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国際探究Ⅰ グループ研究 国際探究Ⅰ 海外フィールドワーク 

国際探究Ⅱ テーマ別研究推進検討会 国際探究Ⅱ English Seminar 

国際探究Ⅰ プレゼンセミナー 

国際探究Ⅰ 成果発表交流会 

国際探究Ⅰ English Village 

国際探究Ⅰ 成果発表交流会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際探究Ⅱ 校内成果発表会 国際探究Ⅱ 発表準備 

全国⾼校⽣フォーラム ポスター発表 

国際探究Ⅱ 公開成果発表会 国際探究Ⅱ 公開成果発表会 

教育委員への英語発表 



［口絵］令和元年度の活動の様子 
［付録］令和元年度ＳＧＨ研究開発完了報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 
 
第１章 研究開発の概要 

Ⅰ 本校ＳＧＨ事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 
Ⅱ これまでの取組 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

 
第２章 研究開発の実施報告 

Ⅰ 生徒の課題研究活動 
○ 学校設定教科「国際探究」について   ・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 
○ 第１学年「国際探究Ⅰ」 

・年間学習計画、評価シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 
・ガイダンス・基調講演 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 
・探究スキル講座 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 
・教養講座  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 
・専門講座  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４ 
・研究概論講座  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６ 
・English Village ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 
・県内フィールドワーク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 
・海外フィールドワーク・報告会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４６ 
・プレゼンテーションセミナー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５１ 
・中間発表会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５３ 
・成果発表交流会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５４ 
・今年度の修正点と事後検証  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５７ 

○ 第２学年「国際探究Ⅱ」 
・年間学習計画、評価シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５８ 
・ガイダンス、グループ編成およびテーマ設定  ・・・・・・・・・・・・ ６０ 
・テーマ別研究推進検討会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６１ 
・English Seminar ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６３ 
・戦略的表現力講座  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６５ 
・校内成果発表会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６７ 
・公開成果発表会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７１ 
・論文作成基礎講座、論文作成、論文コンクール ・・・・・・・・・・・ ７５ 
・今年度の修正点と事後検証  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７７ 

○ 第３学年「グローバル・イシュー」  
・年間学習計画、評価シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７８ 
・ガイダンス  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８０ 
・研究内容再検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８１ 
・実践・発信活動準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８２ 
・実践・発信活動 グローカル・ミーティング in 秋田市役所 ・・・・・・ ８３ 
・実践・発信活動 グローカル・ミーティング in 秋田南高校 ・・・・・・ ８５ 
・実践・発信活動 国際意見交流会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８７ 
・論文作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８８ 
・今年度の修正点と事後検証  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８９ 

○ その他  
・イオンワンパーセントクラブ「アジアユースリーダーズ２０１９」  ・・ ９０ 
・グローバル人材育成講座「トップリーダー×秋田南高校」 ・・・・・・ ９１ 
・留学フェローシップ「留学キャラバン隊」 ・・・・・・・・・・・・・ ９２ 
・各種課外活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９３ 
・全国高校生フォーラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９５ 

 
Ⅱ 問題解決力育成授業研究  

○ 問題解決力育成授業研究の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９７ 
○ 令和元年度の授業改善の取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・  ９９ 

・高等学校国語科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １０１ 
・高等学校地歴・公民科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １０４ 
・高等学校数学科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １０６ 
・高等学校理科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １０９ 
・高等学校芸術科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１２ 
・高等学校外国語科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１６ 

 
第３章 研究開発の検証評価      

Ⅰ 成果と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２３ 
Ⅱ 生徒・保護者・職員アンケート結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １２８ 
Ⅲ 運営指導委員会記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４１ 
Ⅳ ５年間の研究開発を終えて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４６ 

 
第４章 資料等      

 構想調書・教育課程表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４７ 
 新聞記事等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５１ 
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（文部科学省提出）令和元年度ＳＧＨ研究開発完了報告書 
 

 
 

研究開発完了報告書 
 
 
文部科学省初等中等教育局長 殿 

 
 

住所      秋田市山王三丁目１番１号 
管理機関名   秋田県教育委員会 
代表者名    教育長 米 田   進  印 

 
令和元年度スーパーグローバルハイスクールに係る研究開発完了報告書を，下記により

提出します。 
 
 

記 

 

１ 事業の実施期間 
   令和元年４月１日（契約締結日）～令和２年３月３１日 
 
２ 指定校名 
   学校名  秋田県立秋田南高等学校 
   学校長名 眞壁聡子 
 
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 
本校では、「課題設定能力」、「課題探究能力」、「論理的思考力」、「プレゼンテーショ

ン能力」、「実践力」の５つの能力を備えたグローバルリーダーを育成するため、生徒の課題

研究、教員の問題解決力育成研究、そしてＳＧＵである国際教養大学をはじめとする諸機関と

の教育連携の推進を進めてきた。 
課題研究では、学校設定教科「国際探究」において、世界の食糧問題の解決策を考察し、地

域や世界に発信することを目標としている。第１学年「国際探究Ⅰ」では、全員が「課題設定」

→「情報の収集」→「整理･分析」→「まとめ･表現」という探究のプロセスを経験した。また、

調査活動として海外フィールドワークを行った。第２学年「国際探究Ⅱ」では、選択科目とし

て研究をさらに専門的に深め、公開成果発表と質疑応答を全て英語で行った。第３学年「グロ

ーバル・イシュー」では、研究成果を地域還元するため、生徒が自ら地域社会や世界に向けて

提言を行い、その活動から得られた知見をまとめ、研究論文集を発行した。 
また、上記の能力を平素の授業でも磨く問題解決力育成授業研究として、授業改善に取り組

み、実践を重ねた。そして、国際教養大学をはじめとする教育連携は、年々連携先が拡大し、

講座やフィールドワークの受け入れ・支援のほか、社会還元・実践交流活動に協力いただいた。 
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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 

 

実施日程 
４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

連携機関への協力依頼 ○ ○           
運営指導委員の委嘱 ○            
グローカル・ミーティング参観  ○ ○          
ＳＧＨ連絡協議会参加・発表支援   ○          

校内授業研究会開催支援・参観・指導助言    ○ ○ ○ ○      

国際探究Ⅱ公開成果発表会開催支援・参観      ○ ○      
第１回運営指導委員会開催       ○      
海外フィールドワーク交流校との連携調整        ○     
全国高校生フォーラム参加         ○    
国際探究Ⅰ成果発表交流会開催支援・参観         ○ ○ ○  

第２回運営指導委員会開催           ○  

AKITA ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ事業との連携   ○    ○    ○  

その他：文部科学省との連絡・調整、県内各高校との連携支援、報道機関への報道依頼など 
 

（２）実績の説明 
①成果普及のための取組 
 ・ＳＧＨ事業のプレスリリース 
   各学年の発表会や公開講座など、管理機関から報道機関へ取材依頼した（計６回）。地

元紙に３回掲載された（研究報告書巻末に収録）。 
 ・県内他校との連携事業の展開 

AKITA グローバルネットワーク事業として、県内の４高校と連携し、本校ＳＧＨ事業で培

った成果を他校に普及しつつ、相互に探究学習を深める仕組みを構築した。１０月の２年

生の公開成果発表会に３校の生徒計１０２名が来場し、本校生徒の発表を参観した（学校

事情で来校できなかった１校には Skype を用いて動画を生配信した）。２月には、本校を

会場に各校生徒計４３名が来校し、ポスター発表を行って交流する計画であったが、新型

コロナウイルス感染拡大の影響で開催中止となった。 

 
②運営指導委員の委嘱および運営指導委員会の開催 
・運営指導委員の委嘱 

昨年度から継続の５名（東北公益文科大学、名古屋大学、秋田銀行、ＪＡ秋田中央会、

聖園学園女子短期大学所属）と、ＪＡ全農あきたの高橋氏の転勤に伴って新たに１名の委

員を委嘱した。ＪＡ全農あきた、ＪＡ秋田中央会、聖園学園女子短期大学を訪問し、協力

を要請した（遠方の委員には郵送で依頼）。 
・第１回運営指導委員会 

令和元年１０月２４日（木）、国際探究Ⅱ公開成果発表会の後に開催し、１２名が出席。

運営指導委員から発表参観と事業報告を踏まえて指導助言していただいた。発表と質疑応

答のレベルについて、高い評価をいただいた。一方で、指導に携わる教員の負担について

５ 管理機関の取組・支援実績  
（１）実施日程 

 
業務項目 

 

実施日程 
４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

連携機関への協力依頼 ○ ○           
運営指導委員の委嘱 ○            
グローカル・ミーティング参観  ○ ○          

ＳＧＨ連絡協議会参加・発表支援   ○          

校内授業研究会開催支援・参観・指導助言    ○ ○ ○ ○      

国際探究Ⅱ公開成果発表会開催支援・参観      ○ ○      

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

国際探究Ⅰ成果発表交流会開催支援・参観         ○ ○ ○  

第２回運営指導委員会開催           ○  

AKITA ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ事業との連携   ○    ○    ○  

その他：文部科学省との連絡・調整、県内各高校との連携支援、報道機関への報道依頼など 
 

（２）実績の説明 
①成果普及のための取組 
 ・ＳＧＨ事業のプレスリリース 
   各学年の発表会や公開講座など、管理機関から報道機関へ取材依頼した（計６回）。地

元紙に３回掲載された（研究報告書巻末に収録）。 
 ・県内他校との連携事業の展開 

AKITAグローバルネットワーク事業として、県内の４高校と連携し、本校ＳＧＨ事業で培

った成果を他校に普及しつつ、相互に探究学習を深める仕組みを構築した。１０月の２年

生の公開成果発表会に３校の生徒計１０２名が来場し、本校生徒の発表を参観した（学校

事情で来校できなかった１校には Skype を用いて動画を生配信した）。２月には、本校を

会場に各校生徒計４３名が来校し、ポスター発表を行って交流する計画であったが、新型

コロナウイルス感染拡大の影響で開催中止となった。 

 
②運営指導委員の委嘱および運営指導委員会の開催 

・運営指導委員の委嘱 
昨年度から継続の５名（東北公益文科大学、名古屋大学、秋田銀行、ＪＡ秋田中央会、

聖園学園女子短期大学所属）と、ＪＡ全農あきたの高橋氏の転勤に伴って新たに１名の委

員を委嘱した。ＪＡ全農あきた、ＪＡ秋田中央会、聖園学園女子短期大学を訪問し、協力

を要請した（遠方の委員には郵送で依頼）。 
・第１回運営指導委員会 

令和元年１０月２４日（木）、国際探究Ⅱ公開成果発表会の後に開催し、１２名が出席。

運営指導委員から発表参観と事業報告を踏まえて指導助言していただいた。発表と質疑応

答のレベルについて、高い評価をいただいた。一方で、指導に携わる教員の負担について
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指摘があり、今後の課題とした。 
・第２回運営指導委員会 

令和２年２月２７日（木）、国際探究Ⅰ成果発表交流会の後に開催し、１２名が出席。

運営指導委員から発表参観と事業報告を踏まえて指導助言していただいた。５年間の取組

と成果について高い評価をいただき、指定終了後の事業継続について、期待の言葉をいた

だいて終了した。 
 

③問題解決力育成授業研究、校内授業研究会に対する支援 
  授業研究会を３度にわたって実施し、指導助言者として指導主事等計４名が来校指導した。 
 
④その他 
  本校での各種講座や行事について、適宜参観したほか、事業推進に当たって担当者同士で

随時打ち合わせを行っている。 
 
 
６ 研究開発の実績 
（１）実施日程 （※表中の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） 
①１年生２３７名全員を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅰ」を実施した。 
②２年生選択生徒８２名を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅱ」を実施した。 
③３年生選択生徒６９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。 

 
業務項目 

 

