名に対して、５～１０分程

度のプレゼンを行って、自分たちで考えた食糧問題の解決策・提言について説明する。

・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。

【対象】 ３年Ｄ組・Ｇ組 計７３名 １６グループ

【指導上のポイントと仕掛け】

・秋田市企画調整課のご協力で、グループと市職員のマッチングをしていただいた。

・開会行事では秋田市の石井周悦副市長からご挨拶をいただいたほか、秋田市地域おこし協力隊の

石井宏典氏から英語を交えた基調講演をしていただき、この活動のねらいを確認した。

・当日は、３校時終了後、昼食を取って各自で会場集合となるため、経路に交通指導の教員を配置

し、交通の安全に配慮した。

・市職員へのプレゼンは、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、画面を

見せながら説明するスタイルとした。

・閉会行事において、各分科会の報告を行い、他グループの学びを全体で共有できるようにした。
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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２９年７月６日（木）４～７校時 １３：３０～１６：３０

１１：３０～ ３校時終了後、１階学習室にて昼食、学校出発

１３：２０ 市役所到着（５階第３委員会室に集合）

１３：３０～１４：１０ 全体会１（開会行事）

１４：１０～１４：２５ 移動・休憩

１４：２５～１５：１５ 分科会

１５：１５～１５：３０ 移動・休憩

１５：３０～１６：２０ 全体会２（閉会行事）

１６：３０ 市役所出発（現地解散）

【場所】 秋田市役所 ５階 第３委員会室（全体会・分科会）

５階 第２委員会室（分科会）、 ３階 ３－Ｄ会議室（分科会）

【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】 ・対象生徒全員が秋田市役所へ出向き、市職員への研究内容のプレゼンと意見交換を行う。

・全体会として開会行事で基調講演を実施する。

・８会場（各２班）に分かれて分科会を行い、初めに生徒から市職員数名に対して、５～１０分程

度のプレゼンを行って、自分たちで考えた食糧問題の解決策・提言について説明する。

・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。

【対象】 ３年Ｄ組・Ｇ組 計７３名 １６グループ

【指導上のポイントと仕掛け】

・秋田市企画調整課のご協力で、グループと市職員のマッチングをしていただいた。

・開会行事では秋田市の石井周悦副市長からご挨拶をいただいたほか、秋田市地域おこし協力隊の

石井宏典氏から英語を交えた基調講演をしていただき、この活動のねらいを確認した。

・当日は、３校時終了後、昼食を取って各自で会場集合となるため、経路に交通指導の教員を配置

し、交通の安全に配慮した。

・市職員へのプレゼンは、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、画面を

見せながら説明するスタイルとした。

・閉会行事において、各分科会の報告を行い、他グループの学びを全体で共有できるようにした。

【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、本校の国際探究の活動としては初めての試みであった。準備ま

でには相当戸惑いや苦労もあったが、生徒たちは、本校３年生ＳＧＨ活動の代表という自覚をもって、熱

心に準備・発表に取り組んでいた。

そして、市役所の方々も生徒の研究テーマについて事前によく調べてくださっており、質問や参考資

料の提示、問題点の指摘など、真剣に取り組んでくださった。このような形で社会人の方々に生徒の話を

聞いてもらい、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。

秋田市役所の皆様には、お忙しい中このような貴重な機会を与えていただき、また、開催・運営にあた

って全面的にご協力をいただきました。心より感謝申し上げます。この学びで得たものを、さらに発展さ

せ、研究成果としてはこのあとの研究論文にしっかりと活かしてまいります。

【生徒の振り返りから】

大勢の市職員の方への発表石井宏典氏の基調講演
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伝え方を工夫して 自分たちの提案を説明

市職員の方からも貴重な助言をいただいた 閉会行事で振り返りを共有
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伝え方を工夫して 自分たちの提案を説明

市職員の方からも貴重な助言をいただいた 閉会行事で振り返りを共有

グローバル・イシュー「論文集中指導Ⅰ」

【日時】 平成２９年７月１３日（木）６・７校時

【場所】 各コース教室（Ａ：物理講義室、Ｂ：３階学習室、Ｃ：３Ｄ教室、Ｄ：３Ｇ教室）

中等部コンピュータ室（プレゼン発表準備・英語化作業）

【目的】 ・「研究論文構成シート」をもとに、担当教員から指導を受け、論文の構成を作り上げる。

・次週「国際意見交流会」の英語発表・意見交換の準備をする。

【内容】 ・各グループ５０分間ずつ、担当教員との話合いの場を設け、論文の構成について、具体的な

指導を行う。

・指導を受けていない時間に、次週の英語発表に向けて、スクリプトやプレゼンスライドの用意

をする。

【対象】 ３年Ｄ組・Ｇ組 計７３名

【指導上のポイントと仕掛け】

・担当教員には、事前に「研究論文構成シート」を読んで、指導の必要な箇所に赤ペンを入れるなど、

チェックしておくように指示した。

・そのうえで、「研究論文構成シート」をグループの人数分コピーして配付し、生徒が改善点をメモしな

がら指導を受けることができるようにした。

・指導担当教員にとっても、どのような観点で指導すれば良いか示すため、事前に「研究論文構成シ

ート」の指導例を作成して担当教員の先生方に配布した。

・集中指導の場所は各コースで使用しているいつもの教室とし、２組のグループが同室で指導を受け

ることとして、指導する担当教員も他グループの様子も見て参考にしながら進められるように配慮し

た。

・英語発表・交流については、準備期間が非常に短いため、口頭発表と質疑応答・意見交換を英語で

行うこととし、スライドは日本語のままでも可とした。ただし、意欲があるグループはスライドも英語化し

てもかまわないものとした。

【事業を振り返って】

論文作成の指導と、次週の国際交流意見交換会の準備を前半・後半に分けて進めることになった。こ

れまで同様、２つの活動を並行して進めることはやはり難しい部分がある。活動内容を精選し、適切な活

動時間を確保した上で進めることが重要である。しかし、そうした中でも生徒たちは、それぞれの活動の

意義をしっかりとくみ取り、最後の仕上げに向けて気持ちを新たに活動してくれていたと思う。

また、そうした忙しい中であったが、集中指導を行うことによって、漫然と進みがちな論文作成活動を、

作業の目途をつけながら進めることができた、よい機会となったのではないかと思う。今回の指導を受け

て、根拠となるデータが不足しているグループや、論理の不備が見られたグループなどがあったので、夏

休みを生かしてしっかりと補強してきてもらいたい。ただし受験を控えた３年生であることを考えると、あま

り負荷もかけられない。グループ内でうまく役割分担できるよう工夫させたい。
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【生徒の振り返りから】

みっちりと指導を受ける 先生の助言を基に再検討 さまざまな気付きをもらう

グローバル・イシュー

「実践・発信活動Ⅱ 国際意見交流会 in Super English Camp」

【日時】 平成２９年７月１５日（土） 10:00～14:00

【場所】 秋田県青少年交流センター・ユースパル 大研修室

【目的】 ・食糧問題に対して生徒が考案した具体的提案を、地域社会や海外に向けて発信・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。

・外国人や他校生徒などとの英語での発信活動や意見交換を通して、英語コミュニケーション

力のさらなる伸長を図る。

【内容】 ・英語に関心の高い高校生が参加するスーパー・イングリッシュ・キャンプ（秋田県教育委員会

主催）の一部に参加させていただき、参加者らと英語で交流する。

・キャンプのプログラムのひとつとして、工学院大学附属中学校教頭 高橋一也氏の英語講演

に参加する。

・キャンプ指導陣として参加しているネイティブスピーカーであるＡＬＴや留学生と、キャンプ参

加者である高校生を対象に、プレゼン（英語）を行い、自分たちの研究内容を発表する。

・発表後、英語で質疑応答・意見交換を行って、研究の実現性や課題点等について検討す

る。

・発表活動は、７月末にシンガポール国立大学で行われる国際大会の口頭発表のリハーサル

を兼ねるものとする。

【対象】 Ｂ１グループ（３Ｄ 生徒４名）

南條 佑佳、 荒木関 輝、 小林 涼花、 佐々木 彩乃

※昨年度「ＳＧＨ甲子園」口頭発表（英語）部門に出場し、最優秀賞を受賞した。今年度、グ

ローバル・リンク・シンガポール2017のグローバル・イシュー部門に招待され、英語で研究

発表を行う。

【引率】 ３年部 教諭 浅利 宏（グループ指導担当）

３年部 教諭 關 友明（学年指導担当）

【指導上のポイントと仕掛け】

・昼食や休み時間等も、キャンプ参加者や指導陣と一緒に過ごさせてもらい、英語でのコミュニケーシ

ョンの時間をできるだけ多く取れるよう配慮した。

・発表・質疑応答の様子はビデオで録画し、記録した。

・活動終了後すぐに、担当教員を含めてミーティングを行い、発表について課題点の洗い出し、修正

の方法等について話し合った。

・主催の秋田県教育委員会のご厚意で、参加した外国人の方々から、当日の時間帯だけでは話しき

れなかった意見等について、後日、コメントをまとめてもらい、ペーパーにして生徒と共有し、発表内

容の改善に生かすようにした。
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【生徒の振り返りから】

みっちりと指導を受ける 先生の助言を基に再検討 さまざまな気付きをもらう

グローバル・イシュー

「実践・発信活動Ⅱ 国際意見交流会 in Super English Camp」

【日時】 平成２９年７月１５日（土） 10:00～14:00

【場所】 秋田県青少年交流センター・ユースパル 大研修室

【目的】 ・食糧問題に対して生徒が考案した具体的提案を、地域社会や海外に向けて発信・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。

・外国人や他校生徒などとの英語での発信活動や意見交換を通して、英語コミュニケーション

力のさらなる伸長を図る。

【内容】 ・英語に関心の高い高校生が参加するスーパー・イングリッシュ・キャンプ（秋田県教育委員会

主催）の一部に参加させていただき、参加者らと英語で交流する。

・キャンプのプログラムのひとつとして、工学院大学附属中学校教頭 高橋一也氏の英語講演

に参加する。

・キャンプ指導陣として参加しているネイティブスピーカーであるＡＬＴや留学生と、キャンプ参

加者である高校生を対象に、プレゼン（英語）を行い、自分たちの研究内容を発表する。

・発表後、英語で質疑応答・意見交換を行って、研究の実現性や課題点等について検討す

る。

・発表活動は、７月末にシンガポール国立大学で行われる国際大会の口頭発表のリハーサル

を兼ねるものとする。

【対象】 Ｂ１グループ（３Ｄ 生徒４名）

南條 佑佳、 荒木関 輝、 小林 涼花、 佐々木 彩乃

※昨年度「ＳＧＨ甲子園」口頭発表（英語）部門に出場し、最優秀賞を受賞した。今年度、グ

ローバル・リンク・シンガポール2017のグローバル・イシュー部門に招待され、英語で研究

発表を行う。

【引率】 ３年部 教諭 浅利 宏（グループ指導担当）

３年部 教諭 關 友明（学年指導担当）

【指導上のポイントと仕掛け】

・昼食や休み時間等も、キャンプ参加者や指導陣と一緒に過ごさせてもらい、英語でのコミュニケーシ

ョンの時間をできるだけ多く取れるよう配慮した。

・発表・質疑応答の様子はビデオで録画し、記録した。

・活動終了後すぐに、担当教員を含めてミーティングを行い、発表について課題点の洗い出し、修正

の方法等について話し合った。

・主催の秋田県教育委員会のご厚意で、参加した外国人の方々から、当日の時間帯だけでは話しき

れなかった意見等について、後日、コメントをまとめてもらい、ペーパーにして生徒と共有し、発表内

容の改善に生かすようにした。
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【事業を振り返って】

今回は１グループのみの参加だったが、英語に熱心に取り組んでいる高校生やネイティブの方々との

英語での意見交流の場として、また国際大会に向けた直前リハーサルとしても非常にありがたい機会で

あった。

今回参加したグループの研究テーマは、アメリカの肥満問題に日本の食育を用いてアプローチすると

いうものであったが、本校ＡＬＴ以外のアメリカ人に直接発表を行って、意見交換したのは初めてであっ

た。

アメリカ人参加者からは様々な意見を頂戴した。アメリカでもすでに食育は行われている、もっと広くデ

ータを取るべき等々、反響は大きかった。肥満問題というややセンシティブなテーマだけに、ある程度は

予想していたものの、自分たちの伝えたいことが十分に伝わらないことに、生徒たちは少なからずショック

を受けていた。

しかし、生徒たちはその意見を前向きに捉え、自分たちの主張や提案がより分かってもらえるよう、英

語表現や伝え方を再検討し、すぐに発表原稿の見直しに向かっていた。外国人という自分と異なる背景

を持った人たちに異なる言語を用いてコミュニケーションすることの難しさを痛感しながらも、課題点を明

確にして改善を図る姿を頼もしく感じ、これまでのＳＧＨ活動の成果を実感する思いであった。

英語での発表 ネイティブの方との意見交換は充実したものに

高橋先生の講演は参加型 キャンプ参加者の皆さんと

− 70 −



【事業を振り返って】

今回は１グループのみの参加だったが、英語に熱心に取り組んでいる高校生やネイティブの方々との

英語での意見交流の場として、また国際大会に向けた直前リハーサルとしても非常にありがたい機会で

あった。

今回参加したグループの研究テーマは、アメリカの肥満問題に日本の食育を用いてアプローチすると

いうものであったが、本校ＡＬＴ以外のアメリカ人に直接発表を行って、意見交換したのは初めてであっ

た。

アメリカ人参加者からは様々な意見を頂戴した。アメリカでもすでに食育は行われている、もっと広くデ

ータを取るべき等々、反響は大きかった。肥満問題というややセンシティブなテーマだけに、ある程度は

予想していたものの、自分たちの伝えたいことが十分に伝わらないことに、生徒たちは少なからずショック

を受けていた。

しかし、生徒たちはその意見を前向きに捉え、自分たちの主張や提案がより分かってもらえるよう、英

語表現や伝え方を再検討し、すぐに発表原稿の見直しに向かっていた。外国人という自分と異なる背景

を持った人たちに異なる言語を用いてコミュニケーションすることの難しさを痛感しながらも、課題点を明

確にして改善を図る姿を頼もしく感じ、これまでのＳＧＨ活動の成果を実感する思いであった。

英語での発表 ネイティブの方との意見交換は充実したものに

高橋先生の講演は参加型 キャンプ参加者の皆さんと

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２９年７月20日（木） ７校時

【場所】 第１会場 中等部体育館棟大教室 （Ａ１～Ａ２、Ｂ２～Ｂ４班）

第２会場 中等部体育館棟選択教室６ （Ｃ１～Ｃ４、Ａ３班）

第３会場 会議室 （Ｄ１～Ｄ４、Ａ４班）

【目的】 ・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。

・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小グループでの意見交換を通して、異なる視点や多様な

考え方に触れ、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】 参加生徒 ３年Ｄ・Ｇ組 計６９名（グローバル・イシュー選択履修生徒１５グループ）

ＹＦＵ留学生 ６名（アメリカ人短期留学生５名、スイス人留学生１名）

【指導上のポイントと仕掛け】

・６校時は準備の時間とし、７校時に留学生との意見交換を行う。

・３会場を設定し、それぞれ留学生２名ずつを配置する。

・６校時終了後、各会場の代表生徒が各教室まで留学生を迎えに行く。

・５グループが順番に、英語で研究内容を伝えたのち、質疑応答・意見交換する（各10分）。

・各会場の進行は、担当教員（英語科）が英語で行う。

・最後に留学生から全体への感想を述べてもらう。

【事業を振り返って】

グループに分かれて留学生に研究内容のプレゼンテーションを行った。発表の仕方は各班に任せら

れていたが、分かりやすく伝えられるようにスライドを見せたり、印刷したものを配付したりと工夫して発表

していた。留学生も興味関心をもって聞き、質問も積極的に行っていた。英語で伝える難しさ、質問に対

する的確な答え方などを感じていたようだったが、総じて生徒は堂々と意見を述べることができていた。

鋭い視点に驚く場面も見られたが、論文発表に向けてよい経験になったと思う。

各グループとも英語で一生懸命説明していたが、専門用語を多用しなければいけない発表は留学生

にとっても理解しづらかったようで、なかなか意見が出てこない場面もあった。しかし、一般的な食糧問題

の提案に関しては、留学生も真剣に質問するなど一生懸命取り組んでくれていた。活動終了後、プレゼ

ンテーション全体について意見を求めたところ、問題についての説明は豊富であったが、解決策へたどり

着いた過程の説明が薄く、そこを厚くした方が提案に説得力が増すというアドバイスをもらった。

全体を通して、事前準備の時間が十分に取れず、生徒にとっては、英語での対話の力に加えて、対

応力も問われることになった。次年度は、他の活動とのスケジュール調整が必要である。
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【生徒の振り返りから】

近い距離での発表とディスカッション 新たな視点に気付かされることも
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【生徒の振り返りから】

近い距離での発表とディスカッション 新たな視点に気付かされることも

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２９年８月１０日（木） １３：３０～１６：0０ ※長期休業中

【場所】 全体会：中等部体育館棟 大教室

分科会：中等部体育館棟 大教室（Ａ２・Ｃ２）、選択教室２（Ｃ３）、選択教室３（Ｃ４）

講師控室：校長室、選択教室１

【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実現性や課題点などについて検討し、グローバルと

ローカルの両方の視点からの助言をもとに新たな知見を得て、研究のまとめとする。

・さらにこの活動を通して地域社会への研究成果の還元実践をめざすものとする。

【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

のプレゼンと意見交換を行う。

・全体会として開会行事を行い、活動のねらいを確認する。

・その後、分科会形式で４会場に分かれ、外部講師と意見交換を行う（１時間程度）。

・分科会では、初めに生徒のグループがＰＣを用いて５～１０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・提言について説明する。

・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。

【対象】 グローバル・イシュー選択履修生徒 ３ＤＧ 計７３名（４コース計１６班）のうち、

４グループ １２名 （Ａ２班・Ｃ２班・Ｃ３班・Ｃ４班）

【講師】

ジェトロ秋田 所長 大山 明裕 氏

県内企業経営者 １０名

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、 Share Village Project 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 （Share Village Project 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、 Share Village Project メンバー）

山形 健二 氏 （まめだんしプロジェクト 主宰）

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）
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【日程詳細】

１３：００ 講師来校（校長室）、打ち合わせ（選択教室１）

１３：２０ 生徒集合（大教室）

１３：３０～１３：５０ 全体会１（開会行事）

開会挨拶 秋田南高校 校長 佐藤 利正

講師挨拶・講師紹介 株式会社こめたび代表 首藤 郷 氏

１３：５０～１４：００ 移動

１４：００～１４：４０ 分科会

４会場にて、班ごとに研究内容提示・意見交換

１４：４０～１４：５０ 移動

（講師は選択教室１にて休憩）

１４：５０～１５：００ 分科会報告に向けて各グループでまとめ（大教室）

１５：００～１５：４５ 全体会２（閉会行事）

分科会報告（各３～４分程度）

講師からのコメント

閉会挨拶 秋田南高校 副校長 佐藤 智和

１６：００ 終了

【指導上のポイントと仕掛け】

・実施にあたって、ジェトロ秋田の大山明裕所長より（株）こめたび代表の首藤 郷氏をコーディネータ

ーとしてご紹介いただき、首藤氏の知己の企業家の方々を講師としてお招きした。

・夏季休業中の実施でもあり、日程調整の都合上、生徒の参加は希望制とした。大学のオープンキャ

ンパスの都合もあるため、グループ全員そろっての参加でなくてもかまわないこととし、夏季補習時に

生徒に詳細を説明して参加グループを募集した。

・グループの人数が集まらない場合、参観・交流を目的とした個人での参加も認めることとした（結果的

には個人で参加した生徒はいなかった）。

・講師の方々にはネームプレートを作成して配付した。生徒にはラベルシールとサインペンを使って名

札を作成させ、講師の方と交流しやすくなる雰囲気作りに努めた。

・分科会の進行や会場設営などは、各グループとも生徒たち自身が行うこととして、できるだけ生徒の

自主的な活動となるようにした。進行の仕方については、簡単な要項を作成して配付した。

・分科会会場は、できるだけ１グループ１部屋になるようにした（市役所で実施した際に、複数グループ

が同じ部屋にいた際に隣の声が気になっていたため）。ただし、大教室についてはかなりの広さがあ

るため、前後に分割して２グループを配置した。

・分科会でのプレゼンテーションは、人数や部屋の広さを考慮し、プロジェクターを使用することとした

（ホワイトボード等に投影）。

【事業を振り返って】

県内若手経営者の方々を外部講師にお招きし、４グ

ループを対象として意見交換を行った。夏季休業中の

開催であったが、オープンキャンパスなどで出席でき

ない生徒も多く、参加生徒は１２名にとどまった。

しかし、午後からの活動にも関わらず、朝から登校し

て発表のためのプレゼンを修正して臨むグループもあ

るなど、参加した生徒たちは非常に意欲的に活動して

いた。
研究内容の説明とディスカッション
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また、講師として来てくださった経営者の方々は１０名にも上った。いずれも今の秋田を各方面でリード

するトップランナーの方々で、高校生との意見交換にも積極的に、かつ楽しそうに関わってくださった。生

徒たちからは、意見交換を通して新しい視点やアイデアもいただくことができたようで、生徒の分科会報

告では、「今回の意見交換で新たな知識やアイデアをたくさんいただき、もっともっと研究したいことがで

きてきた。研究期間が残り１か月で終わってしまうのがもったいない」という声が出てきたのが印象的だっ

た。講師サイドからも「高校生の新しい発想に感心した」「新たな視点をもらうことができた」というコメントを

いただくことができた。

全体を振り返って、グローバルとローカルの両方の視点での話し合いを通して地域社会への発信、実

践力の育成という目的はある程度達成できたのではないかと感じている。地域の方々とのコラボレーショ

ンを通して、学校にいるだけではできない学びを得ることができたと思う。生徒にとっても、教員にとっても

貴重な体験であった。しかしながら参加生徒が少数に留まってしまったのは大きな反省点である。受験を

控えた３年生の活動であることを考えると、夏季休業中とはいえ、日程の調整に時間がかかってしまった

点が残念であった。今回残念ながら参加できなかった生徒も含め、この活動成果を周囲へどう還元して

いくかについても考えていきたい。

開会行事 分科会

講師の方々の熱心さに感激 講師陣は広く地域で活躍されている方々

新たな視点での助言をたくさんいただいた 研究以外にも大いに刺激をもらった1日に
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グローバル・イシュー「論文作成Ⅱ」

【日時】 平成２９年８月３１日（木）６・７校時

【場所】 各コース教室（Ａ：物理講義室、Ｂ：３階学習室、Ｃ：３Ｄ教室、Ｄ：３Ｇ教室）

中等部コンピュータ室

【目的】 ・夏休み中に分担して作成した論文原稿を持ち寄って、１本の論文の形にまとめる。

・グローカル・ミーティングや国際意見交流会で得た新たな知見を盛り込み、昨年度の研究内

容を補強する。

・論文全体を通して論旨・論理の一貫性を図り、文体や用語の統一、全体の構成・体裁の整理

などを行う。

・次週9/7「論文集中指導Ⅱ」に向けて、論文の下書きを完成させ、担当教員に提出する日程と

指導順を決める。

【内容】 ・コンピュータ室にて、各メンバーが作成した論文原稿ファイルを１本のファイルに結合し、印刷

する。

・グループごとに論文原稿の読み合わせを行い、修正箇所の洗い出しをする。

・全体を通して論旨や体裁が一貫したものになるよう、下書きを完成させる。

【対象】 ３年Ｄ組・Ｇ組 計７３名

【指導上のポイントと仕掛け】

・ＰＣは３０台しかないコンピュータ室の混雑を避けるため、事前にクラウド型情報共有ツール「Ｃｌａｓｓｉ」

上に各グループの共有フォルダを用意し、自宅でもメンバー同士で論文原稿ファイルのやりとりがで

きるように準備した。

・約３週間後となった論文提出締切までの日程を生徒に示し、見通しをもって作業を進められるように

した。

【事業を振り返って】

どのグループもチームワークよく作業と研究ができており、これまで以上に更に内容を深めた成果物と

なることが期待される。ただ、進捗状況については、グループによってまちまちで、本時の活動を終えて

も、予定の作業が終わらず、放課後も残って作業しているグループがたくさんあった。

その要因は、７～８月に実施した市役所などでの実践・発信活動である。これらの経験から新たな視点

や情報を得て、研究の内容に厚みが出てきており、新しいデータを盛り込むグループも多くなっている。

とはいえ、夏休みを経て、多くの生徒が精神的にも受験に向かう状況となってきているのも事実であ

る。ＳＧＨの活動としては充実している一方で、進路のことを考えると、できるだけ校時外の作業が多くな

らないようにしたいところだが、生徒たちには、これまでの研究の集大成となる論文をしっかりしたものとし

て完成させたいという思いが強いようで、受験とＳＧＨの両立に向けて懸命に取り組んでいる。このような

生徒の姿勢に触れ、次年度は、この意欲に十分に応えられるようなスケジュール編成を考える必要があ

ると強く感じた。
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グローバル・イシュー「論文作成Ⅱ」

【日時】 平成２９年８月３１日（木）６・７校時

【場所】 各コース教室（Ａ：物理講義室、Ｂ：３階学習室、Ｃ：３Ｄ教室、Ｄ：３Ｇ教室）

中等部コンピュータ室

【目的】 ・夏休み中に分担して作成した論文原稿を持ち寄って、１本の論文の形にまとめる。

・グローカル・ミーティングや国際意見交流会で得た新たな知見を盛り込み、昨年度の研究内

容を補強する。

・論文全体を通して論旨・論理の一貫性を図り、文体や用語の統一、全体の構成・体裁の整理

などを行う。

・次週9/7「論文集中指導Ⅱ」に向けて、論文の下書きを完成させ、担当教員に提出する日程と

指導順を決める。

【内容】 ・コンピュータ室にて、各メンバーが作成した論文原稿ファイルを１本のファイルに結合し、印刷

する。

・グループごとに論文原稿の読み合わせを行い、修正箇所の洗い出しをする。

・全体を通して論旨や体裁が一貫したものになるよう、下書きを完成させる。

【対象】 ３年Ｄ組・Ｇ組 計７３名

【指導上のポイントと仕掛け】

・ＰＣは３０台しかないコンピュータ室の混雑を避けるため、事前にクラウド型情報共有ツール「Ｃｌａｓｓｉ」

上に各グループの共有フォルダを用意し、自宅でもメンバー同士で論文原稿ファイルのやりとりがで

きるように準備した。

・約３週間後となった論文提出締切までの日程を生徒に示し、見通しをもって作業を進められるように

した。

【事業を振り返って】

どのグループもチームワークよく作業と研究ができており、これまで以上に更に内容を深めた成果物と

なることが期待される。ただ、進捗状況については、グループによってまちまちで、本時の活動を終えて

も、予定の作業が終わらず、放課後も残って作業しているグループがたくさんあった。

その要因は、７～８月に実施した市役所などでの実践・発信活動である。これらの経験から新たな視点

や情報を得て、研究の内容に厚みが出てきており、新しいデータを盛り込むグループも多くなっている。

とはいえ、夏休みを経て、多くの生徒が精神的にも受験に向かう状況となってきているのも事実であ

る。ＳＧＨの活動としては充実している一方で、進路のことを考えると、できるだけ校時外の作業が多くな

らないようにしたいところだが、生徒たちには、これまでの研究の集大成となる論文をしっかりしたものとし

て完成させたいという思いが強いようで、受験とＳＧＨの両立に向けて懸命に取り組んでいる。このような

生徒の姿勢に触れ、次年度は、この意欲に十分に応えられるようなスケジュール編成を考える必要があ

ると強く感じた。

【生徒の振り返りから】

コンピュータ室での作業

新たな知見を付け加える

原稿をチェック

互いに考えを述べ合う

完成まであと少し
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グローバル・イシュー「論文集中指導Ⅱ」

【日時】 平成２９年９月７日（木）６・７校時

【場所】 各コース教室（Ａ：物理講義室、Ｂ：３階学習室、Ｃ：３Ｄ教室、Ｄ：３Ｇ教室）

１階学習室（論文原稿執筆作業） ※中等部コンピュータ室からタブレットＰＣを搬入して使用。

【目的】 ・論文下書き全体について、担当教員からを指導を受け、修正箇所を明確化する。

【内容】 ・各グループ５０分間ずつ、担当教員と話し合いながら指導を受け、論文下書き全体について、

４つの観点について具体的な指導を受ける。

・指導を受けていない時間帯は、論文の修正作業を行う。

・B1グループは、６校時１年生の国際探究Ⅰ「テーマ別探究活動」にアドバイザーとして参加。

【対象】 ３年Ｄ組・Ｇ組 計７３名

【指導上のポイントと仕掛け】

・各グループとも、事前に下書きを担当教員に提出するよう伝え、担当教員が事前に下書きを読み込

んだ上で指導を受けられるようにした。

・指導の４観点について、「論文チェックポイント」というペーパーを作成して全員に配付した。

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。

・ペーパーの裏面には、論文の執筆要領も再度掲載し、論文の体裁を確認した。

・上記の各種資料は、事前にＰＤＦ化してＣｌａｓｓｉ上にもアップロードし、自宅でも確認できるようにした。

【事業を振り返って】

論文完成に向けて、どのグループもこれまで以上に熱意を持って真剣に取り組んでいた。一部、担当

者が出張等で不在のところもあったが、Ｃｌａｓｓｉも活用しながらグループ内でよく話し合い、自分たちで課

題点を見いだしながら進めていた（後日指導を受ける予定）。

今年度から指導担当となった教員は、昨年度の論文指導を経験していないため、これまでの指導でも

なかなか要領をつかめない部分もあったようだが、下書き全体を通して読むことで、具体的なポイントをつ

かみながら指導できていた。論文作成活動を通して、教員も生徒も成長していることを実感した。

チェックポイントを確認 グループで修正点を検討 細かな部分も指導を受ける
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グローバル・イシュー「論文集中指導Ⅱ」

【日時】 平成２９年９月７日（木）６・７校時

【場所】 各コース教室（Ａ：物理講義室、Ｂ：３階学習室、Ｃ：３Ｄ教室、Ｄ：３Ｇ教室）

１階学習室（論文原稿執筆作業） ※中等部コンピュータ室からタブレットＰＣを搬入して使用。

【目的】 ・論文下書き全体について、担当教員からを指導を受け、修正箇所を明確化する。

【内容】 ・各グループ５０分間ずつ、担当教員と話し合いながら指導を受け、論文下書き全体について、

４つの観点について具体的な指導を受ける。

・指導を受けていない時間帯は、論文の修正作業を行う。

・B1グループは、６校時１年生の国際探究Ⅰ「テーマ別探究活動」にアドバイザーとして参加。

【対象】 ３年Ｄ組・Ｇ組 計７３名

【指導上のポイントと仕掛け】

・各グループとも、事前に下書きを担当教員に提出するよう伝え、担当教員が事前に下書きを読み込

んだ上で指導を受けられるようにした。

・指導の４観点について、「論文チェックポイント」というペーパーを作成して全員に配付した。

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。

・ペーパーの裏面には、論文の執筆要領も再度掲載し、論文の体裁を確認した。

・上記の各種資料は、事前にＰＤＦ化してＣｌａｓｓｉ上にもアップロードし、自宅でも確認できるようにした。

【事業を振り返って】

論文完成に向けて、どのグループもこれまで以上に熱意を持って真剣に取り組んでいた。一部、担当

者が出張等で不在のところもあったが、Ｃｌａｓｓｉも活用しながらグループ内でよく話し合い、自分たちで課

題点を見いだしながら進めていた（後日指導を受ける予定）。

今年度から指導担当となった教員は、昨年度の論文指導を経験していないため、これまでの指導でも

なかなか要領をつかめない部分もあったようだが、下書き全体を通して読むことで、具体的なポイントをつ

かみながら指導できていた。論文作成活動を通して、教員も生徒も成長していることを実感した。

チェックポイントを確認 グループで修正点を検討 細かな部分も指導を受ける

【生徒の振り返りから】
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グローバル・イシュー「論文完成」

【日時】 平成２９年９月１４日（木） ７校時

【場所】 各コース教室（Ａ：物理講義室、Ｂ：３階学習室、Ｃ：３Ｄ教室、Ｄ：３Ｇ教室）

中等部コンピュータ室（論文修正作業）

【目的】 ・前回の集中指導をもとに論文を修正し、担当教員のチェックを受け論文を完成させる。

【内容】 ・修正した論文を担当教員に提出してチェックを受ける。不十分な点は再度修正する。

・担当教員が完成と認めたグループは、完成版の論文データを提出する。

【対象】 ３年Ｄ組・Ｇ組 計７３名

【指導上のポイントと仕掛け】

・論文の最終提出期限を9/19(火)16:30とし、印刷や修正等の作業を考慮して、Ｗｏｒｄデータでの提出

とした。提出は、Ｃｌａｓｓｉ上にて行うこととした。作業手順は「Ｇ・Ｉ通信」を発行して周知した。

・提出された完成版の評価については、担当教員が５つの観点について数値評価を行った。

①テーマ：どのような食糧問題の解決を図るのか、課題を明らかにして、適切にテーマを設定できている。【課題

設定能力】

②データ収集と分析：テーマに沿って必要な資料･データを収集し、その分析や解釈を適切に行って、課題の

解決策を導いている。【課題解決能力】

③論理性：論文全体を通して論旨が一貫しており、根拠をもって主張がなされている。【論理的思考力】

④論文構成：研究内容が一読して分かるよう適切な文章表現がなされており、章立て･引用･図版等、論文とし

ての体裁が整っている。【プレゼンテーション能力】

⑤有用性：新たな知見が盛り込まれていたり、示唆的な主張がなされていたりして、今後の発展を期待させるよ

うな有用性が見込める研究となっている。【実践力】

【事業を振り返って】

提出期限直前となり、各グループとも論文の最終調整や原稿の校正に、時間いっぱい取り組んでい

た。この研究論文は、課題研究活動の集大成となる。根拠のある文章になっているか、論理に破綻はな

いか、用いたデータは適切か、表現や構成に頭を悩ませながらも最後まで手を抜くことなく取り組む姿に

生徒の成長を実感する。世界の食糧問題の解決という研究テーマは、高校生にとって決して容易なもの

ではなく、研究内容や成果も満足いく出来とはいえないかもしれない。しかしこれまでの経験は、この先

の大学での学びや社会に出てからも、必ずや彼らを支えてくれると確信している。

何度も読み合わせて検討 いよいよ完成 どのグループも必死
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グローバル・イシュー「論文完成」

【日時】 平成２９年９月１４日（木） ７校時

【場所】 各コース教室（Ａ：物理講義室、Ｂ：３階学習室、Ｃ：３Ｄ教室、Ｄ：３Ｇ教室）

中等部コンピュータ室（論文修正作業）

【目的】 ・前回の集中指導をもとに論文を修正し、担当教員のチェックを受け論文を完成させる。

【内容】 ・修正した論文を担当教員に提出してチェックを受ける。不十分な点は再度修正する。

・担当教員が完成と認めたグループは、完成版の論文データを提出する。

【対象】 ３年Ｄ組・Ｇ組 計７３名

【指導上のポイントと仕掛け】

・論文の最終提出期限を9/19(火)16:30とし、印刷や修正等の作業を考慮して、Ｗｏｒｄデータでの提出

とした。提出は、Ｃｌａｓｓｉ上にて行うこととした。作業手順は「Ｇ・Ｉ通信」を発行して周知した。

・提出された完成版の評価については、担当教員が５つの観点について数値評価を行った。

①テーマ：どのような食糧問題の解決を図るのか、課題を明らかにして、適切にテーマを設定できている。【課題

設定能力】

②データ収集と分析：テーマに沿って必要な資料･データを収集し、その分析や解釈を適切に行って、課題の

解決策を導いている。【課題解決能力】

③論理性：論文全体を通して論旨が一貫しており、根拠をもって主張がなされている。【論理的思考力】

④論文構成：研究内容が一読して分かるよう適切な文章表現がなされており、章立て･引用･図版等、論文とし

ての体裁が整っている。【プレゼンテーション能力】

⑤有用性：新たな知見が盛り込まれていたり、示唆的な主張がなされていたりして、今後の発展を期待させるよ

うな有用性が見込める研究となっている。【実践力】

【事業を振り返って】

提出期限直前となり、各グループとも論文の最終調整や原稿の校正に、時間いっぱい取り組んでい

た。この研究論文は、課題研究活動の集大成となる。根拠のある文章になっているか、論理に破綻はな

いか、用いたデータは適切か、表現や構成に頭を悩ませながらも最後まで手を抜くことなく取り組む姿に

生徒の成長を実感する。世界の食糧問題の解決という研究テーマは、高校生にとって決して容易なもの

ではなく、研究内容や成果も満足いく出来とはいえないかもしれない。しかしこれまでの経験は、この先

の大学での学びや社会に出てからも、必ずや彼らを支えてくれると確信している。

何度も読み合わせて検討 いよいよ完成 どのグループも必死

グローバル・イシュー「ＳＧＨ活動の振り返り」

【日時】 平成２９年９月２１日（木）７校時

【場所】 地歴講義室

【目的】 ・アンケートを実施し、２年半の活動の総括と自己評価を行う。

・これまでの活動を振り返り、ＳＧＨの活動で自分にどういう力が付いたのか（あるいは付かなか

ったのか）、この先その力をどう生かし、伸ばしていけば良いかを考える。

【内容】 ・「Ｇ.Ｉ通信」を読み、グループでこれまでの活動を振り返る。

・アンケートに回答し、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。

・グループ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Ｄ組・Ｇ組 計７３名

【指導上のポイントと仕掛け】

・会場を地歴講義室として、座席表を掲示し、グループごとに座る形とした。グループの座席には、担

当教員の席も用意して、生徒と一緒に振り返りを行えるようにした。

・これまでの活動内容の振り返りは、グループで自由に話し合いながら行う形式とした。

・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て全員で視聴する形とした。

・活動の振り返りの記録として、アンケートを実施し、アンケートの記述内容の一部（自己評価欄）は、

数値評価の対象とした。

【事業を振り返って】

２年半にわたるＳＧＨの課題研究活動も最後の回となった。振り返りの際に流したスライドショーは、自

分たちの努力してきた姿や、そこで学んできたものを再確認してほしいという思いで急遽作成し、実施し

たものであった。また、生徒に充実した活動だった、楽しかったという気持ちや達成感を持ってこの活動

を終えてほしいという気持ちもあった。生徒たちは１年時からの活動風景を見て、懐かしがったり、笑い合

ったりしながらも、こちらの意図をくみ取って、その後のアンケートに真剣に取り組んでくれた。

生徒の記述したアンケートの回答は、記入欄いっぱいの長文ばかりで、ＳＧＨ活動を通して自らの成長

を感じていることや、この経験を今後に活かしていきたいということ、そして、教員やＳＧＨに対する感謝の

言葉が綴られていた。生徒自身が成長を実感できていることは、本事業の大きな成果である。指導にあ

たった教員から見ても、生徒の成長は著しいもので、本校ＳＧＨが目標としていた力が育っていることを確

信している。次は、この成果を下級生に伝えていく方策を確立していかねばならない。

活動終了後には、生徒たちから指導担当の教員たちへのサプライズとして、感謝のメッセージとプレゼ

ントがあった。温かい言葉に感激するとともに、ここまで頑張って付いてきてくれた生徒たちに対してもこ

ちらからも感謝の言葉を贈りたい。この事業を開始した頃には、このような驚きや感動をもらえる活動にな

るとは夢にも思わなかった。ＳＧＨ一期生として、生徒も教員も無我夢中で取り組み、ともに作り上げてき

た活動だったのだなと感じている。このような学びの機会をいただけたことに心から感謝する次第である。
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全体での振り返り スライドショーで２年半の活動を振り返る