実施日程 
４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

①１年生課題研究「国際探究Ⅰ」             

ア ガイダンス・基調講演 29            

  イ 探究スキル講座 30          

 ウ 教養講座  32           

 エ 専門講座   34          

 オ 研究概論講座    36         

 カ グループ研究             

キ イングリッシュビレッジ        38     

 ク 県内フィールドワーク        40     

ケ 海外フィールドワーク        46     

 コ プレゼンテーションセミナー         51  

 サ 中間発表会          53   

 シ 成果発表交流会           54  

②２年生課題研究「国際探究Ⅱ」             

  ア テーマ別研究推進検討会  61         

イ イングリッシュセミナー   63          
ウ 班別フィールドワーク    〇        
エ 戦略的表現力講座      65      
オ 公開成果発表会        71     
カ 論文作成基礎講座         75    
キ 論文作成・論文コンクール        75  

５ 管理機関の取組・支援実績  
（１）実施日程 

 
業務項目 

 

実施日程 
４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

連携機関への協力依頼 ○ ○           
運営指導委員の委嘱 ○            
グローカル・ミーティング参観  ○ ○          

ＳＧＨ連絡協議会参加・発表支援   ○          

校内授業研究会開催支援・参観・指導助言    ○ ○ ○ ○      

国際探究Ⅱ公開成果発表会開催支援・参観      ○ ○      

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

国際探究Ⅰ成果発表交流会開催支援・参観         ○ ○ ○  

第２回運営指導委員会開催           ○  

AKITA ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ事業との連携   ○    ○    ○  

その他：文部科学省との連絡・調整、県内各高校との連携支援、報道機関への報道依頼など 
 

（２）実績の説明 
①成果普及のための取組 
 ・ＳＧＨ事業のプレスリリース 
   各学年の発表会や公開講座など、管理機関から報道機関へ取材依頼した（計６回）。地

元紙に３回掲載された（研究報告書巻末に収録）。 
 ・県内他校との連携事業の展開 

AKITAグローバルネットワーク事業として、県内の４高校と連携し、本校ＳＧＨ事業で培

った成果を他校に普及しつつ、相互に探究学習を深める仕組みを構築した。１０月の２年

生の公開成果発表会に３校の生徒計１０２名が来場し、本校生徒の発表を参観した（学校

事情で来校できなかった１校には Skype を用いて動画を生配信した）。２月には、本校を

会場に各校生徒計４３名が来校し、ポスター発表を行って交流する計画であったが、新型

コロナウイルス感染拡大の影響で開催中止となった。 

 
②運営指導委員の委嘱および運営指導委員会の開催 

・運営指導委員の委嘱 
昨年度から継続の５名（東北公益文科大学、名古屋大学、秋田銀行、ＪＡ秋田中央会、

聖園学園女子短期大学所属）と、ＪＡ全農あきたの高橋氏の転勤に伴って新たに１名の委

員を委嘱した。ＪＡ全農あきた、ＪＡ秋田中央会、聖園学園女子短期大学を訪問し、協力

を要請した（遠方の委員には郵送で依頼）。 
・第１回運営指導委員会 

令和元年１０月２４日（木）、国際探究Ⅱ公開成果発表会の後に開催し、１２名が出席。

運営指導委員から発表参観と事業報告を踏まえて指導助言していただいた。発表と質疑応

答のレベルについて、高い評価をいただいた。一方で、指導に携わる教員の負担について

指摘があり、今後の課題とした。 
・第２回運営指導委員会 

令和２年２月２７日（木）、国際探究Ⅰ成果発表交流会の後に開催し、１２名が出席。

運営指導委員から発表参観と事業報告を踏まえて指導助言していただいた。５年間の取組

と成果について高い評価をいただき、指定終了後の事業継続について、期待の言葉をいた

だいて終了した。 
 

③問題解決力育成授業研究、校内授業研究会に対する支援 
  授業研究会を３度にわたって実施し、指導助言者として指導主事等計４名が来校指導した。 
 
④その他 
  本校での各種講座や行事について、適宜参観したほか、事業推進に当たって担当者同士で

随時打ち合わせを行っている。 
 
 
６ 研究開発の実績 
（１）実施日程 （※表中の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） 

①１年生２３７名全員を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅰ」を実施した。 
②２年生選択生徒８２名を対象に、学校設定科目「国際探究Ⅱ」を実施した。 
③３年生選択生徒６９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。 

 
業務項目 

 

実施日程 
４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

①１年生課題研究「国際探究Ⅰ」             

ア ガイダンス・基調講演 29            

  イ 探究スキル講座 30          

 ウ 教養講座  32           

 エ 専門講座   34          

 オ 研究概論講座    36         

 カ グループ研究             

キ イングリッシュビレッジ        38     

 ク 県内フィールドワーク        40     

ケ 海外フィールドワーク        46     

 コ プレゼンテーションセミナー         51  

 サ 中間発表会          53   

 シ 成果発表交流会           54  

②２年生課題研究「国際探究Ⅱ」             

  ア テーマ別研究推進検討会  61         

イ イングリッシュセミナー   63          
ウ 班別フィールドワーク    〇        
エ 戦略的表現力講座      65      
オ 公開成果発表会        71     
カ 論文作成基礎講座         75    
キ 論文作成・論文コンクール        75  
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業務項目 

 

実施日程 
４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

③３年生課題研究「グローバル・イシュー」             
 ア グローカル・ミーティング  83  83         

イ 外国人・留学生との国際意見交流会    87         
ウ 学校祭自主企画    〇         
エ 研究成果の総括・論文完成   88       

④問題解決力育成授業研究             
ア 問題解決力育成授業の日常的な実践             
イ 校内授業研究会の実施と検証      99     
ウ 授業研究の総括             

⑤大学や諸機関との連携             
 ア 講座への講師派遣等             

イ 地域企業・団体等との連携・協働活動  83         
ウ グローバルネットワーク事業との連携        ７１   54  

⑥海外連携校との国際交流・研究成果発信             
ア 海外連携校等との研究成果発信・意見交流        46     
イ 海外交流事業等への参加・支援    ○ 90        

⑦成果の検証・普及             

ア 「探究的な学び」実践事例集冊子発行            ○ 

イ ＳＧＨ通信・実施報告冊子の刊行と送付       ○    ○ ○ 

ウ ＨＰやプレスリリースによる広報発信             

エ グループ研究の実践活動    93       ○ 
オ 外部大会・フォーラム等への参加・発表         ９５    

カ 卒業生による体験報告と後輩への指導助言   ６３・９２         

キ 県の教育研究発表会での事例発表           ○  

⑧アジア高校生架け橋プロジェクト留学生受け入れ           ○  

 
（２）実績の説明 
①１年生課題研究「国際探究Ⅰ」 

ア ガイダンス・基調講演（４月１１～１２日・２５日、１年生全員 ２３９名） 
ガイダンスはオリエンテーション合宿の中で実施。３年間ＳＧＨを経験した卒業生の姿

を活動モデルとして紹介しながら、グローバルリーダーに求められる能力について説明し

た。基調講演は、秋田県立大学教授 長濱健一郎氏から、様々な分野のグローバル化につい

て、多様性を理解することと自国の文化について学ぶ必要性について話していただいた。 
 
イ 探究スキル講座（４月１８日・５月９日・１６日・６月６日、１年生全員 ２３９名） 

４回にわたって、探究学習の手法について学ぶ講座を実施した。それぞれ「協働力」、「課

題設定能力」、「課題探究能力(1)情報の集め方」、「課題探究能力(2)先行研究の調査方法」と題

して、本校教員が担当した。 
 
ウ 教養講座（５月２３日・３０日、１年生全員 ２３９名） 

秋田経済研究所の所長・研究員３名を講師に、秋田の農業・商業・観光をテーマにした

３講座を選択制で実施した。翌週は、自身の聴講した内容を他に伝える時間を設け、講座

の内容を振り返りながら協働的な活動の手法を学ぶ機会とした。 
 

 
業務項目 

 

実施日程 
４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

③３年生課題研究「グローバル・イシュー」             
 ア グローカル・ミーティング  83  83         
イ 外国人・留学生との国際意見交流会    87         
ウ 学校祭自主企画    〇         
エ 研究成果の総括・論文完成   88       

④問題解決力育成授業研究             
ア 問題解決力育成授業の日常的な実践             
イ 校内授業研究会の実施と検証      99     
ウ 授業研究の総括             

⑤大学や諸機関との連携             
 ア 講座への講師派遣等             
イ 地域企業・団体等との連携・協働活動  83         
ウ グローバルネットワーク事業との連携        ７１   54  

⑥海外連携校との国際交流・研究成果発信             
ア 海外連携校等との研究成果発信・意見交流        46     
イ 海外交流事業等への参加・支援    ○ 90        

⑦成果の検証・普及             

ア 「探究的な学び」実践事例集冊子発行            ○ 

イ ＳＧＨ通信・実施報告冊子の刊行と送付       ○    ○ ○ 

ウ ＨＰやプレスリリースによる広報発信             

エ グループ研究の実践活動    93       ○ 
オ 外部大会・フォーラム等への参加・発表         ９５    

カ 卒業生による体験報告と後輩への指導助言   ６３・９２         

キ 県の教育研究発表会での事例発表           ○  

⑧アジア高校生架け橋プロジェクト留学生受け入れ           ○  

 
（２）実績の説明 
①１年生課題研究「国際探究Ⅰ」 

ア ガイダンス・基調講演（４月１１～１２日・２５日、１年生全員 ２３９名） 
ガイダンスはオリエンテーション合宿の中で実施。３年間ＳＧＨを経験した卒業生の姿

を活動モデルとして紹介しながら、グローバルリーダーに求められる能力について説明し

た。基調講演は、秋田県立大学教授 長濱健一郎氏から、様々な分野のグローバル化につい

て、多様性を理解することと自国の文化について学ぶ必要性について話していただいた。 
 
イ 探究スキル講座（４月１８日・５月９日・１６日・６月６日、１年生全員 ２３９名） 

４回にわたって、探究学習の手法について学ぶ講座を実施した。それぞれ「協働力」、「課

題設定能力」、「課題探究能力(1)情報の集め方」、「課題探究能力(2)先行研究の調査方法」と題

して、本校教員が担当した。 
 
ウ 教養講座（５月２３日・３０日、１年生全員 ２３９名） 

秋田経済研究所の所長・研究員３名を講師に、秋田の農業・商業・観光をテーマにした

３講座を選択制で実施した。翌週は、自身の聴講した内容を他に伝える時間を設け、講座

の内容を振り返りながら協働的な活動の手法を学ぶ機会とした。 
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エ 専門講座（６月２０日・２７日、１年生全員 ２３９名） 
国際教養大学・秋田大学・秋田県立大学の教員８名による、秋田や世界の食や農につい

ての専門的な講座を２週にわたって実施。生徒はそれぞれ２講座を選択聴講した。 
 
オ 研究概論講座（７月４日、１年生全員 ２３９名） 

秋田県立大学副学長 吉澤結子氏を講師に研究の本質やテーマ設定についての講座を実

施。研究の進め方や留意点について具体的に説明していただいた。こののち、生徒は自分

でテーマを定めて個人レポート作成に向かった。 
 

カ グループ研究（８月～２日、１年生全員 ２３７名） 
夏休み明けから、休み中に作成した個人レポートを基に、各クラスでグループを編成し、

グループ別の探究活動をスタートした。 
 

キ イングリッシュビレッジ（１１月８日～１０日、１年生希望者３６名が参加） 
国際教養大学による英語コミュニケーション力向上を目的とした２泊３日の合宿を実施

していただいた。 同大教授内田浩樹氏と大学生・大学院生・留学生ら計２１名を講師とし

た講座やディスカッションにより、英語のプレゼンテーションづくりを学んだ。 
 
ク 県内フィールドワーク（１１月１２日、海外ＦＷ参加生徒を除く１年生２１７名） 

食糧問題や地域の食や農の現状等について、県内の大学・研究機関・企業など４４か所

を貸し切りバス６台にて訪問し、実地調査を行った。事前のアポイントメントや質問準備、

事後の礼状発送や調査のまとめ等についても指導した。 
 
ケ 海外フィールドワーク（１１月１８日～２３日、１年生２０名を選抜、タイ５泊６日） 

希望者２０名を選抜し、タイを訪問して実地調査を行った。訪問先は、連携校２校のほ

か、ＦＡＯや丸紅など国際的に活躍している企業や専門機関など。バンコクの秋田県人会

も表敬訪問し、懇談・意見交換を行った。 
 
コ プレゼンテーションセミナー（１２月１９日・２月６日・２２日、１年生全員 ２３７名） 

ソフトアドバンス株式会社代表取締役 菅原亘氏を講師に、効果的な発信の手法の習得を

目的とした講座を実施した。Ⅰ期では全体を対象とした講座とし、Ⅱ・Ⅲ期では中間発表

会選ばれた代表９班を対象に個別指導を通してプレゼンのブラッシュアップを図った。 
 
サ 中間発表会（１月２３日、１年生全員 ２３７名） 
   各クラス及び海外フィールドワーク班単位で、すべてのグループがこれまでの研究成果

をプレゼン発表した。合わせて、成果発表交流会でステージ発表を行う代表班を選出した。 
 
シ 成果発表交流会（２月２７日、１年生全員 ２３７名） 

午前中は各教室で全ての班がクラス発表、午後は代表班９班がステージ発表を行った。

英語発表を選んだグループもあった。クラス発表には、ＳＧＨクラスの２年生５０名が助

言者として参加し、質疑応答を通して助言した。 

 
業務項目 

 

実施日程 
４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

③３年生課題研究「グローバル・イシュー」             
 ア グローカル・ミーティング  83  83         
イ 外国人・留学生との国際意見交流会    87         
ウ 学校祭自主企画    〇         
エ 研究成果の総括・論文完成   88       

④問題解決力育成授業研究             
ア 問題解決力育成授業の日常的な実践             
イ 校内授業研究会の実施と検証      99     
ウ 授業研究の総括             

⑤大学や諸機関との連携             
 ア 講座への講師派遣等             
イ 地域企業・団体等との連携・協働活動  83         
ウ グローバルネットワーク事業との連携        ７１   54  

⑥海外連携校との国際交流・研究成果発信             
ア 海外連携校等との研究成果発信・意見交流        46     
イ 海外交流事業等への参加・支援    ○ 90        

⑦成果の検証・普及             

ア 「探究的な学び」実践事例集冊子発行            ○ 

イ ＳＧＨ通信・実施報告冊子の刊行と送付       ○    ○ ○ 

ウ ＨＰやプレスリリースによる広報発信             

エ グループ研究の実践活動    93       ○ 
オ 外部大会・フォーラム等への参加・発表         ９５    

カ 卒業生による体験報告と後輩への指導助言   ６３・９２         

キ 県の教育研究発表会での事例発表           ○  

⑧アジア高校生架け橋プロジェクト留学生受け入れ           ○  

 
（２）実績の説明 
①１年生課題研究「国際探究Ⅰ」 

ア ガイダンス・基調講演（４月１１～１２日・２５日、１年生全員 ２３９名） 
ガイダンスはオリエンテーション合宿の中で実施。３年間ＳＧＨを経験した卒業生の姿

を活動モデルとして紹介しながら、グローバルリーダーに求められる能力について説明し

た。基調講演は、秋田県立大学教授 長濱健一郎氏から、様々な分野のグローバル化につい

て、多様性を理解することと自国の文化について学ぶ必要性について話していただいた。 
 
イ 探究スキル講座（４月１８日・５月９日・１６日・６月６日、１年生全員 ２３９名） 

４回にわたって、探究学習の手法について学ぶ講座を実施した。それぞれ「協働力」、「課

題設定能力」、「課題探究能力(1)情報の集め方」、「課題探究能力(2)先行研究の調査方法」と題

して、本校教員が担当した。 
 
ウ 教養講座（５月２３日・３０日、１年生全員 ２３９名） 

秋田経済研究所の所長・研究員３名を講師に、秋田の農業・商業・観光をテーマにした

３講座を選択制で実施した。翌週は、自身の聴講した内容を他に伝える時間を設け、講座

の内容を振り返りながら協働的な活動の手法を学ぶ機会とした。 
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②２年生課題研究「国際探究Ⅱ」 
ア テーマ別研究推進検討会（５月～７月、２年生選択者 ８２名） 

グループ編成を新たに行い、秋田県立大学教員１３名による来校個別指導をスタートし

た。来校指導は３期にわたって各班３～５回実施した。来校が難しい場合はメールやクラ

ウドサービスを通して連絡を取り合った。 
 

イ イングリッシュセミナー（６月１５～１６日、２年生選択者 ８２名） 
県内各校のＡＬＴ６名を講師に、実践的英語力向上講座を２日間にわたって実施した。

アシスタントとして、国際教養大学に通う本校卒業生（秋田南ＧＳＯ）５名がサポートに

入った。 
 

ウ 班別フィールドワーク（７～８月、２年生選択者 ８２名） 
夏期休業中に各グループが、秋田県内各地で実地調査を行った。自分たちで訪問計画を

作成し、公共交通機関を利用して訪問した。複数個所を訪問したグループもあり、計２０

か所で実施した。 
 

エ 戦略的表現力講座（９月２６・２７日・１０月１４日、２年生選択者 ８２名） 
ソフトアドバンス株式会社菅原社長から、効果的な成果発信の手法の指導を受けた。９

月のⅠ期は全１８班を対象に、１０月のⅡ期は代表班６班を対象に実施した。 
 
オ 公開成果発表会（１０月２４日、２年生選択者 ８２名） 

秋田県児童会館けやきシアターを会場に、英語による研究発表・質疑を行った。発表を

行ったのは、校内発表で選ばれた代表６班の２８名。参観者は、本校の高１・高２・中３

生徒全員と保護者約３０名、AKITA グローバルネットワーク事業指定校３校の生徒１０２

名、それに来賓・一般来場者約４０名の計約７５０名。 
 

カ 論文作成基礎講座（１１月２１日、２年生選択者 ８２名） 
秋田県立大学副学長 吉澤結子氏を講師に招聘し、研究論文の基礎について講座を実施し

た。プレゼンとは異なる表現方法や学術論文の書き方についてレクチャーしていただいた。 
 

キ 論文作成及び論文コンクール（１１月～２月、２年生選択者 ８２名） 
グループで協働執筆した論文を、秋田県立大学教員より審査していただいた。優秀班は

表彰を行う。論文はパソコンで作成し、論文集としてまとめた。 
 
③３年生課題研究「グローバル・イシュー」 
ア グローカル・ミーティング（５月３０日・７月、３年生選択者 ６９名） 

５月のⅠ期は、９班４４名が秋田市役所を訪問し、１８名の市職員に対して研究内容の

発信と意見交換を行った。７月のⅡ期には、県内の企業経営者や社会人の方７名を本校に

招き、６班２５名が発信と意見交換を行った。 
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イ 国際意見交流会（７月１１日、３年生選択者 ６９名） 
本校に短期留学に来ているアメリカ人留学生６名に対し、すべてのグループが研究内容

について、英語で発信と意見交換を行った。 
 

ウ 文化祭自主企画シンポジウム（６月３０日、３年生選択者 ６９名） 
学校祭の一般公開日に、１～３年生の有志生徒が、ＳＧＨの取組の概要や、海外フィー

ルドワークなどの体験を発表し、来場者と意見交換した。また、ステージ上で留学生との

英語での公開ディスカッションも行った。 
 

エ 研究成果の総括（７月～９月、３年生選択者 ６９名） 
実践活動を通して得られた知見を基に、研究論文を完成させた。 
 

④問題解決力育成授業研究 
ア 問題解決力育成授業の日常的な実践 
   昨年度に引き続き、「高大接続を展望した『主体的・対話的で深い学び』の実践 ～確か

な知識・技能を活かした思考力、判断力、表現力を育成するために～」を研究主題として、

各教科で問題解決力育成授業の研究に取り組んだ。 
 
イ 校内授業研究会の実施と検証 

各教科で中高計１２回の研究授業と、研究協議会を実施した。うち４教科は、３回にわ

たって管理機関である秋田県教育委員会より指導助言をいただいた。 
 

ウ 授業研究の検証と総括 
   各教科の研究を通して明らかになった成果をまとめ、１６ページからなるカラー刷りの

実践事例集の冊子を作成した。県内すべての高校と全国のＳＧＨ指定校・アソシエイト校

等に配付するほか、学校ホームページでも公開する。 
 
⑤大学や諸機関との連携 
ア 講座等の講師派遣や課題研究指導支援 
   前述のとおり、県内３大学や地域の研究機関・企業等より、各学年の課題研究の講座・

セミナー等に講師を派遣していただいた。今年度は計２２回、計６１名の外部講師に指導

いただいた。 
 
イ 地域の企業や活動団体等と連携・協働 

３年生のグローカル・ミーティングをはじめとして、地域社会での実践や意見交流を行

う場を設定した。そのほかにも外部団体の依頼等によって、地域での発信の機会をもつこ

とができた（秋田ユネスコ協会主催ユースセミナー、高校生クリエイティブキャンプ、秋

田県ＳＳＨ指定校合同発表会など）。 
 

ウ 県内の高校４校によるグローバルネットワーク事業との連携 
   前述のとおり、ＳＧＨの成果を他校に普及、相互に探究を深める事業として参画した。 
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⑥海外連携校等との国際交流と研究成果発信・実践 
ア 海外連携校・協力校との交流 

 タイ２高校１大学・豪州１高校と連携している。今年度、海外フィールドワークでタイ

の２校を１年生２０名が訪問し、実地調査と意見交換を行った。また、海外修学旅行にて

２年生５３名がシドニーの連携校で交流した。一昨年度スタートした Skype での交流は、今

年度はスケジュールが合わず実施できなかった。 
 
イ 各種の海外交流事業等への積極的参加・支援 
   校外の国際交流事業への参加を積極的に進めている。秋田県教育委員会が主催する米国

語学研修には１年生３名が、ミネソタでの１７日間のプログラムに参加した。また、イオ

ンワンパーセントクラブが主催する高校生アジアユースリーダーズ事業の参加校として、

昨年に引き続いて本校が選出され、４名がハノイを訪れ、アジア９か国の高校生と交流し

ながら、栄養問題をテーマに課題解決に取り組んだ。 
 
⑦事業の検証・普及 
ア 「探究的な学び」実践事例集冊子の刊行 

探究活動や授業改善のポイントをまとめた指導資料集を作成し、各校へ送付する。 
 

イ ＳＧＨ通信と研究報告書の刊行 
今年度の事業や研究成果をまとめた通信を刊行・送付した（年２回）。また、年度末に

研究報告書冊子を刊行する。 
 

ウ 学校ホームページやプレスリリースによる発信・広報 
ホームページでは、ＳＧＨの取組をブログ形式で紹介した。「ＳＧＨ」タグを付した記

事は通算６０本掲載した。 
 

エ グループ研究の実践・発信活動 
３年生を中心に、２グループ計８名が、のべ３回、外部のイベントや行事参加を通して、

自分たちの研究成果を外部で発信する実践活動を自主的に行った。 
 

カ 外部大会や全国・地区フォーラム等への参加・出場 
   ２年生の１グループ４名が、全国高校生フォーラムにてポスター発表を行った。また、

別のグループ５名が秋田県ＳＳＨ指定校合同発表会にて招待発表を行った。そのほか、Ｗ

ＷＬ・ＳＧＨ×探究甲子園（予選突破）と、東北地区課題研究発表フォーラムにて発表予

定であったが、この２つについては新型コロナウイルスの影響で開催が中止となっている。 
 
キ 卒業生による体験報告等 
   ＳＧＨを経験した卒業生を講師として、体験報告・指導助言の会を３回行った。特に、

海外大学に進学した卒業生のサポートにより、留学フェローシップによる海外進学セミナ

ーを開催することができた。 



−8− −9−

ク 事業成果を県の教育研究発表会にて事例発表 
   事業主担当の教員が、秋田県教育研究発表会にて口頭発表を行った。県内外の教員や教

育関係者約４０名に対し、ＳＧＨ事業の成果を発信した。 
 
⑧「アジア高校生架け橋プロジェクト」留学生受け入れ 
   来年度、タイからの長期留学生１名受け入れが決定している。事業を担当する公益財団

法人ＡＦＳと連携して、ホストファミリー募集の説明会を本校で実施した（県内にＡＦＳ

の支部がないため）。本校の生徒・保護者５組が参加した（ただし、新型コロナウイルス

の影響で、留学開始は当面延期となっている）。 
 
 
７ 目標の進捗状況、成果、評価 
（１）研究開発の仮説について 
 本研究の構想調書にて設定した研究仮説は下記のとおりである。 
 
 
 