グループでの振り返り アンケートの記入

前向きなことばが多く見られた 後輩へのアドバイスも忘れない

代表生徒から担当教員へ感謝のメッセージ 記念品の贈呈

課題研究活動「国際探究」 ３年間の総括

平成２７年４月、本校の課題研究活動はスタートした。この年の入学生はいわばＳＧＨ１期生ということ
になる。前年度にプレ活動を行っていたものの、本格的な課題研究は新たなチャレンジであり、教員も生
徒も一緒になって無我夢中で取り組んできた３年間であった。この３年間を振り返ってみたい。
１年生、４月のオリエンテーション合宿の国際探究ガイダンスから、課題研究は始まった。印象に残っ

ているのは、担当教員の「本校生徒の素晴らしさは質問力にある。講義や講演の際に積極的に手を挙
げ、質の高い質疑応答にしていってほしい」という言葉に、入学したばかりの生徒たちが頷きながらしっか
りと応えていたことである。実際、前半の教養講座・専門講座では、生徒たちは競い合って質問をしてい
た。その素直さと頑張る姿に、教員側も刺激を受けていったように思う。特に大きな行事は、秋に行ったフ
ィールドワークである。飛び込みで電話をかけ、訪問先を開拓するのは大変だったが、フィールドワーク
を担当した教員のリーダーシップのもと、生徒も他の教員も必死で準備し、当日も積極的に取り組んだと
思う。この活動を成功させたことは、学年全体の大きな自信になったといえる。また、メルボルンでの海外
フィールドワークも、飛行機のトラブルで出発が遅れるハプニングがあったものの、現地では生徒たちが
意欲的に活動し、充実した活動になった。その後の課題研究は、クラス担任・副担任が中心となって指導
する形となり、約１０グループを１～２名の教員で指導するのは難しい部分もあったが、生徒たちは一生
懸命取り組んだ。２月末の国際教養大学での成果発表交流会の発表は、内容的にはまだまだというグル
ープも多かったが、プレゼンテーションとしてどう伝えるかという点にこだわり、エネルギッシュに取り組む
姿が印象的であった。
２年生の国際探究Ⅱは、継続を選択したＤ組と、英語科Ｇ組の計７４名での活動となった。２つのＳＧＨ

クラスはそれぞれ個性的な集団で、課題研究にも熱心に取り組んだ。指導教員も４名と規模が小さくなっ
たものの、２年生からの活動はさらに生徒と一体感を持って活動してきた。教員も新しいプログラムをどう
構築していくか、アイディアを出し合い、楽しみながら進めてきた。教員たちの協働力も向上したといえ
る。大きなイベントは１０月の校内／公開成果発表会で、英語でのプレゼンテーションに生徒は一生懸命
チャレンジした。発表会直前の１週間は、各グループとも代表班を目指して切磋琢磨し合い、遅くまで残
って準備する生徒の姿には感動すら覚えた。そして、その熱意を引き出し、生徒と一緒になって頑張る
教員陣の姿に、この活動は間違いなく成功すると確信したことを覚えている。そして、発表会で最優秀賞
を取ったＢ１グループは、３月のＳＧＨ甲子園にも出場し、みごと全国最優秀賞の栄冠に輝いた。
３年次は、部活動も大詰めを迎え、またその後は大学受験に向けて受験勉強に切り替えなければなら

ないという状況で、生徒にとっては非常に忙しい活動であったと思う。そうした中でも、プライドを持って活
動に取り組んでくれていたことを嬉しく思う。９月の最後の活動では、生徒から拍手と感謝の言葉をもら
い、生徒も教員も涙を流して課題研究活動を終えた。
文部科学省によるＳＧＨ指定校の中間評価ではＡプラスに相当する上位から２つめの高評価をいただ

き、SGH全国高校生フォーラムにもディスカッションの代表生徒に招待されるなど、本校の課題研究は全
国的にも認められたと感じている。さらにグローバル・リンク・シンガポール2017に参加したＢ１グループは
最高賞を勝ち取り、国際舞台でも活躍を見せた。生徒・教員陣の努力に心から敬意を表したい。
ＳＧＨの課題研究を通して、教員の意識も変わってきていることを感じる。ＳＧＨの理念は、現在進めら

れている大学入試改革や教育改革の考え方に間違いなく合致している。活動に従事した生徒たちの成
長はそれを証明しており、教員もＳＧＨ的な要素を取り入れた授業改善に取り組んでいる。ＳＧＨを通し
て、学校全体が大きな変革の時期を迎えていることを実感している。
こうした成果を上げることができたのも、支えてくださった各連携機関の協力によるものである。秋田大

学には各種講座や授業改善の面で、国際教養大学には英語力向上や研究指導の面で多大なご支援を
いただいた。また秋田県立大学には研究テーマの設定から論文作成まで、研究活動を全面的にサポー
トしていただいた。また、プレゼンテーション指導に当たっては、ソフトアドバンス株式会社より多大なご支
援をいただいた。そのほかにも、各種講座やフィールドワーク、グローカル・ミーティングなど、実に数多く
の方々のご協力をいただいた。紙面を借りて感謝申し上げる次第である。
３年間の活動を終えて、多くの課題も見つかった。現在のプログラムでは日程的に生徒・教員ともに負

担感が大きく、活動の精選や日程調整が必要である。また、ＳＧＨ非選択生徒にもＳＧＨの効果をどう波
及させていくかも重要な改善点である。そして、２年後に迫った研究指定終了後に、課題研究をどう進め
ていくかについても考えていかなければならない。３年間で培った指導法とノウハウを継承、発展させつ
つ、これらの課題に取り組み、さらなる課題研究の発展を図っていきたい。
最後に、これまでの課題研究に全力で取り組んでくれた生徒・教員・連携機関に感謝申し上げ、総括

としたい。ありがとうございました。
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全体での振り返り スライドショーで２年半の活動を振り返る

グループでの振り返り アンケートの記入

前向きなことばが多く見られた 後輩へのアドバイスも忘れない

代表生徒から担当教員へ感謝のメッセージ 記念品の贈呈

課題研究活動「国際探究」 ３年間の総括

平成２７年４月、本校の課題研究活動はスタートした。この年の入学生はいわばＳＧＨ１期生ということ
になる。前年度にプレ活動を行っていたものの、本格的な課題研究は新たなチャレンジであり、教員も生
徒も一緒になって無我夢中で取り組んできた３年間であった。この３年間を振り返ってみたい。
１年生、４月のオリエンテーション合宿の国際探究ガイダンスから、課題研究は始まった。印象に残っ

ているのは、担当教員の「本校生徒の素晴らしさは質問力にある。講義や講演の際に積極的に手を挙
げ、質の高い質疑応答にしていってほしい」という言葉に、入学したばかりの生徒たちが頷きながらしっか
りと応えていたことである。実際、前半の教養講座・専門講座では、生徒たちは競い合って質問をしてい
た。その素直さと頑張る姿に、教員側も刺激を受けていったように思う。特に大きな行事は、秋に行ったフ
ィールドワークである。飛び込みで電話をかけ、訪問先を開拓するのは大変だったが、フィールドワーク
を担当した教員のリーダーシップのもと、生徒も他の教員も必死で準備し、当日も積極的に取り組んだと
思う。この活動を成功させたことは、学年全体の大きな自信になったといえる。また、メルボルンでの海外
フィールドワークも、飛行機のトラブルで出発が遅れるハプニングがあったものの、現地では生徒たちが
意欲的に活動し、充実した活動になった。その後の課題研究は、クラス担任・副担任が中心となって指導
する形となり、約１０グループを１～２名の教員で指導するのは難しい部分もあったが、生徒たちは一生
懸命取り組んだ。２月末の国際教養大学での成果発表交流会の発表は、内容的にはまだまだというグル
ープも多かったが、プレゼンテーションとしてどう伝えるかという点にこだわり、エネルギッシュに取り組む
姿が印象的であった。
２年生の国際探究Ⅱは、継続を選択したＤ組と、英語科Ｇ組の計７４名での活動となった。２つのＳＧＨ

クラスはそれぞれ個性的な集団で、課題研究にも熱心に取り組んだ。指導教員も４名と規模が小さくなっ
たものの、２年生からの活動はさらに生徒と一体感を持って活動してきた。教員も新しいプログラムをどう
構築していくか、アイディアを出し合い、楽しみながら進めてきた。教員たちの協働力も向上したといえ
る。大きなイベントは１０月の校内／公開成果発表会で、英語でのプレゼンテーションに生徒は一生懸命
チャレンジした。発表会直前の１週間は、各グループとも代表班を目指して切磋琢磨し合い、遅くまで残
って準備する生徒の姿には感動すら覚えた。そして、その熱意を引き出し、生徒と一緒になって頑張る
教員陣の姿に、この活動は間違いなく成功すると確信したことを覚えている。そして、発表会で最優秀賞
を取ったＢ１グループは、３月のＳＧＨ甲子園にも出場し、みごと全国最優秀賞の栄冠に輝いた。
３年次は、部活動も大詰めを迎え、またその後は大学受験に向けて受験勉強に切り替えなければなら

ないという状況で、生徒にとっては非常に忙しい活動であったと思う。そうした中でも、プライドを持って活
動に取り組んでくれていたことを嬉しく思う。９月の最後の活動では、生徒から拍手と感謝の言葉をもら
い、生徒も教員も涙を流して課題研究活動を終えた。
文部科学省によるＳＧＨ指定校の中間評価ではＡプラスに相当する上位から２つめの高評価をいただ

き、SGH全国高校生フォーラムにもディスカッションの代表生徒に招待されるなど、本校の課題研究は全
国的にも認められたと感じている。さらにグローバル・リンク・シンガポール2017に参加したＢ１グループは
最高賞を勝ち取り、国際舞台でも活躍を見せた。生徒・教員陣の努力に心から敬意を表したい。
ＳＧＨの課題研究を通して、教員の意識も変わってきていることを感じる。ＳＧＨの理念は、現在進めら

れている大学入試改革や教育改革の考え方に間違いなく合致している。活動に従事した生徒たちの成
長はそれを証明しており、教員もＳＧＨ的な要素を取り入れた授業改善に取り組んでいる。ＳＧＨを通し
て、学校全体が大きな変革の時期を迎えていることを実感している。
こうした成果を上げることができたのも、支えてくださった各連携機関の協力によるものである。秋田大

学には各種講座や授業改善の面で、国際教養大学には英語力向上や研究指導の面で多大なご支援を
いただいた。また秋田県立大学には研究テーマの設定から論文作成まで、研究活動を全面的にサポー
トしていただいた。また、プレゼンテーション指導に当たっては、ソフトアドバンス株式会社より多大なご支
援をいただいた。そのほかにも、各種講座やフィールドワーク、グローカル・ミーティングなど、実に数多く
の方々のご協力をいただいた。紙面を借りて感謝申し上げる次第である。
３年間の活動を終えて、多くの課題も見つかった。現在のプログラムでは日程的に生徒・教員ともに負

担感が大きく、活動の精選や日程調整が必要である。また、ＳＧＨ非選択生徒にもＳＧＨの効果をどう波
及させていくかも重要な改善点である。そして、２年後に迫った研究指定終了後に、課題研究をどう進め
ていくかについても考えていかなければならない。３年間で培った指導法とノウハウを継承、発展させつ
つ、これらの課題に取り組み、さらなる課題研究の発展を図っていきたい。
最後に、これまでの課題研究に全力で取り組んでくれた生徒・教員・連携機関に感謝申し上げ、総括

としたい。ありがとうございました。
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グローバル・イシュー 新規実施上の工夫と事後検証

１ 活動実施にあたって

「グローバル・イシュー」の目標は、課題研究の最終目標でもある、「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提案を地域や海外に向けて発信・提言することである。

当初、この活動の目玉として構想していたのは、県内の自治体担当者や企業経営者、地域住民等を

招いて研究成果を社会へ発信する「ＳＧＨシンポジウム」という活動であった。しかし、実際に２年間の活

動を終え３年目を迎えたとき、発表会形式による発信については、２年時の公開成果発表会における英

語プレゼンテーションによって十分な成果を上げてきたと考えた。また、シンポジウム形式では一部の生

徒を中心とした活動になる。そこで、最終年度である３年生「グローバル・イシュー」では、その狙いを踏ま

え、発表活動とは異なる形態の活動で、また対象生徒全員が参加できるような形で、実践力・発進力をさ

らに伸ばすことを考えた。具体的な手立てとして考えたのは、市役所などに生徒が出向き、地域の社会

人や国際人との意見交換という形であり、高校生が大人と話をしながら課題解決に向けて提言・発信す

ることを目指した。

この実践的な発信・交流活動として、大きく２つを立案・実施した。地域社会での発信・交流である「グ

ローカル・ミーティング」と、外国人への発信・交流である「国際意見交流会」である。前者は、秋田市職員

や県内企業経営者の方々を、後者は本校や国際教養大学の留学生・ＡＬＴを対象として実施した。そし

て、これらの活動を通して得られた多様な視点や知見を基に、自分たちの研究における提言や提案をさ

らに深め、最終的には研究論文の形でまとめ、研究の最終成果物とすることとした。

２ 教育課程上の位置付け

３年時の課題研究「グローバル・イシュー」は、昨年度の「国際探究Ⅱ」から継続となる選択履修で、２

単位の学校設定科目として実施した。前期のみの実施とし、２単位を前期木曜６・７校時にまとめ取りする

形での半年間の活動である。対象生徒は３年Ｄ組（普通科文系・理系の混合クラス）３９名、３年Ｇ組（英

語科）３４名の、２クラス計７３名である。

３ グループ編成と指導体制

研究活動は昨年度同様、グループでの共同研究である。編成は昨年度と同じ１６グループで、研究内

容については各グループとも昨年度のテーマを継続して活動した（一部、タイトルやテーマの方向性が

多少変化したグループもある）。

指導教員については、校内での指導組織において「グローバル・イシュー研究班」として位置付けら

れ、班長１名に加えて指導担当８名と、昨年度から直接生徒の指導にあたる人数が倍増した。これによっ

て、指導教員１名あたりの担当グループも４つから２つと減らすことができ、指導者の負担を減らしつつ、

各グループに対してよりきめ細かな指導をすることができた。

担当グループの割り当ては、昨年度から担当している教員４名については、それぞれ２グループを継

続指導することとし、新規の教員４名が残りの２グループずつを受け持つことにした（どのグループを担当

するかは教員の希望や専門性に基づいて決定）。指導する際には、できるだけグループごとに指導レベ

ルの差が出ないように配慮し、指導する教室の配置を工夫した。昨年度同様、４教室を使用して、生徒は

それぞれ４グループずつ入る形とし、指導教員は２名ずつ配置した。２名の教員は、継続の教員と新規の

教員がペアになるようにして、同じ教室に新旧２名の指導者がいて、継続の教員から助言をもらったり他

グループの様子を見たりしながら指導を進められるようにした。

一方、指導教員が８名と増えたことで、指導者同士の連携・連絡がスムーズに行かないようなケースも
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担当グループの割り当ては、昨年度から担当している教員４名については、それぞれ２グループを継

続指導することとし、新規の教員４名が残りの２グループずつを受け持つことにした（どのグループを担当

するかは教員の希望や専門性に基づいて決定）。指導する際には、できるだけグループごとに指導レベ

ルの差が出ないように配慮し、指導する教室の配置を工夫した。昨年度同様、４教室を使用して、生徒は

それぞれ４グループずつ入る形とし、指導教員は２名ずつ配置した。２名の教員は、継続の教員と新規の

教員がペアになるようにして、同じ教室に新旧２名の指導者がいて、継続の教員から助言をもらったり他

グループの様子を見たりしながら指導を進められるようにした。

一方、指導教員が８名と増えたことで、指導者同士の連携・連絡がスムーズに行かないようなケースも

考えられた。昨年度は職員室においても担当教員４名と班長の座席が近くにまとまって配置されていて、

ちょっとした空き時間にも相談したりアイデアを出し合ったりしながら進めることができた。また、時間割上

も、課題研究の直前の５校時の時間を、打ち合わせ等ができるよう５名全員空けてあった。しかし、今年

度は人数が増えた関係で同様にはできなかった。対策として、班長から配付する指導マニュアルについ

て、指導のねらいや手順の詳細を多く記載するようにしたり、早めに配付したりして、できるだけ共通の意

識をもって指導に当たることができるよう工夫したが、十分に効果を上げたとは言い難く、次年度には更

なる工夫が必要である。

４ 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・提言と意見交換を行った。この活動は実施

にあたり、「グローカル・ミーティング」と名付けた。「グローカル」は、「グローバル＋ローカル」の意味の造

語で、世界の食糧問題の解決というグローバルな視点に、地域社会への発信というローカルな実践活動

を組み合わせた形をイメージしたものである。

今年度は、全生徒が秋田市役所へ出向いた「グローカル・ミーティングｉｎ秋田市役所」と、一部のグル

ープを対象とした、夏休みに地域の若手経営者の方々に本校に来ていただいた「グローカル・ミーティン

グin秋田南高校」の２つを実施することができた。当初、ＪＡや農業経営者の方々との意見交換も計画して

いたが、日程の都合がつかず、今年度は実施を見送った。

(1) グローカル・ミーティングin秋田市役所

秋田市の全面的な協力を得て、ＳＧＨクラス７３名全員が、秋田市役所を訪問してグループごとに発表

と意見交換を行うことができた。グループと市職員の方々とのマッチングは、秋田市企画調整課の担当者

の方のご尽力によるものである。市役所の様々な部署を割り振ってもらい、それぞれのグループのテーマ

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。また、開会行事として、秋田市地域おこし

協力隊の石井宏典氏に基調講演をいただき、生徒にとってはこれも大きな刺激となった。実施にあたっ

てご協力いただいた石井周悦副市長はじめ、市職員の皆様に感謝申し上げる次第である。

生徒たちは、この活動を今年度の活動の目玉と位置付けて、非常に意欲的に取り組んだ。生徒の振り

返りを見ても、達成感とともに、多くの助言をいただいて視野が広がり、もっと早くにやりたかった、という

声が多かった。その後の研究の深化や論文作成のスケジュールを考えると、６月半ばという実施時期に

ついては、検討が必要である。

(2) グローカル・ミーティングin秋田南高校

連携協力いただいているジェトロ秋田の大山明裕所長の紹介により、(株)こめたび代表の首藤郷氏を

コーディネーターとして、首藤氏の知己となる企業経営者の方々１０名を講師にお招きした。夏休み中の

実施となったため、全生徒参加の形にはできず、４グループ１２名との意見交換・交流となった。講師の方

々は皆、県内の各分野をリードするエネルギッシュな方ばかりで、生徒の発表を楽しみながら参加してく

ださった。こちらも生徒たちは研究をさらに進めるヒントをたくさんもらうことができたようで、もっと多くのグ

ループに参加させたかったところである。

５ 国際意見交流会

実践活動の中でも海外への発信・交流の部分を担った活動が、国際意見交流会である。２年次にも同

じ名称の活動を行ったが、今年度は特に研究成果の発信をメインに据えた。本校の短期留学生を対象と

した「国際意見交流会 with ＹＦＵ留学生」と、秋田県教育委員会主催の英語交流活動の一部に参加さ

せていただいた「国際意見交流会 in 秋田県Super English Camp」の２つを実施した。いずれも英語で

研究内容を発表し、英語で意見交換するものである。研究内容や、ＳＧＨの活動も分からない外国人に

対して英語で一から説明していくのは、昨年度の英語での発表以上に難しいものがあったようである。し

かし、対象との距離が近く、会話を重ねていく中で、生徒たちは非言語コミュニケーションの重要性も実

感していた。
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６ 学校祭ＳＧＨ企画

上記の２つの実践・発信活動と研究論文とは別に、生徒が自主的に行った活動として、文化祭でのＳ

ＧＨ発表がある。これは、ＳＧＨクラスの３年生有志が中心となって、「自分たちのＳＧＨ活動を発信した

い」と自主的に行ったもので、生徒会事務局とも連携しながら、「ＳＧＨって何だ？」というテーマで１つの

体育館（中等部アリーナ）を使用して、３年生の研究のプレゼンテーション発表と、２年時に作成した英語

ポスターの掲示を行った。さらに、欧米から短期で来ていた留学生の紹介やインタビューをステージで行

うイベントを作り上げた。この活動においては、教員は助言はしたが、企画・運営にあたったのは３年生有

志であり、さらに２年生や、ＳＧＨクラス以外の生徒も巻き込んでいったものであった。

当日は、保護者家族や地域住民、他校生徒などの来客が多数訪れた。さらに会場では、研究のデー

タ集めとして来場者に研究内容に関わるアンケートを実施するグループもあった。

７ 研究論文

昨年度末にも研究成果を論文にまとめたが、今年度の実践活動で得られた知見をもとに、改めて研究

論文をブラッシュアップさせ、完成させた。グループによっては昨年度から研究内容を大きく変えたため

に、論文もほぼ書き直しとなったところもあった。本格的に執筆活動に入ったのは７月の市役所でのグロ

ーカル・ミーティング以降で、実質２か月ほどで仕上げたことになる。定期考査や進路指導のスケジュー

ルを考えるとこれは生徒にとってかなり大変な日程であったが、研究活動の最終的な成果物となることも

あって、生徒たちは寸暇を惜しんで取り組んでくれた。

指導に当たっては、１名の教員が２グループを担当した。できるだけ共通の指導ができるように、昨年

度同様に執筆要領を作成し、執筆用にWord文書のファイルを用意して各グループに配付した。しかし、

班員にパソコン操作を得意とする生徒が少ないグループもあり、苦労していた。情報科の授業とも連携

し、１年次のうちにある程度の操作に習熟させる必要もあるだろう。

また、昨年度はコンクール形式で優秀作品を表象したが、今年度は、成績をつける上で評価の対象と

はしたが、特に表象等は行わなかった。

８ Ｃｌａｓｓｉの活用

「Ｃｌａｓｓｉ（クラッシー）」とは、ベネッセとソフトバンクの合弁会社である株式会社Ｃｌａｓｓｉが運営する教育

支援クラウドサービスである。本校では今年度の途中から、このサービスを高校生全員に導入した。ＳＧ

Ｈの課題研究においても、各グループのメンバーや教員との連絡や、データの共有に利用した。ただし、

導入時期が遅かったため、本格的に活用できたグループは多くなかった。しかし、プレゼンのスライド作

成やポスター作成、論文執筆など、デジタルデータを扱う機会の多い活動と、Ｃｌａｓｓｉとの親和性は高く、

このサービスは次年度以降にさらに有効に活用していきたい。

９ 外部大会参加や発表等

下記の機会に発表を行った。いずれも昨年度の公開成果発表会で最優秀賞を受賞し、ＳＧＨ甲子園

でも最優秀賞を受賞したＢ１グループが参加した。特に、(2)のグローバル・リンク・シンガポール2017で

は、グローバル・イシュー部門で最高賞にあたるBest Presentation Awardを受賞した。

(1) タイ王国教育省関係者来校 （4/20・本校）

(2) Global Link Singapore 2017 （7/22～24・シンガポール国立大学）

(3) ＪＩＣＡ青年研修事業にてミャンマー農業研修生へのプレゼン発表（7/28・北都銀行本店）

(4) 秋田県教育庁表敬訪問 （8/23・秋田県庁）
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「Ｃｌａｓｓｉ（クラッシー）」とは、ベネッセとソフトバンクの合弁会社である株式会社Ｃｌａｓｓｉが運営する教育

支援クラウドサービスである。本校では今年度の途中から、このサービスを高校生全員に導入した。ＳＧ

Ｈの課題研究においても、各グループのメンバーや教員との連絡や、データの共有に利用した。ただし、

導入時期が遅かったため、本格的に活用できたグループは多くなかった。しかし、プレゼンのスライド作

成やポスター作成、論文執筆など、デジタルデータを扱う機会の多い活動と、Ｃｌａｓｓｉとの親和性は高く、

このサービスは次年度以降にさらに有効に活用していきたい。

９ 外部大会参加や発表等

下記の機会に発表を行った。いずれも昨年度の公開成果発表会で最優秀賞を受賞し、ＳＧＨ甲子園

でも最優秀賞を受賞したＢ１グループが参加した。特に、(2)のグローバル・リンク・シンガポール2017で

は、グローバル・イシュー部門で最高賞にあたるBest Presentation Awardを受賞した。

(1) タイ王国教育省関係者来校 （4/20・本校）

(2) Global Link Singapore 2017 （7/22～24・シンガポール国立大学）

(3) ＪＩＣＡ青年研修事業にてミャンマー農業研修生へのプレゼン発表（7/28・北都銀行本店）

(4) 秋田県教育庁表敬訪問 （8/23・秋田県庁）
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グローバル・リンク・シンガポール

【日時】 平成２９年７月２２日（土）～２４日（月）

【場所】 シンガポール国立大学

【内容】 アジア各国、日本国内から２００余名の中高生が参加し、社会分野 (Global Issue) と科学

２年次（一昨年）の１０月、校内予選を経て、１６チーム

中６チームが秋田市文化会館での「SGHカンファレンス」

に出場し、「アメリカの肥満を日本の食育を生かして解決

する」というテーマで臨んだB １チームが最優秀賞に輝い

た。

表彰式での審査員長からの講評で、「肥満問題は本当

に大きな問題であり、難しい問題である。それにチャ

レンジした意欲はすばらしい。」「このプランを実行す

るに当たり、アメリカの文化を尊重するという考え方

はすばらしい。」「このプレゼンをぜひアメリカの人た

ちに見せたい。」という言葉をいただいた。それまでの

苦労が報われた瞬間であった。

分野 (Global Science) に分かれてポスター発表と口頭発表を行う。

【参加者】 本校Ｂ１チーム（荒木関輝　小林涼花　佐々木彩乃　南條佑佳）

【概要】

同チームは３月に神戸で開催されたSGH甲子園で最優

秀賞を受賞し、今回の「Global Link Singapore 2017」に

招待校として参加することになった。アジア各国、そして日本国内から２００余名の中高生が参加し、社

会分野 (Global Issue) と科学分野 (Global Science) に分かれてポスター発表と口頭発表を行った。

本校チームはGlobal Issue の英語での口頭発表に参加し、観ている者を魅了するプレゼンテーション

で、最優秀賞に当たる「ベスト・プレゼンテーション賞」を受賞することができた。

それまで数々のプレゼンの機会があったが、その都度悩み、改善点を見つけ、議論し、そして自分

たちが最終的に納得のいくプレゼンをやり遂げた。特に本番１週間前に参加した秋田県主催のイング

リッシュキャンプでのリハーサルでは、（アメリカの肥満についての内容だったため）アメリカ人留学生

やALTから厳しい指摘を受け、本人たちはかなり落ち込み、いかにアメリカの人の感情を傷つけないよ

うプレゼンを行うか、表現を徹底的に見直した。さらに、本番前日の現地でのリハーサル後、「この内容

だと自分たちの本意が伝わらない」「足りない部分を加えてよいか」と言いだし、結局は思うようにやら

せたが、ホテルの部屋で３時過ぎまで話し合い、納得の

いくものを作りあげた。

「グローバル・リンク・シンガポール 2017」
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【事業を振り返って】

今回のイベントに参加し、様々なことを学んだ。まず、アジア各国の生徒の英語力の高さを知った。

質疑応答も、まるでネイティブのような英語で対応し、第２第３言語であることを忘れさせられるほどで

あった。また、アジアの国々の生徒との交流の機会も数多くあり、意見交換など充実した時間を過ごす

ことができた。そして何より、自分たちの意見をいかに客観的、効果的に見ている人に伝えるか、いわ

ゆるコミュニケーション能力と、妥協せずに納得のいく最高のものを求める粘り強さを身につけることが

できた。

１年次の国際探究Ⅰ、２年次の国際探究Ⅱ、そして３年次のグローバル・イシューと、生徒たちは他

では経験できないような探究活動を経験してきた。自分たちで課題を設定し、大学教授の助言を得て

プレゼンの方向性を探り、フィールドワークで実際に幼稚園、保育園、小学校での給食や食育のあり

方を学び、プレゼンの専門家に具体的なプレゼンの仕方を教わった。そのすべての過程において、問

題設定、リサーチの仕方、プレゼンの内容、方法の研究、そして他のメンバーとの協働の大切さなど、

様々なことを学んできた。現在社会で求められている力は単に「知識、技能」だけでなく、それらを「思

考力・判断力・表現力」にまで伸ばしていく力である。このSGH活動は、まさにその力をつけるための理

想的な活動である。この活動を通じて身につけた様々なものを、実社会で活用し活躍する人材となっ

てくれることを期待している。

留学生との交流の機会をいただいた国際教養大学、直前の意見交換会にご協力いただいた秋田

市役所の皆様、そして２年間に渡り熱心に指導してくださった秋田県立大学の先生方をはじめ、支え

てくださった方々への感謝の気持ちでいっぱいである。改めて感謝を申し上げたい。

【生徒の振り返り】

・様々な意見をもらい、時には歓喜したり挫折しそうになりましたが、それまでの発表の機会を４人で振

り返り、満足できる発表をしようと決めました。賞をいただくことができたこともありますが、何よりも私た

ちの発表を期待してくれている人がいること、今までの経験や支援のお陰で現在に至ったんだと思い

ました。（荒木関輝）

・今回このような賞を頂けたことは心から嬉しく、誇りに思います。メンバーのおかげで、妥協せずに常

により良い発表を求めて努力することができ、そしてなにより周りの方々のご協力やサポートのおかげ

で最高の発表を作り上げることができました。本当にありがとうございました。（小林涼花）

・納得のいくプレゼンテーションができるまで妥協せず追求し

たことが実を結び、本当にうれしいです。時にはぶつかり合い

ながらも切磋琢磨してきたメンバー、支えてくださった方々に

感謝しています。この経験を糧にして、これからも妥協しない

ことを大切に頑張っていきます。（佐々木彩乃）

・この賞を頂けたのは、互いに本音をぶつけ、最後まで追求

し続けられる４人がいたからこそ、と強く思います。努力の甲

斐があり、当日は思いを伝えきり、完全燃焼できました。「感

謝」、この言葉に尽きます。支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。（南條佑佳）
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「ＳＧＨ全国高校生フォーラム」

【日時】 平成２９年１１月２５日（土） ８：００～１７：００

【場所】 パシフィコ横浜 会議センター

【主催】 文部科学省、国立大学法人筑波大学

【目的】 高校生による英語でのディスカッションやポスター発表など、研究成果を発信する場を設け、

全国の高校生が集う機会を作るとともに、今後の課題研究の深化や意欲の向上を図る。

【参加者】 ＳＧＨ指定校 校及びアソシエイト校 校の生徒・教員、一般高校生、教育関係者及び

一般参加者

【本校参加者】

生徒 ３Ｄ 原田雄生（ディスカッション）

２Ｃ 今野亜美、能美寧々（ポスターセッション発表）

教員 關 友明（秋田南高校教諭、ＳＧＨ研究部）

管理機関 青山博輝（秋田県教育庁高校教育課指導主事）

【概要】

（１）開会行事

・文部科学省、筑波大学、神奈川県教育委員会からそれぞれ挨拶。

・京都大学大学院教授 河合江理子氏による基調講演。演題は、「グローバル人材として世界に飛び

立つためには ～鳥カゴから飛び立ちなさい～」。高校から直接ハーバード大に進学し海外で仕事を

してきた氏の経験を基に、グローバル人材として活躍する資質・能力についての話が中心であった。

（２）ポスターセッション

・全国のＳＧＨ指定校１２３校・アソシエイト校１０校の生徒による課題研究のポスター発表（英語）。４校

が優秀賞として閉会式にて壇上で発表し、さらにその中の１校が文部科学大臣賞として表彰された。

・本校からは、２年生の国探Ⅱグループ１（公開成果発表会で優秀賞を獲得した班）の２名が参加した。

発表テーマは、「 – 」。国内修学旅行と日程

が重なったため、旅行最終日に東京から直接参加、という厳しい日程であった。発表用のポスターも

旅行出発直前に完成し、ポスターを使った発表練習も前日午後に現地入りして初めて行ったというよ

うな状況で、前日は夜１１時まで質疑応答対策やデータの確認を行い、当日の発表に臨んだ。

・ポスターセッション会場は、生徒・教員・文科省関係者などでごった返し、小さな声での発表はかき消

されていた。多くのポスターはパソコンで作成したものであったが、中には、手書きで、紙を貼って立体

感を出したり、別の紙でマスキングした部分があったりなど、工夫を凝らしたものも見られた。

・参加校の発表は、学校によってかなりレベルに差がある

と感じた。研究内容やポスターのレベルもそうだが、特に

顕著だったのは英語力・スピーチ力である。発音や話し

方を含め、優れた発表態度の学校は聴衆を引きつけて

いた。また、有名私立校などの中には、帰国子女と思わ

れるほぼネイティブな生徒が参加しているところも多かっ

た（外国人やハーフなどの生徒も少なからずいた）。彼ら

の英語は非常に流暢で、質疑応答もスムーズに進められ

ていた。一方で、原稿を丸暗記して読んでいるようなレベ

「ＳＧＨ全国高校生フォーラム」
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○その他－外部発表会に参加して

平成２９年度スーパーサイエンスハイスクール指定校等合同発表会

【趣旨】 秋田県内ＳＳＨ指定校を中心に、ＳＧＨ指定校等と合同発表会を行うことにより、参

加者のプレゼンテーション能力の向上を図るとともに、各校の課題研究内容を広く地域

社会に発信することをねらいとする。

【主催】 秋田県教育委員会

【日時】 平成３０年２月４日（日）９：００～１３：００

【会場】 秋田拠点センター アルヴェ（１Ｆ：きらめき広場）

【参加校】 ＳＳＨ指定校 秋田県立大館鳳鳴高等学校、秋田県立秋田北鷹高等学校、

秋田県立秋田中央高等学校

招待校 秋田県立秋田南高等学校（ＳＧＨ指定校）

秋田県立横手清陵学院高等学校（ＳＳＨ経験校）

秋田県立秋田北高等学校

【内容】 ポスター発表 各校４作品以内

口頭発表 発表８分、質疑５分

ＳＳＨ指定校２作品、ＳＧＨ指定校２作品（英語）、招待校１作品

【日程】 ９：３０～１２：３０ ポスター発表 ６高校１９テーマ

１０：００～１１：００ 口頭発表（前半の部）７高校 ９テーマ

１１：３０～１２：３０ 口頭発表（後半の部）

【発表グループ】

「『精密農業』で作物の収量を上げる」

Increasing Yield of Crops by Using"Precision Agriculture"

伊藤雄大、近藤大斗、進藤魁人、進藤大瑚

「フォニオがもつ可能性」～アフリカの飢餓解決を目指して～

阿部洋央、石塚茉央、斉藤理菜、三村郁統、吉田晴柊

大韓民国ソウル特別市

３／２１（水）～２２（木） 東北地区ＳＧＨ課題研究発表フォーラムin杜の都 仙台市

３／２４（土） ＳＧＨ甲子園（ポスター発表部門） 西宮市

【所感】

参加各校のなかで、プレゼンテーションでは群を抜く状況であり、両グループとも、これまで

の活動による成果がよくあらわれていた。「精密農業」という目新しいテーマに質問が集中した

のだが、英語でのレスポンスも確実にできており、その論点を論文作成にも役立ててほしい。

この他にも下記の事業・外部発表会等に参加・出場しております。

１２／１４（木）～１７（日） あきた発！英語コミュニケーション能力育成事業

ルの学校もあり、質疑応答にも苦慮していた。翻って本校の英語発表は、いわゆる「純ジャパ」の生徒

のものとして、非常に高いものであると思う。今回の発表だけではなく、国探Ⅱ成果発表会などを考え

てみても、本校の英語指導力の水準はかなり高いものであると改めて実感した。

・本校生徒の発表は、聴衆の一人一人に目線を向け、間を取りながら語りかける発表スタイルで、公開

成果発表会などで培ったプレゼン能力、「伝える力」を存分に発揮したものであったと言える。質疑応

答では、聴衆からの質問が途切れることなく続いた。特に他校の生徒からの質問が多く、休憩時間にな

ってもまだたくさん質問されていて、自分たちの伝えたいことがしっかり聴衆に伝わり、高い関心を引い

たものと感じた。質問に対する応答も非常に落ち着いて対応できていた。同行した青山指導主事から

も絶賛の言葉をいただき、短期間でこれだけの発表に仕上げた生徒の頑張りに敬意を覚えるとともに、

指導にあたられた国探Ⅱ研究班の先生方のこれまでの努力の賜であると改めて感じた。

・ポスターセッション終了後は、生徒のみが参加できる交流会が開催された。生徒によれば、たくさんの

他校の生徒に話しかけられ交流を楽しんだ、秋田南高校の知名度の高さを感じた、とのことであった。

（３）ディスカッション （ファシリテーター：大妻女子大学教授 服部孝彦氏）

・全国ＳＧＨ校から選ばれた生徒６名が、壇上で英語での公開ディスカッションを行った。本校からは３

年生の原田雄生が招待され、参加した。本校以外の参加校は、国際基督教大学高校、渋谷教育学

園渋谷中学高校、筑波大学附属高校、大阪府立泉北高校、神戸市立葺合高校の計６校。ディスカッ

ションのトピックは、「学校制服の是非」や「英語は日本で第２公用語とすべきか」、「１８歳選挙権につ

いて」など。

・壇上の６名は、いずれも素晴らしい英語力や発言内容で、意欲的にディスカッションを盛り上げていて、

まさしくグローバル・リーダーになり得る生徒たちであると確信した。こういう生徒を育てていくのがＳＧＨ

なのだな、と感じた。そうした生徒の中にあって、本校の原田もまったく見劣りすることなく、約 人の

聴衆を前に堂々と英語で議論していて、素晴らしい活躍ぶりであった。原田以外はみな帰国子女など

海外生活経験のある生徒ばかりだったので、周囲にいた他校の先生方からも、「本当に海外で生活し

た経験がないんですか？素晴らしい英語力ですね」と驚いていた。

（４）閉会式

・ポスターセッションの表彰では、残念ながら本校は受賞には至らなかった。上位４校が壇上で発表し、

最終的に文部科学大臣賞を受賞した学校（佼成学園女子中学高校）は素晴らしい発表であったが、

他の３校の中には、メモを見ながら発表していたり、暗記した内容を忘れて黙り込んでしまう生徒もいた

りして、多くの学校が同時に発表するポスターセッションにおいて、一定の基準に基づいて審査するこ

との難しさを感じさせられた。

【事業を振り返って】

昨年度までは、ＳＧＨ連絡協議会として、文科省担当者による行政説明や教員向けの講演などがあ

ったが、今年度は全国高校生フォーラムという形で生徒中心のイベントとなった。運営面でも、司会や

受付などを地元横浜市のＳＧＨ校の生徒が担当しており、よい試みであったと思う。

このような全国ＳＧＨ校の生徒たちが一堂に会してのイベントは、生徒の姿という形で各校のＳＧＨの

成果を見ることのできた良い機会であった。特に中間評価で上位となっている学校の発表はやはり総じ

てレベルが高かった。今回は教員同士の情報交換会がなかったので、ごく一部の学校の先生方としか

話ができず、詳しい取り組みの様子などはほとんど聞けなか

ったのが残念であった。しかし、全国のトップを走る高校生

たちの姿を見ることができ、わずかながらでもその指導に関

わっている先生方と情報交換できたことは大変貴重な経験

であった。また、本校の生徒たちも優れた課題研究や発表

に触れ、さらに壇上のスペシャルな高校生たちの姿に大い

に刺激を受けていた。この点についても、他の生徒たちにも

この経験を共有させられるような取り組みを考えたい。
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○その他－外部発表会に参加して