 
 
 仮説で述べている、「グローバルリーダーに不可欠な能力」とは、「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つの能力で

ある。本校のＳＧＨ事業の取組は、生徒の課題研究と教員の授業研究を通して、これらの能力

の育成を図ることが目的である。これらの力が身に付いたかどうかを、活動終了時に生徒を対

象に行ったアンケートと、活動実績等によって検証する。 
また、国際教養大学等との連携の成果については、国際教養大学との連携事業であるイング

リッシュビレッジの実施前後のアンケートによって検証する。 
 

①生徒アンケート 
指定初年度である平成２７年度の入学生、すなわち本校ＳＧＨ１期生から、今年度の卒業生、

（３期生）の数値を比較した。対象はＳＧＨ該当生徒（１年生全員、２・３年生は選択生徒）。

アンケートは各年度の活動終了時（１・２年生は３月末、３年生は９月末）に行っている。 
なお、１期生は、普通科６クラスからＳＧＨ継続を選択したＤ組３９名と、英語科として全

員が履修したＧ組３４名の計７３名がＳＧＨ該当生徒であった。２期生については、入学年度

である平成２８年度に中高一貫教育校への移行に伴い英語科が閉科となり、本校は普通科のみ

の高校となった。そのため普通科からの選択生徒３７名がＳＧＨ該当生徒となっている。３期

生になると、ＳＧＨ選択を希望する生徒が急増し、再び２クラス規模の６９名のみが該当とな

っている。 
 
1) 課題設定能力 

 Ｑ１ 食糧問題に限らなくてもかまいません。国際探究の活動をとおして、地域や日本、世

界の状況に対する問題意識や認識が深まりましたか。【課題設定能力】 

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等と

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。 



−10−

入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 
非常に深まった 46.0% 62.0% 78.0% 

深まった 53.0% 33.0% 22.0% 

深まらなかった 1.0% 4.0% 0.0% 

H28 37 名 
非常に深まった 59.0% 78.0% 92.0% 

深まった 41.0% 22.0% 8.0% 

深まらなかった 0.0% 0.0% 0.0% 

H27 73 名 
非常に深まった 94.8% 63.0% 77.0% 

深まった 5.2% 37.0% 21.0% 

深まらなかった 0.0% 0.0% 0.0% 

   年度によって差があるが、どの年度の生徒も、学年が進むにつれて数値が上昇している。

２７年度入学生（１期生）のみ１年次の数値が非常に高いが、この年のみアンケートの選

択肢が「深まった／特に変化はない／浅くなった」の３択であったため、比較対象から除

外すべきと考える。どの学年も３年生になると、概ね８割程度の生徒が問題意識の高まり

を強く実感している。さらに「深まった」も含めると１００％であり十分な成果といえる。 
 
 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。【課題設定能力】 
入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 
大いに身に付いた 50.0% 64.0% 71.0% 

身に付いた 48.0% 33.0% 28.0% 

身に付かなかった 2.0% 3.0% 1.0% 

H28 37 名 
大いに身に付いた 55.0% 86.0% 81.0% 

身に付いた 45.0% 14.0% 19.0% 

身に付かなかった 0.0% 0.0% 0.0% 

H27 73 名 
大いに身に付いた 49.4% 56.0% 78.0% 

身に付いた 50.2% 43.0% 22.0% 

身に付かなかった 0.0% 1.0% 0.0% 

   やはり学年進行とともに数値が上昇した。１年生ではテーマ設定に困難さを感じる生徒

がいたが、専門的に研究を進める中で、課題設定の考え方や手法が身に付いていったこと

が伺える。 
 
2) 課題探究能力 

 Ｑ３ 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。【課題探究能力】 
入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 

大いに身に付いた 51.0% 59.0% 65.0% 

身に付いた 47.0% 38.0% 35.0% 

身に付かなかった 2.0% 3.0% 0.0% 

H28 37 名 

大いに身に付いた 62.0% 86.0% 84.0% 

身に付いた 38.0% 14.0% 16.0% 

身に付かなかった 0.0% 0.0% 0.0% 

H27 73 名 

大いに身に付いた 56.9% 71.0% 77.0% 

身に付いた 41.2% 29.0% 23.0% 

身に付かなかった 1.9% 0.0% 0.0% 

   ３年生で肯定的な回答が１００％である。活動を深めるうえで、探究力が向上したこと

が伺える。３期生の数値が低いのが目につくが、この学年は、２クラス規模に選択人数が

入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 

非常に深まった 46.0% 62.0% 78.0% 

深まった 53.0% 33.0% 22.0% 

深まらなかった 1.0% 4.0% 0.0% 

H28 37 名 

非常に深まった 59.0% 78.0% 92.0% 

深まった 41.0% 22.0% 8.0% 

深まらなかった 0.0% 0.0% 0.0% 

H27 73 名 

非常に深まった 94.8% 63.0% 77.0% 

深まった 5.2% 37.0% 21.0% 

深まらなかった 0.0% 0.0% 0.0% 

   年度によって差があるが、どの年度の生徒も、学年が進むにつれて数値が上昇している。

２７年度入学生（１期生）のみ１年次の数値が非常に高いが、この年のみアンケートの選

択肢が「深まった／特に変化はない／浅くなった」の３択であったため、比較対象から除

外すべきと考える。どの学年も３年生になると、概ね８割程度の生徒が問題意識の高まり

を強く実感している。さらに「深まった」も含めると１００％であり十分な成果といえる。 
 
 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。【課題設定能力】 
入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 

大いに身に付いた 50.0% 64.0% 71.0% 

身に付いた 48.0% 33.0% 28.0% 

身に付かなかった 2.0% 3.0% 1.0% 

H28 37 名 

大いに身に付いた 55.0% 86.0% 81.0% 

身に付いた 45.0% 14.0% 19.0% 

身に付かなかった 0.0% 0.0% 0.0% 

H27 73 名 

大いに身に付いた 49.4% 56.0% 78.0% 

身に付いた 50.2% 43.0% 22.0% 

身に付かなかった 0.0% 1.0% 0.0% 

   やはり学年進行とともに数値が上昇した。１年生ではテーマ設定に困難さを感じる生徒

がいたが、専門的に研究を進める中で、課題設定の考え方や手法が身に付いていったこと

が伺える。 
 
2) 課題探究能力 

 Ｑ３ 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。【課題探究能力】 
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身に付かなかった 0.0% 0.0% 0.0% 
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大いに身に付いた 56.9% 71.0% 77.0% 

身に付いた 41.2% 29.0% 23.0% 

身に付かなかった 1.9% 0.0% 0.0% 

   ３年生で肯定的な回答が１００％である。活動を深めるうえで、探究力が向上したこと

が伺える。３期生の数値が低いのが目につくが、この学年は、２クラス規模に選択人数が
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増加した学年である。教員１名あたりの担当グループ数が倍になったことが影響したこと

が考えられる。 
 
3)論理的思考力 

 Ｑ４ 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、
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入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 
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身に付いた 47.0% 30.0% 20.0% 
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H28 37 名 

大いに身に付いた 64.0% 81.0% 97.0% 

身に付いた 35.0% 19.0% 3.0% 

身に付かなかった 1.0% 0.0% 0.0% 

H27 73 名 

大いに身に付いた 60.3% 73.0% 75.0% 

身に付いた 37.2% 26.0% 25.0% 

身に付かなかった 2.6% 1.0% 0.0% 

   他の項目と比較して、特に高い数値を示した。２年生の発表や３年生の論文など、根拠

をもって主張する、論理性が求められる活動を課していることが大きいのではないか。 
 
4)プレゼンテーション能力 

 Ｑ５ 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。【プレゼンテーション能力】 
入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 
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身に付かなかった 3.0% 3.0% 1.0% 

H28 37 名 

大いに身に付いた 53.0% 84.0% 84.0% 

身に付いた 47.0% 14.0% 16.0% 

身に付かなかった 0.0% 3.0% 0.0% 

H27 73 名 

大いに身に付いた 52.1% 73.0% 81.0% 

身に付いた 44.6% 26.0% 19.0% 

身に付かなかった 3.4% 1.0% 0.0% 

   各年度とも、２年生の時に大きく数値が上昇している。国際探究Ⅱにおける英語発表の

機会が大きく影響しているといえる。 
 
②生徒の実績等 
実践力については、生徒の実績等を表す以下の項目から検証する。 

 

ア 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 

  27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ＳＧＨ該当生徒 275 人 310 人 349 人 355 人 390 人 

ＳＧＨ該当生徒以外 545 人 472 人 395 人 195 人 153 人 

  自主的に地域のボランティアや各種講座やコンテスト等の課外活動に取り組む生徒が
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を強く実感している。さらに「深まった」も含めると１００％であり十分な成果といえる。 
 
 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。【課題設定能力】 
入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 

大いに身に付いた 50.0% 64.0% 71.0% 

身に付いた 48.0% 33.0% 28.0% 

身に付かなかった 2.0% 3.0% 1.0% 

H28 37 名 

大いに身に付いた 55.0% 86.0% 81.0% 

身に付いた 45.0% 14.0% 19.0% 

身に付かなかった 0.0% 0.0% 0.0% 

H27 73 名 

大いに身に付いた 49.4% 56.0% 78.0% 

身に付いた 50.2% 43.0% 22.0% 

身に付かなかった 0.0% 1.0% 0.0% 

   やはり学年進行とともに数値が上昇した。１年生ではテーマ設定に困難さを感じる生徒

がいたが、専門的に研究を進める中で、課題設定の考え方や手法が身に付いていったこと

が伺える。 
 
2) 課題探究能力 

 Ｑ３ 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。【課題探究能力】 
入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 

大いに身に付いた 51.0% 59.0% 65.0% 

身に付いた 47.0% 38.0% 35.0% 

身に付かなかった 2.0% 3.0% 0.0% 

H28 37 名 

大いに身に付いた 62.0% 86.0% 84.0% 

身に付いた 38.0% 14.0% 16.0% 

身に付かなかった 0.0% 0.0% 0.0% 

H27 73 名 

大いに身に付いた 56.9% 71.0% 77.0% 

身に付いた 41.2% 29.0% 23.0% 

身に付かなかった 1.9% 0.0% 0.0% 

   ３年生で肯定的な回答が１００％である。活動を深めるうえで、探究力が向上したこと

が伺える。３期生の数値が低いのが目につくが、この学年は、２クラス規模に選択人数が

増加した学年である。教員１名あたりの担当グループ数が倍になったことが影響したこと

が考えられる。 
 
3)論理的思考力 

 Ｑ４ 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。【論理的思考力】 
入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 