平成２９年度スーパーサイエンスハイスクール指定校等合同発表会

【趣旨】 秋田県内ＳＳＨ指定校を中心に、ＳＧＨ指定校等と合同発表会を行うことにより、参

加者のプレゼンテーション能力の向上を図るとともに、各校の課題研究内容を広く地域

社会に発信することをねらいとする。

【主催】 秋田県教育委員会

【日時】 平成３０年２月４日（日）９：００～１３：００

【会場】 秋田拠点センター アルヴェ（１Ｆ：きらめき広場）

【参加校】 ＳＳＨ指定校 秋田県立大館鳳鳴高等学校、秋田県立秋田北鷹高等学校、

秋田県立秋田中央高等学校

招待校 秋田県立秋田南高等学校（ＳＧＨ指定校）

秋田県立横手清陵学院高等学校（ＳＳＨ経験校）

秋田県立秋田北高等学校

【内容】 ポスター発表 各校４作品以内

口頭発表 発表８分、質疑５分

ＳＳＨ指定校２作品、ＳＧＨ指定校２作品（英語）、招待校１作品

【日程】 ９：３０～１２：３０ ポスター発表 ６高校１９テーマ

１０：００～１１：００ 口頭発表（前半の部）７高校 ９テーマ

１１：３０～１２：３０ 口頭発表（後半の部）

【発表グループ】

「『精密農業』で作物の収量を上げる」

Increasing Yield of Crops by Using"Precision Agriculture"

伊藤雄大、近藤大斗、進藤魁人、進藤大瑚

「フォニオがもつ可能性」～アフリカの飢餓解決を目指して～

阿部洋央、石塚茉央、斉藤理菜、三村郁統、吉田晴柊

大韓民国ソウル特別市

３／２１（水）～２２（木） 東北地区ＳＧＨ課題研究発表フォーラムin杜の都 仙台市

３／２４（土） ＳＧＨ甲子園（ポスター発表部門） 西宮市

【所感】

参加各校のなかで、プレゼンテーションでは群を抜く状況であり、両グループとも、これまで

の活動による成果がよくあらわれていた。「精密農業」という目新しいテーマに質問が集中した

のだが、英語でのレスポンスも確実にできており、その論点を論文作成にも役立ててほしい。

この他にも下記の事業・外部発表会等に参加・出場しております。

１２／１４（木）～１７（日） あきた発！英語コミュニケーション能力育成事業

ルの学校もあり、質疑応答にも苦慮していた。翻って本校の英語発表は、いわゆる「純ジャパ」の生徒

のものとして、非常に高いものであると思う。今回の発表だけではなく、国探Ⅱ成果発表会などを考え

てみても、本校の英語指導力の水準はかなり高いものであると改めて実感した。

・本校生徒の発表は、聴衆の一人一人に目線を向け、間を取りながら語りかける発表スタイルで、公開

成果発表会などで培ったプレゼン能力、「伝える力」を存分に発揮したものであったと言える。質疑応

答では、聴衆からの質問が途切れることなく続いた。特に他校の生徒からの質問が多く、休憩時間にな

ってもまだたくさん質問されていて、自分たちの伝えたいことがしっかり聴衆に伝わり、高い関心を引い

たものと感じた。質問に対する応答も非常に落ち着いて対応できていた。同行した青山指導主事から

も絶賛の言葉をいただき、短期間でこれだけの発表に仕上げた生徒の頑張りに敬意を覚えるとともに、

指導にあたられた国探Ⅱ研究班の先生方のこれまでの努力の賜であると改めて感じた。

・ポスターセッション終了後は、生徒のみが参加できる交流会が開催された。生徒によれば、たくさんの

他校の生徒に話しかけられ交流を楽しんだ、秋田南高校の知名度の高さを感じた、とのことであった。

（３）ディスカッション （ファシリテーター：大妻女子大学教授 服部孝彦氏）

・全国ＳＧＨ校から選ばれた生徒６名が、壇上で英語での公開ディスカッションを行った。本校からは３

年生の原田雄生が招待され、参加した。本校以外の参加校は、国際基督教大学高校、渋谷教育学

園渋谷中学高校、筑波大学附属高校、大阪府立泉北高校、神戸市立葺合高校の計６校。ディスカッ

ションのトピックは、「学校制服の是非」や「英語は日本で第２公用語とすべきか」、「１８歳選挙権につ

いて」など。

・壇上の６名は、いずれも素晴らしい英語力や発言内容で、意欲的にディスカッションを盛り上げていて、

まさしくグローバル・リーダーになり得る生徒たちであると確信した。こういう生徒を育てていくのがＳＧＨ

なのだな、と感じた。そうした生徒の中にあって、本校の原田もまったく見劣りすることなく、約 人の

聴衆を前に堂々と英語で議論していて、素晴らしい活躍ぶりであった。原田以外はみな帰国子女など

海外生活経験のある生徒ばかりだったので、周囲にいた他校の先生方からも、「本当に海外で生活し

た経験がないんですか？素晴らしい英語力ですね」と驚いていた。

（４）閉会式

・ポスターセッションの表彰では、残念ながら本校は受賞には至らなかった。上位４校が壇上で発表し、

最終的に文部科学大臣賞を受賞した学校（佼成学園女子中学高校）は素晴らしい発表であったが、

他の３校の中には、メモを見ながら発表していたり、暗記した内容を忘れて黙り込んでしまう生徒もいた

りして、多くの学校が同時に発表するポスターセッションにおいて、一定の基準に基づいて審査するこ

との難しさを感じさせられた。

【事業を振り返って】

昨年度までは、ＳＧＨ連絡協議会として、文科省担当者による行政説明や教員向けの講演などがあ

ったが、今年度は全国高校生フォーラムという形で生徒中心のイベントとなった。運営面でも、司会や

受付などを地元横浜市のＳＧＨ校の生徒が担当しており、よい試みであったと思う。

このような全国ＳＧＨ校の生徒たちが一堂に会してのイベントは、生徒の姿という形で各校のＳＧＨの

成果を見ることのできた良い機会であった。特に中間評価で上位となっている学校の発表はやはり総じ

てレベルが高かった。今回は教員同士の情報交換会がなかったので、ごく一部の学校の先生方としか

話ができず、詳しい取り組みの様子などはほとんど聞けなか

ったのが残念であった。しかし、全国のトップを走る高校生

たちの姿を見ることができ、わずかながらでもその指導に関

わっている先生方と情報交換できたことは大変貴重な経験

であった。また、本校の生徒たちも優れた課題研究や発表

に触れ、さらに壇上のスペシャルな高校生たちの姿に大い

に刺激を受けていた。この点についても、他の生徒たちにも

この経験を共有させられるような取り組みを考えたい。
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第２章　研究開発の実施報告

Ⅱ　「問題解決力育成授業研究」
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研究開発Ⅱ「問題解決力育成授業研究」

「問題解決力育成授業」研究について
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「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

【１．はじめに】

生徒の課題研究活動である学校設定教科

「国際探究」を核としながらも、グローバ

ルリーダー育成の拠点校として、根本的な

授業改善を推進していく。これは、本校の

全教科・科目における授業改善の研究であ

り、改善の方向性としては、各教科の特性

に合わせたグローバルリーダー育成授業の

開発である。グローバルリーダーの育成を

目指して、知識の着実な習得・理解を踏ま

えた上で、主体的で協働的な、そして双方

向性のある、課題探究型・課題解決型授業

を考案・発信していきたい。

本校の研究開発の目標である、グローバ

【２．「問題解決力育成授業」研究の推進計画】

「問題解決力育成授業」として、１年目は

各教科が具体的にどのような授業を構想する

か、問題解決力育成授業研究班の指示によっ

て、各教科が研究を始めた。各教科の特性に

応じた授業考案を指示したが、イメージとし

て、例えば、国語科における「討論する」・

「論文を書く」等の言語活動を重視した授業

や、地歴・公民科における地域の諸課題を具

体的に考える授業、情報科におけるやプレゼ

ンテーションツールの活用を実践する授業、

英語科における英語コミュニケーション能力

をより一層高める授業等が考えられた。また

ＮＩＥ全国大会秋田大会の場において、国語

科教員と地歴・公民科教員のティームティーチングで、問題解決力育成授業モデルを公開授業として

提示し、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。

右上の図は、授業研究の推進計画であるが、２年目となった昨年度１０月２８日に、本校を会場に

して公開授業研究会を開催した。最初の計画より校外への公開を早めて、協議会から得られたことを

フィードバックすることで授業開発の質を高めていきたいと考えたからである。中等部も含めて、合

計７科目の授業を公開したが、全国から１２０名超の参観者を得て、高い評価を得ることができた。

３年目となった今年度は、カンファレンス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、来年度２度目のカンファレンス（大規模公開研究会）を開催する予定である。

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、本校としての用語として、「問題解決力育

成授業」と呼ぶことにした。全教科・科目による「問題解決力育成授業」開発によって、生徒たちは

日頃の授業から、グローバルリーダーの卵としての素養を身に付けていくことになる。
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平成29年度本校における授業改善の取り組み

ＳＧＨ研修部研修班主任 三浦義則

１．今年度の授業研修の目的

昨年度（平成28年度）本校はＳＧＨ指定の２年目にあたり、「秋田南ＳＧＨカンファレンス」で

公開授業研究会を実施した。これはグローバルリーダーの育成に必要な問題解決力育成授業を実現

するために、数年来試行錯誤を続けてきた本校の授業改善の実践成果を問うものであった。昨年度

の様々な実践を通して明らかになった課題は、次のとおりである。

①学習単元の目標達成のための生徒観と教材観の見直し

②カリキュラムマネージメントの視点からの授業改善

③ルーブリック評価などを活用した探究力、協働力の評価のあり方の再考

④ＩＣＴの積極的活用

本校は今後も主体的で対話・協働的な授業方法を効果に取り入れてより深い学びを追究していく

授業を継続し、「秋田南版のアクティブラーニング」の構築を目指さなければならない。今年度は

全国に授業を公開しなかったが、ＳＧＨ指定４年目の来年度、「秋田南ＳＧＨカンファレンス2018」

では授業を再び全国に公開する。来年度が問題解決力育成授業の充実期とすれは、今年度はその発

展期と位置づけられる。そこで、そのための校内研修の指針を次のようにした。

①日々の授業で積極的に問題解決力育成授業を実践し、授業公開や授業参観を通して学び合う。

②各教科部会などで昨年度の成果と課題を検討して今年度検証すべき課題を明確にする。

③解決すべき課題を平成30年度の授業公開に向けて検証する。

２．問題解決力育成授業研修会

６月21日放課後、秋田大学教職大学院准教授田仲誠祐

先生を招聘し、「探究学習における評価の在り方とその実

際について」と題する研修を実施した。参加者は51人で

あった。

最初、「教育にとってなぜ評価は重要か？」「評価をど

のようにするか？」というテーマで班別に協議し発表す

る演習を行った。発表では、評価と指導の一体化の必要

性、特にＳＧＨのようにペーパーテストで評価できない

ものや学習過程での内面的な変化をどのように評価する

のか、評価によってどのような発展的な学びが可能なの

かなど、授業改善に資する様々な評価の視点が提示された。

(1)研究会の課題と課題に対する手立て

10月11日の指導主事学校訪問に合わせて校内授業研究会を実施した。同日は中等部の指導主事訪

田仲准教授からは、カリキュラムマネージメントでは各教科等の教育内容を相互で捉え、教育内

容と教育活動に必要な人的・物的資源等を地域等の外部の資源も含めて活用しながら、効果的に組

み合わせることが大事だという指摘があった。学習評価に関しては、学習の目標と評価の観点を一

体化する、多角的・多面的に見取る評価を工夫する、パフォーマンス評価の特長と課題、ルーブ

リック評価の作成と課題、ポートフォリオ評価の具体例などについて講義していただいた。

３．校内授業研究会
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平成29年度本校における授業改善の取り組み

ＳＧＨ研修部研修班主任 三浦義則

１．今年度の授業研修の目的

昨年度（平成28年度）本校はＳＧＨ指定の２年目にあたり、「秋田南ＳＧＨカンファレンス」で

公開授業研究会を実施した。これはグローバルリーダーの育成に必要な問題解決力育成授業を実現

するために、数年来試行錯誤を続けてきた本校の授業改善の実践成果を問うものであった。昨年度

の様々な実践を通して明らかになった課題は、次のとおりである。

①学習単元の目標達成のための生徒観と教材観の見直し

②カリキュラムマネージメントの視点からの授業改善

③ルーブリック評価などを活用した探究力、協働力の評価のあり方の再考

④ＩＣＴの積極的活用

本校は今後も主体的で対話・協働的な授業方法を効果に取り入れてより深い学びを追究していく

授業を継続し、「秋田南版のアクティブラーニング」の構築を目指さなければならない。今年度は

全国に授業を公開しなかったが、ＳＧＨ指定４年目の来年度、「秋田南ＳＧＨカンファレンス2018」

では授業を再び全国に公開する。来年度が問題解決力育成授業の充実期とすれは、今年度はその発

展期と位置づけられる。そこで、そのための校内研修の指針を次のようにした。

①日々の授業で積極的に問題解決力育成授業を実践し、授業公開や授業参観を通して学び合う。

②各教科部会などで昨年度の成果と課題を検討して今年度検証すべき課題を明確にする。

③解決すべき課題を平成30年度の授業公開に向けて検証する。

２．問題解決力育成授業研修会

６月21日放課後、秋田大学教職大学院准教授田仲誠祐

先生を招聘し、「探究学習における評価の在り方とその実

際について」と題する研修を実施した。参加者は51人で

あった。

最初、「教育にとってなぜ評価は重要か？」「評価をど

のようにするか？」というテーマで班別に協議し発表す

る演習を行った。発表では、評価と指導の一体化の必要

性、特にＳＧＨのようにペーパーテストで評価できない

ものや学習過程での内面的な変化をどのように評価する

のか、評価によってどのような発展的な学びが可能なの

かなど、授業改善に資する様々な評価の視点が提示された。

(1)研究会の課題と課題に対する手立て

10月11日の指導主事学校訪問に合わせて校内授業研究会を実施した。同日は中等部の指導主事訪

田仲准教授からは、カリキュラムマネージメントでは各教科等の教育内容を相互で捉え、教育内

容と教育活動に必要な人的・物的資源等を地域等の外部の資源も含めて活用しながら、効果的に組

み合わせることが大事だという指摘があった。学習評価に関しては、学習の目標と評価の観点を一

体化する、多角的・多面的に見取る評価を工夫する、パフォーマンス評価の特長と課題、ルーブ

リック評価の作成と課題、ポートフォリオ評価の具体例などについて講義していただいた。

３．校内授業研究会

- 2 -

問日でもあったので中等部でも実施した。研究会の課題と課題に対する手立ては次のとおりであり、

各自が手立ての①～③について具体的な方策を示し、当日の授業で検証した。

・課題 生徒の主体性や生徒同士の協働性を生かして問題解決力を育成する授業のあり方

・課題に対する手立て

①生徒が意欲的に学習に臨めるように知識の適切な活用を促すような学習課題の設定を組織的に

工夫し、様々な情報を活用して考察できる場面を設定する。

②生徒同士が互いの学びが深まるように、エビデンスを踏まえた考えを述べ合い、意見を交換す

る場面を設定し、学習課題を生かした振り返りによって、新たな気づき、思考力、判断力、表

現力の定着を図る。

③学習活動中の生徒の支援を的確に行うために、丁寧で明快な発言を導くアドバイスや発言にお

ける良い点の指摘を心掛ける。また、随時生徒の基本的な聞く態度と話す態度の確認を行う。

学習環境面では私物の整理（鞄等は椅子の下に置く等）の徹底を図る。

(2)研究授業の授業者、授業クラス等

教科 授業者 授業ＨＲ 指導助言者 協議会司会

国語 佐藤裕紀子 ２Ｅ 秋田北高校教育専門監 樽田雪子

今井由佳利

地歴公民 小名雅司 ２ＣＤ 高校教育課指導主事 伊藤勝美

勝又貞臣

英語 木村太郎 ２Ｆ 高校教育課指導主事 細井泰子

青山博輝

数学 大友和也 ２Ｂ 秋田大学大学院准教授 佐藤 協

田仲誠祐

理科 松田達也 ２Ａ 本校副校長 平田哲久

佐藤智和

保健体育 佐藤浩一郎 １Ｂ 本校教頭 石川 聡

倉田寛行

(3)成果と課題

①成果

授業者を７月中に決定し、各教科で数次にわたる授業

研究会や模擬授業等を実施した。この間、課題の手立て

①～③が学習計画の中で具体的かつ効果的に実施されて

いるか、生徒の問題解決力育成につながっているかなど

を検討した。このような取り組みにより、各教科の授業

改善への意識を高めることとなった。指導助言者は学校

訪問での指導主事では足りず、教育専門鑑や本校副校長

・教頭にも依頼した。また、当日の日程で５校時は高校

の一般授業で、中等部の特定授業（指導主事参観）であ

ったので、高校教師が中学校教師の授業を参観すること

協議会記録

加賀屋俊悦

伊藤 史

林 克至

髙橋智美

佐藤亜希子

佐藤英徳

部谷正樹

金森康臣
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ができ、中高連携の研修を実施することができた。

②課題

指導助言者からは次のようなコメントをいただき、

今後の課題となった。

・青山高校教育課指導主事：グローバルな視点に立っ

た学力とは何かを考えること。無為に話し合わせるの

でなく、「話し合う」「話し合いたくなる」環境を提供

すること。国際探究を履修していない生徒には授業を

通して問題解決力育成を図る工夫をすること。振り返

りを組織的に実施すること。

・勝又高校教育課指導主事：前回訪問時の着席したままでの発言や一問一答形式は、今回も十分に

クリアされているとはいえない。組織的な授業改善になっているかはまだ課題である。教科を越え

た研修や実技教科の研修も大規模校だから必要である。①自己決定、②自己存在感、③共感的な人

間関係の３点が授業の中にあるかを確認すること。上位層を伸ばすには主体性を高めることが必要

で、高い志を引き出す指導が大切である。

４．校内授業研究会後の授業改善の取り組み

(1)授業改善への課題

(2)授業参観期間の設定

具体的な取り組みとして、12～１月を授業参観期間とし、校内授業研究会で掲げた課題と同じく

以下の三つの手立てが実践されているかを各自が検証することにした。

①学習課題の設定を組織的に工夫する

②学習課題を生かした振り返りをする。

③丁寧で明快な発言を導くアドバイスや発言における良い点の指摘と私物の整理（鞄等は椅子の

下に置く等）を徹底する。

具体的には、参観期間中に教員全員が三つの手立てのうち最低一つは工夫した授業を公開するこ

ととし、他の教員の公開授業を参観することにした。授業者は公開する授業を指定されたファイル

に書き込み、公開授業リストを研修部が全校に紹介し

て参観してもらうシステムにした。

授業参観期間は、中等部入試や高校入試、大学セン

ター試験などの多忙期にかかり、12月は公開される授

業が少なかったが、１月末には英語科など教科をあげ

て公開する例もあり増加した。

４月には「秋田南ＳＧＨカンファレンス2018」に向

けての授業研究が本格化するが、今後は日常の中で授

業改善の授業を公開し参観する研修の風土を醸成して

いくが必要であろう。

校内授業研究会では中高連携を図り相互の授業参観ができるように設定したが、研究協議会が中

高別々であったことや、中等部の授業に高校教師が必ずしも多く参観しなかったこともあり、中高

一貫校における研修のあり方を今後も検討する必要がある。

校内授業研究会での研究授業は、指導助言者から概ね良好という評価を受けたが、授業改善につ

いては学校全体として今後一層組織的に取り組んでいくべき点も指摘された。このことから、年度

後半を、①校内授業研究会の成果と課題を教科内で共有する、②具体的に授業改善を工夫し、授業

参観等で問題解決力育成授業の実践を推進する、ことを確認した。
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高校第２学年Ｅ組 国語科学習指導案

日 時：平成２９年１０月１１日

授業者： 佐 藤 裕 紀 子

場 所： 高校２年Ｅ組 教室

１ 単元名 「実用国語」――情報を読み取る――

２ 単元の目標

（１）多様なメディアから、その特色に注意しながら、情報を的確に読み取ることができるようになる。

【知識・理解】【読むこと】

（２）読み取った情報を多角的に比較してまとめることができるようになる。 【読むこと】

３ 単元と生徒

（１）本単元について

岩手大学2016年前期入学試験の「国語」の出題から、「非連続型テキスト」を用いた大問四（文化庁

『わが国の文化政策』平成26年）を取り上げる。「小論文」ではなく「国語」の問題であるという点で「新共

通テスト」記述式問題が想起される。この教材は、本校国語科が、来年度の高校一年生を対象とする新

テスト対策の内容や方法、指導開始時期などを検討するための材料の一つとなりうると考える。練習問

題として中央公論の記事と資料（駿台中３全国模試に出題）を用いる。

本単元で生徒に身に付けさせたい事項は、図表を読む力、資料を比較・分析・整理・統合する力、資

料から読み取った情報に基づいて事物を考察する力の３点である。そして、結果として、論理的思考力

や問題解決能力の伸長につなげたい。

（２）生徒の実態 （高校２学年、男子２１名・女子１８名・計３９名）

部活動に所属する生徒が多く、普段は明朗快活な雰囲気のクラスである。個性的な発想をする生徒

が多く、積極的に発言する。グループワークなども、ねらいを理解し、協力して取り組むことができる。

２年生は、来年度の科目選択調査を控え大学入試への関心が高まっている時期でもある。大学入試問

題に対する関心も高く、本教材にも意欲的に取り組んでくれるものと推測される。

「非連続型テキスト」に対する読解力については、考査や実力テスト、模試等で検査したことがなく、比

較対象もないため、どの程度のものかは把握できていない。ただ、中学校で丁寧に指導されている生徒

が多く、普段の授業や「国際探究Ⅰ」の活動を観察する限りでは、図表への抵抗感や苦手意識はそれ

ほどないように見える。

（３）本単元の指導について

問題演習による実践を通して、情報の読み取りに必要な基本的な知識や能力を身に付けさせたい。

また、グループワークを通して、生徒が自分の能力にあわせて活動しつつ、結果的に全員がある一定の

知識を身に付けてくれることを目指す。あわせて、「非連続型テキスト」の特徴を知り、図表から制作者の
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高校　第２学年Ｅ組　国語科（現代文Ｂ）　学習指導案

日　時　平成２９年１０月１１日（水）

授業者　佐　藤　裕紀子

場　所　高校２年Ｅ組教室
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４ 全体計画（総時間４時間）

本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 評 価

様々な図表の特徴を理 中央公論の記事と資料 グループで取り組ま 情報を取り出そうと

１ 解することができる。 から、設問にしたがっ せる。 している。

て必要な情報を取り出 時間を区切り、図表 【意欲･関心･態度】

す。 の特徴を解説する。 図表の特徴を理解し

ている。【知識･理解】

（観察・シート）

図表から目的に応じて 文化庁の資料から、設 必ずしも図表全体を把 情報を取り出すこと

２ 情報を取り出す。 問にしたがって必要な 握する必要はないこと ができる。【読むこと】

情報を取り出す。 を助言する。 （観察・シート）

複数の図表から取り出 前時を振り返り、図表 図表から取り出した情 図表の特徴を理解し

３ した情報を比較または について理解を深める。報を共有させ、図表の ている。【知識・理解】（

統合し分析することが 取り出した情報から「日 特徴を確認させる。 （発表・観察）

本 できる。 本の文化政策の問題点」「問題点」について考 情報を分析できる。

時 について考え、グルー えさせ、グループで意 【読むこと】）

プで意見交換をする。 見交換させる。 （発表・シート）

図表から取り出した情 「日本の文化政策の問 情報と意見を区別する 条件にしたがって的

報の分析を文章化する 題点」を 200 字にまと よう助言する。 確な表現で文章を書

４ とともに、分析に対し める。 いている。【書くこと】

て自分の意見を持ち、 自分の意見を 200 字に （シート）

表現することができる。まとめる。

５ 本時の計画（本時３／４時間）

（１）指導の目標

・図表から取り出した情報を発表し確認することによって、図表の特徴や読み方について理解

することができる。【知識・理解】

・複数の図表から取り出した情報を踏まえ「日本の文化政策の問題点」について考えることが

できる。【読むこと】

（２）学習過程

生徒の学習活動 学習形態 教師の支援 評 価

導入 ・本時の目標と学習課題を確 全体 ・本時の目標と学習課題を確

5分 認する。 認させる。

【学習課題】図表から読み取れる「日本の文化政策の問題点」は何か。

展開 ・前時、図表から読み取った グループ ・図表は黒板に掲示し、読み ・図表の特徴を理解

① 情報を確認し合い、図表の読 ↓ 取った情報を全体で共有させ している。

20分 み方について理解を深める。 全体 る。図表の特徴と作成者の意 【知識・理解】

図を確認させる。 （発表・観察）

展開 ・取り出した情報から「日本 グループ ・得られた情報を、目的に合 ・情報を分析できて

② の文化政策の問題点」につい わせて統合し分析させる。 いる。【読むこと】

20分 て考え、意見交換をする。 ・個の考えをグループで交換 （発表・シート）

した後まとめさせる。

ま と ・本時の学習を振り返る。 個 ・シートを見ながら自分の学

め びを整理させる。シートは提

5分 出させる。
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６ 国語科分科協議会記録 指導助言者：秋田北高等学校・教育専門監：今井由佳利先生

司会：樽田雪子先生 授業者：佐藤裕紀子先生

（１）教科としてのアクティブラーニングや授業改善の取り組みについて

授業における話し合い活動は目的でなく手段であり、学びの場で考えを深化させることを重視してい

る。その場だけでなく、次にもその考え方を使えるように学ぶことが必要ととらえ、昨年から取り組んでい

る。今年度もＳＧＨ問題解決力育成授業の推進のため、思考力・探究力を養う授業研究に取り組んだ。

（２）授業者から

夏休みの駿台セミナーに参加して得た新テストについての情報を踏まえて実践した。２・３年

生で使用する現代文の教科書には新テスト対策に関連するような単元がなく、国語総合にかろう

じて見える程度である。実際に新テストに関わるような内容を授業でどう指導するか、考える機

会としたいと思って取り組んだ。一つの筋のある流れを作っていくことを意識して――意識させ

たいと思って進めた。反省点は、「こう考えればいい」という誘導が多すぎたかと思う。まだま

だ工夫の余地がある。時間が足りなかったが、学習課題の解答を一つ飛ばして最後はまとめた。

（３）研究協議

・加賀屋：他クラスでの同じ授業を見た際には、資料１の段階で有形と無形の説明があった。本

時は未来と現在のことが出てきて、図から読み取れること以外のことを読み取ってしまったため、

単調になってしまった。やはり４つの資料を読ませてからやった方が面白かったのではないか。

また、生徒は意外にグラフの絶対値を読み取らない。きちんと数値を読み取り、それぞれの機関

がどれくらい予算をかけているのかも考えさせるとよいのではないか。文化庁の資料には外国と

の比較もある。あえてそれらの資料を出さず、この４つにして問題にしていることから、組み合

わせを考えて答えるのがよいのではないかと思った。グループ活動は全員を動かすのが課題だと

とらえているが、本時は各グループに比較的リーダーがいるクラスで面白かった。思考したこと

をどう伝えてまとめるかが求められることを勉強できてよかった。

・三浦政：客観的に数字を見て判断する力を養わなくてはならないと考えている。小論文の指導

の際にも、思い込みを入れて事実を曲げてしまう生徒がいる。今回のような問題は訓練になると

思った。また、書くためには社会状況などいろいろとものを知らないといけない。知識を得る時

期も必要だ。はじめの段階で書かせ、知識を与えてから改めて書かせるとどう違うか実感させて

みるといいのではないか。読み取り、話し合った上で、書いたものを検証する時間が必要だ。

・三浦弓：学校や教科として、１年生から入試に向けてどう学習を積み上げていかなければなら

ないかと考える機会になった。授業はテンポが良くわかりやすかった。３分という短い時間でも

話し合える習慣づけができており、「テーマを限って・短い時間で集中して」という取り組ませ

方を見習いたい。板書がスムーズだったが、よく出る語句はカードの利用もよいかと思った。生

徒も言葉遣いを工夫したり、読み取ったことを的確な用語で書こうとしたりしていた。国語の授

業であることを踏まえると、生徒の文章や言葉を拾い上げてみんなに返していくことで、もっと

よい表現力に結び付く授業になるのではないか。国語の授業でこうした学習に取り組むとなれば

どんなところに着眼して組み立てなければならないか、考えていきたいと思った。

→佐藤：実は今回もカードを作っていたが、普段使っていないので気後れして使わなかった。新

テストでは、コンピューターでキーワードを検索して採点すると聞いているので、キーワードを

提示した方がいいと思う。プロジェクターは投影した資料に書き込みができないので、白黒反転
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して黒板に投影したほうがよいかとも思った。

→樽田：中等部では模造紙に書き込んで、次時もそのまま書き込んだものを使い続けている。横

黒板の利用もしていたが、中等部では小さいホワイトボードを頻繁に活用している。いろいろな

仕掛けや道具が欲しい。前時の学習内容の「取っておき方」もいろいろ工夫ができればと思う。

・伊藤（史）：生徒をよく把握していると思った。問題としては問１から問４という順番でいい

と思うが、授業であれば、問４から逆順でやってみてもよかったかもしれない。国語科でグラフ

の読み取りについてセオリーを教えるべきかどうか。他教科の協力も必要になると思う。

→佐藤：グラフの読み取りについては、何でも読み取れることをオープンに発表させてよしとす

るのではなくて、設問ありきで必要なことを選び取ってゴールに向かっていくという読み方が、

国語科の指導として必要ではないか。

・樽田：読み取り、書かせることについて新テストを意識しての試行であったと思う。

（４）指導助言より

今日の佐藤先生の授業は、今後の国語の授業のあり方に一石を投じたものであった。参観者に

「考えさせた」という点で意味のあるものだった。新テストであっても国語の本質的な部分は変

わらないと思う。踊らされないこと、「国語」として対応していくことが大事である。「教養」

が求められていくので、教科の枠を取り払って指導していくことも必要だ。身に付けさせたい資

質・能力の共有化を図っていくことが求められる。生徒の学びを深めさせるためにも、使えるも

のは何でも活用して、つなげることでを教養を高めさせていきたいものだ。日本だけでは何事も

完結しないのと同じように教科の指導もその教科だけでは完結しないと思う。生徒自身が既習内

容を主体的に活用してつなげられるようにならなければならない。非連続型テキストを使って授

業をやるのであれば、尚更、生徒が自分の力でつなぐことができなければならない。そういうハ

ードルがあることを、指導者自身が自覚して指導する必要がある。

今日の授業は、最終的にどんな力をつけたいのかが明確ではなかった。表現の力だとすればも

っと書き方等を、読みの力だとすれば情報の読み方や知識内容についてもっと踏み込んでもよか

った。あくまで入試問題として扱うのであれば、加賀屋先生が指摘した視点が外せない。グラフ

が３つあったら３つ、４つあったら４つを「全体」として捉えなくてはならない。普段使ってい

る教科書の教材を通して、文章の全体像・文章構造をとらえる訓練をすることも必要だ。同様に、

キーワードからの読み方についても普段の授業でやっておかなければならない。教材の本質を捉

え、国語の授業を通してどういう力（資質・能力）を身につけさせたいかを明確にして指導する

必要がある。誘導が多いと言ったが、知識がないと解けないことも多い。授業では、ここは教え

る、ここは教えない、ここは考えさせる、と分けてやればよいと思う。グラフの読み取り方法に

ついては、地歴・公民科にアドバイスをもらえばいいと思う。いろいろな指導方法やいろいろな

仕掛けを工夫していけばもっと学びが広がる。深めさせるには様々なものとつなげていくことが

必要だ。また、指導案についてだが、授業構成・展開の充実が重視されている。自校では、「導

入」ではなく、「（前時の、既習内容の）振り返り」という言葉を使っていこうと考えている。

前時の授業やそれまでの学習内容、他の教科とのつながりを考えて授業を進めていくことを考え

ていってほしい。御校は個々の先生方の力量が高く個性もあるので、うまく連携プレーできる方

法があれば、生徒への還元度はますます大きくなる。教材や資料、授業アイディアを共有し「使

い回す」ことから始めるとよいと思う。教科でそうした情報交換をどんどんしていってほしい。
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前時の授業やそれまでの学習内容、他の教科とのつながりを考えて授業を進めていくことを考え

ていってほしい。御校は個々の先生方の力量が高く個性もあるので、うまく連携プレーできる方

法があれば、生徒への還元度はますます大きくなる。教材や資料、授業アイディアを共有し「使

い回す」ことから始めるとよいと思う。教科でそうした情報交換をどんどんしていってほしい。

高校 第２学年ＣＤ組 地歴公民科（日本史Ｂ） 学習指導案
日 時 平成 29年 10月 11日（水）
授業者 小 名 雅 司

場 所 ２年Ｃ組（４階）

１ 単元名

中世の日本と東アジア

２ 単元の目標

（１）中世国家の成立から戦国時代までの時代について、人々の生活および政治に対する関心と課題

意識を高め、それを意欲的に追究し、捉えようとしている。 【関心・意欲・態度】

（２）我が国中世の歴史について、東アジア世界の歴史との関連を踏まえながら、多面的・多角的に

考察し、その過程や結果を適切に表現している。 【思考・判断・表現】

（３）選択した情報をもとに、資料や図表を適切に読み取り、ポイントを整理している。

【資料活用の技能】

（４）我が国中世の歴史について、時代を大まかに捉え、考察する視点や、関連する知識を身に付け

ている。 【知識・理解】

３ 生徒と単元

（１）《本単元について》

この大項目は、中世国家の社会や文化の特色について、国際環境と関連付けて考察させることを主

なねらいとしている。また中項目については以下の３つのねらいがある。

ア 歴史の解釈

歴史資料を含む諸資料を活用して、歴史的事象の推移や変化、相互の因果関係を考察するなど

の活動を通して、歴史の展開における諸事象の意味や意義を解釈させる。

イ 中世国家の形成

武士の土地支配と公武の関係、宋・元などとの関係、仏教の動向に着目して、中世国家の形成

過程や社会の仕組み、文化の特色とその成立の背景について考察させる。

ウ 中世社会の展開

日本の諸地域の動向、日明貿易など東アジア世界との関係、産業経済の発展、庶民の台頭と下

剋上、武家文化と公家文化のかかわりや庶民文化の萌芽に着目して、中世社会の多様な展開、

文化の特色とその成立の背景について考察させる。

（２）《生徒の実態》

２７名（２年ＣＤ組文系混合クラス）

文系学部への進学を志望する生徒２７名から成っている、ほとんどの生徒が部活動に所属している

が、家庭学習時間をある程度確保できる努力家が多い。６月下旬に行った授業アンケートでは、「授

業を通して、歴史への興味・関心が高まっている」「授業を通して、日常生活の中で世の中を見る世

界観が広がっている」の項目で９８％の生徒が肯定的な回答をするなど、日本史に興味関心をもって

いる。

４月当初は、小単元ごとに行っている確認テストに合格する生徒は多くはなかったが、夏休みが近

づくにつれて、合格者や満点をとる生徒に増加の傾向が見られ、学習スキルが向上したことが推測で

きる。

一方、人物名や日本史用語を正確に記述することはできるが、歴史資料を活用して、歴史的事象の

推移や因果関係を考察する力が弱い一面もある。歴史的資料をグループで話し合いながら解釈するこ

とで、歴史を多面的・多角的に考察し、その成果を共有することで対応力を高め、大勢の前で効果的

に表現することに関して、今後の指導が必要と考えられる。

高校　第２学年ＣＤ組　地歴公民科（日本史Ｂ）　学習指導案

日　時　平成２９年１０月１１日（水）

授業者　小　名　雅　司

場　所　高校２年Ｃ組教室
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（３）《（１）、（２）を受けた本単元の指導について》

高校日本史Ｂの目標は、我が国の歴史の展開を諸資料に基づき地理的条件や世界の歴史と関連付け

て総合的に考察させ、我が国の伝統と文化の特色についての認識を深めさせることによって、歴史的

思考力を培い、国際社会に主体的に生きる日本国民としての自覚と資質を養うことである。

これまで進学校である本校の生徒の能力に応じた課題を設定し、各時代ごと時期ごとのテーマにつ

いて解説を行うとともに、様々な歴史的事項を考察する授業を行ってきた。

本時では、歴史的資料を解釈することを通して、元寇という歴史的事項を世界史的な視野から捉え

るとともに、貿易などの経済的な側面からもアプローチをすることで、鎌倉幕府が元寇の際にとった

政策の意味や意義について考察させたい。そのために協働的な学びの場面を設定し、生徒が多様な考

えに触れながら探究する活動を通して、主体的で深い学びに近づいていくよう支援したい。

４ 全体計画（総時数４時間）

時 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の指導ポイント 評価

１ ・公武二元体制が変化 ・源氏略系図と朝廷の ・源氏将軍断絶と上皇 ・公武二元体制が変化

する契機として、「承 人間関係を理解する。 の対応を考えさせる。 する契機として、「承久

久の乱」の背景や経過、・幕府優位の朝幕関係 上皇方への処分とその の乱」の背景や経過、

結果そして意義を考察 になったことを確認す 影響を考えさせる。 結果そして意義を説明

できる。 る。 できる。【知識・理解】

（記述）

２ ・北条氏を中心とした ・北条泰時、時頼の政 ・合議制に基づく執権 ・北条氏を中心とした

有力御家人の合議制と 治について、政策の内 政治のあり方を考えさ 有力御家人の合議制と

いう「執権政治」の背 容やねらいについて理 せる。 いう「執権政治」の背

景・特徴・施策を考察 解する。 ・御成敗式目が制定さ 景・特徴・施策を説明

できる。 れた意義について理解 できる。【知識・理解】

させる。 （記述）

３ ・鎌倉時代の武士が有 ・鎌倉武士の館の絵を ・『一遍上人絵伝』の一 ・鎌倉時代の武士が有

していた独自の生活習 利用して、武士の生活 場面から、武士の館の していた独自の生活習

慣を、分割相続・惣領 の具体的様相を確認し、特徴を踏まえさせる。 慣を、分割相続・惣領

制を通して把握でき 系図を利用して、惣領 ・承久の乱前後で、地 制を通して把握する。

る。 と庶子、分割相続の概 頭の領主化のあり方、 ・承久の乱後に、地頭

・承久の乱後に、地頭 念を理解する。 荘園領主、幕府の対応 と荘園領主の関係が変

と荘園領主との関係の ・地頭の荘園侵略を確 が変化した点を確認さ 化したことを理解する。

変化を理解する。 認する。 せる。 【知識・理解】（記述）

４ ・元寇に関する資料を ・元に抵抗した諸外国 ・世界史的な観点での ・元寇に関する資料を

読みとり、読みとった の例をもとに、元寇を 説明を加える。 読みとり、読みとった

本 内容をもとに話し合う 世界史的な視野から確 ・「フビライからの手 内容をもとに話し合う

ことができる。 認する。 紙」の意図について深 ことができる。

時 ・元寇に対する鎌倉幕 ・「フビライの手紙」が、く考え、冊封体制や経 ・元寇に対する鎌倉幕

府の対応について、経 何を要求していたのか 済面での意図に気付か 府の対応について、経

済的・外交的視点から を理解する。 せたい。 済的・外交的視点から

考察し、自分の考えを ・日元貿易が戦争の前 考察し、自分の考えを

説明することができ 後で行われていたこと 説明することができる。

る。【資料活用の技能】を確認する。 【資料活用の技能】

（学習シート） ・これらの資料をもと （学習シート）

に鎌倉幕府の政策につ

いて考える。
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（３）《（１）、（２）を受けた本単元の指導について》

高校日本史Ｂの目標は、我が国の歴史の展開を諸資料に基づき地理的条件や世界の歴史と関連付け

て総合的に考察させ、我が国の伝統と文化の特色についての認識を深めさせることによって、歴史的

思考力を培い、国際社会に主体的に生きる日本国民としての自覚と資質を養うことである。

これまで進学校である本校の生徒の能力に応じた課題を設定し、各時代ごと時期ごとのテーマにつ

いて解説を行うとともに、様々な歴史的事項を考察する授業を行ってきた。

本時では、歴史的資料を解釈することを通して、元寇という歴史的事項を世界史的な視野から捉え

るとともに、貿易などの経済的な側面からもアプローチをすることで、鎌倉幕府が元寇の際にとった

政策の意味や意義について考察させたい。そのために協働的な学びの場面を設定し、生徒が多様な考

えに触れながら探究する活動を通して、主体的で深い学びに近づいていくよう支援したい。

４ 全体計画（総時数４時間）

時 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の指導ポイント 評価

１ ・公武二元体制が変化 ・源氏略系図と朝廷の ・源氏将軍断絶と上皇 ・公武二元体制が変化

する契機として、「承 人間関係を理解する。 の対応を考えさせる。 する契機として、「承久

久の乱」の背景や経過、・幕府優位の朝幕関係 上皇方への処分とその の乱」の背景や経過、

結果そして意義を考察 になったことを確認す 影響を考えさせる。 結果そして意義を説明

できる。 る。 できる。【知識・理解】

（記述）

２ ・北条氏を中心とした ・北条泰時、時頼の政 ・合議制に基づく執権 ・北条氏を中心とした

有力御家人の合議制と 治について、政策の内 政治のあり方を考えさ 有力御家人の合議制と

いう「執権政治」の背 容やねらいについて理 せる。 いう「執権政治」の背

景・特徴・施策を考察 解する。 ・御成敗式目が制定さ 景・特徴・施策を説明

できる。 れた意義について理解 できる。【知識・理解】

させる。 （記述）

３ ・鎌倉時代の武士が有 ・鎌倉武士の館の絵を ・『一遍上人絵伝』の一 ・鎌倉時代の武士が有

していた独自の生活習 利用して、武士の生活 場面から、武士の館の していた独自の生活習

慣を、分割相続・惣領 の具体的様相を確認し、特徴を踏まえさせる。 慣を、分割相続・惣領

制を通して把握でき 系図を利用して、惣領 ・承久の乱前後で、地 制を通して把握する。

る。 と庶子、分割相続の概 頭の領主化のあり方、 ・承久の乱後に、地頭

・承久の乱後に、地頭 念を理解する。 荘園領主、幕府の対応 と荘園領主の関係が変

と荘園領主との関係の ・地頭の荘園侵略を確 が変化した点を確認さ 化したことを理解する。

変化を理解する。 認する。 せる。 【知識・理解】（記述）

４ ・元寇に関する資料を ・元に抵抗した諸外国 ・世界史的な観点での ・元寇に関する資料を

読みとり、読みとった の例をもとに、元寇を 説明を加える。 読みとり、読みとった

本 内容をもとに話し合う 世界史的な視野から確 ・「フビライからの手 内容をもとに話し合う

ことができる。 認する。 紙」の意図について深 ことができる。

時 ・元寇に対する鎌倉幕 ・「フビライの手紙」が、く考え、冊封体制や経 ・元寇に対する鎌倉幕

府の対応について、経 何を要求していたのか 済面での意図に気付か 府の対応について、経

済的・外交的視点から を理解する。 せたい。 済的・外交的視点から

考察し、自分の考えを ・日元貿易が戦争の前 考察し、自分の考えを

説明することができ 後で行われていたこと 説明することができる。

る。【資料活用の技能】を確認する。 【資料活用の技能】

（学習シート） ・これらの資料をもと （学習シート）

に鎌倉幕府の政策につ

いて考える。

５ 本時の計画（本時 ４／４ 時間）

（１）本時の目標

・元寇に関する史料を読みとり、その内容をもとに話し合うことができる。

【資料活用の技能】（学習シート）

・元寇に対する鎌倉幕府の対応を、多面的に考察し、自分の考えを根拠を示しながら説明するこ

とができる。

【思考・判断・表現】（学習シート）

（２）学習過程

過 程 学習 評価の規準

生徒の学習活動 形態 教師の支援 【評価の観点】

（評価の方法）

導入 １ 既習事項から、元寇までの経緯を確認す 一斉 ・元寇の基本的な知識を確認

3分（つかむ） る。 個 する。

（3分）

２ 全員で学習課題を確認する。

（のりだす）

【学習課題】元との戦いを選んだ鎌倉幕府は本当に正しかったのか。

展開 ３ 史料１「高麗王の訴え」から、元と戦っ 個 ・服属要求に応えず、敗れた

32分 た国々の様子をつかむ。 （5分） 国の様子を伝える。

（追求する） ４ 史料２「フビライからの手紙」から読み 個 ・手紙の意図を考えさせる。

とれることを、学習シートに記入する。 （8分） ・元の意図に気づくように支

援する。

５ 史料３から、元寇の前後の日元貿易の 個

様子を読みとる。 （3分）

・各史料の読みとりを

（深める） ６ 各史料から読みとったことをもとに、グ 協働 ・元寇を外交的・経済的な視 もとに、話し合うこと

ループで話し合い、学習課題の答えを箇 （16分） 点から分析できるよう支援 ができる。【思考・判

条書きで書き出す。 する。 断・表現】（観察）

まとめ ７ 本時の学習内容を振り返り、学習課題の 個 ・根拠を示しながら説明する ・元が冊封体制下に入る

15分 答えを自分の言葉で、文章で表現する。 （15分） よう促す。 こと、朝貢貿易を求めて

（まとめる） ・何人かに発表させる。 いることを読みとれてい

る。【資料活用の技能】（学

習シート）

（３）目指す生徒の姿

・史料を読みとり、歴史的事項の背景や意義を探究することができる。

・さまざまな可能性をグループ内で協議し、元寇に対する自分の考えを根拠を示しながら表現する

ことができる。
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６ 分科会協議記録

指導助言：高校教育課 指導主事 勝又貞臣

授 業 者：小名雅司

司 会：伊藤勝美

授業者から

小 名： ＳＧＨの目的は、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

考えていくことができる「グローバルリーダー」を育成することである。

そのため、知識理解だけではなく、習得した事項を用いて仲間と話し合い、学び合いを

深めることで、答えのない問題を解決していく力を育成する授業を意識した。生徒には、

問題解決には様々な選択肢があることを伝えたかった。

最初に提出した指導案では、史料の内容が不十分で「多様な視点から考察する」生徒の

姿には近づけないと考えた。資料１・２を加え、世界史的視点で考える力や、メリットと

デメリットを総合的に考える力を付けさせたいと考えた。

前日に他のクラスで同じ研究授業を行った際、「正しい」「正しくない」の問いかけで

発問したところ「正しい」が圧倒的で、生徒が「正しくない」を選びにくい状況にあった。

そこで、多様な意見を引き出すため「ベストだったか」「ベストでなかったか」に発問を

変えた。また、授業では極力、教師が口を出さず、生徒自身が考えて話し合うように支援

することを心がけた。最後のリフレクションは、生徒の振り返りだけでなく、教師の振り

返りにもなることがわかった。

テーマを設定してから、科会などで学習指導案を練り上げてもらった。林先生からは、

授業の方向性に関して多くの時間を割いてご指導いただいた。また、門間先生からは学習

シートの作り方や生徒を動かす工夫などについてきめ細やかにご指導をいだだいた。授業

者は私でしたが、今回の授業は本校地歴公民科の知恵と経験の結晶と考えます。みなさん

のおかげで、なんとか授業を行うことができました。ありがとうございました。

協議

伊 藤： 小名先生の授業を参観しての感想や、先生方が日頃の授業で意識・工夫されている事項

について、１か月前課題である「生徒の主体性や生徒同士の協働性を生かして問題解決力

を育成する授業のあり方」に沿って発表していただきたい。

齊 藤： 同じ生徒で世界史Ｂを担当している。個人やグループで考える場面に意図が感じられ、

メリハリもあった。次回はモンゴル帝国を扱うが、今回の内容と重なる内容もあるので、

意識的に取り上げていきたい。授業を行った２Ｃは、どのようなグループをつくっても、

自分なりの考えを述べることができる。他のクラスでのグループ活動では、うまく交われ

ない生徒も見られる。そのような生徒への対応が難しいと思っている。

指導案から、最初は盛りだくさんの授業内容かと思ったが、読み取る資料が精選されて

いたため、スムーズに進行していた。グループ協議の際に、グループを解体させて協議を

させていたのが良かった。

清 野： ２Ｃの副担任として、興味深く授業を参観した。個性的で様々な生徒がいるクラスだが、

発言が少なく、おとなしそうにしている生徒でも、学びに参加していないわけではなく、

静かに考えていることの方が多いと思う。

岩 川： 大学入試も変わっていく中で、答えのない問題を解決させようとする授業は今後大切に

なってくると思う。教師の準備した型に押し込まず、思考・判断を重視する授業であった。

授業最後に小名先生がその旨を生徒に伝えていた場面が印象的であった。
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６ 分科会協議記録

指導助言：高校教育課 指導主事 勝又貞臣

授 業 者：小名雅司

司 会：伊藤勝美

授業者から

小 名： ＳＧＨの目的は、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

考えていくことができる「グローバルリーダー」を育成することである。

そのため、知識理解だけではなく、習得した事項を用いて仲間と話し合い、学び合いを

深めることで、答えのない問題を解決していく力を育成する授業を意識した。生徒には、

問題解決には様々な選択肢があることを伝えたかった。

最初に提出した指導案では、史料の内容が不十分で「多様な視点から考察する」生徒の

姿には近づけないと考えた。資料１・２を加え、世界史的視点で考える力や、メリットと

デメリットを総合的に考える力を付けさせたいと考えた。

前日に他のクラスで同じ研究授業を行った際、「正しい」「正しくない」の問いかけで

発問したところ「正しい」が圧倒的で、生徒が「正しくない」を選びにくい状況にあった。

そこで、多様な意見を引き出すため「ベストだったか」「ベストでなかったか」に発問を

変えた。また、授業では極力、教師が口を出さず、生徒自身が考えて話し合うように支援

することを心がけた。最後のリフレクションは、生徒の振り返りだけでなく、教師の振り

返りにもなることがわかった。

テーマを設定してから、科会などで学習指導案を練り上げてもらった。林先生からは、

授業の方向性に関して多くの時間を割いてご指導いただいた。また、門間先生からは学習

シートの作り方や生徒を動かす工夫などについてきめ細やかにご指導をいだだいた。授業

者は私でしたが、今回の授業は本校地歴公民科の知恵と経験の結晶と考えます。みなさん

のおかげで、なんとか授業を行うことができました。ありがとうございました。

協議

伊 藤： 小名先生の授業を参観しての感想や、先生方が日頃の授業で意識・工夫されている事項

について、１か月前課題である「生徒の主体性や生徒同士の協働性を生かして問題解決力

を育成する授業のあり方」に沿って発表していただきたい。

齊 藤： 同じ生徒で世界史Ｂを担当している。個人やグループで考える場面に意図が感じられ、

メリハリもあった。次回はモンゴル帝国を扱うが、今回の内容と重なる内容もあるので、

意識的に取り上げていきたい。授業を行った２Ｃは、どのようなグループをつくっても、

自分なりの考えを述べることができる。他のクラスでのグループ活動では、うまく交われ

ない生徒も見られる。そのような生徒への対応が難しいと思っている。

指導案から、最初は盛りだくさんの授業内容かと思ったが、読み取る資料が精選されて

いたため、スムーズに進行していた。グループ協議の際に、グループを解体させて協議を

させていたのが良かった。

清 野： ２Ｃの副担任として、興味深く授業を参観した。個性的で様々な生徒がいるクラスだが、

発言が少なく、おとなしそうにしている生徒でも、学びに参加していないわけではなく、

静かに考えていることの方が多いと思う。

岩 川： 大学入試も変わっていく中で、答えのない問題を解決させようとする授業は今後大切に

なってくると思う。教師の準備した型に押し込まず、思考・判断を重視する授業であった。

授業最後に小名先生がその旨を生徒に伝えていた場面が印象的であった。

生徒の思考・判断を促すためには、学習課題の設定が重要になると思う。また、適切な

問いについても、「どのような場面」で「どのような問い」を投げかけるのかを意識する

必要がある。特に問いについては、生徒の様子や授業での理解度など、バリエーションに

応じた問いを複数用意していればいいかと思う。

三 浦： 非常に素晴らしい授業であったと思う。授業後半に見られたグループの枠組みをこえて

自由に話し合う協議は対話的・協働的・深い学びのあらわれであったと思う。小名先生に

よる日頃の授業実践の成果であると考える。

生徒は自分の考え方を自分の言葉で表現することが出来ていた。授業の説明にもあった

「ベストだったか」「ベストでなかったか」の設定については、オープンエンドのように

多様な意見を引き出せていたので、この設定で良かったと思う。

關 ： 一つの事象であっても、立場が異なると別の見方や考え方となることを考えさせる授業

であったと思う。この授業で提示する資料について、どのような資料を用いるかを分量を

含め、時間をかけて検討されていたが、よく十分に機能していたと思う。また、授業者の

生徒の考えを引き出す話し方や、机間巡視時の適切な声かけが印象に残った。

個人では静かに考え、グループでは活発に議論し、さらにグループをこえた協議でそれ

ぞれの意見の共有を行っていた。また、その際に授業者が用意した資料の内容を踏まえて

根拠を示して説明をしていた。

林 ： 資料の読み取りの際、ある一部分について、授業者の意図とは異なった解釈をしている

生徒が見られた。提示する資料をよく吟味することの大切さを知った。

伊 藤： 生徒の興味関心を引きつけるには、学習課題の設定が大切であるとの意見があったが、

学習課題について工夫されていることや、実践事例があれば、情報提供をお願いしたい。

關 ： 今回のような「ベストだったか」「ベストでなかったか」と表現される学習課題の他に、

「何故、○○なのか」のように、生徒が文章で表現できる学習課題が、思考や判断を促す

学習課題に適していると考える。

林 ： 「宗教が同じなのに、何故、争いが起きたのか」など「□□なのに、何故、○○なのか」

といった学習課題になると、生徒の興味を引きつけやすい。

伊 藤： 中等部で授業をされている門間先生の実践を紹介していただきたい。

門 間： こちらから学習課題を設定するのではなく、生徒が設定した学習課題を基にして授業を

進めていくことが多い。そのために授業では「学習課題を設定するための資料」に加えて

「学習課題を解決するための資料」を複数用意し、使い分ける必要がある。

伊 藤： 勝又指導主事より、指導助言をお願いしたい。

勝 又： 本日は、１か月前課題を十分に意識した授業を展開していただいた。今回の小名先生の

授業は、生徒の思考を深めることを意識した授業であった。一年間の授業の中で「ここは

深めていきたい」「ここは生徒に考えさせたい」という単元を設定し、適切なタイミング

で今日のような授業を実践してもらいたい。その際、偶発的・思いつきでの取り組みでは

なく、年度当初から年間指導計画に盛り込むなど計画的に実施してもらいたい。

今回の授業では「ベストだったか」「ベストでなかったか」を学習課題として設定して

いたが、その際は、一面的な内容に陥らないように留意してもらいたい。これまでの歴史

学習では主に「ＷＨＥＮ」「ＷＨＯ」「ＷＨＡＴ」が求められる傾向にあったが、歴史を

より深く追究するためには「ＷＨＹ」「ＨＯＷ」の視点が必要である。各種資料も、授業

でどのような力を身に付けさせたいかによって変わってくる。今後とも、各時代の本質を

生徒の考えさせる授業を、科内全体で情報共有ながら進めていってもらいたい。
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高校第２学年 B 組 数学科学習指導案 
 

日 時 平成２９年１０月１１日（水） 
授業者 大 友 和 也 
場 所 高校２年 B 組教室 

 
１ 単元名 

第６章 微分法と積分法 第１節 微分係数と導関数 
 
２ 単元の目標 
（１） 関数の接線の傾きを図形から捉えようとする。 【関心・意欲・態度】 
（２） 微分係数の図形的意味を考えることができる。 【数学的な見方や考え方】 
（３） 極限の計算や導関数の計算を正確することができる。 【数学的な技能】 
（４） 微分係数とグラフの接線の傾きの関係を理解することができる。 【知識・理解】 
 
３ 単元と生徒 
（１） 本単元について 

微分法は関数の増減を正確に調べることにつながる重要な考え方である。本単元では極限という

数学の概念の中で非常に重要な内容も扱う。微分係数の求め方と接線の傾きの関係をしっかりと理

解して使わせたい。また、曲線の接線は他分野にも関連する重要な分野である。接線に関わる問題

にたくさん触れ、思考力を身につけさせたい。 
 

（２） 生徒の実態 
男子１８名 女子２２名 計４０名 
全員理系のクラスであるが、理系科目が不得意な生徒もいる。おとなしい生徒も多くいるが、ペ

アになって話し合う場面ではしっかりと自分の知識や考えを伝えることができる。ただ、自分がわ

かっていることに関してはよく話し合えるが、少し自信がないときは、全く話さなくなってしまう

者が多い。 
事前のアンケートでは、「数学は得意である」生徒が３５％（そう思う、どちらかというとそう

思う、の合計）で、中でも「関数が得意である」と答えた生徒は２２．５％しかおらず、数学全般、

特に関数分野に対して苦手意識がある。それでも、「数学は好きだ」と答えている生徒が６５％お

り、数学の学習に対して前向きに取り組んでいる。 
 

（３） 本単元の指導について 
導関数を求めることや、接線の方程式を求めるといった基本事項を身につけた後、それらを応用

した問題を自分で解決する思考力を身につけることを期待している。そのために、ペアやグループ

での話し合いを設定する。特に、どこまではわかっているか、何がわからないのかといった自分の

思考を言語化することで、自分がこの後何をするべきかを整理させ、自分で解決する達成感を与え

たい。数学が苦手という生徒であっても、数学の学習自体は好きな者が多いため、「できた、解け

た、わかった」といった経験を多く積ませながら自信をつけさせ、自ら考える力を身につけさせた

い。また、関数に関しては苦手意識が強いため、適宜復習する機会を作りながら、丁寧に指導をし

ていきたい。 
 

高校　第２学年Ｂ組　数学科（数学Ⅱ）　学習指導案

日　時　平成２９年１０月１１日（水）

授業者　大　友　和　也

場　所　高校２年Ｂ組教室
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高校第２学年 B 組 数学科学習指導案 
 

日 時 平成２９年１０月１１日（水） 
授業者 大 友 和 也 
場 所 高校２年 B 組教室 

 
１ 単元名 

第６章 微分法と積分法 第１節 微分係数と導関数 
 
２ 単元の目標 
（１） 関数の接線の傾きを図形から捉えようとする。 【関心・意欲・態度】 
（２） 微分係数の図形的意味を考えることができる。 【数学的な見方や考え方】 
（３） 極限の計算や導関数の計算を正確することができる。 【数学的な技能】 
（４） 微分係数とグラフの接線の傾きの関係を理解することができる。 【知識・理解】 
 
３ 単元と生徒 
（１） 本単元について 

微分法は関数の増減を正確に調べることにつながる重要な考え方である。本単元では極限という

数学の概念の中で非常に重要な内容も扱う。微分係数の求め方と接線の傾きの関係をしっかりと理

解して使わせたい。また、曲線の接線は他分野にも関連する重要な分野である。接線に関わる問題

にたくさん触れ、思考力を身につけさせたい。 
 

（２） 生徒の実態 
男子１８名 女子２２名 計４０名 
全員理系のクラスであるが、理系科目が不得意な生徒もいる。おとなしい生徒も多くいるが、ペ

アになって話し合う場面ではしっかりと自分の知識や考えを伝えることができる。ただ、自分がわ

かっていることに関してはよく話し合えるが、少し自信がないときは、全く話さなくなってしまう

者が多い。 
事前のアンケートでは、「数学は得意である」生徒が３５％（そう思う、どちらかというとそう

思う、の合計）で、中でも「関数が得意である」と答えた生徒は２２．５％しかおらず、数学全般、

特に関数分野に対して苦手意識がある。それでも、「数学は好きだ」と答えている生徒が６５％お

り、数学の学習に対して前向きに取り組んでいる。 
 

（３） 本単元の指導について 
導関数を求めることや、接線の方程式を求めるといった基本事項を身につけた後、それらを応用

した問題を自分で解決する思考力を身につけることを期待している。そのために、ペアやグループ

での話し合いを設定する。特に、どこまではわかっているか、何がわからないのかといった自分の

思考を言語化することで、自分がこの後何をするべきかを整理させ、自分で解決する達成感を与え

たい。数学が苦手という生徒であっても、数学の学習自体は好きな者が多いため、「できた、解け

た、わかった」といった経験を多く積ませながら自信をつけさせ、自ら考える力を身につけさせた

い。また、関数に関しては苦手意識が強いため、適宜復習する機会を作りながら、丁寧に指導をし

ていきたい。 
 

４ 全体計画（総時数７時間） 
時 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の指導ポイント 評価 
１ 極限値を理解し、微分

係数を求められる。 
微分係数の計算を行

う。 0
0
は計算できないことを

注意する。 

微分係数の計算を

正しく処理できる。

【数学的な技能】 
 
 

２ 微分係数の図形的意

味を理解し、接線の傾

きを求められる。 

x の増分を少しずつ 0
に近づけた図形を作図

し、意味をつかむ。 
 

作図の方法がわかってい

るかを確認しながら進め

る。 

微分係数の図形的

意味を考えること

ができる。 
【数学的な見方や

考え方】 
 
 

３ 導関数の定義に従っ

て微分できる。 
導関数の定義に従った

計算を行う。 
計算をうまくできない生

徒を個別に支援する。 
導関数の定義を理

解している。 
【知識・理解】 
 
 

４ 色々な関数を微分で

きる。 

nx を定義に従って微分

する。 
二項定理を理解している

かを確認しながら証明す

る。 

微分の仕方を理解

している。 
【知識・理解】 
 
 

５ グラフ上にない点か

ら引いた接線の方程

式を求められる。 

グラフ上の点における

接線の方程式を応用し

て求める。 

誤った求め方が、なぜ違う

のかを考えさせる。 
接線の傾きが接点

における微分係数

であることを理解

している。 
【知識・理解】 
 
 

６ 
本

時 

グラフ上にない点か

ら引ける接線の本数

がわかる。 

グループで問題の解き

方を話し合う。 
自分たちで考えられるよ

う発問を工夫する。 
接線の本数が何に

よって定まるかを

考えられる。 
【数学的な見方や

考え方】 
 
 

７ 節のまとめ    
 
 

 
 

日　時　平成２９年１０月１１日（水）

授業者　大　友　和　也

場　所　高校２年Ｂ組教室
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５ 本時の計画（本時６／７時間） 
（１） 指導の目標 

・方程式の解の個数と接線の本数を結びつけて考えることができる。 【数学的な見方や考え方】 
・方程式の解の個数と接線の本数の関係を理解することができる。 【知識・理解】 

 
（２） 学習過程 
過程 生徒の学習活動 学習形態 教師の指導 評価 
導入 

１０分 
・接線に関する復習問題を解

く。 
個人 ・プリントを用いて復習

問題を解かせる。 
・図はかかず数式で解か

せる 
 

 

展開 
３０分 

・問題を把握する。 
 
 
 
 
 
・課題に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・問題について話し合う 

一斉 
 
 
 
 

 
個人 

 
 
 
 

 
 
 
 
班 

・問題把握を全体で行う。 
 
 
 
 
 
・グラフから判断できる

人には、数式で考えたら

どうなるかを問いかけ

る。 
 
 
 
 
 
・グループを作らせ、考

えたことについて表現さ

せる。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
・方程式と接線の本数

を結びつけて考えて

いる。 
【数学的な見方や考

え方】（観察） 

まとめ 
１０分 

・方程式の解の個数と接線の

本数についてまとめる。 
班、個人 
 

・練習問題で復習させる ・解の個数と接線の本

数の関係を理解して

いる。 
【知識・理解】 
（観察） 

 
 
 
 
 

放物線 xxy 22  のグラフに点 ),1( a から接線を引く。接線が 2 本存在する

とき、定数 aの値の範囲を求めよ。 

【学習課題】 接線の本数は何を調べればわかるのか。 
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５ 本時の計画（本時６／７時間） 
（１） 指導の目標 

・方程式の解の個数と接線の本数を結びつけて考えることができる。 【数学的な見方や考え方】 
・方程式の解の個数と接線の本数の関係を理解することができる。 【知識・理解】 

 
（２） 学習過程 
過程 生徒の学習活動 学習形態 教師の指導 評価 
導入 

１０分 
・接線に関する復習問題を解

く。 
個人 ・プリントを用いて復習

問題を解かせる。 
・図はかかず数式で解か

せる 
 

 

展開 
３０分 

・問題を把握する。 
 
 
 
 
 
・課題に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・問題について話し合う 

一斉 
 
 
 
 

 
個人 

 
 
 
 

 
 
 
 
班 

・問題把握を全体で行う。 
 
 
 
 
 
・グラフから判断できる

人には、数式で考えたら

どうなるかを問いかけ

る。 
 
 
 
 
 
・グループを作らせ、考

えたことについて表現さ

せる。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
・方程式と接線の本数

を結びつけて考えて

いる。 
【数学的な見方や考

え方】（観察） 

まとめ 
１０分 

・方程式の解の個数と接線の

本数についてまとめる。 
班、個人 
 

・練習問題で復習させる ・解の個数と接線の本

数の関係を理解して

いる。 
【知識・理解】 
（観察） 

 
 
 
 
 

放物線 xxy 22  のグラフに点 ),1( a から接線を引く。接線が 2 本存在する

とき、定数 aの値の範囲を求めよ。 

【学習課題】 接線の本数は何を調べればわかるのか。 

分科協議会記録 高等学校 数学

日 時 平成２９年１０月１１日（水）

場 所 高校１年Ｄ組教室

指導助言者 秋田大学大学院教育学研究科教職実践専攻 准教授 田仲誠佑 先生 
 
① 教科としてのアクティブラーニングや授業改善の取り組み 
・各教員がアイディアを出しながら実践し、その後意見交換して作り上げていっている。 
・１つの問題に対して、複数人数で考えさせ、複数の解法を共有している。 
 
② 授業者(大友先生)から 
・教え込まないようにグループでじっくり考え思考させる授業を取り組んだ。 
・ささいなことでも話し合わせる取り組みを４月から行ってきて、隣同士で解答の理由を説明させるな

ど少しずつ改善し、向上させてきた。 
・思っていた以上に早い段階で解決にたどりつく生徒がいたが、色々話し合うことができていて、生徒

にやって欲しいなと思っていた活動はやれた気がしている。 
・生徒たちが最終目標にたどりつく手前の話し合いが盛り上がっていたため、授業の中での目標を修正

し、まずは 1 つ目の解法を共有することに目標を変更した。 
 
③ 研究協議(参加者：田仲誠佑、佐藤幸士、高久誠、佐藤協、伊藤栄治、牧井太宏) 
・＜質問１＞生徒たちが行き詰まったときの何かしらのヒントの出し方についてどうしているか。 
・＜答え１＞グループでまずは相談させるが、どうしても出てこないときはこちらから援助をする。 

場合によってはじっくり考えさせ、生徒から出てくることを待つ場合もある。 
 
・＜質問２＞接線の本数と接点の個数と実数解の個数についての説明について。 
・＜答え２＞生徒の回答から実数解の個数と接線の本数を直接結びつけた。接点の個数との関連につ 

いて、今回は口頭での説明にした。 
 

・＜質問３＞グループによる指導は、どのような問題で取り扱えるのか基準などはあるか。 
・＜答え３＞教えたことまででできる問題。過去の既習事項を繋げて実施できる問題であれば、入試 

問題なども活用して実施している。 
 

・＜質問４＞グループによる理解度の差にはどのように対応するか。 
・＜答え４＞理解度の高いグループへは別の課題を準備するなど工夫をしている。 
 
・＜質問５＞図をあまりかかないで解法を考えていたがどうであったか。 
・＜答え５＞今回は方程式の実数解の個数を考えて、接線の本数を考えることを授業の狙いとしてい 

たため図をかくことをなるべく控えていた。 
・＜意見１＞授業はじめの小テストについて、微分係数の表現がまずい生徒が見られたので指導をした

ほうが良かったのではないか。正しい記号の用い方について話したほうがよいのではない

か。全く図がない状況で解いていったが、生徒の理解状況はどうだったのか疑問に思った。

図と合わせて考えていくほうが、理解度が増すのではないかと感じた。 
個人で考える場面とグループで考える場面では同じ形態で進めていたが、切り替えなど

うまく使ってみてはどうだろうか。また、うまくできているグループをその他のグループ
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に派遣するなどしてみてはどうか。 
・＜意見２＞今日の授業を見て、説明しすぎず生徒に考えさせる授業の形も取り入れるべきだなと感じ 

た。大体のグループは判別式の解法には辿り着いていたが、文字定数を分離した解法を 
行っていたグループもあったので彼らの意見を全体に紹介させる場面があっても良かっ 
たのではないか。 
 

・＜意見３＞導入で復習のプリントをやらせるのは良いと感じた。図を用いて考えていた生徒とそう 
でない生徒の数が半々だったが、生徒の理解にとってどうだったか。 

 
④ 指導助言(秋田大学 田仲誠佑先生) 

数学の時間を問題解きで終わらず、数学の問題を解くことで何が身についたのかという部分が大切で

ある。問題を解くうえで教訓は何かということを生徒自身が語れるような授業を期待したい。生徒たち

がよく相談していて、さらに授業の終わりに今後どのようなことに繋がっていくのかというかたちで授

業が終わったところが良かった。 
課題提示の内容が良かったが、生徒たち側から解決の引っかかりを明確化することを引き出すことが

できれば理想的である。図ではなく数式でどのように解決できるのかといった考えを導くなど、これま

での学習の中から深い学びに繋げていくように課題を共有していく手もある。 
小学校や中学校の全国学力調査では、記述式の問題は①理由②方法③命題を答えさせる３通りのもの

が出題される。今日のようなグループ学習で行われる中で養われる力である。短い時間を使いながら、

生徒間で情報を共有していく工夫をしながら、グループと全体で考えを共有していくことが必要である。 
グループでやると必ず差ができる。時間をみながら方針を絞りながら、全体に返してみるなど次の課

題を焦点化していくべき。生徒を動かそうという時間のため、教員が書くことを減らしていきながら生

徒に書かせることや生徒の書いたものを共有していく工夫が必要である。重要な部分は、黒板でメタ認

知して全体で共有し見えるようにしておくとよいのではないか。紙やボードに書かせておいて、各グル

ープの考えを全体で共有するという手法は小学校中学校でよく見られる。実践例として検討してみると 
よい。 
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に派遣するなどしてみてはどうか。 
・＜意見２＞今日の授業を見て、説明しすぎず生徒に考えさせる授業の形も取り入れるべきだなと感じ 

た。大体のグループは判別式の解法には辿り着いていたが、文字定数を分離した解法を 
行っていたグループもあったので彼らの意見を全体に紹介させる場面があっても良かっ 
たのではないか。 
 

・＜意見３＞導入で復習のプリントをやらせるのは良いと感じた。図を用いて考えていた生徒とそう 
でない生徒の数が半々だったが、生徒の理解にとってどうだったか。 

 
④ 指導助言(秋田大学 田仲誠佑先生) 

数学の時間を問題解きで終わらず、数学の問題を解くことで何が身についたのかという部分が大切で

ある。問題を解くうえで教訓は何かということを生徒自身が語れるような授業を期待したい。生徒たち

がよく相談していて、さらに授業の終わりに今後どのようなことに繋がっていくのかというかたちで授

業が終わったところが良かった。 
課題提示の内容が良かったが、生徒たち側から解決の引っかかりを明確化することを引き出すことが

できれば理想的である。図ではなく数式でどのように解決できるのかといった考えを導くなど、これま

での学習の中から深い学びに繋げていくように課題を共有していく手もある。 
小学校や中学校の全国学力調査では、記述式の問題は①理由②方法③命題を答えさせる３通りのもの

が出題される。今日のようなグループ学習で行われる中で養われる力である。短い時間を使いながら、

生徒間で情報を共有していく工夫をしながら、グループと全体で考えを共有していくことが必要である。 
グループでやると必ず差ができる。時間をみながら方針を絞りながら、全体に返してみるなど次の課

題を焦点化していくべき。生徒を動かそうという時間のため、教員が書くことを減らしていきながら生

徒に書かせることや生徒の書いたものを共有していく工夫が必要である。重要な部分は、黒板でメタ認

知して全体で共有し見えるようにしておくとよいのではないか。紙やボードに書かせておいて、各グル

ープの考えを全体で共有するという手法は小学校中学校でよく見られる。実践例として検討してみると 
よい。 
 
 
 
 

 
 

 

 

高校第２学年 A 組 理科学習指導案 

日 時 平成２９年１０月１１日 

授業者 松 田 達 也 

場 所 高校コンピュータ室 

 

１ 単元名

第Ⅱ章 ３節 化学反応の速さ

２ 単元の目標

化学反応によって反応の速さが異なることを知り、化学反応の速さの表し方を積極的に学ぼうとす

る。 【関心・意欲・態度】

実験結果の考察を通して、濃度に反応速度が比例することを見出せる。また、反応速度についての

理解をもとに、実験結果から 次反応の速度定数を求めることができる。 【思考・判断・表現】

基本的な実験操作を身につけている。 【観察・実験の技能】

濃度や圧力、温度と反応速度の関係性について理解している。また、平均の反応速度、瞬間の反応

速度について理解している。 【知識・理解】

３ 単元と生徒

本単元について

身の回りの化学反応には燃焼や爆発など瞬間的な変化の他に、金属がさびるなど比較的長時間

を要する変化がある。反応速度の単元は、化学平衡の単元とのつながりも深く、また、大学等で

化学を学ぶ際に化学反応の自発性や反応機構の予測につながる。

基本的な反応速度に関する理解と数学的な技法をもとに反応速度や速度定数を求めていく。ま

た、活性化状態や活性化エネルギー、触媒について学ぶことで、目的とする化学反応を優位に進

められる条件を予測できる。

生徒の実態

男子 名女子 名 計 名

全員が物理を履修しているクラスである。理数科目を得意とする生徒が多く、計算能力も高い。

理解力が高い生徒が多く、じっくり話を聞いてから物事を判断する冷静さをもっている。一方で、

消極的な生徒が多く、授業内での発言や話し合いが少ない。反応速度の前段階として、化学反応

と熱エネルギーの単元を学習しており、反応の自発性について触れている。触媒は中学生の段階

から教科書に記載されており、化学だけでなく生物分野でも取り上げられる物質である。

高校　第２学年Ａ組　理科（化学）　学習指導案

日　時　平成２９年１０月１１日（水）

授業者　松　田　達　也

場　所　高校コンピュータ室
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本単元の指導について

計算が中心となる、反応速度の表し方、定義、平均の反応速度、瞬間の反応速度を学んだ後に、

理論的な圧力・濃度や温度と反応速度の関係性、それに伴い活性化エネルギーの存在や触媒の反

応機構を学ぶ。実際に過酸化水素と酸化マンガン Ⅳ を用いた実験を班ごとに行わせることで、

基本的な実験操作をはじめ実験・観察する態度を養う。その後、実験結果をクラス全体で共有し、

結果の考察を通して協働的に問題解決できるよう配慮する。

授業において協働的な活動を取り入れることで積極性や行動力、協調性を身につけさせたい。

４ 全体計画（総時数５時間）

時 本時の目標 生徒の主な活動 教師の支援 評 価

反応速度を積極的に

求めようとする。

学習した反応速度・反

応速度式を使い、実際

に反応速度を求める。

反応速度の定義や注

意をわかりやすくま

とめる。

反応速度の定義を理

解し、反応速度を求め

ようとしている。

【関心・意欲・態度】

（ノート・観察）

濃度と圧力や温度の

反応速度との関係性

を理解し、濃度と圧力

や温度が反応速度に

影響を及ぼす理由を

説明できる。

濃度と圧力や温度が

反応速度に影響を及

ぼす理由を理解し、説

明する。

温度と圧力が反応速

度に及ぼす影響と温

度が与える影響を区

別して教える。

濃度と圧力や温度が

反応速度に影響を及

ぼす理由を説明でき

る。

【思考・判断・表現】

（ノート）

目的を理解して実験

に取り組む。

グループで協力して

実験に取り組む。

事前に実験手順を予

習させ、目的意識をも

って実験に取り組ま

せる。

基本的な実験操作を

身につけている。

【実験・観察】

（観察）

本

時

実際に
－

－
－

グラフを

作成し、理解を深める

ことで、実験的に反応

速度定数を求めるこ

とができる。

グラフの表す意味を

適切に理解し、反応速

度定数を求めること

ができる。

グラフの作成が難し

くなりすぎないよう

注意する。

実験結果の考察、グラ

フの理解をもとに反

応速度定数をエネル

ギーを求めることが

できる。

【思考・判断・表現】

（プリント）

結合エネルギーと活

性化エネルギーとの

比較により、活性化状

態や触媒作用のメカ

ニズムを理解する。

結合エネルギーと活

性化エネルギーとの

比較により、活性化状

態や触媒作用のメカ

ニズムを理解する。

実際に結合エネルギ

ーを計算により求め

させて活性化エネル

ギーと比較させる。

活性化状態や触媒作

用のメカニズムを理

解している。

【知識・理解】

（ノート）
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本単元の指導について

計算が中心となる、反応速度の表し方、定義、平均の反応速度、瞬間の反応速度を学んだ後に、

理論的な圧力・濃度や温度と反応速度の関係性、それに伴い活性化エネルギーの存在や触媒の反

応機構を学ぶ。実際に過酸化水素と酸化マンガン Ⅳ を用いた実験を班ごとに行わせることで、

基本的な実験操作をはじめ実験・観察する態度を養う。その後、実験結果をクラス全体で共有し、

結果の考察を通して協働的に問題解決できるよう配慮する。

授業において協働的な活動を取り入れることで積極性や行動力、協調性を身につけさせたい。

４ 全体計画（総時数５時間）

時 本時の目標 生徒の主な活動 教師の支援 評 価

反応速度を積極的に

求めようとする。

学習した反応速度・反

応速度式を使い、実際

に反応速度を求める。

反応速度の定義や注

意をわかりやすくま

とめる。

反応速度の定義を理

解し、反応速度を求め

ようとしている。

【関心・意欲・態度】

（ノート・観察）

濃度と圧力や温度の

反応速度との関係性

を理解し、濃度と圧力

や温度が反応速度に

影響を及ぼす理由を

説明できる。

濃度と圧力や温度が

反応速度に影響を及

ぼす理由を理解し、説

明する。

温度と圧力が反応速

度に及ぼす影響と温

度が与える影響を区

別して教える。

濃度と圧力や温度が

反応速度に影響を及

ぼす理由を説明でき

る。

【思考・判断・表現】

（ノート）

目的を理解して実験

に取り組む。

グループで協力して

実験に取り組む。

事前に実験手順を予

習させ、目的意識をも

って実験に取り組ま

せる。

基本的な実験操作を

身につけている。

【実験・観察】

（観察）

本

時

実際に
－

－
－

グラフを

作成し、理解を深める

ことで、実験的に反応

速度定数を求めるこ

とができる。

グラフの表す意味を

適切に理解し、反応速

度定数を求めること

ができる。

グラフの作成が難し

くなりすぎないよう

注意する。

実験結果の考察、グラ

フの理解をもとに反

応速度定数をエネル

ギーを求めることが

できる。

【思考・判断・表現】

（プリント）

結合エネルギーと活

性化エネルギーとの

比較により、活性化状

態や触媒作用のメカ

ニズムを理解する。

結合エネルギーと活

性化エネルギーとの

比較により、活性化状

態や触媒作用のメカ

ニズムを理解する。

実際に結合エネルギ

ーを計算により求め

させて活性化エネル

ギーと比較させる。

活性化状態や触媒作

用のメカニズムを理

解している。

【知識・理解】

（ノート）

 