大いに身に付いた 51.0% 67.0% 80.0% 

身に付いた 47.0% 30.0% 20.0% 

身に付かなかった 2.0% 3.0% 0.0% 

H28 37 名 

大いに身に付いた 64.0% 81.0% 97.0% 

身に付いた 35.0% 19.0% 3.0% 

身に付かなかった 1.0% 0.0% 0.0% 

H27 73 名 

大いに身に付いた 60.3% 73.0% 75.0% 

身に付いた 37.2% 26.0% 25.0% 

身に付かなかった 2.6% 1.0% 0.0% 

   他の項目と比較して、特に高い数値を示した。２年生の発表や３年生の論文など、根拠

をもって主張する、論理性が求められる活動を課していることが大きいのではないか。 
 
4)プレゼンテーション能力 

 Ｑ５ 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。【プレゼンテーション能力】 
入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 

大いに身に付いた 42.0% 67.0% 74.0% 

身に付いた 55.0% 30.0% 25.0% 

身に付かなかった 3.0% 3.0% 1.0% 

H28 37 名 

大いに身に付いた 53.0% 84.0% 84.0% 

身に付いた 47.0% 14.0% 16.0% 

身に付かなかった 0.0% 3.0% 0.0% 

H27 73 名 

大いに身に付いた 52.1% 73.0% 81.0% 

身に付いた 44.6% 26.0% 19.0% 

身に付かなかった 3.4% 1.0% 0.0% 

   各年度とも、２年生の時に大きく数値が上昇している。国際探究Ⅱにおける英語発表の

機会が大きく影響しているといえる。 
 
②生徒の実績等 
実践力については、生徒の実績等を表す以下の項目から検証する。 

 

ア 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 

  27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ＳＧＨ該当生徒 275 人 310 人 349 人 355 人 390 人 

ＳＧＨ該当生徒以外 545 人 472 人 395 人 195 人 153 人 

  自主的に地域のボランティアや各種講座やコンテスト等の課外活動に取り組む生徒が

増加している。社会貢献活動として、ＷＦＰの募金ボランティアや秋田市国際フェスタの

通訳ボランティアなどに参加する生徒が非常に多い。 

増加した学年である。教員１名あたりの担当グループ数が倍になったことが影響したこと

が考えられる。 
 
3)論理的思考力 

 Ｑ４ 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。【論理的思考力】 
入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 

大いに身に付いた 51.0% 67.0% 80.0% 

身に付いた 47.0% 30.0% 20.0% 

身に付かなかった 2.0% 3.0% 0.0% 

H28 37 名 

大いに身に付いた 64.0% 81.0% 97.0% 

身に付いた 35.0% 19.0% 3.0% 

身に付かなかった 1.0% 0.0% 0.0% 

H27 73 名 

大いに身に付いた 60.3% 73.0% 75.0% 

身に付いた 37.2% 26.0% 25.0% 

身に付かなかった 2.6% 1.0% 0.0% 

   他の項目と比較して、特に高い数値を示した。２年生の発表や３年生の論文など、根拠

をもって主張する、論理性が求められる活動を課していることが大きいのではないか。 
 
4)プレゼンテーション能力 

 Ｑ５ 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。【プレゼンテーション能力】 
入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 

大いに身に付いた 42.0% 67.0% 74.0% 

身に付いた 55.0% 30.0% 25.0% 

身に付かなかった 3.0% 3.0% 1.0% 

H28 37 名 

大いに身に付いた 53.0% 84.0% 84.0% 

身に付いた 47.0% 14.0% 16.0% 

身に付かなかった 0.0% 3.0% 0.0% 

H27 73 名 

大いに身に付いた 52.1% 73.0% 81.0% 

身に付いた 44.6% 26.0% 19.0% 

身に付かなかった 3.4% 1.0% 0.0% 
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 Ｑ５ 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
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入学年度 人数 回答 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 
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   各年度とも、２年生の時に大きく数値が上昇している。国際探究Ⅱにおける英語発表の

機会が大きく影響しているといえる。 
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実践力については、生徒の実績等を表す以下の項目から検証する。 

 

ア 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 
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増加している。社会貢献活動として、ＷＦＰの募金ボランティアや秋田市国際フェスタの

通訳ボランティアなどに参加する生徒が非常に多い。 
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イ 自主的に留学又は海外研修に行く生徒数 

  27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ＳＧＨ該当生徒 4 人 5 人 6 人 10 人 13 人 

ＳＧＨ該当生徒以外 3 人 1 人 1 人 0 人 0 人 

  ＳＧＨクラスではイオンワンパーセントクラブのアジアユースリーダーズなどの外部

のプログラムを活用し、在学中に海外へ出ていく生徒は着実に増えている。ただし、経済

的な負担も必要となるため、一定数を超えることなく推移すると思われる。 

 

ウ 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 

  27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ＳＧＨ該当生徒 47％ 38％ 44% 45% 51% 

ＳＧＨ該当生徒以外 40％ 18％ 31% 27% 27% 

  ＳＧＨクラスで今年度、初めて過半数を超えた。本校の場合、この数字は中等部を含め

て下の学年の方が大きい傾向がある。進級して現実的な進路を考えていくと、国内を選択

する生徒も多くなるようだ。しかし海外に目を向ける生徒も少しずつだが増加している。 

 

エ 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 

  27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ＳＧＨ該当生徒 1 人 9 人 15 人 9 人 14 人 

ＳＧＨ該当生徒以外 5 人 7 人 4 人 0 人 0 人 

  英語スピーチコンテストや弁論大会などのほか、自主的に各種コンテスト等の課外活動

に取り組む生徒が増加している。 

 

オ 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 B1～B2 以上の生徒の割合 

  27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ＳＧＨ該当生徒 －％ －％ 77% 76% 71% 

ＳＧＨ該当生徒以外 31％ 34％ 50% 37% 43% 

  ＳＧＨクラスの英語に対する意欲は非常に高いものがある。英語コミュニケーション能

力をはじめとする英語運用能力については、ＧＴＥＣなども含めて、今後さらに検証が必

要である。 

 

③国際教養大学連携事業 参加生徒アンケート 

以下は、１１月に１年生３６名が参加して実施した、国際教養大学との連携事業イングリッ

シュビレッジの事前・事後アンケート結果の比較である。 

アンケートは国際教養大学が実施したもので、Horwitz(1986)の FLCAS と呼ばれる「生徒英語

不安質問用紙」調査で、プログラムを通して参加者の言語不安の変化を調査したものである。 
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 内側のグラフが不安レベルの高さを５段階で表したもので、外側は不安レベルを大きく２つ

に分類したものである。 

 

 

 

 

 

 プログラム実施前は、英語に対する不安を抱えている生徒が、半数を占めていたが、プ

ログラム実施後には、不安が解消したという生徒が９割近くと大部分を占めていることが

分かる。英語に対する苦手意識の払拭につながったといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 英語学習に対する意欲も著しく向上している。また、英語のプレゼンテーション作成の

技術も指導されており、国際教養大学のプログラムは本校生徒の英語コミュニケーション

能力向上やプレゼンテーション能力向上に結びつき、有効であると考える。 

LM： モチベーションが低い（Low Motivation） 

MLM：モチベーションが適度に低い（Moderately Low Motivation） 

MM： モチベーションが適度である（Moderate Motivation） 

MHM：モチベーションが適度に高い（Moderately High Motivation） 

HM： モチベーションが高い（High Motivation） 

VLA：不安レベルがとても低い（Very Low Anxiety） 

MLA：不安レベルが低い（Moderately Low Anxiety） 

MA： 不安レベルが適度に低い（Moderate Anxiety） 

MHA：不安レベルが高い（Moderately High Anxiety） 

VHA：不安レベルがとても高い（High Anxiety） 
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（２）中間評価において指摘を受けた事項について 
 平成２９年９月に発表された中間評価では、下記の点について指摘された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
３点目の「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」について、本校の取組を述べる。 
本校では、各学年の課題研究の指導は、学年部所属教員が中心となって担当している。各学

年にリーダー教員がおり、毎時間の活動に際して指導マニュアルを作成し、学年部教員をリー

ドしている。 
この形は、学年進行で事業運営していくことを想定している。新任の教員が初めて指導を担

当する場合であっても、生徒に同じレベルの活動を提供できるよう、前年の学年の指導法を踏

襲しやすい仕組みをイメージしている。しかしながら、過剰な「マニュアル化」は形骸化の恐

れがあるのも確かである。リーダーの意図や思いが学年部の教員に十分に伝わらず、形式だけ

をなぞるような指導となる可能性もある。 
そこで、平成３０年度より、ＳＧＨ事業のさらなる全体化を目指して、校内分掌組織を改組

し、「探究部ＳＧＨ班」を設置した。毎月の分掌部会で各学年の担当から進捗状況と今後の計

画を報告し合うようにした。そして、ＳＧＨ事業の担当経験のある教員が、経験を基にアドバ

イスするようにした。また、この年から「２廻り目」に入った教員が増加し、初めて指導に携

わる教員に助言しながら進める形ができた。 
活動場所についても、同じ教室に４グループを配置するようにし、２グループを担当する教

員が２名ずつ入る形として、担当教員が進め方や生徒の指導法について互いに相談したり、隣

のグループの動きや進捗状況を見たりしながら活動を進められるようにした。 
教員は日常的に研修を重ねる。指導案やマニュアルを作成していても、目の前の生徒は毎年

違う生徒である。どのように対応し、指導すべきか、職員室で「近所」の教員同士で語り合い

ながら、よりよい指導法を模索しながら日々生徒と接するものである。今後も、そのような教

員の「文化」を多様な教育活動に生かせるようにしていきたい。 
 
８ ５年間の研究開発を終えて 
（１）教育課程の研究開発の状況について 

 ＳＧＨ事業の教育課程上の核となる課題研究として、学校設定教科「国際探究」を設定した。

ここでは特に、事業を進めるうえで構想当初の計画から改良を加えてきた点について述べる。 

 

①国際探究Ⅰ 

 探究活動の序盤では、「世界の食糧問題」についてグローバルな視点をもってとらえられる

ように多くの講座を実施した。選択制の講座としているが、生徒が選択しなかった講座につい

○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。 
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ても知ることができるよう、受講者が他の生徒と情報共有する場面を設定した。 

グループの編成の方法については、試行錯誤を繰り返した。生徒個人の希望テーマに基づい

てグループを編成するが、クラスごとにグループを組むと、偏りが生じたり、「少数派」の生

徒があぶれたりする。その結果、テーマを変更せざるを得ない生徒が出てくることが多くなっ

た。そこで、３年目の学年では、個人レポートをもとに教員側でクラスをまたいだグループを

編成した。個人の希望に基づいたグループ編成が多くなった一方で、課題研究の時間だけクラ

スから離れて活動するため、担任が把握しづらくなったことや、生徒同士のコミュニケーショ

ンが難しかったことなどが指摘された。それぞれ改善の余地はあるが、その後の学年ではクラ

スごとにグループを編成している。 

海外フィールドワークについて、３年目に行き先をオーストラリアからタイに変更した。理

由の１つは、オーストラリアの食文化や農業の実態が日本と大きく異なり、生徒の研究テーマ

と合致しづらかった点である。もう１つは、東南アジアに変更することで費用が抑えられ、よ

り多くの生徒を派遣できるという点である。毎年、派遣生徒は、その後の成長が著しい。でき

るだけ多くの生徒を派遣したいということから、１年目１０名、２年目１３名だったのが、３

年目のタイには１８名を派遣し、４年目からは２０名を連れていくことができた。 

また、探究活動の最終段階として、全ての班に成果発表の機会を設けている。代表班はステ

ージ発表として、当初は国際教養大学の大ホールにて開催した。「晴れの舞台」として素晴ら

しいステージを用意したのだが、バスで生徒を輸送する必要があったため、４年目からは本校

を会場に移した。残念ではあったが、以後、中等部生に発表を参観させることができるように

なった。 

そのほか、２年目以降は、上級生が助言者として、下級生にアドバイスする機会を多数設け

た。テーマ設定やグループ編成の場面に助言したり、成果発表を参観し質疑に参加したりする

ようにした。教員が指導するより生徒にとっては身近で有用な助言となっているようであった。 

 