 

５ 本時の計画（本時 時間）

 指導の目標

・ 次反応についての実験結果をもとに実際にグラフを作成することで、反応速度について理解を

深め、グラフから平均の反応速度と平均の濃度との関係から反応速度定数を求めることができる。

【思考・判断・表現】

 

(2) 学習の課程 
過程 生徒の学習活動 学習形態 教師の支援 評 価 

導入 

5 分 

(つかむ) 

・パソコンを起動させる。 

・前時の実験結果をグル

ープ内で確認する。 
班 

・諸注意と本時の流れを

書いた板書を読ませる。 

・班ごとに近い席に座ら

せる。 

 

展開 

25 分 

(のりだす) 

(追究する) 

(深める) 

 

 

 

・各班で求めた
－

、
－

から

グラフを作成する。 

 

・グラフを見比べる。 

 

 

 

 

 

 

・反応速度の求め方を話

し合い、思い出す。 

 

 

 

 

 

 

・実験結果の反応速度定

数を求める。 

 

班 

 

 

 

・グラフの作成手順を書

いたプリントを配付す

る。 

・各班のグラフを見比べ

させる。 

 

・近似直線を入れさせる。 

・平均の反応速度と瞬間

の反応速度について問い

かける。 

・
－

と
－

の関係を数式化さ

せる。

・比例定数が反応速度定

数で、グラフの形からこ

の反応が一次反応である

ことに気づかせる。 

 

・班内、近くの生徒との

話し合いを促す。 

 

 

 

 

・グループで話し合い

をもちながら課題を

解決しようとしてい

る。 

【関心・意欲・態度】

（観察） 

 

・考察からグラフを作

成することができる

か。 

【観察・実験の技能】 

（プリント） 

 

 

 

 

まとめ 

20 分 

(まとめる) 

・実際の大学入試問題を

解き、授業の内容を確認

する。 

 班・個人 

・できた生徒の採点をす

る。 

・できた生徒にホワイト

ボードに名前を書かせ、

他の生徒に教えに行くよ

うに促す。 

 

・
－

と
－

の関係に気づ

き、反応速度定数を求

めることができる。 

【観察・実験の技能】 

（プリント） 

 

 

【学習課題】 実際に作成したグラフは何を意味しているのだろうか？ 
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10月 11日（水）15:15～

（授業者から）

昨年の研究授業では、ジグソー法を使って解決していく誰でも取り組める授業を目指した。化学は計

算に取り組む内容が半分くらいある。授業で複数知識の活用ができるジグソー法を取り入れることは難

しく、計算には向いていない。

単元の計画では４時間目となる。２時間前に計算の時間をとった。計算後の処理が大変だった。たく

さんの表となった。結構な計算量。予め授業の内容を Classi の掲示板にのせて生徒に家庭学習で取り組
ませてあった。

今回の授業研究では、時間をかけなければいけなかった所に充分な時間を使えなかった。このクラス

はグループ学習やペアワーク等互いにコミュニケーションをとることが苦手な生徒が多いクラスであ

る。この単元で研究授業をやると決めてから、グループ学習に慣れさせるように工夫して取り組んでき

た。班をまたいで結果が出来てくるまで時間がかかった。生徒自身を中心に１対他の生徒 39 人から 1
対 9 人くらい、最後は１対１で互いに教え合える形を目指して繰り返してきた。時間をかけられなかっ
た反省点もある。表計算で身に付けさせたいこともあった。彼らはこれまで表計算ソフトをどのくらい

使ったことがあったのだろうか。他のクラスでも行ってみた授業だが、そちらでは問題演習までたどり

つくことができなかった。今回の授業では指名した生徒の発言に助けられた。背伸びをした授業であり、

生徒の実態にあうチャレンジとなった。

（司 会）指導案の内容、授業内容について質問はあるか？

（加茂谷）各班に分かれて手順２－４、温度変化させたねらいは何か。定数の差が出るだろうが、反応

速度計が２～３倍となる。指数関数的に実験の精度がうまく結果でない班もあったようだが事前に添削

できれば、比例定数的に見比べさせることもできた。見せられなかった課題がある。時間が押していて

大変だったようだが、グラフを重ねる等で見比べても良かったのでは。

（佐 藤）濃度の種類は全部で何パターンか？

（授業者）５パターンある。２班ごとにそろえた。

（佐 藤）濃度が厳密でない。本来は最後のグラフを見比べて、教師側から提示するのではないか。

（授業者）そうだ。グラフの軸をそろえる作業が難しく、プランを変えて色々なグラフがあるという形

になった。

（佐 藤）最終的に反応比例定数を求めるようになった。バラエティに富んだ比例、オーダーをそろえ

ながらの反応速度定数は、温度で変わる。演示実験でも出せたのではないか。チャレンジして欲しい。

（阿 部）実験後もここまでグラフ化する時に、こんな結果となることを予測させたか。３％、６％と

温度変えて実験した時の見通しはあったか。

（授業者）どんなグラフになるかは見えていない。あえて見せていない。特別な形である。生徒はがむ

しゃらに計算していた。何をやっていたかはつかみにくかった。

（阿 部）温度差については、生徒はつかんでいたのではないか。

（授業者）他の班の条件をみていないので分からないと思う。

（阿 部）今回の計算は、濃度や、温度を変えることで違うんだと実感できるのではないか。数値処理

をしていくことに辿り付けられればＯＫだった。一番最初の段階でホワイトボード等で良いので場面が

変わらないものを最終目標として提示し常に意識させておきたい。プロジェクタの画面がどんどん切り

替わって急いでしまった感じがした。具体的なＫの値が求められたことはよかった。目標は達成できて

いた。

（笠 原）自分も化学を履修したが、グラフを書いた記憶がない。生徒は隣の班の結果が気になってい

た。このクラスは自分の授業でも反応が薄い傾向がある。思い切って自由に班を組ませたりしている。

その結果、最近目立って互いにコミュニケーションが取る場面がみられて授業もやりやすくなってきた。

今回の授業には工夫があり、自分たちの結果と他の班の結果を確認して比較できる。出来る生徒にも良

い刺激となっていた。授業の内容は難しかった。表計算ソフトの使い方に早い、遅いの差があったが遅

い生徒も遅いなりに一生懸命やっていた。グラフは自動で線が入るようになっているのか？
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10月 11日（水）15:15～

（授業者から）

昨年の研究授業では、ジグソー法を使って解決していく誰でも取り組める授業を目指した。化学は計

算に取り組む内容が半分くらいある。授業で複数知識の活用ができるジグソー法を取り入れることは難

しく、計算には向いていない。

単元の計画では４時間目となる。２時間前に計算の時間をとった。計算後の処理が大変だった。たく

さんの表となった。結構な計算量。予め授業の内容を Classi の掲示板にのせて生徒に家庭学習で取り組
ませてあった。

今回の授業研究では、時間をかけなければいけなかった所に充分な時間を使えなかった。このクラス

はグループ学習やペアワーク等互いにコミュニケーションをとることが苦手な生徒が多いクラスであ

る。この単元で研究授業をやると決めてから、グループ学習に慣れさせるように工夫して取り組んでき

た。班をまたいで結果が出来てくるまで時間がかかった。生徒自身を中心に１対他の生徒 39 人から 1
対 9 人くらい、最後は１対１で互いに教え合える形を目指して繰り返してきた。時間をかけられなかっ
た反省点もある。表計算で身に付けさせたいこともあった。彼らはこれまで表計算ソフトをどのくらい

使ったことがあったのだろうか。他のクラスでも行ってみた授業だが、そちらでは問題演習までたどり

つくことができなかった。今回の授業では指名した生徒の発言に助けられた。背伸びをした授業であり、

生徒の実態にあうチャレンジとなった。

（司 会）指導案の内容、授業内容について質問はあるか？

（加茂谷）各班に分かれて手順２－４、温度変化させたねらいは何か。定数の差が出るだろうが、反応

速度計が２～３倍となる。指数関数的に実験の精度がうまく結果でない班もあったようだが事前に添削

できれば、比例定数的に見比べさせることもできた。見せられなかった課題がある。時間が押していて

大変だったようだが、グラフを重ねる等で見比べても良かったのでは。

（佐 藤）濃度の種類は全部で何パターンか？

（授業者）５パターンある。２班ごとにそろえた。

（佐 藤）濃度が厳密でない。本来は最後のグラフを見比べて、教師側から提示するのではないか。

（授業者）そうだ。グラフの軸をそろえる作業が難しく、プランを変えて色々なグラフがあるという形

になった。

（佐 藤）最終的に反応比例定数を求めるようになった。バラエティに富んだ比例、オーダーをそろえ

ながらの反応速度定数は、温度で変わる。演示実験でも出せたのではないか。チャレンジして欲しい。

（阿 部）実験後もここまでグラフ化する時に、こんな結果となることを予測させたか。３％、６％と

温度変えて実験した時の見通しはあったか。

（授業者）どんなグラフになるかは見えていない。あえて見せていない。特別な形である。生徒はがむ

しゃらに計算していた。何をやっていたかはつかみにくかった。

（阿 部）温度差については、生徒はつかんでいたのではないか。

（授業者）他の班の条件をみていないので分からないと思う。

（阿 部）今回の計算は、濃度や、温度を変えることで違うんだと実感できるのではないか。数値処理

をしていくことに辿り付けられればＯＫだった。一番最初の段階でホワイトボード等で良いので場面が

変わらないものを最終目標として提示し常に意識させておきたい。プロジェクタの画面がどんどん切り

替わって急いでしまった感じがした。具体的なＫの値が求められたことはよかった。目標は達成できて

いた。

（笠 原）自分も化学を履修したが、グラフを書いた記憶がない。生徒は隣の班の結果が気になってい

た。このクラスは自分の授業でも反応が薄い傾向がある。思い切って自由に班を組ませたりしている。

その結果、最近目立って互いにコミュニケーションが取る場面がみられて授業もやりやすくなってきた。

今回の授業には工夫があり、自分たちの結果と他の班の結果を確認して比較できる。出来る生徒にも良

い刺激となっていた。授業の内容は難しかった。表計算ソフトの使い方に早い、遅いの差があったが遅

い生徒も遅いなりに一生懸命やっていた。グラフは自動で線が入るようになっているのか？
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（授業者）今年から情報のシステムで、全員にファイル配布、回収する機能ができるようになった。

（笠 原）自分でも何かしら折を見て情報機器使いたいと思わせられる授業だった。

（加茂谷）この分野は１時間で終わる所だが、３時間を掛けた。大変だったと思う。学習課題の設定に

ついて、傾きは学習した何にあたるか。生徒は自分の結果を大変気にしていた。そこがとても印象に残

っていた。生徒はつかみづらかった部分、今何をやっているか考えてながら進んでいたので、後々生き

てくる。見るだけで、視覚的に印象に残る授業だった。濃度を変えて情報交換させたい。グラフの縦軸

を合わせられた。生徒は一生懸命考えて、理解できない所をのこしていった。後々で自分たちで表をつ

くれるようになるのではないか。時間があれば班をまたいで情報交換させたかった。意見交換、問題演

習までは時間的に盛りだくさんで多かった。次の指示を黒板の隅にでも書いておけると良い。凄い授業

だと思った。

（司 会）冒頭で話題になったＩＣＴ、コンピュータを使った実践例はあるか。

（工 藤）電気、コンピュータ、電流、電圧について配布したタブレットにデータを書き込ませて提出

させたことがる。タブレットなので画像として出力でき、共有データとして扱ったりした。

（授業者）高校では、ワープロソフト、プレゼンソフトを扱うが、表計算ソフトは使っていない。

ジグソー法との融合ができたかもしれない。テーブルの４班が、ちがうデータを持ち寄って各々の結果

を検討して別の班に持ち出せたかもしれない。大学入試の問題は宿題とし活用することが目的になる。

（司 会）公開発表会、ＩＣＴの活用で良いという事例はあるか。その他共有出来るような例はあるか。

（佐 藤）10 年経過研修の演習で行った。解答作成リーク、作問者の意図を読み取れる生徒から読み

取れない生徒に教えながら、代表的に良い解答を発表させるということを大単元に１回くらいやりたい

と思っている。電磁気で核となる生徒たち中心に表現ができるようになった。わからない生徒が分かる

生徒に聞くようになってきた。最近、教師に質問に来なくても自分たちで教えあっている。

（阿 部）プロジェクタの授業は見づらい時があるが、特定の角度であることがわかった。なるべく真

ん中で投影し、必要に応じてずらして生徒に見やすいようにしている。通常の授業では、教科書、資料

などでは一番みて欲しい所を見てくれていないことがある。そのような時、投影した図でココと図示す

る。黒板にレーザーポインタは消えてしまうので、板書とプロジェクタを併用する。板書のための下書

きを使うことも年に２～３回くらいあるが、準備が大変だ。

（司 会）校外視察で何か事例ないか。

（授業者）5 年経過研修で由利高校の事例あった。指導案を持ち寄ってアウトプットをしてエキスパー

トをつくっていく事例があった。

指導講評（佐藤副校長）

他教科からの観点となるが、意欲的で色々な切り口がみられた。こういう面でこう使えるとアイデア

を出し合っていける良い提案型授業だった。このような意欲的な取り組みは一発で上手くいくことは少

ない。大きな発表、公開のための技を今後も磨いてほしい。ＩＣＴ機器の活用、特にＣの活用、コミュ

ニケーション大切。生徒にスマートフォンを使わせる。これからの授業の提案、Class iも活用している。

今日の内容はどの場面で指導していたか。

（授業者）２年理系のグループを作っているので予め指示していたものを使ってやるように指導してい

た。準備は大変だった。別の機会でも使えるようにしたい。

（佐藤副校長）授業一般について、指示の統一を生徒の活動中は指示をしないということも配慮をして

欲しい。画面に食いついてうまくいかないことをなぜと思わせる、興味関心を高める授業だった。指導

案について今一度考えて欲しい。本時の目標、ポイントはどういう方に評価されるかである。今日の授

業は、思考判断より、興味関心を目標にしても成立した。またある程度理解ができていたら、知識理解

を目標としても良かったといえる。何かあれば指導案とのリンクを考えるようにするとわかりやすくな

る。意欲にあふれる授業だった。
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高校 第２学年Ｆ組 外国語科（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ）学習指導案

日 時 平成２９年１０月１１日（水） 
授業者 木 村 太 郎（Ｔ１）

Emily  Mabry（Ｔ２）

場 所 高校 ２年 F 組教室 
 

１ 単元名 Lesson 6  The Solar System's Biggest Junkyard 
２ 単元の目標

（１）宇宙ごみとは何か、どのように発生したのか、何が問題なのか、またそれに対してどのような対

策が取られているかについて理解する。  
【外国語理解の能力】 

（２）宇宙のごみ問題をどのように解決して行くべきかについて考え、自分の考えを英語で他者に伝え

られるようになる。 
【コミュニケーションへの関心・意欲・態度、外国語表現の能力】 

（３）二重否定、部分否定、関係副詞 that の用法を理解する。 
【言語や文化についての知識・理解】 

 

３ 生徒と単元

（１）本単元について 
本単元では、頭上２万マイルに広がる太陽系最大のゴミ捨て場が題材として取り上げられてい

る。そこには何千万個ものごみがあり、そのほとんどが「軌道上デブリ（宇宙ごみ）」と呼ばれる

人工のものである。その問題について理解し、解決のために何ができるのか、自分の考えをまとめ

他者に伝えるとともに、他者の意見を批判的に考える態度を育成したい。 
 
（２）生徒の実態 

男子２２名 女子１８名 計４０名 
普通科文系コースのクラスである。ほとんどの生徒が部活動に所属しており、ペアワークやグル

ープワークに積極的な生徒が多く、協働的な学習を通して互いに高め合う姿が見られる。前期のコ

ミュニケーション英語Ⅱの授業においては、インプットした情報を概要や要点でとらえ、積極的か

つ適切に伝えようとする基礎的な能力を養ってきた。自分自身の言葉で伝えることにハードルの高

さを感じている生徒もいるが、活動に向かう姿勢は概ね良好である。 
 
（３）本単元の指導について 

本単元の内容は、文系である本クラスの生徒の多くが将来目指す学問分野と近いとは言えない。

しかし、本単元で取り上げる問題は個人で解決できる範疇を超えたグローバルな問題であり、国際

的な協力が必要不可欠である。「国際的な視野を備えたグローバルリーダーの育成」を目指すＳＧ

Ｈ校の一つとしてグローバルな視点に立ち、問題解決のために何ができるのかを考え、自分の言葉

で伝えられるようになることを目指したい。また、自分の考えや意見を伝えるだけでなく、他者の

意見を聞き、自分自身の意見と比較した上で、協働してよりよい考えを生み出そうとする姿勢を養

いたい。 

高校　第２学年Ｆ組　外国語科（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ）　学習指導案

日　時　平成２９年１０月１１日（水）

授業者　木　村　太　郎（Ｔ１）

　　　　Emily　Mabry（Ｔ２）

場　所　高校２年Ｆ組教室
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高校 第２学年Ｆ組 外国語科（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ）学習指導案

日 時 平成２９年１０月１１日（水） 
授業者 木 村 太 郎（Ｔ１）

Emily  Mabry（Ｔ２）

場 所 高校 ２年 F 組教室 
 

１ 単元名 Lesson 6  The Solar System's Biggest Junkyard 
２ 単元の目標

（１）宇宙ごみとは何か、どのように発生したのか、何が問題なのか、またそれに対してどのような対

策が取られているかについて理解する。  
【外国語理解の能力】 

（２）宇宙のごみ問題をどのように解決して行くべきかについて考え、自分の考えを英語で他者に伝え

られるようになる。 
【コミュニケーションへの関心・意欲・態度、外国語表現の能力】 

（３）二重否定、部分否定、関係副詞 that の用法を理解する。 
【言語や文化についての知識・理解】 

 

３ 生徒と単元

（１）本単元について 
本単元では、頭上２万マイルに広がる太陽系最大のゴミ捨て場が題材として取り上げられてい

る。そこには何千万個ものごみがあり、そのほとんどが「軌道上デブリ（宇宙ごみ）」と呼ばれる

人工のものである。その問題について理解し、解決のために何ができるのか、自分の考えをまとめ

他者に伝えるとともに、他者の意見を批判的に考える態度を育成したい。 
 
（２）生徒の実態 

男子２２名 女子１８名 計４０名 
普通科文系コースのクラスである。ほとんどの生徒が部活動に所属しており、ペアワークやグル

ープワークに積極的な生徒が多く、協働的な学習を通して互いに高め合う姿が見られる。前期のコ

ミュニケーション英語Ⅱの授業においては、インプットした情報を概要や要点でとらえ、積極的か

つ適切に伝えようとする基礎的な能力を養ってきた。自分自身の言葉で伝えることにハードルの高

さを感じている生徒もいるが、活動に向かう姿勢は概ね良好である。 
 
（３）本単元の指導について 

本単元の内容は、文系である本クラスの生徒の多くが将来目指す学問分野と近いとは言えない。

しかし、本単元で取り上げる問題は個人で解決できる範疇を超えたグローバルな問題であり、国際

的な協力が必要不可欠である。「国際的な視野を備えたグローバルリーダーの育成」を目指すＳＧ

Ｈ校の一つとしてグローバルな視点に立ち、問題解決のために何ができるのかを考え、自分の言葉

で伝えられるようになることを目指したい。また、自分の考えや意見を伝えるだけでなく、他者の

意見を聞き、自分自身の意見と比較した上で、協働してよりよい考えを生み出そうとする姿勢を養

いたい。 

４ 全体計画（総時数８時間）

時 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 評 価 
１ 
導入  

・宇宙ごみ問題の概

要を知り、読解に必

要なキーワードをと

らえることができる 

・ ごとに を聞

き、本文を読んだ後で、

各パートのキーワード

をとらえる。 

・新出単語や難解な表

現をパラフレーズし、

話の概要をとらえさせ

る。 

・各 の概要をと

らえ、適切なキーワー

ドを選ぶことができ

る。 
【外国語理解の能力】 

（発表・観察） 

２・３ 
Para
. 

1・2  
本時

３ 

・宇宙ごみについて、

その物理的特徴を理

解し、その問題点に

ついて考える。 

・本文を聞いたり読ん

だりして、その概要を

とらえる。 

・聞き手に伝わるよう

音読する。 

・学んだ内容について、

自分自身の言葉で聞き

手に伝える。 

・読んで学んだ事に基

づき、自分の考えを表

現する。 

・ハンドアウトを用い

て、ポイントをとらえ

させる。 

・抑揚や意味のまとま

りを意識して読ませ

る。 

 ・自分の言葉で伝える

ことができるよう、必

要に応じてパラフレー

ズをさせる。 

・表現に必要な言葉を

提示する。 

・聞いたり読んだりし

た内容を理解してい

る。 
【外国語理解の能力】 
（観察） 
・学んだ内容やそれに

基づく考えを、自分自

身の言葉で伝えよう

としている。 
【外国語表現の能力】 
【ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの 

関心・意欲・態度】 
（発表・観察） 

・宇宙ごみの特徴や危

険性、解決への課題等

を理解している 
【言語や文化につい

ての知識・理解】 
（発表・ﾊﾝﾄﾞｱｳﾄ） 

４・５ 
Para
. 

3～
5  

宇宙ごみのもたらす

危険性と、危険を避

けるための対策を理

解する。 

６・７ 
Para

. 
6・7  

・宇宙ごみ問題の解

決への課題が何かを

理解する。 

２～

９ 
・学んだ内容に基づ

き、自分の考えを相

手に伝えることがで

きる。 

８ 
まとめ 

・復習

・学んだ内容につい

て、自分自身の言葉

で聞き手に伝えるこ

とができる。 
・意見交換をし、協

働してよりよい考え

を生み出そうとする

ことができる。 

・写真やキーワードを

ヒントに、学んだ内容

を要約し、聞き手に伝

える。 

・読んで学んだ内容に

基づき、自分自身の考

えを簡潔に書き、意見

を交換する。 

・自分の言葉で話した

り書いたりして聞き手

や読み手に伝えること

ができるよう、必要に

応じてパラフレーズさ

せる。 

・自分の意見と他者の

意見の類似点や相違点

を意識させる。 

・学んだ内容をまと

め、聞き手に伝えるこ

とができる。 
・自分自身の考えを聞

き手や読み手に伝え

ることができる。 
【外国語表現の能力】 
【ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの 
関心・意欲・態度】 

（発表・観察）） 

日　時　平成２９年１０月１１日（水）

授業者　木　村　太　郎（Ｔ１）

　　　　Emily　Mabry（Ｔ２）

場　所　高校２年Ｆ組教室

− 116 −



５ 本時の計画（本時３／８時間）

（１）指導の目標 
・宇宙ごみの物理的特徴を理解することができる。【外国語理解の能力】

・宇宙ごみの問題点を推測し、自分の考えを英語で伝えることができる。【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 
導入 
分 

（ の り だ

す） 

・本文（ １・２）の

キーワードを確認する。

ペア、一斉 ・前時既習の内容から、キ

ーワードを提示する。 
・各ペアで、一人に対しも

う一人が語句を推測させ

る。 

・話し手は積極的に伝

えようとしており、聞

き手は理解に努めて

いる。 
【ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの 
関心・意欲・態度】 

（観察） 

展開 
分 

（つかむ） 

（ 追 究 す

る） 

（深める） 

・本文を音読する。

・本文の内容を Retell する。 

ペア 

ペア 

・スクリーンに表示される

本文を用い、ペアで音読さ

せる。 

・与えたキーワードを使

い、Retell させる。 

・本時の目標を提示する。 

・宇宙ごみ問題の概要

と宇宙ごみの特徴を

理解している。 
【外国語理解の能力】 

（観察） 

【学習課題】 宇宙ごみはなぜ問題なのか 

一斉 
↓ 
個 
↓ 
グループ 

・1957 年から 2016 年ま

での宇宙ごみの量の移り

変わりについてのビデオ

を見せる。

・ハンドアウトを用いて自

分の考えを書かせる。

・個人の考えをもとにグル

ープでの意見をまとめさ

せる。

・机間指導しながら、必要

に応じてグループの話し

合いを支援する。 

・宇宙ごみについてのビデオ

を見ての感想と、なぜ宇宙ご

みが問題なのかについて答え

る。 
・グループで意見を交換する。 
・グループごとに話し合われ

た内容を発表する。 

・なぜ宇宙ごみが問題

なのか、自分の意見を

英語で伝えることが

できる。 
【外国語表現の能力】 
（観察・ﾊﾝﾄﾞｱｳﾄ） 

まとめ 
分 

（ ま と め

る） 

・振り返りを記入する。 個 ・振り返りシートに本時の

学習を通じて学んだこと

を記入させる。 
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５ 本時の計画（本時３／８時間）

（１）指導の目標 
・宇宙ごみの物理的特徴を理解することができる。【外国語理解の能力】

・宇宙ごみの問題点を推測し、自分の考えを英語で伝えることができる。【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 
導入 
分 

（ の り だ

す） 

・本文（ １・２）の

キーワードを確認する。

ペア、一斉 ・前時既習の内容から、キ

ーワードを提示する。 
・各ペアで、一人に対しも

う一人が語句を推測させ

る。 

・話し手は積極的に伝

えようとしており、聞

き手は理解に努めて

いる。 
【ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの 
関心・意欲・態度】 

（観察） 

展開 
分 

（つかむ） 

（ 追 究 す

る） 

（深める） 

・本文を音読する。

・本文の内容を Retell する。 

ペア 

ペア 

・スクリーンに表示される

本文を用い、ペアで音読さ

せる。 

・与えたキーワードを使

い、Retell させる。 

・本時の目標を提示する。 

・宇宙ごみ問題の概要

と宇宙ごみの特徴を

理解している。 
【外国語理解の能力】 

（観察） 

【学習課題】 宇宙ごみはなぜ問題なのか 

一斉 
↓ 
個 
↓ 
グループ 

・1957 年から 2016 年ま

での宇宙ごみの量の移り

変わりについてのビデオ

を見せる。

・ハンドアウトを用いて自

分の考えを書かせる。

・個人の考えをもとにグル

ープでの意見をまとめさ

せる。

・机間指導しながら、必要

に応じてグループの話し

合いを支援する。 

・宇宙ごみについてのビデオ

を見ての感想と、なぜ宇宙ご

みが問題なのかについて答え

る。 
・グループで意見を交換する。 
・グループごとに話し合われ

た内容を発表する。 

・なぜ宇宙ごみが問題

なのか、自分の意見を

英語で伝えることが

できる。 
【外国語表現の能力】 
（観察・ﾊﾝﾄﾞｱｳﾄ） 

まとめ 
分 

（ ま と め

る） 

・振り返りを記入する。 個 ・振り返りシートに本時の

学習を通じて学んだこと

を記入させる。 

６ 分科協議会記録

日時：平成２９年１０月１１日（水） 場所：高校１年Ｃ組教室

指導助言者：高校教育課 青山博輝指導主事 
① 教科としてのアクティブラーニングや授業改善の取り組み 

授業の中でペアワークやグループワークを多用し、生徒の発話の機会を多く作ろうと意識している。

また、テキストにある英文を正しく読解することはもちろんであるが、そこから読み取れる新しい情報、

実生活に関わりのあることを生徒に探らせ、知識の涵養にも努めている。生徒がいわゆる「アクティブ

に活動」することはもちろん、問題意識を持って知的好奇心を高めるような「アクティブな思考」を持

てるよう、授業を展開していこうと努めている。

② 授業者（木村先生・エミリー先生）から 
【木村】単元の 3 時間目で、表現活動を行った。導入として、ペアで単語を推測する活動を行い、キー

ワードを確認した。音読では、前時にフレーズリーディングをし、本時では文単位をペアで交互に音読

させた。スクリーンで本文をスライドさせているので、復習していない生徒には難しい。リテリングは

ペアで 1 分間、3 回行った。1 回目はサイトラシート、2 回目はキーフレーズ、3 回目はキーワードを提

示した。宇宙ゴミ問題のビデオを見せ、イメージを持たせてから、次の意見交換をさせた。2 つの質問

について、自分の意見をまとめ、ペア、グループで意見交換し、各グループの意見をまとめ発表させた。

次のパートにつながるように、なぜ宇宙ゴミが問題なのかを考えさせた。 
【エミリー】リテリングは生徒が理解しているかわかるので良い。単語の推測は生徒が楽しく取り組ん

でいた。グループディスカッションは難しいが、英語で話し合ってほしい。生徒はよくやっていた。 
③ 研究協議(参加者：青山博樹指導主事、浅利宏、髙橋智美、細井泰子、深沢志保、関屋さやか、佐藤

亜希子) 
＜意見１＞生徒は英語の指示に慣れているようだった。リテリングは 2 回目 3 回目で時間を増やす方法

もいいのではないか。生徒は生き生きと活動していた。グループ活動では多くの面白い意見

があった。 
＜質問１＞使用したことを褒めた上で、単語の発音を直していたのは良かった。司会などの役割は決め

ていないのか。 
＜回答＞特に指示はしていない。 
＜意見２＞リテリングで生徒は自分の言葉を使っていた。グループディスカッションでは生徒はしっか

りと意見を伝えていた。 
＜意見３＞司会などの役割を決めなくてもグループの中でいろいろな意見が出ていた。 
＜意見４＞生徒は去年からかなりの進歩が見られた。リテリングは段階を踏んでいて、1 分間という時

間も適度な長さで良かった。授業を通して生徒が英語を使う活動が多く、英語でのディスカ

ッションへつながっている。ディスカッションでは、聞き取れない場合、聞き返すべきであ

る。エミリー先生が黒板に生徒の意見を書き、グループの最も良い意見を全体でシェアした

ことが良かった。 
＜意見５＞エミリー先生が生徒の意見を板書したことで、正しい表現がわかる。パソコンで音読のスピ

ードをコントロールできるなど、プロジェクタを使うことは効果的である。映像を見ること

で、生徒は宇宙ゴミの現状がよくわかった。 
＜意見６＞プロジェクタを使用しているが、残しておく情報はプリントなども良い。 
④ 指導助言（高校教育課 青山博輝指導主事） 

エミリー先生のアドバイスで生徒の発表する声が大きくなった。キーワードの確認では生徒は学んだ

言葉を使うので良い活動である。リテリングは段階を踏んでいて良かった。リテリングでは、目的は絞

り、生徒に伝えるべきである。ビデオを見ることで、自分の考えをまとめやすい。ビジュアル教材は生

徒にとってわかりやすい。グループディスカッションの質問１はプレライティング、質問２はメインラ

イティング、質問３はポストライティングでもある。生徒達はしっかり自分で考え、また他の意見もよ

く聞いており、良い活動であった。グループ活動の途中で、全体にアドバイスをする場面をよく見るが、

個々にアドバイスをしても良いが、生徒に任せる方が良い。エミリー先生が生徒の意見を言い換えてお

り、生徒はより正しくより良い表現を学ぶことができる。生徒にとって意味のある深い学びがある授業

になるように学校全体で取り組んでほしい。 
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第３章　研究開発の検証評価

　（関係資料等）



１．１年生国際探究Ⅰ　アンケート結果 

 実施：平成３０年２月２７日 

 対象：本校１年生 回収総数２２６ 

Ｑ１．【課題設定能力－ア】

食糧問題に限らなくてもかまいません。国際探

究の活動をとおして、地域や日本、世界の状況

に対する問題意識や認識が深まりましたか。

Ｑ２．【課題設定能力－イ】

自分の興味関心や問題意識、事実に対する

認識から、具体的な研究テーマや課題を設定

する考え方や手法が身に付きましたか。

Ｑ３．【課題探究能力】

フィールドワークなど国際探究の活動をとおし

て、関心を持ったことに対して、さらに深く知るた

めの技術や手法が身に付きましたか。

Ｑ４．【論理的思考力】

国際探究の活動をとおして、物事を考えるとき、

情報を分析し、その結果を整理し、考えようとい

う姿勢が身に付きましたか。

Ｑ５．【プレゼンテーション能力】

国際探究の活動をとおして、自分が取り組ん

できたテーマや事柄について、他者へ伝える姿

勢や技術・手法などが身に付きましたか。

Ｑ６．【英語－ア】

国際探究の活動をとおして英語コミュニケーシ

ョン力を身に付けたいとの意欲は高まりました

か。

Ｑ７．【英語－イ】（複数回答可）

非常に

深まっ

た

46%

深まっ

た

53%

深まら

なかっ

た

1%

大いに

身に付

いた

50%

やや身

に付い

た

48%

身に付

かな

かった

2%

大いに

身に付

いた

51%

やや身

に付い

た

47%

身に付

かな

かった

2%

大いに

身に付

いた

51%

やや身

に付い

た

47%

身に付

かな

かった

2%

大いに

身に付

いた

42%
やや身

に付い

た

55%

身に付

かな

かった

3%

非常に

高まっ

た

37%
高まっ

た

47%

高まら

なかっ

た

16%
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国際探究の活動を通して、英語に関する行動の変化について、該当するものを選んでください。

①英語検定などの資格試験を受験した。

②英字新聞を読むようになった。

③英語の原書を読むようになった。

④英語のウェブサイトを閲覧した。

⑤英語で映画を見るようになった。

⑥英会話学校に通ったり をやったりした。

⑦ や留学生と積極的に話すようになった。

Ｑ８．【授業】

普段の授業（英語も含めた多様な授業）に関

して、話合い・発表交流・協働・意見交換・討論

活動等、 を意識した変化を感じますか？

Ｑ９．【秋田や世界とのつながり】（複数回答可）

国際探究の活動を通しての心の変化について、該当するものを選んでください。

①秋田のことを世界と結び付けて考えるようになった。

②秋田のことを考え、自分に何かできないだろうか、などと思うようになった。

③世界のことを考え、自分に何かできないだろうか、などと思うようになった。

④国際系・外国語系の大学に進学したい、という気持ちが強まった。

⑤海外で暮らしたい、頻繁に海外へ行きたい等、海外への気持ちが強まった。

⑥地域を愛する気持ち、地域に根を張り地域貢献したい気持ちが強まった。

Ｑ１０．【自己の変化－ア】

現時点で、今後や将来留学したい、あるいは仕

事で国際的に活躍したいという希望はあります

か。

Ｑ１１．【自己の変化－イ】

今年度（春休みまで）学校の事業以外で自主

的に短期留学や海外研修（見学旅行）をしまし

たか。
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③

④

⑤
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国際探究の活動を通して、英語に関する行動の変化について、該当するものを選んでください。

①英語検定などの資格試験を受験した。

②英字新聞を読むようになった。

③英語の原書を読むようになった。

④英語のウェブサイトを閲覧した。

⑤英語で映画を見るようになった。

⑥英会話学校に通ったり をやったりした。

⑦ や留学生と積極的に話すようになった。

Ｑ８．【授業】

普段の授業（英語も含めた多様な授業）に関

して、話合い・発表交流・協働・意見交換・討論

活動等、 を意識した変化を感じますか？

Ｑ９．【秋田や世界とのつながり】（複数回答可）

国際探究の活動を通しての心の変化について、該当するものを選んでください。

①秋田のことを世界と結び付けて考えるようになった。

②秋田のことを考え、自分に何かできないだろうか、などと思うようになった。

③世界のことを考え、自分に何かできないだろうか、などと思うようになった。

④国際系・外国語系の大学に進学したい、という気持ちが強まった。

⑤海外で暮らしたい、頻繁に海外へ行きたい等、海外への気持ちが強まった。

⑥地域を愛する気持ち、地域に根を張り地域貢献したい気持ちが強まった。

Ｑ１０．【自己の変化－ア】

現時点で、今後や将来留学したい、あるいは仕

事で国際的に活躍したいという希望はあります

か。

Ｑ１１．【自己の変化－イ】

今年度（春休みまで）学校の事業以外で自主

的に短期留学や海外研修（見学旅行）をしまし

たか。
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Ｑ１２．【自己の変化－ウ】（複数回答可）

国際探究の活動を通してあなたの中で次のような変化がありましたか。あったものを全て挙げてください。

①以前より明るく積極的で前向きな思考をするようになり、周囲の人とよく会話するようになった。

②以前より人前で自分の考えを述べることに関して抵抗感が薄れてきた。

③以前より自分とは違うタイプの人や違う考えをもつ人の言葉にもよく耳を傾けるようになった。

④周囲の何気ない事象を見聞きした時、以前より問題意識を持ちながら見聞きするようになった。

⑤新聞や ニュース、ネット情報を鵜呑みにせず、客観的に考えたり調べてみるようになった。

⑥何かの問題に対して、仮説を立てたり、筋道を立てて段階を踏んで論理的に考えるようになった。

⑦大学教員の考え方や指導に触れて、学問や研究の在り方について学び、見方や考え方が広がった。

⑧社会人の考え方や指導に触れて、地域の実態や社会の現実を学び、見方や考え方が広がった。

⑨自分が発言や発表をする時に、根拠を示して、客観的・論理的に話すようになった。

⑩以前より自分の成し得たことに意義を感じたり、自分の活動に対して自信がもてるようになった。

⑪以前より一つの目標に向かってチーム内でうまく協力して進めることができるようになった。

⑫以前より海外の大学への直接進学に興味がわいてきた。

⑬以前より海外に頻繁に出かけたり、英語漬けの環境に身を置きたい気持ちが強くなってきた。

⑭以前より大学進学に関する有効性を感じて、意識や意欲（学部学科を問わず）が高まった。

⑮他科目の学習時間でも、与えられた課題だけでなく自ら見つけた課題に取り組む時間が増えた。

Ｑ１３．【自己の変化－エ】（自由記述より抜粋）

国際探究の活動を通して、自分が成長した・変化したと実感できたことを述べてください。

・自分が立てた仮説に対して客観的な視点から考察し、結論を出す力が身に付いたと思う。また、他者

の意見を聴いて疑問に思ったことを質問したり、自分なりに考えたりできるようになった。

・自分が問題点を見つけたり疑問に思ったりすることを積極的に行えば、もっと普段の授業や生活が楽し

くなると感じた。

Ｑ１４．【自己の課題】（自由記述より抜粋）

１年間の国際探究の活動を終えて明らかになったあなたの今度の課題はどんなことですか。

・物事を多方面から見ることできるようになること。

・秋田と世界のつながりについてもっと知っていかないといけないと思った。

・英語を実践的に使う力が欠けていると思った。自分の考えを英語で相手に伝えられるようになりたい。・

Ｑ１５．【国際探究Ⅱについて】（自由記述より抜粋）

「国際探究Ⅱ」を選択しなかった生徒のみ答えてください。あなたが「国際探究Ⅱ」を選択しなかった理由を

具体的に教えてください。

・２年生になっても続けることが大変だと考えたから。

・放課後の時間は、国際探究ではなく部活動を頑張って全国大会を目指していきたいから。
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２．２年生国際探究Ⅱ 生徒アンケート結果

（１）国際探究Ⅱ選択生徒

対象：高校２年生「国際探究Ⅱ」選択生徒（１クラス）

実施期間：平成３０年２月２８日

回収総数：３７

Ｑ７．国際探究の活動を通しての英語に関する行動の変化について、該当するものを選んでください。

（複数回答可）
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ALTや留学生と積極的に話すようになった

英会話学校や、Skypeをやってみたりした

吹替でなく英語で映画を見るようになった

英語のウェブサイトも閲覧するようになった

英語の原書を読むようになった

英字新聞を読むようになった

英語検定などの資格試験を受験した

国際探究Ⅱ選択生徒数は38名である。

この学年から英語科が募集停止となった

が、外国語への興味・関心や英語学習へ

の意欲が高い。英語検定については、秋

田県教育委員会からの受験料補助もあ

り、全員が受験している。１名が準１級

に、 名が２級に合格している。

Ｑ１．国際探究の活動を通し

て、地域や日本、世界に対する

問題意識や認識が深まりまし

たか。食糧問題に限らなくても

かまいません。

非常に深まった

78%

深まった

22%

問題意識の高まり

Ｑ２．自分の興味関心や問題意

識、事実に対する認識から、具

体的なテーマや課題を設定す

る考え方や手法が身に付きま

したか。

大いに身に

付いた

86%

やや身に付いた

14%

課題設定能力の高まり

Ｑ３．フィールドワークなど国

際探究の活動を通して、関心を

もったことに対して、さらに深

く知るための技術や手法、姿勢

などが身に付きましたか。

大いに身に付いた

86%

やや身に付いた

14%

課題探究能力の高まり

Ｑ４．国際探究の活動を通し

て、物事を考えるときに、情報

を分析し、その結果を整理し、

考えようという姿勢が身に付

きましたか。

大いに身に付いた

81%

やや身

に付い

た

19%

論理的思考力の高まり

Ｑ５．国際探究の活動を通し

て、自分が取り組んできたテー

マや事柄について、他者へ伝え

る姿勢や技術・手法などが身に

付きましたか。

大いに身に付いた

84%

13%

身に付かなかった

3%

プレゼン能力の高まり

Ｑ６．国際探究の活動を通し

て、英語コミュニケーション力

を身に付けたいとの意欲は高

まりましたか。

非常に高まった

65%

高まった

32%

高まらなかった

3%

英語コミュニケーション力

への意欲

やや身に付いた
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２．２年生国際探究Ⅱ 生徒アンケート結果

（１）国際探究Ⅱ選択生徒

対象：高校２年生「国際探究Ⅱ」選択生徒（１クラス）

実施期間：平成３０年２月２８日

回収総数：３７

Ｑ７．国際探究の活動を通しての英語に関する行動の変化について、該当するものを選んでください。

（複数回答可）
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ALTや留学生と積極的に話すようになった

英会話学校や、Skypeをやってみたりした

吹替でなく英語で映画を見るようになった

英語のウェブサイトも閲覧するようになった

英語の原書を読むようになった

英字新聞を読むようになった

英語検定などの資格試験を受験した

国際探究Ⅱ選択生徒数は38名である。

この学年から英語科が募集停止となった

が、外国語への興味・関心や英語学習へ

の意欲が高い。英語検定については、秋

田県教育委員会からの受験料補助もあ

り、全員が受験している。１名が準１級

に、 名が２級に合格している。

Ｑ１．国際探究の活動を通し

て、地域や日本、世界に対する

問題意識や認識が深まりまし

たか。食糧問題に限らなくても

かまいません。

非常に深まった

78%

深まった

22%

問題意識の高まり

Ｑ２．自分の興味関心や問題意

識、事実に対する認識から、具

体的なテーマや課題を設定す

る考え方や手法が身に付きま

したか。

大いに身に

付いた

86%

やや身に付いた

14%

課題設定能力の高まり

Ｑ３．フィールドワークなど国

際探究の活動を通して、関心を

もったことに対して、さらに深

く知るための技術や手法、姿勢

などが身に付きましたか。

大いに身に付いた

86%

やや身に付いた

14%

課題探究能力の高まり

Ｑ４．国際探究の活動を通し

て、物事を考えるときに、情報

を分析し、その結果を整理し、

考えようという姿勢が身に付

きましたか。

大いに身に付いた

81%

やや身

に付い

た

19%

論理的思考力の高まり

Ｑ５．国際探究の活動を通し

て、自分が取り組んできたテー

マや事柄について、他者へ伝え

る姿勢や技術・手法などが身に

付きましたか。

大いに身に付いた

84%

13%

身に付かなかった

3%

プレゼン能力の高まり

Ｑ６．国際探究の活動を通し

て、英語コミュニケーション力

を身に付けたいとの意欲は高

まりましたか。

非常に高まった

65%

高まった

32%

高まらなかった

3%

英語コミュニケーション力

への意欲

やや身に付いた

Ｑ９．国際探究の活動を通しての心の変化について、該当するものを選んでください。（複数回答可）

Ｑ ．国際探究の活動を通して、あなたの中でどのような変化がありましたか。（複数回答可）
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①秋田のことを世界と結びつけて考えるようになった

②秋田のことを考え、自分に何かできないかと思うようになった

③世界のことを考え、自分に何かできないかと思うようになった

④国際系・外国語系の大学に進学したい気持ちが強まった

⑤海外に行ったり暮らしたりしてみたいという気持ちが強まった

⑥地域を愛する気持ち、地域に貢献したい気持ちが強まった
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①以前より、明るく積極的で前向きな思考をするようにな
り、周囲の人とよく会話をするようになった。
②以前より、人前で自分の考えを述べることに関して抵抗
感が薄れてきた。
③以前より、自分とは違うタイプの人や違う考えをもつ人
の言葉にもよく耳を傾けるようになった。
④周囲の何気ない事象を見聞きした時に、以前より、自分
なりに問題意識をもちながら見聞きするようになった。
⑤新聞やＴＶニュース、ネット情報を鵜呑みにせずに、客
観的に考えたり調べてみるようになった。
⑥何かの問題に対して、仮説を立てたり、筋道を立てて段
階を踏んで、論理的に考えていくようになった。
⑦大学教員の考え方や指導にふれて、学問や研究のあり方
について学び、見方や考え方が広がった。
⑧社会人の考え方や指導にふれて、地域の実態や社会の現
実を学び、見方や考え方が広がった。
⑨自分が発言や発表をする時に、根拠を示して、客観的・
論理的に話すようになった。
⑩以前より、自分の成し得たことに意義を感じたり、自分
の活動に対して自信がもてるようになった。
⑪以前より、一つの目標に向かってチーム内でうまく協力
して進めることができるようになった。
⑫以前より、海外の大学への直接進学に興味がわいてき
た。
⑬以前より、海外に頻繁に出かけたり、英語漬けの環境に
身を置きたいという気持ちが強くなってきた。
⑭以前より、大学進学に関する有効性を感じて、意識や意
欲（学部学科を問わず）が高まった。
⑮他科目の家庭学習においても、教員から与えられた課題
だけでなく、自分で見付けた課題に取り組む時間が増え
た。

Ｑ８．普段の授業（英語も含め

た多様な科目）に関して、話合

い・発表交流・協働・意見交換・

討論活動等、ＳＧＨを意識した

変化を感じますか。

強く感じる

38%
感じる

51%

感じな

い

11%

授業におけるSGHの影響

Ｑ ．現時点で、今後や将来、

留学したい、あるいは仕事で国

際的に活躍したいという希望

はありますか。

はい

47%いいえ

53%

留学・国際志望の生徒

Ｑ ．今年度（春休みまで）、

学校の事業以外で自主的に短

期留学や海外研修（見学旅行）

をしましたか。

いいえ

100%

短期留学・国際研修
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Ｑ ．上記以外で、国際探究の活動を通して、自分が成長した・変化したと実感できたことを述べて

ください。

Ｑ ．１年間の国際探究の活動を終えて明らかになった、あなたの今後の課題はどんなことですか。

・タイムマネジメント。

・英語でのコミュニケーションや、勉強することへの意欲がわいた。

・人前で英語を話すことへの抵抗感がうすれた。

・プレゼンテーション能力が高くなった。

・自分たちが得た情報から何が言えるのか分析する力。

・アンケート調査の実施方法、データ分析の方法、クロス集計の方法など、分析する能力が向上した。

・高校１年生の校内成果発表会でアドバイスする時に、最初は不安だったが、いろいろと思うことがでてき

た。この一年間の活動で色々な目が養われたと思う。

・高校１年生の頃はデータ整理をしただけで終わりましたが、２年生では自分から問題意識をもって行動で

きるようになっていたと思います。

・ひとつの事柄に対する視点を複数もてるようになったと思う。

・以前よりもニュースをよく視るようになったり、校外での活動に目を向けて参加を考えたりするようにな

りました。

・自分の学習している分野とは別の分野のことでも知りたいと思うようになりました。

・自分の進路ややりたいことを深く考えるようになった。

・みんなと協力して一つのものを成し遂げることのすばらしさを感じた。

・意見が多く出た時に、どのようにして一つの目標に向かっていくかについて考えることがてぎた。

・班員の考えを整理し、まとめる力。

・チームのみんなと役割分担をし、お互いの良さを引き出すことの大切さを感じた。

・自分ができることを伝えて、より効率よく仕事ができるようになった。

・他者の意見に広く耳をかたむけられるようになった。

・他の人がなぜそう考えるのか、背景まで気を遣って意見を聞くようになった。

・他者の意見をよく聞いたうえで、物事を伝えるようになった。

・周囲の意見と自分の意見を比べながら考察できるようになった。

・自分の意見を押し通さずに、他者の意見を採用することに寛容になった。

・自分の主張を通すだけでなく、他者の意見も尊重しながら、班員を信じて協力しながら物事を進めること。 

・積極性の不足。

・もっと計画的に活動を進めること。

・楽しさを優先して、やるべきことを後回しにすること。

・効率よく活動をすすめたい。

・人と話すこと。コミュニケーション能力。

・伝え方。相手に自分の意見をどう伝えるか、工夫をしたい。

・人に伝わりやすい文章表現についてもっと考えたい。

・パソコンの使い方。

・英語力の向上（英検準１級、海外研修を体験した生徒）

・英語力を上げることです。研究する手順やプレゼンテーションはスキルアップしたと感じますが、やはり

壁となるのは英語力不足だと感じます（英検 2 級、海外研修を体験した生徒）。

・英語の理解能力が低く、長文を読むことがきつい(英検 2 級)。
・発音やアクセントに注意しながら英単語を覚え、語彙を増やしたい。

・課題設定があいまいになっていて、研究がうまく進まなかった部分があったので、課題を的確にとらえる

ことを改善したい（課題設定能力について は他の５名も回答している）。

・以前よりは改善されたが、物事をもう少し深く見るようにしたい。

・根拠をしっかりとして研究すること。

・物事を客観的に理解すること。

・まだまだ論理的に考えることができていない。

・一つの課題に対して、柔軟な考えをもちアイディアを引き出して、複数の解決策をたてること。
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Ｑ ．上記以外で、国際探究の活動を通して、自分が成長した・変化したと実感できたことを述べて

ください。

Ｑ ．１年間の国際探究の活動を終えて明らかになった、あなたの今後の課題はどんなことですか。

・タイムマネジメント。

・英語でのコミュニケーションや、勉強することへの意欲がわいた。

・人前で英語を話すことへの抵抗感がうすれた。

・プレゼンテーション能力が高くなった。

・自分たちが得た情報から何が言えるのか分析する力。

・アンケート調査の実施方法、データ分析の方法、クロス集計の方法など、分析する能力が向上した。

・高校１年生の校内成果発表会でアドバイスする時に、最初は不安だったが、いろいろと思うことがでてき

た。この一年間の活動で色々な目が養われたと思う。

・高校１年生の頃はデータ整理をしただけで終わりましたが、２年生では自分から問題意識をもって行動で

きるようになっていたと思います。

・ひとつの事柄に対する視点を複数もてるようになったと思う。

・以前よりもニュースをよく視るようになったり、校外での活動に目を向けて参加を考えたりするようにな

りました。

・自分の学習している分野とは別の分野のことでも知りたいと思うようになりました。

・自分の進路ややりたいことを深く考えるようになった。

・みんなと協力して一つのものを成し遂げることのすばらしさを感じた。

・意見が多く出た時に、どのようにして一つの目標に向かっていくかについて考えることがてぎた。

・班員の考えを整理し、まとめる力。

・チームのみんなと役割分担をし、お互いの良さを引き出すことの大切さを感じた。

・自分ができることを伝えて、より効率よく仕事ができるようになった。

・他者の意見に広く耳をかたむけられるようになった。

・他の人がなぜそう考えるのか、背景まで気を遣って意見を聞くようになった。

・他者の意見をよく聞いたうえで、物事を伝えるようになった。

・周囲の意見と自分の意見を比べながら考察できるようになった。

・自分の意見を押し通さずに、他者の意見を採用することに寛容になった。

・自分の主張を通すだけでなく、他者の意見も尊重しながら、班員を信じて協力しながら物事を進めること。 

・積極性の不足。

・もっと計画的に活動を進めること。

・楽しさを優先して、やるべきことを後回しにすること。

・効率よく活動をすすめたい。

・人と話すこと。コミュニケーション能力。

・伝え方。相手に自分の意見をどう伝えるか、工夫をしたい。

・人に伝わりやすい文章表現についてもっと考えたい。

・パソコンの使い方。

・英語力の向上（英検準１級、海外研修を体験した生徒）

・英語力を上げることです。研究する手順やプレゼンテーションはスキルアップしたと感じますが、やはり

壁となるのは英語力不足だと感じます（英検 2 級、海外研修を体験した生徒）。

・英語の理解能力が低く、長文を読むことがきつい(英検 2 級)。
・発音やアクセントに注意しながら英単語を覚え、語彙を増やしたい。

・課題設定があいまいになっていて、研究がうまく進まなかった部分があったので、課題を的確にとらえる

ことを改善したい（課題設定能力について は他の５名も回答している）。

・以前よりは改善されたが、物事をもう少し深く見るようにしたい。

・根拠をしっかりとして研究すること。

・物事を客観的に理解すること。

・まだまだ論理的に考えることができていない。

・一つの課題に対して、柔軟な考えをもちアイディアを引き出して、複数の解決策をたてること。

（２）国際探究Ⅱ非選択生徒

対象：高校２年生「国際探究Ⅱ」非選択生徒（５クラス） 回収総数：１９４

実施期間：２月２３日

Ｑ４．国際探究Ⅱに関して、該当するものを全て記号で挙げてください。（複数回答可）

Ｑ５．国際探究Ⅱについて、発表会の姿や活動の様子を垣間見て、感想があれば記入してください。

7

37

22

75

4

59

105

0 20 40 60 80 100 120

国際探究Ⅱの活動について

①１年次からの成長に驚いた

②自分も同様に探究力等、身に付けたい

③自分も選択しておけばよかった

④自分なりに頑張ろうと刺激を受けている

⑤活動成果を見聞きすれば自分のためになる

⑥受験について自分の探究力の現状が心配

⑦選択しなかったことで探究力等、停滞を感
じる

・熱意が感じられました。

・とても驚かされた。素直にすごいと思った。

・プレゼン力がすごい。

・英語で自然に会話をしているような発表にひきつけられた。

・発表中のジェスチュアが洗練されていた。

・他クラスと同じ学習量をこなしながら発表の準備や様々な活動をしているのはすごいと思います。

・一生懸命やっている姿を尊敬する。

・英語を読むのではなくて、伝えることができていた。

・私は英語の教師を目指しているので、発表での英語の話し方・伝え方に刺激を受けました。

・質疑では、用意していないはずなのに臨機応変に受け答えをしていて驚いた。

・国際探究Ⅱの選択者の英語がどんどん成長していて、あせりを感じる。

・以前よりも英語の発音がより正確になっている友人がいた。

Ｑ１．現時点で、今後や将来、

留学したい、あるいは仕事で国

際的に活躍したいという希望

はありますか。

はい

9%

いいえ

91%

留学・国際志望

Ｑ２．現時点で、国際系・外国

語系の大学に進学したいとい

う希望はありますか。

はい

3%

いいえ

97%

国際・外国語大学志望

Ｑ３．普段の授業（英語も含め

た多様な科目）に関して、話合

い・発表交流・協働・意見交換・

討論活動等、ＳＧＨを意識した

変化を感じますか。

感じる

45%

感じない

55%

授業へのSGHの影響

− 125 −



３．３年生グローバル・イシュー 生徒アンケート結果 

（１）グローバル・イシュー選択生徒

実施日：平成２９年９月２１日（木）７校時（グローバル・イシュー活動最終日） 
回収数：３年ＳＧＨ選択者 ７３名 

※比較対象は、同じ生徒群の２年次「国際探究Ⅱ」活動終了時のアンケートの数値。

Ｑ１．【課題設定能力－ア】

ＳＧＨ活動をとおして、地域や日本、世界の状況に対する問題意識や認識が深まりましたか。

Ｑ２．【課題設定能力－イ】

自分の興味関心や問題意識、事実に対する認識から、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。

Ｑ３．【課題探究能力】

フィールドワークなど現場に出かけて調査する活動をとおして、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。

Ｑ４．【論理的思考力】

ＳＧＨ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、筋道立てて考えようという

姿勢が身につきましたか。

２年生（３

月）

３年生（９

月） ①非常に深まった。

②深まった。

③深まらなかった。

２年生（３

月）

３年生（９

月） 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。

２年生（３

月）

３年生（９

月） 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。

２年生（３

月）

３年生（９

月） 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。
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３．３年生グローバル・イシュー 生徒アンケート結果 

（１）グローバル・イシュー選択生徒

実施日：平成２９年９月２１日（木）７校時（グローバル・イシュー活動最終日） 
回収数：３年ＳＧＨ選択者 ７３名 

※比較対象は、同じ生徒群の２年次「国際探究Ⅱ」活動終了時のアンケートの数値。

Ｑ１．【課題設定能力－ア】

ＳＧＨ活動をとおして、地域や日本、世界の状況に対する問題意識や認識が深まりましたか。

Ｑ２．【課題設定能力－イ】

自分の興味関心や問題意識、事実に対する認識から、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。

Ｑ３．【課題探究能力】

フィールドワークなど現場に出かけて調査する活動をとおして、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。

Ｑ４．【論理的思考力】

ＳＧＨ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、筋道立てて考えようという

姿勢が身につきましたか。

２年生（３

月）

３年生（９

月） ①非常に深まった。

②深まった。

③深まらなかった。

２年生（３

月）

３年生（９

月） 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。

２年生（３

月）

３年生（９

月） 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。

２年生（３

月）

３年生（９

月） 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。

Ｑ５．【プレゼンテーション能力】

ＳＧＨ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。

 
 
Ｑ６．【英語－ア】

ＳＧＨ活動をとおして、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。

 
 
Ｑ７．【英語－イ】

国際探究の活動をとおしての、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。

 
 
Ｑ８．【授業】

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、ＳＧ

Ｈを意識した変化を感じますか？

 

２年生（３

月）

３年生（９

月） 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。

２年生（３

月）

３年生（９

月） ①非常に高まった。

②高まった。

③高まらなかった。

３年生

（９月）

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（ や
など）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、 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。

２年生（３

月）

３年生（９

月） ①強く感じる。

②感じる。

③感じない。
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Ｑ９．【秋田や世界とのつながり】

ＳＧＨ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）

 
 
 
Ｑ１０．【自己の変化－ア】

現時点で、今後や将来留学したい、あるいは仕事で国際的に活躍したいという希望はありますか。

 
 
 
Ｑ１１．【自己の変化－イ】

今年度（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。

 
 
 

３年生

（９月）

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。

２年生（３

月）

３年生（９

月） ①はい

②いいえ

２年生（３

月）

３年生（９

月） ①はい

②いいえ
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Ｑ９．【秋田や世界とのつながり】

ＳＧＨ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）

 
 
 
Ｑ１０．【自己の変化－ア】

現時点で、今後や将来留学したい、あるいは仕事で国際的に活躍したいという希望はありますか。

 
 
 
Ｑ１１．【自己の変化－イ】

今年度（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。

 
 
 

３年生

（９月）

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。

２年生（３

月）

３年生（９

月） ①はい

②いいえ

２年生（３

月）

３年生（９

月） ①はい

②いいえ

Ｑ１２．自己の変化－ウ】

ＳＧＨ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）

 
 
 
 
 
 

３年生

（９月）

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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Ｑ１３．【自己の変化－エ】（自由記述より抜粋）

３年間のＳＧＨ活動をとおして、よかった・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。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ１４．【自己の変化－オ（今後の課題）】（自由記述より抜粋）

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。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・世界中の人と話すことができてよい経験になった。同時に、伝えたいことが伝えられないもどかしさを通して、自分の
英語の乏しさを実感し、もっと英語の勉強を頑張りたいと思った。 

・多方面からの意見を聞いて考えるようになった。自分の意見と反するようなこともしっかり考えるようになった。 
・自分の意見をはっきり相手に伝えられるようになった。 
・根拠を明確に示し、説得力のある提案をできるようになった。 
・人前で話すことに慣れて、前より積極的に人と話せるようになった。 
・論理的な文章構成ができるようになった。 
・論文作成のポイントをしっかり学べた。大学でも生かしたい。 
・英語だけでなく、コミュニケーションをとろうとする姿勢だけで伝わることもあると、自信と積極性が高まった。 
・英文を読むことへの抵抗が薄れた。 
・英語で話してみようと前より思えるようになった。 
・英語力が向上した。英語の事を読んだり、発表のために英訳したりする中で、新たな語彙に触れ、英語表現の幅が広が

った。また、表現方法については特にプレゼンテーションを通して向上した。本当に実践的な英語力の向上に役立った。 
・様々なことに問題意識を持つようになり、今までは興味のなかったようなことにも興味を持つようになった。 
・グローバルな視野を持って世界の問題も身近なものに感じるようになった。 
・情報収集が効率よくでき、情報の取捨選択もできるようになった。 
・時間を有効活用する工夫ができるようになった。 
・グループで活動したことで協調性が身に付き、分からないところも仲間と話して行うことができた。 
・失敗することを恐れないで挑戦すること。 
・何事も、納得するまであきらめずにやり切ること。 
・色んな人に出会えて、自分を成長させることができた。 
・世の中の政治や経済、外交などのニュースについても、クラスの人と話すことができて楽しかった。 
・もっと世界中で起こっている問題を知りたいと思うようになった。 
・海外に進学するので、日本の良さを海外で伝えたいと思うようになった。・興味のあることが見つかった。 
・プレゼンテーションについて知ることができ、人前で発表する時に大切なことを知ることができた。 
・パワーポイントやワードなど、将来使うであろうアプリケーションの使い方を深く学べた。 
・タイピングが速くなった。 
・社会人と関わることで、より地域の実態や問題の深刻さを知り、自分でもできる解決策はないか考えるようになった（聞

いただけでは終わらないようになった）。 
・分からないことを質問する力がついた。グループ内でも大きな講演の場でも、恐れずに質問ができるようになった。 
・常識に対して疑問を投げかけることや、今まで当たり前と考えていたことを、そうではないと考える力が付いた。 

・社会に出てからは、グローバル・リーダーが必要になってくる。自分の課題は、英語力を上げて、外国人とスムーズ
にコミュニケーションができるようになることだと思う。大学で様々な人と交流を深め、知識を増やしていきたい。 

・どんな人種の人の前でもリーダー性を発揮し、信頼される人になりたい。団結を大切にし、話し合いを円滑に進めら
れるような、機転の利いたリーダーになりたい。 

・SGH で学んだことを生かして、自ら課題を設定し、医療問題について考えていきたい。同時に秋田の地域医療に貢
献できるように、より良い方法を発見したい。 

・海外の文化や言語の勉強をしたいと思っているので、SGH や国際交流で学んだことを生かし、様々な視点から物事
を見られるようになりたいと思う。また、大学は秋田にいるかもしれないので、秋田や自分の住んでいる地域と、国
際問題や交流を結び付けられるようにしたいと思う。国際情勢にも目を向けていける人になりたいと思う。 

・論文を作る力が欠けているのが課題だと思う。今回は班の皆と協力して１つの論文を作り上げたが、これからは１人
で長い論文を作らなければならない。あの短さで苦労し、たくさんの時間を要したのに、これからは１人で１からや
らなければならないので、その力をもっと身につけなければいけないと思う。 

・大学では、さらに多くの課題の解決へ向けた研究が求められると思うので、多くの可能性や選択肢を見つけられる柔
軟性を身につけることが課題。 

・日本についてもっと知ること。 
・自分の考えや意見のベースとなる一般教養を身につけること。 
・１年単位での長期ビジョンを立てられる能力が必要だと思った。 
・自分が社会や大学で「こうしたい」や「これはおかしいんじゃないか」とか、疑問に思ったこと、変えたいと思った

ことがあったら、自分から何か行動できる人でありたいと思う。周囲に流されて自分の意見が言えないことが一番嫌
なので、クリティカルな視点を常に持ち、自分の考えをしっかり持って、周りの人と高め合っていきたい。 

・進学後も秋田、日本のことを広めたり、興味を持ってもらえたりする活動をしたい。 
・秋田が抱える課題を他の地域（特に海外）と比較し、解決策を見出していきたいと思う。地域貢献活動のためにこの

SGH 活動を活用していきたい。 
・世界にもっと目を向けて色々なことに取り組んでいきたいと思う。 
・私の将来の夢は、中・高の教員です。子どもたちにも私の経験を伝え、私がさせてもらったような経験をさせてあげ

たい。さらに世界にも目を向け、より広い視野でより多くのことをより深く考えられるようになりたい。 
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Ｑ１３．【自己の変化－エ】（自由記述より抜粋）

３年間のＳＧＨ活動をとおして、よかった・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。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ１４．【自己の変化－オ（今後の課題）】（自由記述より抜粋）

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。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・世界中の人と話すことができてよい経験になった。同時に、伝えたいことが伝えられないもどかしさを通して、自分の
英語の乏しさを実感し、もっと英語の勉強を頑張りたいと思った。 

・多方面からの意見を聞いて考えるようになった。自分の意見と反するようなこともしっかり考えるようになった。 
・自分の意見をはっきり相手に伝えられるようになった。 
・根拠を明確に示し、説得力のある提案をできるようになった。 
・人前で話すことに慣れて、前より積極的に人と話せるようになった。 
・論理的な文章構成ができるようになった。 
・論文作成のポイントをしっかり学べた。大学でも生かしたい。 
・英語だけでなく、コミュニケーションをとろうとする姿勢だけで伝わることもあると、自信と積極性が高まった。 
・英文を読むことへの抵抗が薄れた。 
・英語で話してみようと前より思えるようになった。 
・英語力が向上した。英語の事を読んだり、発表のために英訳したりする中で、新たな語彙に触れ、英語表現の幅が広が

った。また、表現方法については特にプレゼンテーションを通して向上した。本当に実践的な英語力の向上に役立った。 
・様々なことに問題意識を持つようになり、今までは興味のなかったようなことにも興味を持つようになった。 
・グローバルな視野を持って世界の問題も身近なものに感じるようになった。 
・情報収集が効率よくでき、情報の取捨選択もできるようになった。 
・時間を有効活用する工夫ができるようになった。 
・グループで活動したことで協調性が身に付き、分からないところも仲間と話して行うことができた。 
・失敗することを恐れないで挑戦すること。 
・何事も、納得するまであきらめずにやり切ること。 
・色んな人に出会えて、自分を成長させることができた。 
・世の中の政治や経済、外交などのニュースについても、クラスの人と話すことができて楽しかった。 
・もっと世界中で起こっている問題を知りたいと思うようになった。 
・海外に進学するので、日本の良さを海外で伝えたいと思うようになった。・興味のあることが見つかった。 
・プレゼンテーションについて知ることができ、人前で発表する時に大切なことを知ることができた。 
・パワーポイントやワードなど、将来使うであろうアプリケーションの使い方を深く学べた。 
・タイピングが速くなった。 
・社会人と関わることで、より地域の実態や問題の深刻さを知り、自分でもできる解決策はないか考えるようになった（聞

いただけでは終わらないようになった）。 
・分からないことを質問する力がついた。グループ内でも大きな講演の場でも、恐れずに質問ができるようになった。 
・常識に対して疑問を投げかけることや、今まで当たり前と考えていたことを、そうではないと考える力が付いた。 

・社会に出てからは、グローバル・リーダーが必要になってくる。自分の課題は、英語力を上げて、外国人とスムーズ
にコミュニケーションができるようになることだと思う。大学で様々な人と交流を深め、知識を増やしていきたい。 

・どんな人種の人の前でもリーダー性を発揮し、信頼される人になりたい。団結を大切にし、話し合いを円滑に進めら
れるような、機転の利いたリーダーになりたい。 

・SGH で学んだことを生かして、自ら課題を設定し、医療問題について考えていきたい。同時に秋田の地域医療に貢
献できるように、より良い方法を発見したい。 

・海外の文化や言語の勉強をしたいと思っているので、SGH や国際交流で学んだことを生かし、様々な視点から物事
を見られるようになりたいと思う。また、大学は秋田にいるかもしれないので、秋田や自分の住んでいる地域と、国
際問題や交流を結び付けられるようにしたいと思う。国際情勢にも目を向けていける人になりたいと思う。 

・論文を作る力が欠けているのが課題だと思う。今回は班の皆と協力して１つの論文を作り上げたが、これからは１人
で長い論文を作らなければならない。あの短さで苦労し、たくさんの時間を要したのに、これからは１人で１からや
らなければならないので、その力をもっと身につけなければいけないと思う。 

・大学では、さらに多くの課題の解決へ向けた研究が求められると思うので、多くの可能性や選択肢を見つけられる柔
軟性を身につけることが課題。 

・日本についてもっと知ること。 
・自分の考えや意見のベースとなる一般教養を身につけること。 
・１年単位での長期ビジョンを立てられる能力が必要だと思った。 
・自分が社会や大学で「こうしたい」や「これはおかしいんじゃないか」とか、疑問に思ったこと、変えたいと思った

ことがあったら、自分から何か行動できる人でありたいと思う。周囲に流されて自分の意見が言えないことが一番嫌
なので、クリティカルな視点を常に持ち、自分の考えをしっかり持って、周りの人と高め合っていきたい。 

・進学後も秋田、日本のことを広めたり、興味を持ってもらえたりする活動をしたい。 
・秋田が抱える課題を他の地域（特に海外）と比較し、解決策を見出していきたいと思う。地域貢献活動のためにこの

SGH 活動を活用していきたい。 
・世界にもっと目を向けて色々なことに取り組んでいきたいと思う。 
・私の将来の夢は、中・高の教員です。子どもたちにも私の経験を伝え、私がさせてもらったような経験をさせてあげ

たい。さらに世界にも目を向け、より広い視野でより多くのことをより深く考えられるようになりたい。 
 
 

Ｑ１５．【異学年交流】（自由記述より抜粋）

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。

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ１６．【その他、今後への要望・感想等】（自由記述より抜粋）

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。

・世界中の人と話すことができたり、一からプレゼンを作って発表する達成感を味わえたり、大変なことを協力してやり遂げる仲間が
できたり、SGH の活動をしていなければなかった出会いや経験がたくさんあります。ぜひ、最後まで誇りをもって頑張ってください！ 

・二年生という中だるみしやすい学年の時が、SGH では一番忙しい時なので、自分をビシバシ鍛えられます。最終的に論文を書くこと
になるので、やってきたことを形として残せて完成した時には大きな自信が付きます。また、優秀な人が多く、勉強面でも刺激を受
けることができます。やらないと後悔します。 

・高校生がこんなにも学校外の世界と関われるのは、恵まれた環境。もっともっと生徒から先生方へやりたいことを提案して、もっと
もっと外に出て、「秋田といえば南高校！」ぐらいにしてほしい。 

・少人数でする活動になり、一人一人の責任がとても重いので、今まで大きな責任を持つことから逃げてきた人は SGH を取るべきです。 
・違う考え方を持った多くの人と出会えるので、それをなるべく多く吸収して、今後の自分自身の生活に生かしてほしい。  
・海外フィールドワークには積極的に参加を希望してみるべきだと思う。インターネットで情報を見るのと、実際に現地におもむき調

査するのとでは大きな差がある。自分がいかに狭い視野でその問題を見ているのかを自覚させられ、成長させられた。研究のもとに
なる広い視野や行動力といったものを育むためにも、海外へ足を伸ばして欲しい。 

・部活に勉強に SGH に・・・と、他クラスと比べて全然時間に余裕がなくて、焦りも生まれると思うし、疲れもたまってくると思いま
す。だけど、友人と話し合って、考えて、協力した時間は必ず思い出になります。こんな経験ができるなんて、これこそが青春！！
ってこともあるのかもしれない。行動あるのみ！！やりたいことがあったら、とりあえず行動して、悔いのない活動にしてください。 

・グループを作るときには、放課後の時間を作れる人、パソコンを使える人がいたほうがいいと思います。私たちのグループは、全員
が運動部や吹奏楽部だったので、放課後に活動できず、急な締め切りに対応するのが大変でした。  

・一番大切なのはチームワークです。情報シェアを大切にしてください。テーマ設定の時には、ある程度情報が得られる国を選んだ方
がいいと思います。SGH の時間は限られているので、情報がある程度ないと研究が進みません。 

・SGH 活動は、全てが楽しいわけではないし、人によっては成果を収められない人もいるかもしれません。私も達成したかったことは
達成できませんでした。でも、本当に大切なことは、SGH で経験できたことだと思います。成功・失敗は大きな問題ではない。SGH
生の皆さん、現在から未来を見て、良い活動にできるように頑張ってください。 

・妥協せず、追求し続けて、納得できるまでやってください！グループ内では遠慮せず意見をぶつけ合うこと。SGH を言い訳にせず、
学校生活すべて全力で頑張れ！必ず自分の財産になる。 

・SGH の意味は、一人で問題を解決するんじゃなくてグループで協力してやるところにあると思います。きっと社会に出たときに必要
になるものなのだろうな、と。 

・You'll never know what you can do without any challenges! Just Do It! 
 