②国際探究Ⅱ 

 ２年生では、大学教員との連携により、専門的な指導を受けながら研究を進める。来校でき

る日数には限度があるため、当初は電子メールを用いて、研究の進捗状況や質問事項などを生

徒と大学教員との連絡手段としていたが、途中からクラウドサービスの Classi を活用した。「先

生アカウント」を大学の教員にももってもらうことで、「校内グループ」機能を使って電子フ

ァイルや画像を直接やり取りできるなど、多様な連絡が容易になった。本校教員も同じ「グル

ープ」に設定しておくことで、それらのやり取りを可視化できることもメリットである。 

 グループの指導にあたっては、多くの場面が生徒との対話を中心として進む。生徒がどのよ

うに課題をとらえ、解決策を提案するのか、教員は生徒の発言に耳を傾け、主張があいまいな

部分や根拠が不明な点に質問をするスタイルとなった。そうしたやり取りを経て、生徒自身も

自分たちの考えや思考が整理され、研究が進んでいった。このような対話を中心として、生徒

に寄り添い、いわば「伴走」する指導スタイルは、その後も本校教員の指導の在り方として確

立された。 

 研究成果の発表会は、１０月末に実施する。グループ編成とテーマ設定が５月に行われ、夏

休みにフィールドワークを行うことを考えると、１０月の発表というのは期間が短い。生徒は

非常にタイトなスケジュールで英語発表に向かうことになる。したがって、発表内容はほぼ「中

間発表」のレベルになる。しかし、この時期に発表を行うことで、生徒の研究は整理されて、
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主張や改善点が明確になる。これを受けて研究は、その後の論文作成を通じて完成していくこ

とになる。また、１０月末に発表を行うことで、生徒たちはその後、冬から春にかけて多く行

われる外部のコンテスト等の機会を活用しやすくなるというメリットもあった。 

 論文作成は、グループで協働で行う。ステージでの成果発表と比べると地道な作業の時間が

多くなるため、定期的に指導担当の教員に提出して指導を受ける時間を設けている。こまめに

チェックを入れることで教員も研究内容を把握し、生徒が誤った方向に進むのを早めに気付く

ことができる。 

 

③グローバル・イシュー 

 ３年生の活動は、前期のみで終了となる。５月から７月にかけてが活動の最盛期であるが、

この時期は部活動の大会や学校祭などもあり慌ただしい。その中で、研究のポイントをまとめ、

地域社会や世界に発信し、実践する活動となる。忙しい時期ではあるが、生徒たちは、１年以

上進めてきた研究に自信と愛着をもち、「自分たちの研究成果と提案を誰かに伝えたい」とい

う思いをもつ。そのような状況において、外部の社会人との意見交換の機会をもつことで、研

究は具体性を増してくるようになった。この意見交換の場は、構想当初は大規模なシンポジウ

ムのようなものを想定していたが、大きなステージでの発表は２年生で経験済みでもあり、む

しろ生徒たちが社会に出てから多く経験するであろう、ミーティングや会議のような状況をイ

メージしてプログラムを構築した。結果として、生徒と聴衆の距離が近く、意見交換が非常に

深まる場となった。生徒たちからは「こういう機会をもっと早く、たくさん設けてほしい」と

いう要望が上がり、以後のプログラムにも反映された。 

 

（２）高大接続の状況について 

①県内３大学との連携 

 ＳＧＵである国際教養大学をはじめとして、秋田大学・秋田県立大学を合わせた県内３大学

との教育連携は、本校ＳＧＨ事業の柱の一つである。 

３大学に共通して連携いただいているのは、１年生対象の専門講座の講師派遣である。毎年、

２名ずつ、それぞれの専門分野について講座を実施していただいており、探究学習初期のグロ

ーバルな視点や基礎的な知識の獲得において、非常に有効なものとなっている。また、１年生

と２年生が行うフィールドワークの訪問先としても、各大学に受け入れていただいている。 

いずれの大学も、単位履修制度の設置には至ってはいないが、今後も引き続き連携を深めて

いきたいと考えている。 

 

ア 国際教養大学との連携 

 特に、英語コミュニケーション能力育成に向けた取組において多大な協力をいただいてい

る。特に、本校生徒のためだけのイングリッシュビレッジの実施は、前述のアンケート結果か

らもわかるように、生徒の英語コミュニケーション能力育成において非常に有効である。また、

大学生や大学院生がメンターとして非常に積極的に生徒と関わるため、本校生徒にとって同大

学は大変身近な存在となっている。同大への進学数も年々増加しており、今年度は過去最高の

８名が進学を決めた。本校卒業生が同大のイングリッシュビレッジでメンター役を務めるよう

にもなっている。 

 また、ＳＧＵとして留学生数が非常に多いこともあって、本校生徒が外国人へのアンケート
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を実施する際に、同大留学生を対象とするケースが多い。距離的にも近いため、直接同大を訪

問して、学食（カフェテリア）で留学生と意見交換させていただくこともある。 

 

イ 秋田大学との連携 

 課題研究における講座講師派遣やフィールドワーク先としての連携も進んでいるが、本校Ｓ

ＧＨ事業において特に大きいのは、同大の教職大学院の存在である。本校ＳＧＨ事業の柱の一

つである問題解決力育成授業研究において、同大学院の教員を講師とした教員研修を繰り返し

行っている。 

 

ウ 秋田県立大学との連携 

 特に２年生の課題研究において、緊密な連携を構築していただいている。「世界の食糧問題」

をテーマとする本校の課題研究では、地域や世界の食や農について、同大の生物資源科学部の

教員陣との連携は非常に重要なものになっている。テーマ別研究推進検討会では、同大の教員

が本校に年４～５回来校し、生徒に直接対面指導をしてもらっている。テーマの設定や調査方

法の指導から、研究論文・文献等の資料や、他の研究者の紹介などもしていただき、本校の課

題研究「国際探究」を支えていただいている。 

 

②大学進学への影響 

 大学との連携は、生徒の大学進学への意欲をさらに喚起した。特に連携している大学を志望

する生徒も増えている。また、ＳＧＨ事業を通じて、生徒はＡＯ入試や推薦入試で活用できる

実績を積むこととなった。自身の探究してきた内容や、自主的に取り組んだ課外活動の成果を

自らの強みとして入試に活用できる生徒が増えた。近年、入試制度そのものも変容しており、

プレゼンテーション能力などを活用できる制度も増え、探究に力を入れている本校生徒にとっ

ては、大学に接続する選択肢が増えたといえる。 

 

 

（３）生徒の変化について 

 ＳＧＨ事業を通して、本校生徒は大きく変容した。アンケート結果からは、生徒自身が多様

な能力が身に付いたことを自覚していることが伺える。 

 活動終了時のアンケート結果から、生徒の変容を示すものとして、１年次と比較して３年次

で特に変化の大きかった項目を挙げる。 

 

①生徒アンケート 

Ｑ１２ 国際探究の活動をとおして、あなたの中で次のような変化がありましたか。あった

ものを全て挙げてください。（複数回答可） 
 

 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。 

 

 

 

 

入学年度 人数 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 45% 64% 78% 

H28 37 名 60% 45% 78% 

H27 73 名 - 63% 70% 
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 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り

した。 

 

 

 

 

 ⑭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。 

 

 

 

 

   複数回答のアンケートのため、解答総数はさほど大きい数字にはならないが、いずれも

３年次に数値が大きく上昇している。③⑧などからは、他の意見をもとに考えを深め、協

働的に活動している様子が見て取れる。また、⑨⑩などから、発信力や積極性が増した様

子が伺える。 
 

②教員アンケート 

Ｑ２ ＳＧＨ事業や学校設定教科「国際探究」は、生徒のどんな能力の育成に有効だと考え

ますか？特に効果が大きいと思われるものから順に５つ挙げてください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＧＨ事業を通じた生徒の変容は、教員の目から見ても明らかといえる。教員のアンケート

結果からは、多様な能力の伸長を感じていることが分かった。中でも⑤コミュニケーション能

力・協働力や①表現力・発信力の評価は非常に高く、上記の生徒自身の自己評価とも重なる。

一方で、⑥リーダーシップや⑩実行力については、明確な向上を感じている教員は多くはない。

今後の大きな課題である。 

入学年度 人数 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 16% 38% 48% 

H28 37 名 24% 16% 46% 

H27 73 名 - 27% 49% 

入学年度 人数 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 18% 45% 48% 

H28 37 名 26% 18% 46% 

H27 73 名 - 30% 37% 

入学年度 人数 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 15% 35% 41% 

H28 37 名 20% 29% 46% 

H27 73 名 - 25% 41% 

入学年度 人数 １年次 ２年次 ３年次 

H29 69 名 20% 55% 46% 

H28 37 名 33% 34% 49% 

H27 73 名 - 40% 52% 

能力 H28 H29 H30 R1 

①言語能力や表現力・発信力 85% 80% 91% 96% 

②研究力・探究力 79% 67% 67% 73% 

③多面的思考力・批判的思考力 62% 48% 71% 69% 

⑤コミュニケーション能力・協働力 91% 82% 91% 98% 

⑥リーダーシップ 21% 25% 27% 15% 

⑩実行力・実践力 21% 32% 29% 35% 
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（４）教師の変化について 

 ＳＧＨ事業を通して、教員も変容を見せている。アンケート結果から検証する。指定２年度

から５年目までの４年間を比較する（２７年度はアンケート項目が異なるため、除外する）。 

  

Ｑ６ ＳＧＨ事業によるご自身の変容について、あてはまるものを全て挙げてください。（複数回答可） 

  H28 H29 H30 R1 

①探究力や協働力等の育成を意識した授業改善に
取り組むようになった 

57% 50% 56% 45% 

②探究活動や研究の指導が自分なりにつかめてきた 17% 30% 25% 35% 

③研究指導のために自分自身が勉強するようになっ
た 

17% 32% 33% 27% 

④同僚と 相談したり意見交換したりする機会が増え
た 

12% 23% 29% 27% 

⑤大学や社会人講師と関わることで自分の視野や指
導法が広がった 

19% 18% 15% 19% 

⑥イベントの企画や準備、効果的な運営のノウハウを
得た 

7% 8% 18% 10% 

⑦英語コミュニケーション力の育成の重要性について
実感するようになった 

22% 33% 35% 24% 

⑧生徒が大幅に成長する姿を目にして、生徒のもつ
可能性への期待が大きくなった 

57% 73% 67% 63% 

⑨自分自身がグローバルマインドセットを身に付けね
ばならないと感じるようになった 

47% 42% 42% 39% 

 

 各年度で最も多かったのは、「⑧生徒の成長を見て、生徒の可能性への期待が大きくなった」

の項目。自由記述からも「生徒に考えさせ、待つようになった」、「生徒の主体性にゆだねる

ことが多くなった」というものが見られ、授業を含めた生徒への関わり方が変わっていること

が分かる。次いで、授業改善を示す①の項目も高い数値を示しているが、年々少なくなってい

るのは、そのような授業改善の取組が徐々に当たり前のものになっていることを示していると

も考えられる。 

 

（５）学校における他の要素の変化 

生徒や教員の意識が変容したことで、学校全体が変化してきている。特に授業改善が進んだ

ことは特筆すべき変化である。各教科の日常的な授業で、ＳＧＨ事業で掲げた５能力の育成の

視点で、生徒が主体的に取り組む探究的な学習場面が多く取り入れられるようになってきてい

る（取組の詳細は研究報告書に掲載）。また、そのような探究的な活動は、授業のみならず学

校行事や進路指導など、学校教育の様々な場面で取り入れられるようになった。部活動でも、

生徒が主体的に課題を見つけ、練習法を考えたり、協働的に練習を進めたりする場面が出てく

るようになった。まさに教科横断的な取組といえるだろう。 

 

（６）課題や問題点について 

 課題研究を進めるうえで、最初にぶつかったのは、探究の指導法の困難さであった。どのよ

うに取り組めばよいか、多くの教員に戸惑いがあった。先進校視察や試行錯誤を重ねる中で、

徐々に探究の指導法が定着していったといえる。しかしながら、探究学習は、深めようとする
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とどこまでも終わりがない活動である。そのため、生徒の負担も過重となりがちである。放課