・SGH 一期生として、手探りの活動が続きましたが、先生方や専門家の先生方のおかげで、最高の論文を作ることができました。時に
は、夜遅くまで PC 室に残って活動したり、部活動を休んで活動したりすることもありましたが、自分が想像していた以上のものを得
ることができました。本当にこの SGH 活動を２年半続けることができて幸せでした。 

・これまで私たちの活動を支えてくださった先生方や、フィールドワーク、市役所で会った方々に、心から感謝しています。今まで、
本当にありがとうございました。 

・自分の人生は SGH で大きく変わった。たくさんの出会いがあり、支えがあったから乗り越えられたと思う。 
・本当に楽しかったです。ありがとうございました。SGH がなければ、今の自分はいないと確信しています。 
・毎週、木曜日が憂鬱になることもありましたが、SGH１期生でよかったと思います。１つのテーマに関してこんなにたくさん考える

ことは今までなかったので、自分を見つめ直すいい機会にもなりました。でも多分、私たちが大変だった以上に先生たちもたくさん
苦労したんじゃないかと思います。今までたくさんのサポートありがとうございました。 

・一期生ということで自分たちもよくわからないまま活動が進んでいったけれど、三年間通して考えると、SGH でしかできない体験も
多く、とても貴重な時間だった。大学でも生きる多様な能力や周りの人との絆を得ることができた。  

・言い合いとか愚痴とか割とたくさんあったけど、それだけなんでも言える人たちとグループを組めてよかったです。今では笑って話
せるようなことしかないし、グループの人たちのおかげでいろんなことを経験できたし、大切な思い出がたくさんできました。自分
の中でも変化を感じられました。将来やりたいと思えることも見つけられました。 

・発表の機会が多く、皆、ほぼ平等に人前で研究発表の貴重な経験ができたことと思います。人生変わった気がします。  
・SGH の時間以外にも、留学生との交流やソウル高校との交流など、SGH の恩恵を受けた活動がたくさんあって、それらの活動も積

み重なって、いろいろな成長につながったと思いました。大学入試にも、学校外の活動にも、SGH で学んだ課題設定から批判的思考
まで、全部つながってきて、SGH は偉大だと思いました。 

・身近なことを知らないのに、他地域の問題を解決するのは難しい。秋田県民として、知っているべきことを学ぶべきだと思った。  
・どうか今年の１年生が選択して SGH 活動をスタートさせるときは、僕たちの経験を生かして、ゆとりを持った活動にしてほしい。 
・学習との両立が厳しい。負担が生徒・先生ともに大きすぎる。 
・テーマ設定の下準備がもっとできればよかったと思います。市役所での意見交換のような、外部の人からアドバイスがもらえるよう

な場がもっと早い段階であったら、よりスムーズに研究が進むと思いました。 
・休日は部活が結構あったので、参加できないイベントがあったりして残念でした。 
・締め切りもイベントも突然だし、正直嫌になることもたくさんありました。でも、普通では体験できないようなことを経験できたし、

プレゼン能力や発信力など、本当にたくさん学びました。私は卒業後、アメリカに進学します。SGH の活動中、現地の意見が聞けた
らいいのにと思うことが多くありました。だから、スカイプやメールなど、アメリカに行ってからも後輩たちの SGH を支えられたら
と思います。できることなら協力するので、ぜひ後輩たちにはもっとグローバルな問題に対して、理解・研究を深めてほしいです。  

・後輩にはもっといい活動にしてほしいし、それに僕の経験が生きるならタダ働き大歓迎です。いつでも呼んでください。  
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（２）グローバル・イシュー非選択生徒

実施日：平成２９年９月２１日（木） 
回収数：３年ＳＧＨ非選択生徒 １９７名 ※比較対象は、同じ生徒群の２年次のアンケートの数値。

（２年次：ある ％、ない ％） （２年次：ある５％、ない ％） （２年次：ある ％、ない ％）

Ｑ４．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）

Ｑ５．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。（自由記述より抜粋）

25

44

41

70

20

80

103

32

40

9

16

18

55
132

３年次

２年次

①発表や受賞実績を見て、成長と進歩の度合いに驚いた

②自分も同様に探究力等、身に付けたいと感じる

③自分も選択しておけばよかったと思う

④刺激を受けて自分なりの努力をしてきた

⑤もっと成果を見聞きし共有すれば自分のためになった

⑥社会で重要視される探究力について自分の現状が心配

⑦選択しなかったことで探究力や英語力等の停滞を感じる

Ｑ１．進学希望の学部学科にかかわ

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。

大いにある

17%

少しはある

42%

ない

41%

Ｑ２．国際系・外国語系・世界文化系

の大学に進学したい、その系統を今後

学びたい希望はありますか。

大いにある

5%

少しはある

16%

ない

79%

・自分の考えだけでなく他の人の違う角度からの考えを聞くことで、今まで分からなかったことについて深く知ることができた。
・今まで知らなかった世界の問題や課題が見えて、世界を知るきっかけとなった。多様な視点で物事を考えるようになったと思う。
・社会に出てから、リーダーになるにあたって必要な力を身につけられる活動だと思った。
・今思えばやっておけば良かったなと思うくらい、魅力的な活動だと思う。
・自分たちで課題を見つけ、研究し、発表するといった活動は、今後社会に出て行く上で、とても良い経験になったと思う。
・英語力、プレゼン力共に鍛えられる、とても素晴らしい取り組みだと感じる。
・自分もＳＧＨ活動を継続していれば良かったと少し後悔している。でも他の人たちの活動の様子を見ることができたので良かった。
・問題についての解決策を考え、フィールドワークに行き、レポートとしてまとめる活動が、大学での活動の練習になったと思う。
・社会で今後ますます「探究力」が問われるので、その力を培うことができて良かったと思う。
・少しでも触れることができて良かったと思う。海外発表で発表したメンバーは凄いと思う。
・３年生のＳＧＨ選択の人たちは、本当にすごくて尊敬する。
・同学年の人がシンガポールでの発表会などで賞を獲得していることにとても刺激を受けた。
・発表の機会を設けてくれていたため、選択していない自分も色々なことを知れてありがたかった。広い視野を持つことの大切さを学べた。 
・目標がしっかりないと継続は大変だと思う、
・選択した人たちが残した成果だけではなく、準備の過程やスキルを身につけるために行ったことも知りたかった。
・正直、他の教科の時間が減らされるのがつらかった。そこまでしなくていいのかなと。
・ＳＧＨは自分のためになったと思うが、今となっては現代社会の時間が週１時間に減ってしまっていたことが辛く感じた。
・ＳＧＨで自分が変化したなという実感は特になかった。
・英語でやることばかりにこだわって、内容を理解してもらうという点について、おろそかになっていると思う。
・食糧問題だけじゃなくて、他の分野に関する探究も可能だったら良かった。

Ｑ３．普段の授業（英語も含めた多様

な科目）に関して、話合い・発表交流・

協働・意見交換・討論活動等、ＳＧＨ

を意識した変化を感じますか。

大いに感じる

9%

少しは感じる

50%

感じない

41%
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（２）グローバル・イシュー非選択生徒

実施日：平成２９年９月２１日（木） 
回収数：３年ＳＧＨ非選択生徒 １９７名 ※比較対象は、同じ生徒群の２年次のアンケートの数値。

（２年次：ある ％、ない ％） （２年次：ある５％、ない ％） （２年次：ある ％、ない ％）

Ｑ４．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）

Ｑ５．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。（自由記述より抜粋）

25

44

41

70

20

80

103

32

40

9

16

18

55
132

３年次

２年次

①発表や受賞実績を見て、成長と進歩の度合いに驚いた

②自分も同様に探究力等、身に付けたいと感じる

③自分も選択しておけばよかったと思う

④刺激を受けて自分なりの努力をしてきた

⑤もっと成果を見聞きし共有すれば自分のためになった

⑥社会で重要視される探究力について自分の現状が心配

⑦選択しなかったことで探究力や英語力等の停滞を感じる

Ｑ１．進学希望の学部学科にかかわ

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。

大いにある

17%

少しはある

42%

ない

41%

Ｑ２．国際系・外国語系・世界文化系

の大学に進学したい、その系統を今後

学びたい希望はありますか。

大いにある

5%

少しはある

16%

ない

79%

・自分の考えだけでなく他の人の違う角度からの考えを聞くことで、今まで分からなかったことについて深く知ることができた。
・今まで知らなかった世界の問題や課題が見えて、世界を知るきっかけとなった。多様な視点で物事を考えるようになったと思う。
・社会に出てから、リーダーになるにあたって必要な力を身につけられる活動だと思った。
・今思えばやっておけば良かったなと思うくらい、魅力的な活動だと思う。
・自分たちで課題を見つけ、研究し、発表するといった活動は、今後社会に出て行く上で、とても良い経験になったと思う。
・英語力、プレゼン力共に鍛えられる、とても素晴らしい取り組みだと感じる。
・自分もＳＧＨ活動を継続していれば良かったと少し後悔している。でも他の人たちの活動の様子を見ることができたので良かった。
・問題についての解決策を考え、フィールドワークに行き、レポートとしてまとめる活動が、大学での活動の練習になったと思う。
・社会で今後ますます「探究力」が問われるので、その力を培うことができて良かったと思う。
・少しでも触れることができて良かったと思う。海外発表で発表したメンバーは凄いと思う。
・３年生のＳＧＨ選択の人たちは、本当にすごくて尊敬する。
・同学年の人がシンガポールでの発表会などで賞を獲得していることにとても刺激を受けた。
・発表の機会を設けてくれていたため、選択していない自分も色々なことを知れてありがたかった。広い視野を持つことの大切さを学べた。 
・目標がしっかりないと継続は大変だと思う、
・選択した人たちが残した成果だけではなく、準備の過程やスキルを身につけるために行ったことも知りたかった。
・正直、他の教科の時間が減らされるのがつらかった。そこまでしなくていいのかなと。
・ＳＧＨは自分のためになったと思うが、今となっては現代社会の時間が週１時間に減ってしまっていたことが辛く感じた。
・ＳＧＨで自分が変化したなという実感は特になかった。
・英語でやることばかりにこだわって、内容を理解してもらうという点について、おろそかになっていると思う。
・食糧問題だけじゃなくて、他の分野に関する探究も可能だったら良かった。

Ｑ３．普段の授業（英語も含めた多様

な科目）に関して、話合い・発表交流・

協働・意見交換・討論活動等、ＳＧＨ

を意識した変化を感じますか。

大いに感じる

9%

少しは感じる

50%

感じない

41%

（３）グローバル・イシュー選択生徒の保護者

実施時期：平成２９年９月末～１０月 
回収数：３年ＳＧＨ選択生徒の保護者５４名

 
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）

16

21

16

28

25

32①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。

14

14

29

21

22

4

18①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。

23
21

9
27

19
22

15
19

15
23

15
18

22
24

25
20

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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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）

 
 
 
 

・ＳＧＨ活動へ参加する機会を与えられたことは、本当に生徒たちにとって恵まれたことだったと思います。日々の学習、部活動と並行しての取り組みは
とても厳しく、時に投げ出したいような気持ちにもなった様子でしたが、クラスの、またグループの仲間たちと同じ目的を持って成し遂げた経験は貴重
なものになりました。この先の人生において、成果も反省も各々十分に生かしていってほしいと思っています。
・課題を追求していく方法、発表の仕方、論文のまとめかた等、通常の学習では学ぶことのできないことを学ぶことができた。将来、様々な面で役に立つ
と思われる。公開成果発表会を見せていただいたが、自分の子どもがあのように堂々と発表できるとは思わなかった。ここまで指導していただいたこ
と、練習させていただいたことに深く感謝している。
・与えられる学習だけが学習でないことを理解したと思います。発表する機会も多く、自分の意見を堂々と発言していたのが印象的でした。
・特に３－⑪（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）は有意義と感じられました。家庭でも目に
見えて成長していく様子がありました。
・学校の先生以外の県立大学の先生のお話を聞く機会やプレゼンのために英語で発表する練習をしていくうちに、自分の夢や進学への意識が高まっ
ていく様子が見られました。途中であきらめず継続することの大切さも学んだと思います。
・ＳＧＨ活動を通して、自分の意見や考えを堂々と話せるようになっていきました。粘り強く物事に取り組み、簡単にあきらめたりしなくなりました。自分の
将来の可能性に対しても、とても視野が広がっているようです。これらは、先生方の熱心なご指導があったからこそだと感謝しております。
・自分の与えられた課題をじっくり調べて、一つの事柄を掘り下げて考えられるようになりました。
・グループの友達と様々な意見を出し合うことで、自分と考えの違う人の意見も尊重できるようになったと思います。
・普通の授業では体験できないことができて、いろいろな意味で良い勉強になったと思います。
・小学校～高校の授業を考えると、昔と違うとはいえ、教科書にあることや必要とされる知識を吸収（理解）するという面が強いように思いますが、ＳＧＨで
は、正解のない課題について探究し、資料や体験、講話などをもとに自分たちで結論を見いだし、まとめるという貴重な経験をすることができて、このこ
とは、大学入試や大学での論文作成、社会に出ても必ず役に立つものと思います。ＳＧＨを２年次からも受けたこと、本当に良かったと思っています。
・食糧問題という１つのテーマを追究し続けたことで、世界の様々な状況について考え、視野を広げられたと思います。他のグループの研究もすべて関
連させて考察することで、深まりのある思考ができるようになったのではないでしょうか。
・日本の問題だけでなく、海外のニュースにも関心を持つようになり、新聞を以前より読むようになりました。
・ＳＧＨのおかげで、海外研修することができ、充実した高校生活となりました。高３での級友の活躍も誇らしく思います。
・ＳＧＨクラスが学力面でも優秀で、個性的な仲間が多く、楽しい高校生活であったと満足感を得ているようです。探究学習への興味・関心を持つことが
できるということは、知的好奇心が旺盛で、学習にも生きているということだと思います。後輩たちにＳＧＨを薦める、良い実績となったのでは。
・周囲が自分より優れていると遠慮していたが、遠慮せずに行動するようになった。周囲と協力することを肌身で感じ、体験できたことが有意義であっ
た。殻を破れた。
・３年間、国際探究の活動に携わることができ、貴重な経験をさせていただきました。郷土秋田について興味関心を持つようになり、外国へ行ってみた
い、留学をしてみたいと話をするようになりました。これはとても大きな成長だと思います。部活動の忙しい時期にＳＧＨの活動があり、大変だったと思
いますが，グループでの活動なので、みんなで協力し合い、楽しみながら活動ができたようです。
・ＳＧＨの研究をするにあたり、グループ内での役割分担をし、協力し合って論文をまとめたり、一緒に考察したりと有意義な時間を過ごせたと思います。
先生たちには、たくさんご指導していただき、ありがとうございました。
・フィールドワークや様々な発表の機会がとても有意義だったと感じます。
・２年半のＳＧＨ活動を通して、単に与えられた課題をこなすだけではなく、自ら考えて行動する力が身についてきたと感じます。大学へ入るための学力
の向上にはもしかして繋がらないのかも知れませんが、大学へ入った後の学習や、社会に出てから、とても必要となるスキルであると考えます。全国、
世界でも高い評価をいただいた南高のＳＧＨ活動を更に進化させて、社会に出てから本当に活躍できる若者を作っていってほしいと思います。
・フィールドワークやパワーポイントでのプレゼンなど、大学生か社会人でなければ経験できないことを、高１から経験できたのは良かった。
・英語を話す力がプレゼンを通して身についた。
・日本だけではなく、世界で起きていることへの関心、好奇心が強くなった。
・英語力が向上すると、単に点が上がるだけでなく、外国人と気軽に話せるようになり、海外旅行や留学に対する心理的ハードルも下がると思います。
・ＳＧＨ活動で自信が持てたようです。学校以外の人たちと会える機会があったのも良かったみたいです。
・ＳＧＨを通し、フィールドワークとして実際に海外に行ったことが、より英語を身につけたいと、海外に関心が向くように変化しました。
・以前から自分の考えや目標を持っていたが、更に視野が広がり、具体的に考えるようになった。他校やその他の人たちと多く接する機会があり、いろ
いろな考え等を知ることができた。
・校内外での発表の機会を多く与えて頂いたお陰で、表現の仕方に変化が現れたように感じる。大学受験対策でもあるのか、自宅で家族と社会情勢に
ついて話すことが多くなって、話題の展開が素早く、具体的なものになった。
・ＳＧＨ甲子園での全国最優秀賞、グローバル・リンク・シンガポールで最高賞の獲得は熱意を持って指導をしてくださった先生たちのおかげであると思
っております。時間外の指導等においても必要な協力を惜しまず指導してもらっていたことに本当に感謝しております。プレゼン発表を重ねるごとに完
成度が高まっていったこと、発表の際の態度も堂々となっていったことなど、生徒が試行錯誤を繰り返し、一生懸命に努力した結果は本当に素晴らし
く、感動的でした。ＳＧＨの授業を通して、コミュニケーションの大切さ、専門性を突き詰める難しさ、他人を思いやる気持ちなど、多くのことを体現でき
たものと思っております。生徒たちがＳＧＨを通して学んだことは、必ずや生徒たちの将来にとってプラスになると信じております。３年間にわたる温かく
献身的なご指導、本当にありがとうございました。
・プレゼン力と、他の人の意見を取り入れて協議したり、まとめたりする力が確実に身についたと思います。何事においても積極的になりました。また、自
分たちのグループだけでなく、他のグループの発表にも協力したりアドバイスしたりしていたようで、クラスのまとまりと切磋琢磨できるクラス内の良い雰
囲気を感じました。ただ、 の国際社会への関心は思ったほど持てず、少し残念でした。もう少し英語にも力を入れてほしいと思っておりました（苦手
科目だったので少しは克服できたでしょうか）。先生たちの熱心なご指導ありがとうございました。
・班（メンバー）によって発表内容にかなり差が出てしまうことは改善点。
・自分の子供がＳＧＨでどんな活動をしているのか、よく分かりませんでした。活躍している生徒さんがいらっしゃるのは理解できますが、一人一人の学
びが見えるようにしていただけたらと思います。
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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）

 
 
 
 

・ＳＧＨ活動へ参加する機会を与えられたことは、本当に生徒たちにとって恵まれたことだったと思います。日々の学習、部活動と並行しての取り組みは
とても厳しく、時に投げ出したいような気持ちにもなった様子でしたが、クラスの、またグループの仲間たちと同じ目的を持って成し遂げた経験は貴重
なものになりました。この先の人生において、成果も反省も各々十分に生かしていってほしいと思っています。
・課題を追求していく方法、発表の仕方、論文のまとめかた等、通常の学習では学ぶことのできないことを学ぶことができた。将来、様々な面で役に立つ
と思われる。公開成果発表会を見せていただいたが、自分の子どもがあのように堂々と発表できるとは思わなかった。ここまで指導していただいたこ
と、練習させていただいたことに深く感謝している。
・与えられる学習だけが学習でないことを理解したと思います。発表する機会も多く、自分の意見を堂々と発言していたのが印象的でした。
・特に３－⑪（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）は有意義と感じられました。家庭でも目に
見えて成長していく様子がありました。
・学校の先生以外の県立大学の先生のお話を聞く機会やプレゼンのために英語で発表する練習をしていくうちに、自分の夢や進学への意識が高まっ
ていく様子が見られました。途中であきらめず継続することの大切さも学んだと思います。
・ＳＧＨ活動を通して、自分の意見や考えを堂々と話せるようになっていきました。粘り強く物事に取り組み、簡単にあきらめたりしなくなりました。自分の
将来の可能性に対しても、とても視野が広がっているようです。これらは、先生方の熱心なご指導があったからこそだと感謝しております。
・自分の与えられた課題をじっくり調べて、一つの事柄を掘り下げて考えられるようになりました。
・グループの友達と様々な意見を出し合うことで、自分と考えの違う人の意見も尊重できるようになったと思います。
・普通の授業では体験できないことができて、いろいろな意味で良い勉強になったと思います。
・小学校～高校の授業を考えると、昔と違うとはいえ、教科書にあることや必要とされる知識を吸収（理解）するという面が強いように思いますが、ＳＧＨで
は、正解のない課題について探究し、資料や体験、講話などをもとに自分たちで結論を見いだし、まとめるという貴重な経験をすることができて、このこ
とは、大学入試や大学での論文作成、社会に出ても必ず役に立つものと思います。ＳＧＨを２年次からも受けたこと、本当に良かったと思っています。
・食糧問題という１つのテーマを追究し続けたことで、世界の様々な状況について考え、視野を広げられたと思います。他のグループの研究もすべて関
連させて考察することで、深まりのある思考ができるようになったのではないでしょうか。
・日本の問題だけでなく、海外のニュースにも関心を持つようになり、新聞を以前より読むようになりました。
・ＳＧＨのおかげで、海外研修することができ、充実した高校生活となりました。高３での級友の活躍も誇らしく思います。
・ＳＧＨクラスが学力面でも優秀で、個性的な仲間が多く、楽しい高校生活であったと満足感を得ているようです。探究学習への興味・関心を持つことが
できるということは、知的好奇心が旺盛で、学習にも生きているということだと思います。後輩たちにＳＧＨを薦める、良い実績となったのでは。
・周囲が自分より優れていると遠慮していたが、遠慮せずに行動するようになった。周囲と協力することを肌身で感じ、体験できたことが有意義であっ
た。殻を破れた。
・３年間、国際探究の活動に携わることができ、貴重な経験をさせていただきました。郷土秋田について興味関心を持つようになり、外国へ行ってみた
い、留学をしてみたいと話をするようになりました。これはとても大きな成長だと思います。部活動の忙しい時期にＳＧＨの活動があり、大変だったと思
いますが，グループでの活動なので、みんなで協力し合い、楽しみながら活動ができたようです。
・ＳＧＨの研究をするにあたり、グループ内での役割分担をし、協力し合って論文をまとめたり、一緒に考察したりと有意義な時間を過ごせたと思います。
先生たちには、たくさんご指導していただき、ありがとうございました。
・フィールドワークや様々な発表の機会がとても有意義だったと感じます。
・２年半のＳＧＨ活動を通して、単に与えられた課題をこなすだけではなく、自ら考えて行動する力が身についてきたと感じます。大学へ入るための学力
の向上にはもしかして繋がらないのかも知れませんが、大学へ入った後の学習や、社会に出てから、とても必要となるスキルであると考えます。全国、
世界でも高い評価をいただいた南高のＳＧＨ活動を更に進化させて、社会に出てから本当に活躍できる若者を作っていってほしいと思います。
・フィールドワークやパワーポイントでのプレゼンなど、大学生か社会人でなければ経験できないことを、高１から経験できたのは良かった。
・英語を話す力がプレゼンを通して身についた。
・日本だけではなく、世界で起きていることへの関心、好奇心が強くなった。
・英語力が向上すると、単に点が上がるだけでなく、外国人と気軽に話せるようになり、海外旅行や留学に対する心理的ハードルも下がると思います。
・ＳＧＨ活動で自信が持てたようです。学校以外の人たちと会える機会があったのも良かったみたいです。
・ＳＧＨを通し、フィールドワークとして実際に海外に行ったことが、より英語を身につけたいと、海外に関心が向くように変化しました。
・以前から自分の考えや目標を持っていたが、更に視野が広がり、具体的に考えるようになった。他校やその他の人たちと多く接する機会があり、いろ
いろな考え等を知ることができた。
・校内外での発表の機会を多く与えて頂いたお陰で、表現の仕方に変化が現れたように感じる。大学受験対策でもあるのか、自宅で家族と社会情勢に
ついて話すことが多くなって、話題の展開が素早く、具体的なものになった。
・ＳＧＨ甲子園での全国最優秀賞、グローバル・リンク・シンガポールで最高賞の獲得は熱意を持って指導をしてくださった先生たちのおかげであると思
っております。時間外の指導等においても必要な協力を惜しまず指導してもらっていたことに本当に感謝しております。プレゼン発表を重ねるごとに完
成度が高まっていったこと、発表の際の態度も堂々となっていったことなど、生徒が試行錯誤を繰り返し、一生懸命に努力した結果は本当に素晴らし
く、感動的でした。ＳＧＨの授業を通して、コミュニケーションの大切さ、専門性を突き詰める難しさ、他人を思いやる気持ちなど、多くのことを体現でき
たものと思っております。生徒たちがＳＧＨを通して学んだことは、必ずや生徒たちの将来にとってプラスになると信じております。３年間にわたる温かく
献身的なご指導、本当にありがとうございました。
・プレゼン力と、他の人の意見を取り入れて協議したり、まとめたりする力が確実に身についたと思います。何事においても積極的になりました。また、自
分たちのグループだけでなく、他のグループの発表にも協力したりアドバイスしたりしていたようで、クラスのまとまりと切磋琢磨できるクラス内の良い雰
囲気を感じました。ただ、 の国際社会への関心は思ったほど持てず、少し残念でした。もう少し英語にも力を入れてほしいと思っておりました（苦手
科目だったので少しは克服できたでしょうか）。先生たちの熱心なご指導ありがとうございました。
・班（メンバー）によって発表内容にかなり差が出てしまうことは改善点。
・自分の子供がＳＧＨでどんな活動をしているのか、よく分かりませんでした。活躍している生徒さんがいらっしゃるのは理解できますが、一人一人の学
びが見えるようにしていただけたらと思います。

４．職員アンケート結果

対象：本校教職員 回収総数６０

Ｑ１．学校設定教科「国際探究」は、本校の教育理念「グロ－バルリーダーの育成」にとって、有効

であると思いますか？

Ｑ２．学校設定教科「国際探究」は、生徒のどんな能力の育成に有効と考えますか？①～⑪の中から

特に効果が大きいと感じるものから順に５つ挙げてください。

〈選択順位〉

１位 ①４６人 ⑤１０人 ③７人

２位 ②１９人 ⑤１６人 ③６人

３位 ⑤１４人 ②８ 人 ③７人

４位 ⑨１０人 ⑧７人 ⑤６人

５位 ⑪１３人 ⑩８人 ⑨６人
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学校設定教科国際探究の有効性

24
19

23
17

16
15

49
7

29
40

48

0 10 20 30 40 50

⑪社会性や時事への関心

⑩実行力・実践力

⑨海外研修への挑戦力

⑧情報処理能力・分析力

⑦バイタリティー

⑥リーダーシップ

⑤コミュニケーション力・協働力

④活用能力・汎用能力

③多面的思考力・批判的思考力

②研究力・探究力

①言語能力・表現力・発信力

学校設定教科「国際探究」はどんな能力育成に有効か

〈そう答えた理由〉
①大いに有効と思う

・該当生徒の急成長していく姿や実際の圧倒的な実績が
それを証明している ・教師や教師以外の社会人や大学
教員と協働して何かを作り上げることを学べる ・広く
社会に問題意識を持ち、自ら主体的に考えようとする姿
勢が身に付くきっかけになる ・他者との考えの違いを
認識し本人の考えを磨くよい機会になる ・上級生の活
躍や身に付けたグローバルリーダー性が異学年交流や教
え合いによって双方の刺激になっている ・カリキュラ
ムに５能力の育成というねらいがはっきり意識されてい
て、目指す能力と手法が合致している ・海外大学進学
を希望し合格する生徒が現実に出てきており、グローバ
ル視点が着実に育った ・一人一人に活躍の場面があり、
個々の行動力が増したと実感している ・以前の生徒よ
り、協働力や問題対応力が向上し、スケールの大きな生
徒が見られるようになった

・本当に実社会でリーダーになれるか、長期的検証が必
要と思う　・学習時間の確保とのバランスを保つ必要が
ある　・ＳＧＨ該当生徒に比べて、選択しない生徒には
顕著な変化が感じられない

②まあまあ有効と思う

総じて、①「発信力」、⑤「協働力」、②
「探究力」を挙げた教員が群を抜いて多く、
③「思考力」がそれに続いている。これら
は、本校のグローバルリーダー像の５つ能
力に合致する。前年度に比べると、⑦「バ
イタリティー」や⑨「海外研修への関心」
等が伸びている。新指導要領や入試改革で
重視される④「用いる力」が減少しており、 
指導や仕掛けに工夫が必要だ。 
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Ｑ３．ＳＧＨ的能力の必要性や高大接続改革の方向性について、どう考えていますか？（左下図）

Ｑ４．ＳＧＨ事業への取組が徐々に全体化・組織化されてきていると感じますか？（右上図）

Ｑ５．ＳＧＨ事業による自身の変容について、①～⑨から当てはまるものを全て挙げてください。
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⑨自己のグローバル化が必要と認識

⑧生徒の可能性への期待が広がった

⑦英コミュ能力育成の重要性を認識

⑥イベント企画力や運営力がアップ

⑤大学・社会人講師から刺激受けた

④同僚との相談や意見交換が増えた

③研究指導のために自分が勉強する

②探究活動指導方法がつかめてきた

①探究力育成の授業改善に取り組む

ＳＧＨ事業による自身の変容

①「授業改善に取り組むようになった」が多いのは、本校ＳＧＨ事業の柱の「授業改善」
から当然の結果で、もっと多くてもよい。⑧「成長を目にして生徒の可能性へ期待が高まっ
た」は、前年度の３割増しであり、生徒の成長から成果を実感していることがわかる。 
前年度比でほぼ倍増しているのは、②「探究活動の指導方法がつかめてきた」③「指導の

ために自分が勉強するようになった」等、課題研究指導についての項目である。 
選択肢以外では、「自分の専門だけでなく視野を広げて知らなければならないと実感した」

「批判するだけでなく改善を意識した実践を心がけるようになった」「学校の教育活動全般を
ＳＧＨ的に捉え、実践方向を見いだすことができた」「生徒の試行錯誤をじっくり待てるよう
になった」等の、前向きな回答が見られた 
「大変だけど（チームでの取組が）楽しいと思うようになった」、「学校教育全体を考えた教
科指導について考えるようになった」、「地域社会ともっと関わろうとおもうようになった」、 
「日本の伝統や文化についてより深く考えるようになった」等、多数の変容が挙げられた。 

 

ＳＧＨ的能力への理解や、今後の教育改革の方向性については、肯定的な回答が１００％
であった。しかし前年と比べると「充分理解できる」が減少し、半数を割り込んだ。教育改
革の現実感や、ＳＧＨの実感的有効性がまだまだ世間的には浸透していない。しかし、現場
にいる教員としては、個人的見解は別にして、理解を進めていくべきである。

 

ＳＧＨ事業への取組が学校全体化されているという意識があるかについて、７８％が肯定
的に「感じる」「まあまあ感じる」と回答している。しかし、前年度比で「感じる」が半減し
た。継続的課題である。「あまり感じない」との回答者に問うたところ、「自身が何もしてい
ないと感じている」「成果が具体的に役立っていることを多くの職員が理解する必要がある」
「学年移行時に継続性を保つシステムがほしい」等の意見があった。 
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Ｑ３．ＳＧＨ的能力の必要性や高大接続改革の方向性について、どう考えていますか？（左下図）

Ｑ４．ＳＧＨ事業への取組が徐々に全体化・組織化されてきていると感じますか？（右上図）

Ｑ５．ＳＧＨ事業による自身の変容について、①～⑨から当てはまるものを全て挙げてください。
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③研究指導のために自分が勉強する

②探究活動指導方法がつかめてきた

①探究力育成の授業改善に取り組む

ＳＧＨ事業による自身の変容

①「授業改善に取り組むようになった」が多いのは、本校ＳＧＨ事業の柱の「授業改善」
から当然の結果で、もっと多くてもよい。⑧「成長を目にして生徒の可能性へ期待が高まっ
た」は、前年度の３割増しであり、生徒の成長から成果を実感していることがわかる。 
前年度比でほぼ倍増しているのは、②「探究活動の指導方法がつかめてきた」③「指導の

ために自分が勉強するようになった」等、課題研究指導についての項目である。 
選択肢以外では、「自分の専門だけでなく視野を広げて知らなければならないと実感した」

「批判するだけでなく改善を意識した実践を心がけるようになった」「学校の教育活動全般を
ＳＧＨ的に捉え、実践方向を見いだすことができた」「生徒の試行錯誤をじっくり待てるよう
になった」等の、前向きな回答が見られた 
「大変だけど（チームでの取組が）楽しいと思うようになった」、「学校教育全体を考えた教
科指導について考えるようになった」、「地域社会ともっと関わろうとおもうようになった」、 
「日本の伝統や文化についてより深く考えるようになった」等、多数の変容が挙げられた。 

 

ＳＧＨ的能力への理解や、今後の教育改革の方向性については、肯定的な回答が１００％
であった。しかし前年と比べると「充分理解できる」が減少し、半数を割り込んだ。教育改
革の現実感や、ＳＧＨの実感的有効性がまだまだ世間的には浸透していない。しかし、現場
にいる教員としては、個人的見解は別にして、理解を進めていくべきである。

 

ＳＧＨ事業への取組が学校全体化されているという意識があるかについて、７８％が肯定
的に「感じる」「まあまあ感じる」と回答している。しかし、前年度比で「感じる」が半減し
た。継続的課題である。「あまり感じない」との回答者に問うたところ、「自身が何もしてい
ないと感じている」「成果が具体的に役立っていることを多くの職員が理解する必要がある」
「学年移行時に継続性を保つシステムがほしい」等の意見があった。 

Ｑ７．ＳＧＨ事業に取り組む生徒を見てどう感じるか。生徒にどんな変容を感じるか。

Ｑ８．教科教員としての自身が意識して取り組んでいること。

精神も加わり、自信を持って発信できて

・ 多面的で批評的な思考力を備えた生徒が増えたと感じる

・ 主体性が向上し、定着してきて、自負や

いる。

・ 社会人や大学教員や有識者たちから生徒がいろいろなことを吸収していると感じる。

・ わがままな発信ではなく、周囲の状況を認識して協調姿勢を持ちながら発信することを考え

られるようになった。社会性が伸長していると感じる。

・ 自分で気付いたり考えたり段取りしたりして動ける生徒が増えてきた。

・ 先の見通しを考えることが多くなり、計画変更を自分で判断できるようになった。

・ 苦労して克服することで自分たちの活動に誇りを持ち、粘り強くやり遂げる力が付いてきた。

・ 安易なレベルで妥協せず、協力してよりよいものを求めて研究に向かう姿を頼もしく感じる。

・ あまり熱心でない生徒も、仲間や他のグループに刺激を受けて向上していく姿が見られた。

・ ２年次以降の選択生徒には、全般的に学ぶ意欲の増進が感じられる。選択外生徒も発表会に

参加して質疑応答等を通じて、よい刺激になっているようだ。

・ ＳＧＨ事業以外の校外活動を自分で開拓して参加する生徒が増えてきた。

・ 教材のバックグラウンドの探究をする場面を作るようにしている。

・ 授業中、しっかり反応し、物事をしっかりはきはきと相手に伝える指導をしている。

・ 常に「自分ならどうする？どう思う？」という視点を持たせるように意識している。

・ 自分のわからない点を挙げさせ、他生徒の考えを加えながら解を練り上げる形の授業をして

いる。

・ 授業の中で、生徒自身が解法を説明し、他の生徒からの質問にも対応する場面を取り入れて

いる。

・ 実生活での必要性や工夫を考えさせることができる題材や学習課題の設定を心がけている。

・ 教科書の内容に疑問を持たせて自分の意見を持たせるようにしているが、授業の中で課題設

定させることは難しい。

・ 様々な見方考え方を肯定して、意見を述べ合う場面や比較検討し合う場面を設定している。

・ 個人で考察させた後、ペア、グループ、全体で意見交換する場面を毎授業複数回実施している。

・ 考えを発表させるときはその根拠も一緒に述べさせて、論理的に考えたり説明したりさせて

いる。

・ 答案を作る前の思考の過程を、フローチャートのような図や文章で残すように指導している。

・ 解答できるだけでなく、解答をどのように生かしていくかを意識して教えるようになった。

知識を活用する力の育成を考えている。

・ 出た答えの確かめ方を考えさせたり、二人同時に指名してペアで考えさせたり、思考が活性

化されるような手法増やす努力をしている。

・ プロジェクターを使用して説明時間が短縮でき、結果、生徒に考えさせる時間を増やせた。

・ 学んだ内容をポスターにまとめ、発表し合う活動を行った。

・ オリジナル小テストの試みで、生徒が問題を予想したり、話し合ったりする場面を作ったと

ころ、予想問題をツイッターに上げたり、放課後模擬授業をする生徒が出てきた。

・ ５能力を発揮するための土台となる基礎的知識技能や言語能力が大切で、探究活動と並行して、

基礎的能力を授業の中で育成しなくてはならないと思っている。

・ 探究活動で身に付いてきた力を見極めて、授業の調べ学習等で発揮させながら、探究活動と

授業のタイアップを意識している。
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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

平成２９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２９年１０月３１日（火）１６時１５分～１７時１５分

２ 場 所 秋田県民会館 第２会議室

３ 出席者 運営指導委員 東 北 公 益 文 科 大 学 学 長 吉 村 昇
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 取締役執行役員 土 谷 真 人
全国農業協同組合連合会秋田県本部営業支援部長 高 橋 敏 幸
聖 園 学 園 短 期 大 学 教 授 五十嵐 隆 文

高校教育課 英語教育推進班 副 主 幹 兼 班 長 安 田 和 人
〃 〃 主 任 指 導 主 事 下 橋 実（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） 佐 藤 智 和
教 諭（ＳＧＨ事業 主 担 当） 腰 山 潤
〃（「グローバル・イシュー」研 究 班長） 關 友 明
〃 （「国際探究Ⅱ」研究班長） 清 野 太 門

以上１２名
４ 資料

平成２９年度ＳＧＨ事業中間経過報告冊子、第１回運営指導委員会会次第、中間評価につい
て、ＳＧＨ通信、３年生自己評価アンケート集計概況 等

５ 記録
○ 開会行事
・秋田南高校長あいさつ（佐藤利正校長）
・秋田県教育委員会あいさつ（安田和人英語教育推進班副主幹兼班長）

○ 会議録
（１） 中間評価結果説明及び質疑応答
①中間評価結果説明（腰山）
経過報告冊子に記載した「中間評価自己評価票」を元に、ＳＧＨ企画評価会議によって審査が

行われた。６ランクある評価のうち、本校は上から２番目のＡ＋「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。」の評価をいただいた。様々な評価
項目を余さずあぶり出して、それに対する本校の取組を、具体的かつ数値的なエビデンスをでき
る限り示すように心がけて書類作成した。良い評価が得られてほっとしている。具体的評価文の
うち、唯一懸念を示す指導的文言である「マニュアル化が進むことで形骸化しないように」につ
いては、採択時の「組織的指導ができるか不安がある」というマイナス評価に応えるために、意
図的に「マニュアル化されている」という文言を多用したので、それが逆に受け取られた点は、
書き手としては納得のいく指摘ではある。「ＳＧＨの精神に合致した地方公立校のモデル的取組」
という評価は大変誇らしい評価である。
運営指導委員をはじめ、学校外の様々な連携先の方々の本校への献身的な御協力があってこそ

の今回の高評価であり、数々の輝かしい実績をあげてくれた生徒たち、生徒と一緒に悩みつつ密
接な指導をしてくれた本校教員に感謝している。
②質疑応答
（佐藤委員）
採択時の評価で指摘されていた「教職員の多忙化」は解消されているか。解消のためにどうい

う努力をしているか。
（腰山）
誰であっても指導できるようにマニュアル化はしている。ただ、教員の課題研究指導のスキル

や質を維持するには、教員自身が生徒と一緒になって苦しまないといけない面もあり、指導の労
力を簡素化することはできない面がある。予想以上にうまくいっており、生徒の成長と教員の負
担軽減が見込まれるものとして、「上級生による下級生の指導」が挙げられる。３年生による２
年生の指導場面の拡大を進めているが、教員が指導するより実質的に成果を上げている場面も多
い。２年次の研究の専門性を深化させる場面では、昨年より指導チームの人数を増やし、教員一
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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

平成２９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２９年１０月３１日（火）１６時１５分～１７時１５分

２ 場 所 秋田県民会館 第２会議室

３ 出席者 運営指導委員 東 北 公 益 文 科 大 学 学 長 吉 村 昇
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 取締役執行役員 土 谷 真 人
全国農業協同組合連合会秋田県本部営業支援部長 高 橋 敏 幸
聖 園 学 園 短 期 大 学 教 授 五十嵐 隆 文

高校教育課 英語教育推進班 副 主 幹 兼 班 長 安 田 和 人
〃 〃 主 任 指 導 主 事 下 橋 実（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） 佐 藤 智 和
教 諭（ＳＧＨ事業 主 担 当） 腰 山 潤
〃（「グローバル・イシュー」研 究 班長） 關 友 明
〃 （「国際探究Ⅱ」研究班長） 清 野 太 門

以上１２名
４ 資料

平成２９年度ＳＧＨ事業中間経過報告冊子、第１回運営指導委員会会次第、中間評価につい
て、ＳＧＨ通信、３年生自己評価アンケート集計概況 等

５ 記録
○ 開会行事
・秋田南高校長あいさつ（佐藤利正校長）
・秋田県教育委員会あいさつ（安田和人英語教育推進班副主幹兼班長）

○ 会議録
（１） 中間評価結果説明及び質疑応答
①中間評価結果説明（腰山）
経過報告冊子に記載した「中間評価自己評価票」を元に、ＳＧＨ企画評価会議によって審査が

行われた。６ランクある評価のうち、本校は上から２番目のＡ＋「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。」の評価をいただいた。様々な評価
項目を余さずあぶり出して、それに対する本校の取組を、具体的かつ数値的なエビデンスをでき
る限り示すように心がけて書類作成した。良い評価が得られてほっとしている。具体的評価文の
うち、唯一懸念を示す指導的文言である「マニュアル化が進むことで形骸化しないように」につ
いては、採択時の「組織的指導ができるか不安がある」というマイナス評価に応えるために、意
図的に「マニュアル化されている」という文言を多用したので、それが逆に受け取られた点は、
書き手としては納得のいく指摘ではある。「ＳＧＨの精神に合致した地方公立校のモデル的取組」
という評価は大変誇らしい評価である。
運営指導委員をはじめ、学校外の様々な連携先の方々の本校への献身的な御協力があってこそ

の今回の高評価であり、数々の輝かしい実績をあげてくれた生徒たち、生徒と一緒に悩みつつ密
接な指導をしてくれた本校教員に感謝している。
②質疑応答
（佐藤委員）
採択時の評価で指摘されていた「教職員の多忙化」は解消されているか。解消のためにどうい

う努力をしているか。
（腰山）
誰であっても指導できるようにマニュアル化はしている。ただ、教員の課題研究指導のスキル

や質を維持するには、教員自身が生徒と一緒になって苦しまないといけない面もあり、指導の労
力を簡素化することはできない面がある。予想以上にうまくいっており、生徒の成長と教員の負
担軽減が見込まれるものとして、「上級生による下級生の指導」が挙げられる。３年生による２
年生の指導場面の拡大を進めているが、教員が指導するより実質的に成果を上げている場面も多
い。２年次の研究の専門性を深化させる場面では、昨年より指導チームの人数を増やし、教員一

人当たりの指導生徒数を減らす対策をとった。
（吉村委員）
お金はどうなっているか。今年度の予算はどれくらいだったのか。年々減らされているのは非

常に気の毒だと思う。予算的に英語の補助教員等の思い切った雇用ができないでＳＧＨの成果だ
けが要求されるのはおかしい。
（腰山）
年々減らされており、非常に厳しい状況だ。予算措置がなくなっても同等の能力育成ができる

ような工夫を考えていかねばならない。

（２）事業進捗説明及び質疑応答
①事業進捗概況説明（腰山）
事前にご覧いただいている経過報告冊子Ｐ２１～２３の実施計画書に沿って年間指導計画を作

成し、進行中である。ここではＰ２８「平成２９年度事業のポイント」のうちの重点事項に焦点
を当ててご説明したい。
・ 新規の学校設定科目「グローバル・イシュー」が成果をあげて終了した。それについては班
長の關から後で説明する。

・ １年「国探Ⅰ」の海外ＦＷ先を、豪州からタイに変更することで、海外研修参加者を１３→
１８に増加させる。

・ 教員の授業研究については、来年度１０／２６（金）午前、公開授業研究会を大々的に実施
する。午後は、この「国探Ⅱ」の発表会を同日開催する。

・ 事業推進に関して、外部連携先がさらに増加した。秋田市役所・北都銀行・若手起業家等で
ある。

・ 生徒の実績として、グローバル・リンク・シンガポール最高賞をはじめ、数々を記載した。
特徴として、教員の設定した場でなく、生徒が自ら参加したり、地域や団体から要請を受けて
参加するケースが増えた。中でも１１／２５（土）パシフィコ横浜メインホールで開催される
全国ＳＧＨフォーラムの場で壇上での英語ディスカッション（代表者６名）に、本校３年の原
田雄生が招待されたことは、事業を推進してきた自分としては最高の栄誉であると感じている。