後や休日など、校時外の時間に自主的に活動する生徒も多い。意欲的ではあるのだが、教科の

学習や特別活動などとのバランスが崩れる生徒も出てきている。学校生活全体のバランスを取

りながら進めることができるよう、教員が全体を見渡すことが必要である。そして、もう一点

は、探究に関わる教員の負担についてである。生徒の意欲的な活動ぶりや成長する姿に、教員

の関わり方にも際限がない。生徒の活動量を制限する意味で、放課後の活動時間などのルール

作りも重要である。また、業務の偏重も大きな課題である。主担当となる教員の業務量は多く

なりがちで、解消に向けた仕組みづくりが必須である。 

 

（７）今後の持続可能性について 

 ＳＧＨ指定は終了となるが、今後も研究開発の３本柱（課題研究、授業研究、外部連携）は

継続する。 

特に、課題研究は「総合的な探究の時間」を活用し、すべての生徒に対して探究的な学習活

動を行うこととする。予算措置がなくなるため、海外フィールドワークなど、実施しない事業

も出てくる見込みであるが、海外交流の機会として連携校との Skype を通しての交流は継続す

る。県内フィールドワークについても、貸切バスを手配しての実施は難しい。２年生で行って

いる、公共交通機関を利用した方法を検討している。その他、具体的な予定は下表の通り。 

また、２年生からはコース制とする。１クラスは特に探究に力を入れる「学術探究コース」

とする。それ以外のクラスは、個人研究の形で、将来学びたい学問分野について深める「総合

探究コース」とする。探究の指導については、特に学術探究コースでは県内大学と引き続き連

携をお願いし、テーマに応じて指導助言をいただく仕組みを構築したい。また、県外の教育委

員会等とも連携し、多様な研究機関や大学等の助言を受ける形を作っていきたいと考えている。 

 なお、管理機関である秋田県教育委員会とは今後も密接に連携し、グローバルネットワーク

事業などを通して、ＳＧＨの５年間で培った成果を他校に普及し、相互に探究を深めていきた

いと考えている。 

 
現在までの課題研究のおもな取組 今後の取組の予定 

１年 学校設定科目「国際探究Ⅰ」 

    探究スキル講座          → 

    イングリッシュビレッジ      → 

海外フィールドワーク（タイ）   → 

    成果発表交流会          → 

 

２年 学校設定科目「国際探究Ⅱ」 

    大学との連携指導         → 

    英語での公開成果発表会      → 

    海外修学旅行（オーストラリア）  → 

 

３年 学校設定科目「グローバル・イシュー」 

    グローカル・ミーティング     → 

    論文作成             → 

１年 総合的な探究の時間「国際探究（１単位）」 

継続し拡充する。 

国際教養大学と連携し継続。 

実施せず。Skype での交流や訪問受入は継続。 

継続。外部連携によるプレゼン指導も継続。 

 

２年 「学術探究コース（２単位）」、「総合探究コース（１単位）」 

テーマに合わせて実施。教育連携の仕組みを構築。  

継続する。 

継続。外部の国際交流事業も積極的に活用。 

 

３年 「学術探究コース（１単位）」、「総合探究コース（１単位）」 

秋田市役所や企業と連携し継続 

継続する。 

 
【担当者】 
担当課 秋田県教育庁高校教育課 ＴＥＬ ０１８－８６０－５１６８ 

氏 名 青山 博輝 ＦＡＸ ０１８－８６０－５８０８ 

職 名 指導主事 e-mail Aoyama-Hiroki@pref.akita.lg.jp 
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Ⅰ 秋田南高校スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）事業の概要について 

 
 
【１．はじめに】 

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

平成２８年度より中高一貫教育校として新しく生まれ変わり、その基本理念として「郷土や国家を支える高い

志と国際的な視野を備えたグローバルリーダーの育成」を掲げている。この基本理念は、ＳＧＨ事業の趣旨

とも合致しているところである。 

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

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

である。具体的には「課題設定能力」、「課題探究能力」、「論理的思考力」、「プレゼンテーション能力」、

「実践力」の５つの能力を身に付けた人物と捉えている。 

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

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

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

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

の食糧問題」の解決を掲げている。 

 

 

 

【２．本校が設定するグローバルリーダーとなるために不可欠な５つの能力】 
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食糧問題に挑む！ 
研究成果を社会へ、 

世界へ、発信・提言 

課題や問い 

新たな問い 

情報収集・ 
分析・検証・考察など まとめ・表現 
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【３．本校のＳＧＨ構想】  

 （研究開発構想名） 

「こまちの里」秋田の高校生が，「地球村」の食糧問題に挑む！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）生徒の課題研究 学校設定教科「国際探究」 

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

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

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

の交流もさかんなタイや世界各国の農と食のそれらを調査しながら、「世界の食糧問題」の解決策を提言す

るものとする。 

 

（２）教員の問題解決力育成授業研究 

 グローバルリーダーに求められる５能力の育成を目指す授業を、本校では「問題解決力育成授業」と呼ん

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

授業を通して、生徒のグローバルリーダー育成を進める。 

 

（３）ＳＧＵなど国内外の各大学や研究機関等との連携 

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

た県内の３大学と連携し研究開発を行う。各大学からは講座講師派遣などのほか、特に国際教養大学とは、

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

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

教員研修について連携する。なお、大学以外にも秋田の教育力を生かし、地域のシンクタンクや研究機関、

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

中高一貫教育校として新生した秋田南高校の基本理念 

郷土や国家を支える高い志と国際的視野を備えたグローバルリーダーの育成 

研究開発の
三本柱 
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Ⅱ これまでの取組 

 
【平成２６年度】※県単独事業 

・県単独事業（県版ＳＧＨ）として実施。 

・１年生全員に総合的な学習の時間にて課題研究「国際探究」を実施。「生活と文化」、「農業と食料」、「資源とエ

ネルギー」の３分野に分かれて探究。 

・フィールドワークにて県内５か所を訪問、実地調査。 

・２月に国際教養大学にて成果発表交流会を実施。１年生１０名が代表発表。 

 
 
 
 
【平成２７年度】※この年度より文部科学省ＳＧＨ指定。 

・１年生全員を対象に課題研究「国際探究Ⅰ」（２単位）をスタート。 

・２年生は「ＳＧＨゼミ」と称し、希望生徒１３名が放課後等に活動。フィールドワークとして、１２月に県内企業や秋

田栄養短期大学、１月に東北大学や農研機構（つくば）、セカンドハーベストジャパン（東京）などを訪問。 

・６月、国際教養大学荒木助教の支援により豪ビクトリア大学より大学生１７名の教育実習を受け入れ（高１）。 

・７月、ＮＩＥ全国大会秋田大会において本校教員２名が１年生の授業を公開（国語科と地歴科のＴＴ）。 

・８月、２年生１グループが「ハイスクール世界サミット in 福島」に参加。 

・１１月、１年生を対象に出張授業「ＥＵがあなたの学校にやって来る」開催。スロヴェニア大使の講演。 

・１１月、県国際交流事業として韓国ソウル高校生５名が来校。食糧問題をテーマとした研究発表で交流。 

・２月、秋田中央高校 SSH「躍進」探究活動発表会に１年生５名を派遣し参観。 

・３月、NPO 法人コヂカラ・ニッポン「羽後町における教育旅行施策アイディアソン」に１３名参加。 

・３月、マイプロジェクトアワード 2015 東北大会（仙台市）に２年１グループ、１年１グループが出場。 

・２月の「国際探究Ⅰ成果発表交流会」にて成果を発表。秋田中央高校（ＳＳＨ）生徒６名が参観。 

１年：クラス代表７グループ、海外 FW 成果報告（英語）８名、 ２年：４グループ（オブザーバー発表） 

 

 

 

 

 

 

【平成２８年度】 

・２年生２クラス（Ｄ組…選択履修３６名、Ｇ組…英語科３４名）を対象に「国際探究Ⅱ」（２単位）をスタート。 

・１０月、「ＳＧＨカンファレンス」開催。午前は公開授業研究会として中高合わせて７授業を公開。午後は秋田市

文化会館大ホールにて「国際探究Ⅱ公開成果発表会」を実施。由利高校国際科生徒が参観。 

・全国ＳＧＨ課題研究発表会 2017「ＳＧＨ甲子園」に２年生１グループが出場、最優秀賞を受賞。 

  プレゼンテーション（英語）部門：Ｂ１班  

・東北地区ＳＧＨ課題研究発表フォーラム in 杜の都に２年生４グループが参加。 

  プレゼン発表（英語）：Ｃ１班、 ポスター発表（英語）：Ａ１班、Ａ２班、Ａ４班 

・秋田県ＳＳＨ合同発表会に参加。２年生４グループが参加。 

プレゼン発表（英語）：Ｄ３班。 ポスター発表（英語）：Ａ１班、Ａ２班、Ａ４班 

・７月、県国際交流事業・韓国ソウル高校より６名来校。１２月に本校より３名がソウルを訪れ研究発表で交流。 

・８月、２年生１グループが「ハイスクール世界サミット in 福島」に参加。 

・２月、外務省ＫＡＫＥＨＡＳＨＩ Project 派遣プログラムにて２４名（高１・２）をカリフォルニアに派遣。 

 

 

 

 

担当教員：県ＳＧＨ事業 
 総括責任者    校長  佐藤 健公   副責任者      副校長 西村 充司      

検討委員会委員長 教諭  腰山  潤   検討委員会副委員長 教諭   山本 長幸 

担当教員：ＳＧＨ事業運営委員会 
運営委員会総括責任者  校長 佐藤 利正   企画委員会委員長    副校長 西村 充司 
企画委員会主担当    教諭 腰山  潤   国際探究研究班 主任  教諭  岩川 克敏 
問題解決力育成授業研究班班長 教諭 深井 裕之   国際探究Ⅱゼミ担当   教諭  原田 義久 

教諭  佐藤亜希子 

担当教員：ＳＧＨ事業校内組織 

総括責任者       校長 佐藤 利正  企画委員会委員長    副校長 信田 正之 
企画委員会主担当    教諭 腰山  潤  問題解決力育成授業研究班班長 教諭  三浦 義則 
国際探究Ⅰ研究班班長  教諭 平田 哲久  国際探究Ⅱ研究班班長  教諭  關  友明 
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【平成２９年度】 

・新たに３年生２クラスを対象に「グローバル・イシュー」（１単位・前期のみ）をスタート。 

・２年生「国際探究Ⅱ」は、１クラス３７名が選択履修。 

・この年より、１年生「国際探究Ⅰ」の海外フィールドワーク先をタイに変更。 

・前年度ＳＧＨ甲子園最優秀賞のＢ１班が「Global Link Singapore 201７」に招待参加。Global Issue 部門にて英

語発表を行い、最高賞 Best Presentation Award を受賞。 

・全国ＳＧＨ高校生フォーラムに招待され、３年の原田雄生が、全国の代表６名による公開英語ディスカッションに

招待参加。２年の２名がポスター発表（国探Ⅱ１班）。 

・全国ＳＧＨ課題研究発表会 2018「ＳＧＨ甲子園」にて１グループがポスター発表（国探Ⅱ３班） 

・東北地区ＳＧＨ課題研究発表フォーラム in 杜の都に２年生４グループが参加。 

プレゼン発表（英語）：国探Ⅱ１班、国探Ⅰ海外２班・３班、 プレゼン発表（日本語）：国探Ⅰ５班 

ポスター発表（英語）：国探Ⅱ４班 

・秋田県ＳＳＨ合同発表会に参加。２年生２グループが参加。プレゼン発表（英語）：２班、７班。 

・ＳＧＨ指定一期生が卒業。支援組織「秋田南ＧＳＯ（Ｇｒａｄｕａｔｅ Ｓｔｕｄｅｎｔｓ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）」を設立。 