②新規実施科目「グローバル・イシュー」成果説明（關）

・ 「グローカル・ミーティング」は、７月にＳＧＨ選択生徒全員で秋田市役所を訪れた。秋田
市からは石井副市長はじめ２６名もの職員の方が参加してくださった。事前に説明のための資
料を用意してくれるなど市側の全面的な協力のもと、生徒たちも積極的に意見交換に臨んでお
り、大変充実した時間となった。また、８月には、県内外で活躍されている若手経営者の方々
１０名をお招きして、本校を会場に同様の会を実施した。こちらも経営者の皆さんが積極的に
アドバイスをくれるなど、非常に良い学びの場となった。生徒たちからはこのような機会がも
っとあればよかったという声も上がっていた。

・ 「国際意見交流会」は、本校に短期留学中の外国人高校生６名と英語で議論したほか、グロ
ーバル・リンク・シンガポールに参加するグループが、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いて、英語で発表と質疑応答を行った。生徒にとっては、
新たな視点を得ることのできた貴重な機会となったと思う。

・ これらの活動の後、最終的な成果物として、研究論文を日本語で作成している。現在、論文
集を編集しているところである。

・ そのほか、３年生には、下級生の指導にも加わってもらう指導体制の整備を進めている。本
日の成果発表会にも、１１名の３年生が聴衆として参加しており、質疑にも積極的に参加して
いた。活動の総括として行った事後アンケートを見ていただければ分かるが、３年間の課題研
究活動を通して、大きな達成感を感じ、自らの成長を強く実感できていることが覗える。そし
て、下級生にも同様の体験をしてもらいたいという思いを持ってくれているようである。ぜひ
この気持ちをこの後の学年にもつなげていきたい。

③質疑応答
（五十嵐委員）
アンケート結果にも認められるが「グローバル・イシュー」の成果はすばらしい。それが進路

に活かされたり、資格取得等にも反映されてほしいが、検定類は受けているか。全員英検２級取
得を目指そう等の意気込みや明確な目標を掲げてもよいのではないか。保護者ににもわかりやす
いＳＧＨ校としての指標にもなる。
（佐藤校長）

指定１期生といえる３年生に対して、課題研究最後の科目となる「グローバル・イシュー」を
実施した。本科目のポイントは、「実践」と「地域発信」である。大きな活動として、地域の方
々と研究内容について議論する「グローカル・ミーティング」、同様に留学生やＡＬＴと英語で
議論する「国際意見交流会」を実施した。
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○ 閉会行事
・秋田県教育委員会あいさつ（安田和人英語教育推進班副主幹兼班長）

本校の中期ビジョンとして、実用英語検定２級取得８０％、同準１級取得１０％を掲げている。
高１にはＧＴＥＣを全員に受けさせている。現在掲げている目標の達成をねらっていきたい。

（３）本日の「公開成果発表会」について
（腰山）

本日の発表会は、２年次の英語で「話す」「質疑応答」等の表現力育成の集大成であり、県立
大学の先生方に実際に来校指導をいただいて専門性を磨き、本校独自のイングリッシュキャンプ
やプレゼンを鍛える講座を通じて、発表を練り上げてきた。選択者が１クラスと前年度より少な
く、指導教員は大幅に増やしたので、教員一人に対する負担は減ったはずだが、指導者同士の意
思疎通や改善意識が形成しづらいという難点も出てきた中での本日の発表会だった。率直にご
感想をいただきたい。

（４）運営指導
（下橋）

それでは、（３）の話題である公開成果発表会の感想もいただきながら、各委員に事業に関す
る御意見・御助言をいただきたい。
（吉村委員）

今回の生徒の発表（研究）テーマは自分で設定したのか。（清野：グループ作りの段階である
程度自主性に任せた。）そういうやり方がよいと思う。できる生徒（トップ層を形成して他を引
っ張っていく生徒）を自由な発想で伸ばすというやり方も必要であり、秋田県の教育として必要
な事だと思う。
（佐藤委員）

今日の発表会では、英語での質問が途切れず多く、質問の質も上がっている。応答に苦労して
いる場面もあったが、それが生徒にとって試練の場になっている。生徒の力が年々向上している
姿を目の当たりにすると、ＳＧＨプログラムが定着してきたことが感じられる。プレゼンテーシ
ョン態度が実に堂々たるものだ。発表も質疑応答も、英語レベルが向上している。
（土谷委員）

決まり切った結論や落としどころが予測できる発表が多かったものの、アンケート等を丹念に
とっていると感じた。高校生らしい大胆な発想での提案や、変化球的なアプローチで発表するグ
ループがあってもよいと感じる。企業の現場では、あのように自分の意見をアピールできる人材
を採りたい。大学に行っても、今のような姿勢で取組続けてほしい。また、秋田銀行でもアグリ
ビジネスに関連するフォーラム等を開催しているので、気軽に参加して参考にしてほしい。
（高橋委員）

私のように英語が分からなくても、伝えたい気持ちや情熱のこもった態度を見ていると、なん
となく伝わるものだなぁと感じた。高校生の発表を聞いて、専門的な現場でも、参考になること
もある。その発想にはアイディアの種があると感じた。
（五十嵐委員）

難しい内容を、英語で堂々と発表できており、レベルが上がっている。プレゼンテーションの
技術をよく学んでいると感じる。反面、質疑応答でのぎこちなさがまだある。大会や競技会等で
は、その切れ味が評価に関わってくる。質疑応答の場面でも堂々と受け答えできてほしい。セッ
ションでのクラリフィケーション（質問された内容をはっきりさせる技術）ということがある。

昨年度のように他校の教員や生徒をこのような場に呼ばないのか？これだけ質の高い発表会を
しているのに、もったいない。広範囲に周知して来てもらい、生徒の能力育成のノウハウを学ぶ
機会にすれば、県内各校へ好影響を与える発信になる。

また大学へのリクルート機会にもしたい。大学の入試担当者等を読んで生徒の能力を示すこと
で進路指導や入試関係においても実利的なメリットがあれば、生徒や保護者へのＳＧＨ活動の意
義の説得力が増すと思う。

（５）その他
（下橋）

その他について、何か話題やご質問等はないか。
それでは、南高校から第２回運営指導委員会の日時予定を提案願う。

（腰山）
例年どおり、１年生の成果発表交流会の御参観を兼ねて、２／２３（金）正午頃、場所は国際

教養大学Suda Hallを予定しているので、よろしくお願いしたい。
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○ 閉会行事
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（３）本日の「公開成果発表会」について
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感想をいただきたい。

（４）運営指導
（下橋）
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程度自主性に任せた。）そういうやり方がよいと思う。できる生徒（トップ層を形成して他を引
っ張っていく生徒）を自由な発想で伸ばすというやり方も必要であり、秋田県の教育として必要
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ビジネスに関連するフォーラム等を開催しているので、気軽に参加して参考にしてほしい。
（高橋委員）

私のように英語が分からなくても、伝えたい気持ちや情熱のこもった態度を見ていると、なん
となく伝わるものだなぁと感じた。高校生の発表を聞いて、専門的な現場でも、参考になること
もある。その発想にはアイディアの種があると感じた。
（五十嵐委員）

難しい内容を、英語で堂々と発表できており、レベルが上がっている。プレゼンテーションの
技術をよく学んでいると感じる。反面、質疑応答でのぎこちなさがまだある。大会や競技会等で
は、その切れ味が評価に関わってくる。質疑応答の場面でも堂々と受け答えできてほしい。セッ
ションでのクラリフィケーション（質問された内容をはっきりさせる技術）ということがある。

昨年度のように他校の教員や生徒をこのような場に呼ばないのか？これだけ質の高い発表会を
しているのに、もったいない。広範囲に周知して来てもらい、生徒の能力育成のノウハウを学ぶ
機会にすれば、県内各校へ好影響を与える発信になる。

また大学へのリクルート機会にもしたい。大学の入試担当者等を読んで生徒の能力を示すこと
で進路指導や入試関係においても実利的なメリットがあれば、生徒や保護者へのＳＧＨ活動の意
義の説得力が増すと思う。

（５）その他
（下橋）

その他について、何か話題やご質問等はないか。
それでは、南高校から第２回運営指導委員会の日時予定を提案願う。

（腰山）
例年どおり、１年生の成果発表交流会の御参観を兼ねて、２／２３（金）正午頃、場所は国際

教養大学Suda Hallを予定しているので、よろしくお願いしたい。

平成２９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３０年２月２３日（金）１６時００分～１７時２０分

２ 場 所 国際教養大学 Ｄ２０６教室

３ 出席者 運営指導委員 エスペック株式会社上席顧問、名古屋大学客員教授 佐 藤 登
東 北 公 益 文 科 大 学 学 長 吉 村 昇
秋 田 銀 行 取締役執行役員 土 谷 真 人

秋田県農業協同組合中央会 担い手対策室長 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 英語教育推進班 副 主 幹 兼 班 長 安 田 和 人

〃 〃 主 任 指 導 主 事 下 橋 実（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） 佐 藤 智 和
教 諭（ＳＧＨ事業 主 担 当） 腰 山 潤
〃 （「グローバル・イシュー」研究班長） 關 友 明
〃 （「国際探究Ⅰ」研 究 班 長） 林 克 至

以上１２名

４ 資料
第２回運営指導委員会会次第、全国ＳＧＨフォーラム参加報告、平成３０年度事業計画案等

５ 記録
○ 開会行事
・秋田南高校長あいさつ（佐藤利正校長）
・秋田県教育委員会あいさつ（安田和人英語教育推進班副主幹兼班長）

○ 会議録
（１） 「国際探究Ⅰ」成果発表交流会説明及び質疑応答
①説明（林）
「国際探究Ⅰ」の改善にチャレンジしたポイントが二つある。

・今まではクラス単位で指導していたが、個人が考えたテーマを分類して、その近似性からコー
ス分けして、コース内で班編制した。つまり各班は、異なるクラスの生徒で構成されている。

・本日の発表会に向けて、英語発表に挑戦したいという班が大半であった。実際にプレゼンを作
り上げ、やってみる過程で、自分たちの伝えたいことが伝わらないことに苦悩し、日本語発表
に戻した班もあり、それ自体が体験を伴うよい学びとなった。

②質疑応答
（佐藤委員）
伝える力は、社会でも重要視される大切な力だ。この発表会は１年生に毎年実施しているが、

「審査される」ことは、彼らにとってよい経験となっていると思う。コース分けしてグルーピン
グする方式は、よかったと思う。
１年生ではあるけれども、探究という意味では、もう一歩踏み込めば、というのがいくつかあ

った。
例年に比べると、生徒からの質問が少なかったのが残念だ。

（腰山）
聴衆生徒からの質問が少なかったのは同感で、見ながら、他の教員と話し合っていた。例年だ

とクラスの代表が登壇して発表するので、クラスメイトからの応援という形でも質問が出ていた
ように思う。今回は、その班の発表への興味・関心というものが純粋に問われたと思う。これが
本来の研究発表会の姿であると思うので、この形でもっと積極的に質疑応答ができるようにレベ
ルアップを目指したい。
（佐藤委員）
この分け方を生徒たち側はどう感じているのか。

（林）
学年生徒のコース分けやグループのマッチングを判断するために、体育館を広く使って、自分

のテーマを発表させ合って決めていったが、生徒はどうなるのか少しどきどきしながら臨んでい
たようだった。生徒は受け入れてくれていたと思う。
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（２）事業経過報告及び質疑応答
①事業経過報告（腰山）
二点に絞って報告したい。総括的な今年度事業報告と、ＳＧＨ１期生の到達度検証である。

・本校の研究開発の３本柱についての総括報告。課題研究は、前回と今回御覧いただいたとおり、
１・２年生が年度の集大成行事を終え、これから振り返りに入る。授業研究は、管理機関に協
力いただき、秋に校内授業研究会を開催し、前年度のカンファレンスでの検証踏まえてさらに
研究を深めた。外部連携に関しては、秋田市役所や北都銀行、県国際課等、年々大幅に拡充で
きている。

・本日の目玉として、ＳＧＨ１期生の集大成的な場面を見ていただく。（ＳＧＨ全国フォーラム
のＶＴＲを解説をまじえながら５分視聴。ポスターセッションでの本校のブースの賑わい状況。
圧巻は本校生徒の壇上での英語ディスカッション。）この生徒は米国の難関大学に合格し、さ
らに上を目指して受験を続けている。また、この生徒だけが突出して優れているわけではなく、
グローバルリンク・シンガポールで最高賞を取った生徒たちや、ＳＧＨ的な能力を生かして大
学合格を決めた生徒が多数いる。ＳＧＨの有効性は１期生の進路実績に色濃く反映されている。
また本日１位になったグループの中に、一年生ながら英検１級の筆記試験に合格した生徒がい
る。そういう生徒が、本校を選択して入学するようになってきたのはうれしいことである。

②質疑応答
（吉村委員）
全国フォーラムの英語ディスカッションの登壇生徒は誰がどういう基準で選んだのか。

（腰山）
文部科学省から打診と依頼が来た。ＳＧＨ事業で高い評価を受けている学校の中から、確かな

実績のある生徒を選び出している。
（吉村委員）
文部科学省から選ばれたということは、学校として素晴らしい実績だ。東北大学のＡＯⅡ期の

結果にも明らかにＳＧＨの効果が出ているが、文理のバランスはどうなのか。
（腰山）
文学部、工学部等、文理ともバランスよく合格した。

（吉村委員）
全国フォーラムの壇上に上がった生徒は、本校生徒以外は皆、帰国子女か留学経験者だという

が、そうではないこの生徒はどうやってこのようなレベルに向上することができたのか。
（腰山）
１年の頃は、字幕の出ない映画をひたすら見ていると母親から聞いたことがある。

（佐藤校長）
昼休みは毎日のようにＡＬＴの所に話をしに来ている。

（腰山）
この生徒も含めてＳＧＨ生たちが毎日昼休みにＡＬＴと会話している光景は当たり前のように

なっていて、そういう雰囲気を醸成したこと自体、ＳＧＨの効果でもあると思う。
（佐藤委員）
間違いなくＳＧＨの成果が出ている。こういう素晴らしい生徒に続く生徒がどんどん出てきて

ほしい。新しい南高校としての特色が出てきたと思う。
（土谷委員）
学校として英語力をここまで到達させようという指標はあるのか。

（佐藤校長）
設定した本校の中期ビジョンの中に明確に位置づけられている。

（五十嵐委員）
国際教養大学の合格状況はどうか。内訳はどうか。

（佐藤校長）
７名で、過去最高に並ぶ状況だ。

（關）全て２、３年次にＳＧＨ活動に取り組んできた生徒だ。
（吉村委員）
ＳＧＨ指定事業が終わった後、継続的な指定事業についてはアナウンスがあるのか。

（下橋）
１月に連絡会があったが、明確には示されていない。まず検証委員会を作ってＳＧＨの事業成

果が検証されるという連絡はあった。
（吉村委員）
おそらく、実績のある学校や新規校に絞った形で、ステップアップした指定事業をするはずだ。

ＳＧＨの実績をしっかり作っておくことが大事だ。
（３）事業評価及び運営指導
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学合格を決めた生徒が多数いる。ＳＧＨの有効性は１期生の進路実績に色濃く反映されている。
また本日１位になったグループの中に、一年生ながら英検１級の筆記試験に合格した生徒がい
る。そういう生徒が、本校を選択して入学するようになってきたのはうれしいことである。

②質疑応答
（吉村委員）
全国フォーラムの英語ディスカッションの登壇生徒は誰がどういう基準で選んだのか。

（腰山）
文部科学省から打診と依頼が来た。ＳＧＨ事業で高い評価を受けている学校の中から、確かな

実績のある生徒を選び出している。
（吉村委員）
文部科学省から選ばれたということは、学校として素晴らしい実績だ。東北大学のＡＯⅡ期の

結果にも明らかにＳＧＨの効果が出ているが、文理のバランスはどうなのか。
（腰山）
文学部、工学部等、文理ともバランスよく合格した。

（吉村委員）
全国フォーラムの壇上に上がった生徒は、本校生徒以外は皆、帰国子女か留学経験者だという

が、そうではないこの生徒はどうやってこのようなレベルに向上することができたのか。
（腰山）
１年の頃は、字幕の出ない映画をひたすら見ていると母親から聞いたことがある。

（佐藤校長）
昼休みは毎日のようにＡＬＴの所に話をしに来ている。

（腰山）
この生徒も含めてＳＧＨ生たちが毎日昼休みにＡＬＴと会話している光景は当たり前のように

なっていて、そういう雰囲気を醸成したこと自体、ＳＧＨの効果でもあると思う。
（佐藤委員）
間違いなくＳＧＨの成果が出ている。こういう素晴らしい生徒に続く生徒がどんどん出てきて

ほしい。新しい南高校としての特色が出てきたと思う。
（土谷委員）
学校として英語力をここまで到達させようという指標はあるのか。

（佐藤校長）
設定した本校の中期ビジョンの中に明確に位置づけられている。

（五十嵐委員）
国際教養大学の合格状況はどうか。内訳はどうか。

（佐藤校長）
７名で、過去最高に並ぶ状況だ。

（關）全て２、３年次にＳＧＨ活動に取り組んできた生徒だ。
（吉村委員）
ＳＧＨ指定事業が終わった後、継続的な指定事業についてはアナウンスがあるのか。

（下橋）
１月に連絡会があったが、明確には示されていない。まず検証委員会を作ってＳＧＨの事業成

果が検証されるという連絡はあった。
（吉村委員）
おそらく、実績のある学校や新規校に絞った形で、ステップアップした指定事業をするはずだ。

ＳＧＨの実績をしっかり作っておくことが大事だ。
（３）事業評価及び運営指導

（吉村委員）
・１年生の発表会に関しては、一昨年に秋田魁新報のコラムに書いたとおり、１年目はすごく活
気があった。また今年も今日の発表会について書くつもりで見ていたが、正直言って新たなネ
タがなかった。内容も秋田のことだけになっていて、グローバルな視点が足りないと思う。海
外ＦＷ組の発表はよかった。留学生を呼んだり、海外研修を増やしたりして、海外大学へ直接
行く生徒が増えてほしい。

（佐藤委員）
・ＳＧＨ事業の成果が充分出ていると思う。
・探究活動は、「身の回りにどんな課題があるのか」「自分のロジックを出さなくてはならない」
「答えが一つではない・答えがないという問題へのチャレンジ」等の力を鍛えるものであり、
価値のある貴重な活動だ。

・「動機付け」も重要だ。生徒たちにとって主体的な研究になるためには、指導する側からの動
機付けを工夫していかなくてはならない。

（土谷委員）
・南高校のＳＧＨの取組や成果は素晴らしいと思うが、中間評価がトップランクではなかった。
このことについて、学校や担当者はどうとらえているのか。

（腰山）
・トップランクの学校は、全て１～３年まで生徒全員で取り組んでいる学校。本校は２年次から
選択生徒のみの活動になっており、トップランクの評価はないと思っていた。

（土谷委員）
・ＡＬＴと英会話を楽しんでいる雰囲気は素晴らしいと思う。留学への抵抗が薄れたり、国際交
流等を積極的に楽しむ雰囲気をどんどん作っていってほしい。

（梅川委員）
・発表会はよかったと思う。身近な問題を地域の問題としてとらえて研究している姿は、農業の
立場からすると、心強く感じる。人材作りはとても大切だ。ＦＷの受け入れや発表会の参観な
ど、できる応援を続けていきたい。

（五十嵐委員）
・ＳＧＨ指定校として実績を出していることは間違いない。素晴らしいと思う。
・発表会に関しては２時間続けてではなく間に休憩がほしかった。英語で発表するチャレンジは
続けてほしい。発表生徒の緊張が目立った。質疑応答で育つ能力があると思うので質疑応答の
積極性や質を大事にしてほしい。聴衆と発表テーマへの関心を共有する工夫も求められる。

・自分もセルハイ指定事業を経験した。指定事業が終わると、金もなくなり、人も代わる。その
中でどう継続していくか。学校だけでなく、管理機関も一緒に考えなくてはならない。特化し
た学校をどう支援していくか、県教委の助けも必要だ。

・中等部生の育成も大事だ。高校に入ってくることを意識して、後につながる計画を立てて進め
てほしい。

（４）平成３０年度事業計画について
①事業説明（腰山）
次年度は今年度比で微減の予算での計画作成となった。１月の連絡会では、中間評価結果に合

わせた査定をしたとのこと。秋の行革レビューで SGH が厳しい指摘を受けたため、平成２６年
度指定校の成果普及にも予算を割いた結果とのこと。
本校の計画は、事業的には今年度と変わらない。ポイントだけ説明する。
海外研修にかかる費用は減額したくないので、バス代や謝金などを削っていくしかない。

・外部講師を自前でできるように移行努力をすると共に、ＳＧＨ１期生を中心とした人材バンク
組織を立ち上げる。第１回運営指導の、教員の過剰負担の解消という課題にも対応するものと
なるはずだ。

・本日、１年生全員をここに連れてくるためのバス代は相当かかっている。来年度は学校で開催
する。

・ＳＧＨカンファレンス２０１８として、公開授業研究会と公開成果発表会を同日開催する。第
１回運営指導の、「輝かしい成果を上げているのに外部、特に県内に知られていない」という
課題に対して、県内から多くの教員と高校生を呼んで成果普及に努める工夫を考える。

・今年度もＳＧＨ甲子園にエントリーしたが、本選に進めなかった。成果普及のためには、外部
大会で勝つことも必要になるので、結果を分析検証して、次年度は着実に実績をあげたい。プ
レゼン技術だけでなく、研究テーマの価値や、研究の中身、提案性などの質的改善が求められ
ている。

②質疑応答
（吉村委員）
・南高校の特色を出す仕組みがなくてはならない。原田君のようなエースが卒業した後も、そう
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いう生徒がもっと出てくる仕組みを作らなくてはいけない。

（佐藤委員）

東 北 公 益 文 科 大 学 学 長 吉 村 昇 委員 →元秋田大学長・教育有識者の立場から
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 委員 →グローバル企業の経営を知る立場から
秋田銀行 執行役員 地域サポート部長 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をする立場から
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

委員会の席上での単なる助言のみではなく、上記のようにそれぞれの持ち味を生かして、本
校のＳＧＨ事業の円滑な推進のために、具体的な行動をしていただいている。

（五十嵐委員）

「秋田南高校ＳＧＨ運営指導委員会」の機能と実績

１．各委員の得意分野と助言や支援の観点
本校のＳＧＨ運営指導委員会は６人の委員で構成されており、各委員にそれぞれの得意分野の

立場から、事業推進のために助言をいただいたり、事業企画や運営に関して支援や協力を実際に
していただいている。具体的には、次のとおりである。

全国農業協同組合連合会秋田県本部営農支援部長
秋田県農業協同組合中央会 担い手対策室 室長
聖 園 学 園 短 期 大 学 教 授

・発表も一方通行でなく、班同士を徹底的に議論させて高め合う、そこにＡＬＴや留学生を入れ
て英語でディベートさせる。

・努力してしっかりと成果を出し、文科省から高い評価を得たことは素晴らしい。秋田の小中学
生の学力が高いことは県内外で有名だが、ＳＧＨの方が高度な実績を上げているのに、県内に
はあまり知らされていない。知らせる努力が必要だが、学校の努力は限界がある。秋田魁新報
社とともに特集記事を組むとか、県教委からの働きかけが必要だ。

・ボランティアを積極的にしてみてはどうか。竿灯祭りの外国人対応や道案内、英語ボランティ
アをＳＧＨ校として引き受けるとか、ブースを作ってアンケートをとるとか。大型客船の寄港
に合わせてブースを作って、英語を使って何か協力するとか。

○ 閉会行事

①地元紙魁新聞でコラムを執筆投稿して事業宣伝

②専門の立場から、授業参観指導や本校の問題解決力育成授業研究への指導助言

③農業問題・食糧問題への切り込み口の指導助言やフィールドワーク先の紹介

④企業人の立場から、高校に求められる社会貢献できる人材のモデルの提示

⑤高大接続改革・大学入試改革に適応する、大学が求める高校生像の提示

⑥海外フィールドワーク先のタイへの変更に関する助言やタイに関する情報提供と紹介

⑦「国際探究Ⅰ・Ⅱ」両方の発表会の審査（実際の評価、生徒の能力向上の分析）

⑧「グローバル・イシュー」での地域還元の場の紹介・場の設定への具体的協力

⑨地元で活躍するグローバル人材やその集まり等の紹介・情報提供

⑩成果普及に関する具体的助言や、提案

・秋田県教育委員会あいさつ（安田和人英語教育推進班副主幹兼班長）
ＳＧＨを推進普及するため、来年度は現時点で二つの支援が決まっている。県内英語ディ
ベート大会の開催。秋田県版ＳＧＨアソシエイト校を指定する。
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いう生徒がもっと出てくる仕組みを作らなくてはいけない。

（佐藤委員）

東 北 公 益 文 科 大 学 学 長 吉 村 昇 委員 →元秋田大学長・教育有識者の立場から
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 委員 →グローバル企業の経営を知る立場から
秋田銀行 執行役員 地域サポート部長 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をする立場から
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

委員会の席上での単なる助言のみではなく、上記のようにそれぞれの持ち味を生かして、本
校のＳＧＨ事業の円滑な推進のために、具体的な行動をしていただいている。

（五十嵐委員）

「秋田南高校ＳＧＨ運営指導委員会」の機能と実績

１．各委員の得意分野と助言や支援の観点
本校のＳＧＨ運営指導委員会は６人の委員で構成されており、各委員にそれぞれの得意分野の

立場から、事業推進のために助言をいただいたり、事業企画や運営に関して支援や協力を実際に
していただいている。具体的には、次のとおりである。

全国農業協同組合連合会秋田県本部営農支援部長
秋田県農業協同組合中央会 担い手対策室 室長
聖 園 学 園 短 期 大 学 教 授

・発表も一方通行でなく、班同士を徹底的に議論させて高め合う、そこにＡＬＴや留学生を入れ
て英語でディベートさせる。

・努力してしっかりと成果を出し、文科省から高い評価を得たことは素晴らしい。秋田の小中学
生の学力が高いことは県内外で有名だが、ＳＧＨの方が高度な実績を上げているのに、県内に
はあまり知らされていない。知らせる努力が必要だが、学校の努力は限界がある。秋田魁新報
社とともに特集記事を組むとか、県教委からの働きかけが必要だ。

・ボランティアを積極的にしてみてはどうか。竿灯祭りの外国人対応や道案内、英語ボランティ
アをＳＧＨ校として引き受けるとか、ブースを作ってアンケートをとるとか。大型客船の寄港
に合わせてブースを作って、英語を使って何か協力するとか。

○ 閉会行事

①地元紙魁新聞でコラムを執筆投稿して事業宣伝

②専門の立場から、授業参観指導や本校の問題解決力育成授業研究への指導助言

③農業問題・食糧問題への切り込み口の指導助言やフィールドワーク先の紹介

④企業人の立場から、高校に求められる社会貢献できる人材のモデルの提示

⑤高大接続改革・大学入試改革に適応する、大学が求める高校生像の提示

⑥海外フィールドワーク先のタイへの変更に関する助言やタイに関する情報提供と紹介

⑦「国際探究Ⅰ・Ⅱ」両方の発表会の審査（実際の評価、生徒の能力向上の分析）

⑧「グローバル・イシュー」での地域還元の場の紹介・場の設定への具体的協力

⑨地元で活躍するグローバル人材やその集まり等の紹介・情報提供

⑩成果普及に関する具体的助言や、提案

・秋田県教育委員会あいさつ（安田和人英語教育推進班副主幹兼班長）
ＳＧＨを推進普及するため、来年度は現時点で二つの支援が決まっている。県内英語ディ
ベート大会の開催。秋田県版ＳＧＨアソシエイト校を指定する。

【別紙様式７】

１．本構想において実現する成果目標の設定（アウトカム）

（その他本構想における取組の達成目標）

目標設定の考え方：

SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

将来留学したり、仕事で国際的に活躍したいと考える生徒の割合

40％ 40％ 18％ ％ ％ 45％

目標設定の考え方：：SGH対象者は半数。対象以外の生徒も波及効果で、割合を増やす。

％

47％ 38％ ％ ％ 50％SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

卒業時における生徒の４技能の総合的な英語力としてCEFRのB1～B2レベルの生徒の割合

30％ 31％ 34％ ％ ％ 35％

目標設定の考え方：SGH型授業の実践により、SGH対象生徒の半数を目指す。

％

－％ －％ ％ ％ 50％SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

自主的に社会貢献活動や自己研鑽活動に取り組む生徒数

　275人 　310人 　349人 人 人 　250人

目標設定の考え方：Ｈ２８年度入学生から１クラス（４０名）定員減となる。ＳGH対象生徒は８割、他生徒は現状維持（６割）。

人 　500人 　545人 　472人 　395人 人 人 　240人

SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

自主的に留学又は海外研修に行く生徒数

　3人 　3人 　1人 　1人 人 人 　2人

目標設定の考え方：SGH対象者は１年に１人ずつの増加で３１年度は５人増を目指す。学校全体で１０名。

　3人

　4人 　5人 　4人 人 人 　8人SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

公的機関から表彰された生徒数、又はグローバルな社会又はビジネス課題に関する公益性の高い国内外の大会における入賞者
数

3人 　5人 　7人  4人 人 人 　3人

目標設定の考え方：各大会に積極的に参加させ、入賞者を２，３年生で５人ずつに増やす。

人

　1人 　9人  15人 人 人 　10人SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

平成２７年度スーパーグローバルハイスクール　目標設定シート

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 目標値(  年度)

ふりがな あきたけんりつあきたみなみこうとうがっこう
指定期間 27～31学校名 秋田県立秋田南高等学校

25年度
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２．グローバル・リーダーを育成する高校としての活動指標（アウトプット）

＜調査の概要について＞
１．生徒を対象とした調査について

目標設定の考え方：27年度から授業研究を始め，校内研究が熟成される30年度に，公開研究会を開催する。

目標設定の考え方：年次計画で３１年度までに完全に整備する。

問題解決力育成授業の公開研究会を開催する

× ○ ○

外国語によるホームページの整備状況

○整備されている　　△一部整備されている　　×整備されていない

× △ ○ ○ ○

先進校としての研究発表回数

　　　　　1回 　　　　　2回 　　　　　3回 　　　　 5回 　　　　　　回 　　　　　　回 5回

目標設定の考え方：26年度の「国際探究」活動での実績を土台に，年次的に増加させていく。

　　　　　　回

帰国・外国人生徒の受入れ者数（留学生も含む。）

　　　　　2人 　　　　23人 　　　　37人 　　　　35人 　　　　　　人 　　　　　　人 6人

目標設定の考え方：各学年２人ずつ。

　　　　　　人

グローバルな社会又はビジネス課題に関する公益性の高い国内外の大会における参加者数

　　　　　0人 　　　　24人 　　　　25人 　　　　52人 　　　　　　人 　　　　　　人 20人

目標設定の考え方：２，３年生、各１０人ずつ。

　　　　　　人

課題研究に関して企業又は国際機関等の外部人材が参画した延べ回数（人数×回数）

　　　　20人 　　　　63人 　　　　83人 　　　136人 　　　　　　人 　　　　　　人 50人

目標設定の考え方：26年度の「国際探究」活動での実績を土台に，年次的に増加させていく。

　　　　　　人

課題研究に関して大学教員及び学生等の外部人材が参画した延べ回数（人数×回数）

　　　　20人 　　　　81人 　　　160人 　　　163人 　　　　　　人 　　　　　　人 50人

目標設定の考え方：26年度の「国際探究」活動での実績を土台に，年次的に増加させていく。

　　　　　　人

課題研究に関する連携を行う海外大学・高校等の数

　　　　0校 　　　　3校 　　　　4校 　　　　　4校 　　　　　　校 　　　　　　校 　　　　3校

目標設定の考え方：オーストラリアの大学・高校で３校を確保する。

　　　　　　校

課題研究に関する国内の研修参加者数

　　　270人 　　　285人 　　　345人 　　　354人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　320人

目標設定の考え方：SGH対象生徒は全員国内の研修に参加させる。

　　　　　　人

課題研究に関する国外の研修参加者数

　　　　0人 　　　　12人 　　　　25人 　   47人 　　　　　　人 　　　　　　人 　　　　40人

目標設定の考え方：１年次を中心に各学年の生徒を国外研修に参加させる。

　　　　　　人

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 目標値(  年度)25年度

全校生徒数（人）

SGH対象生徒数

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

SGH対象外生徒数

− 146 −



Ⅲ 目標設定シート達成状況の詳細

１．本構想において実現する成果目標の設定（アウトカム）

（ａ自主的に社会貢献活動や自己研鑽活動に取り組む生徒数）→目標達成維持

現２・３年生５０６名が、２年次に全員ボランティア活動に取り組んだ。現１年生はＳＧＨ事業

の延長線上の研修活動により、２３８名全員が自己研鑽活動に取り組んだ。 
（ｂ自主的に留学又は海外研修に行く生徒数）

３年生：語学研修１名、海外大学見学等１名、ワールドスカラーズカップ１名、東北大学入学者

海外研修１名、２年生：米国留学１名、計５名うちＳＧＨ対象生徒４名。着実に増えている。 
（ｃ将来留学したり，仕事で国際的に活躍したいと考える生徒の割合）

目標値に到達していないが、ＳＧＨ第１期生である３年生だけ見ると、ＳＧＨ対象者８１％、対

象外生徒でも５３％と極めて高い数値になっている。ＳＧＨ対象者の少ない２年生の意欲喚起が課

題である。進路志望調査等によると、漠然と望んでいる生徒数は、潜在的にはもっと多いと考えら

れるので、調査方法やアンケートの質問文をもっと精査して修正する必要がある。

（ｄ公的機関から表彰された生徒数、公益性の高い国内外の大会における入賞者数）→目標達成

３年生：グローバル・リンク・シンガポール最高賞、ワールドスカラーズカップハノイラウンド

個人賞、 秋田県大会最優秀賞等。２年生：秋田県英語スピーチコンテスト最優秀賞、

自然科学部研究の齋藤憲三賞等。１年生：ユネスコスピーチコンテスト最優秀賞、秋田県高校生ビ

ブリオバトル最優秀賞等。数学オリンピック、 
（ｅ卒業時におけるＣＥＦＲのＢ１～Ｂ２レベルの生徒の割合）→目標達成

ＳＧＨ該当学年の卒業時の最初の数字となった。ＳＧＨ対象生徒が７７％と高い数値となり、Ｓ

ＧＨの好影響を受けた対象外生徒も５０％と、目標値を大きく超えた。 
 
２．グローバルリーダーを育成する高校としての活動指標（アウトプット）

（ａ課題研究に関する国外の研修参加者数）→目標達成

グローバル・リンク・シンガポールに４名が参加。タイでの海外フィールドワークに１年生１８

名が参加。韓国ソウル高校との研究発表交流の相互訪問に３名の２年生が参加。オーストラリアへ

の海外研修旅行でシドニーの大学・高校で交流や研修をした生徒２２名。計４７名。（ほぼ倍増） 
（ｂ課題研究に関する国内の研修参加者数）→目標達成維持

３年生６４名：グローカルミーティング等。２年生５８名：国内フィールドワーク、模擬国連研

修等。１年生２３２名：秋田県内全域へのフィールドワーク、模擬国連研修等。計３５４名。（増） 
（ｃ課題研究に関する連携を行う海外大学・高校等の数）→目標達成維持

タイ 、 、韓国ソウル高校、豪州 t.Brigid’s 、計４校。

（ｄ課題研究に関して大学教員及び学生等の外部人材が参画した延べ回数）→目標達成維持

講座や研究指導、国際討論会等で参画した教職員や留学生、延べ１６３名（維持） 
（ｅ課題研究に関して企業又は国際機関等の外部人材が参画した延べ回数）→目標達成維持

講演・講座講師やフィールドワーク受け入れ、発表会参観等、延べ１３６名。（大幅増） 
（ｆ社会・ビジネス課題に関する公益性の高い国内外の大会における参加者数）→目標達成維持

３年生１４名：グローバル・リンク・シンガポール、ワールドスカラーズカップ、数学オリンピ

ック、ＳＧＨ全国フォーラム等。２年生２１名：ＳＧＨ全国フォーラム、ＳＧＨ甲子園、東北地区

ＳＧＨフォーラム、国際教養大学 、ミャンマー研修生農業研修会等。１年生１７名：

ユネスコスピーチコンテスト、全国ビブリオバトル、エコノミクス甲子園等。 計５２名（倍増） 
（ｇ帰国・外国人生徒の受入れ者数）→目標達成維持

短期留学生９名、ソウル高校生６名、タイ 生徒２０名、計３５名。 
（ｈ先進校としての研究発表回数）→目標達成

夏に３年生の「グローカル・ミーティング」等の発表会を３回、１０／３１に２年生の「公開成

果発表会」（秋田県民会館）を開催した。２／２３に１年生の「成果発表交流会」（国際教養大学

多目的ホール）を開催した。計５回。（増） 
（ 外国語によるホームページの整備状況）→目標達成維持

本校ＨＰ（英語バージョンを含む）を随時更新。 
（ｊ問題解決力育成授業の公開研究会の開催）→目標達成維持

昨年度、全国１２０名超の参加を得て開催し、来年度再度開催に向けて校内研究会を実施した。 
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平成２９年度　教育課程表

科目名

ア ア

※国際探究Ⅰ

※国際探究Ⅱ ◆2 ◆2

※グローバル・イシュー ◆1 ◆1

○26◆27 ○23◆24

※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。

秋田県立秋田南高等学校

合計

ホームルーム活動

総合的な学習の時間(Ⅰタイム) 　　○1 　　○1

専門教科・科目の単位数の合計

教科・科目(必修／選択)の単位数の合計

※英語教養セミナー

時事英語 ～

異文化理解 ～

英語理解 ～

専門教科
（英語）

総合英語 ～

英語表現 ～

共通教科・科目の単位数の合計 　　○30 ◆31 　　○30 ◆31

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

情報 社会と情報

家庭 家庭基礎

英語会話

英語表現Ⅱ

英語表現Ⅰ

○4 ◆3○4 ◆3コミュニケーション英語Ⅲ

○4 ◆3コミュニケーション英語Ⅱ ○4 ◆3

外国語

コミュニケーション英語Ⅰ

芸術

美術Ⅱ

美術Ⅰ

音楽Ⅱ

音楽Ⅰ

保健
保健体育

体育 ～

※発展生物基礎

※発展化学基礎

地学基礎

生物

生物基礎

化学

化学基礎

物理

理科

物理基礎

※発展数学

※探求数学

数学Ｂ

数学Ａ

数学Ⅲ

数学Ⅱ

数学

数学Ⅰ

※倫理・政経

倫理公民

現代社会

②②地理Ｂ

日本史Ｂ

世界史Ｂ

地理歴史

世界史Ａ

日本史Ａ

古典Ｂ

現代文Ｂ
国語

国語総合

３年
科目・標準単位数

　　　　学年（コース）
１年 ２年 ２年 ３年 ３年

国語表現

H27入学生

系 文系 理系 文系 理系

学科名 普通科 英語科

教科

入学年度 H29入学生 H28入学生 H27入学生

（国文） （私文） （国文） （私文）
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河北新報 １７／７／８朝刊 

 
 

 
秋田魁新報１７／７／７朝刊 
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秋田魁新報 朝刊
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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

ＦＡＸ

ＵＲＬ

e-mail

（０１８）８３３  −  ７４３１ （代　表）　

（０１８）８３３  −  ７４３２ （事務室）　

（０１８）８３１  −  ６１９６ （職員室）　

http://www.akitaminami-h.akita-pref.ed.jp/

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３年次

平成３０年３月

秋田県立秋田南高等学校