・文部科学省による中間評価（上位２番目のグループ） 

｢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。｣ 

 

 

 

 

 

 

【平成３０年度】 

・新たに３年生２クラスを対象に「グローバル・イシュー」をスタート。 

・２年生「国際探究Ⅱ」は、２クラス７４名が選択履修。 

・１２月、全国ＳＧＨ高校生フォーラムにて２年の２名がポスター発表（国探Ⅱ９班）。 

・３月、全国ＳＧＨ課題研究発表会 2019「ＳＧＨ甲子園」にて１グループがポスター発表（国探Ⅱ９班） 

・３月、東北地区ＳＧＨ課題研究発表フォーラム in 杜の都に１・２年生計７グループが参加。 

プレゼン発表（英語）：国探Ⅱ７班、国探Ⅰ海外４班、 プレゼン発表（日本語）：国探ⅠＡ９班・Ｅ４班 

ポスター発表（英語）：国探Ⅱ１班・３班・１０班 

・秋田市役所にＧ．Ｉ．研究ポスター掲示（食品ロス班） 

・９月、消費者庁シンポジウム「エシカル・ラボ in 秋田 2018」にて３年のグループが招待発表（G.I.１班） 

・９月、タイ教育関係者来校。海外ＦＷ参加生徒が交流。 

・１０月、秋田市国際フェスタ通訳ボランティアに１１名参加（中３～高２） 

・１１月、国際教養大学のフィンランド人留学生３名来校。Ｇ．Ｉ．グループと研究内容について討議。 

・１２月、県立大曲農業高校「ＳＰＨ報告会」にて３年のグループがポスター発表（G.I.１班・４班・１１班・１４班） 

・２月、ＡｋｉｔａＡｇｅＬａｂ．「高校生と語るＳＤＧｓ」にて３年のグループが招待発表（G.I.９班） 

 

 

 

 

 

 

【平成３１（令和元）年度】 

 

 

担当教員：ＳＧＨ事業校内組織 

総括責任者       校長 佐藤 利正   企画委員会委員長    副校長 佐藤 智和 
企画委員会主担当    教諭 腰山  潤   問題解決力育成授業研究班班長 教諭  三浦 義則 
国際探究Ⅰ研究班班長  教諭 林  克至   国際探究Ⅱ研究班班長  教諭  清野 太門 
グローバル・イシュー研究班班長  教諭 關  友明   研究開発成果普及班班長 教諭  樽田 雪子 

担当教員：ＳＧＨ事業校内組織 

総括責任者       校長 佐藤 利正   企画委員会委員長    副校長 渡邉 政徳 
企画委員会主担当    教諭 關  友明   問題解決力育成授業研究班班長 教諭  齊藤 雅子 
国際探究Ⅰ研究班班長  教諭 戸坂 圭子   国際探究Ⅱ研究班班長  教諭  林  克至 
グローバル・イシュー研究班班長  教諭 深沢 志保   研究開発成果普及班班長 教諭  樽田 雪子 

担当教員：ＳＧＨ事業校内組織 

総括責任者       校長 眞壁 聡子   企画委員会委員長    副校長 渡邉 政徳 
企画委員会主担当    教諭 關  友明   問題解決力育成授業研究班班長 教諭  佐藤 寿志 
国際探究Ⅰ研究班班長  教諭 木村 太郎   国際探究Ⅱ研究班班長  教諭  戸坂 圭子 
グローバル・イシュー研究班班長  教諭 林  克至   研究開発成果普及班班長 教諭  樽田 雪子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Ⅰ 生徒の課題研究活動 

 

学校設定教科「国際探究」について 

 
 
【１．はじめに】 

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

える高い志と国際的な視野を備えたグローバルリーダーの育成」を掲げている。この基本理念は、国のＳＧ

Ｈ事業の趣旨とも合致しているところである。 

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

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

グローバルな視点を備えた人間である。 

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

ルなテーマである必要がある。質の高い農作物をはじめとする「秋田の農と食」の特長と課題を見つめ直し、

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

解決策を提言する。「こまちの里」秋田の高校生にふさわしい、繊細かつ大胆な発想でグローバルなテーマ

を設定し、研究を通じて自己の生き方にその成果を反映させ、実際に社会に働きかけていく発信力や実践

力を備えたバイタリティあふれる人間を育成するものとする。 

 

 

【２．学校設定教科の構成】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 学校設定教科「国際探究」 》 

① １年次学校設定科目「国際探究Ⅰ」（２単位－木曜６・７校時） 全員 

② ２年次学校設定科目「国際探究Ⅱ」（２単位－木曜６・７校時） 選択希望者 

③ ３年次学校設定科目「グローバル・イシュー」（１単位－前期木曜６・７校時） ②の選択者が継続 
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【３．教育課程上の位置づけ】  

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

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

位を実施。 

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

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

 

【４．指導体制と授業の概要】  

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

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

級生による支援や下級生への成果普及等）もしやすい形にしている。 

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

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

シートをもとに３段階で評価。ルーブリック的な評価規準を作成。 

 

（１）高１「国際探究Ⅰ」 

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

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

を考察する。論理的な思考を重視した探究と発表の機会を全員に設定している。 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

（２）高２「国際探究Ⅱ」 

２クラス約８０名の選択科目となる。グループはそれぞれに希望するテーマに基づいて再編する。本校の

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

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

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

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

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

おける英語の指導は、複数配置されているＡＬＴが英語科教員と連携しながら担当する。生徒は、どう表現

すれば自分たちの考えが伝わるかを熟考し、表現力を磨く。その後、書いてまとめる成果として、研究成果

を論文にまとめる。２月にコンクールとして優秀班を表彰する。 

 

（３）高３「グローバル・イシュー」 

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

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

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

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

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

る。これらの論文は研究論文集として公開する。 
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平成３１（令和元）年度学校設定科目「国際探究Ⅰ」（２単位）年間学習計画

学
月 単 元

配当
学 習 内 容 評価の観点期 時間

４ ・ガイダンス ２ ・課題研究活動の概要を ・課題設定能力、課題探究能力
知り，計画を立てる。 （活動態度・振り返り）

・基調講演 ２ ・世界の食糧問題の概要 ・課題設定能力、課題探究能力
を知る。 （活動態度・振り返り）

５ ・教養講座 ４ ・秋田の農と食の現状と ・課題設定能力、課題探究能力
課題について考える。 （活動態度・ﾜｰｸｼｰﾄ）

・探究スキル講 ８ ・文献調査の方法や課題 ・課題設定能力、課題探究能力
前 座Ⅰ～Ⅳ を立てる能力等を身に （活動態度・ﾜｰｸｼｰﾄ）

付ける
６ ・専門講座 ６ ・秋田の「農と食」から ・課題設定能力、課題探究能力

世界の食糧問題へのつ （活動態度・ﾜｰｸｼｰﾄ）
ながりを展望する。

期 ７ ・研究概論講座 ２ ・研究の方法や進め方を ・課題設定能力、課題探究能力
学ぶ。 （活動態度・ﾜｰｸｼｰﾄ）

・個人研究テー ４ ・研究テーマを構想する。 ・課題設定能力、課題探究能力
マ検討 （活動態度・ﾜｰｸｼｰﾄ）

《夏休業課題》 ・テーマ設定に関する夏 ・課題設定能力、課題探究能力
８ 季休業課題に取り組む。 （レポート）

・研究グループ ２ ・設定条件を理解し，研 ・課題設定能力、課題探究能力
９ 編成 究テーマを考案する。 （活動態度・ﾜｰｸｼｰﾄ）

・研究テーマ設 ４ ・テーマの近似性によっ ・課題設定能力、課題探究能力
定 てグループ化し，グル （活動態度・振り返り）

ープテーマを絞り込む。

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

11 ・フィールドワ ８ ・フィールドワークに全 論理的思考力、実践力（活動
ークの実施と 員赴き，成果をまとめ 態度・振り返り）
成果のまとめ る。（タイか県内）

後 12 ・プレゼンテー ２ ・研究成果を効果的に発 ・課題設定能力、課題探究能力
ション講座 表する手法を学ぶ。 （活動態度・振り返り）

・成果発表準備 10 ・プレゼンスライドと発 ・課題設定能力、課題探究能力、
表稿を作成する。 論理的思考力（活動態度・振

り返り）
１ ・中間発表会 ４ ・クラス内で成果発表し、 ・課題設定能力、課題探究能力、

代表班を選出する。 論理的思考力、プレゼンテー
２ ・成果発表交流 ６ ・研究成果を発表し質疑 ション能力（相互評価・審査

期 会 応答を通じて交流する。 員による審査・活動態度・振
り返り）

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

・次年度に向け ４ ・次年度のグループ編成 ※関心･意欲･態度，取組内容，
て とテーマ検討を進める。 発表内容，成果物等をもとに

評価シートに基づき数値評価

対象：高校１年生２４０名（７クラス）。
活動時間は原則，木曜日６・７校時に設定。配当予定総時数８０時間。
ＳＧＨによる教育課程の特例により，「現代社会」と「総合的な学習の時間」を１単位ずつ減じる。
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「国際探究Ⅰ」　個人評価シート

学年 クラス 番号 氏名 評点

課題
設定
能力

課題
探究
能力

論理
的思
考力

プレ
ゼン
能力

実践
力

配
点

評
価

得
点

○ ○ 3

○ ○ 6

○ ○ 3

○ ○ 3

○ ○ ○ ○ 15

○ ○ 3

○ ○ 3

○ ○ ○ ○ 15

○ 15

○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ 25

○ 3

3:特に優れている　　2:普通　　1:特に劣っている

5 75 ～ 100

4 65 ～ 74

3 40 ～ 64

2 35 ～ 39

1 0 ～ 34

テーマ

総合所見

評定

評定

単元
評価
方法

教養講座
郷土秋田や日本、世界の「農と食」の現状
と課題について積極的に考え、理解しようと
している。

ワークシート
調査地・調査項目・調査
内容の精査
活動観察

探究スキル講座
文献調査の方法や探究に必要な姿勢、能
力を積極的に身に付けようとしている

振り返りシート
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

研究テーマ設定準備
研究グループ化と研
究テーマ確定

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

振り返りシート
活動観察
講演者感想・評価

夏季休業課題
（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

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

発表内容や質疑応答内
容評価
外部参加者や来賓の評
価

ＦＷ計画の策定と準
備

テーマごとに必要な調査地を選定し、調査
項目や内容を具体化できる。

振り返りシート
活動観察

振り返りシート
活動観察
学生の感想・評価

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

ワークシート
調査地・調査項目・調査
内容の精査
活動観察

ＦＷの実施と成果の
まとめ

フィールドワークに赴き、成果をまとめるこ
とができる。

レポート評価
職員評価
アンケート
運営指導委員の評価

ＦＷ成果報告レポー
トの作成

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

振り返りシート
活動観察
講演者感想・評価

教科の目標

計

評価規準

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

１年間の活動のまと
め

プレゼンテーション
セミナー

研究成果を効果的に発表する手法を学ぶ
ことができている。

振り返りシート
活動観察
講演者感想・評価

１年間の課題研究活動を総括し、自己評価
することができる。

ワークシート
調査地・調査項目・調査
内容の精査
活動観察

成果発表準備
効果的に発表する手法を活かしながら発表
稿を作成することかできる。
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国際探究Ⅰ「ＳＧＨガイダンス（オリエンテーション合宿）」 

 

 

【日時】 平成３１年４月１１日（木）～１２日（金） 

【場所】 サンルーラル大潟 

【目的】 ・ＳＧＨ事業のねらいや実施の背景を知り、将来のグローバルリーダーに必要な資質・能力について知る。 

    ・課題研究「国際探究」の内容や進め方を知り、これからの活動の見通しをもつ。 

【内容】 「学習オリエンテーションⅠ（ＳＧＨ）」 

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

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

り組みの様子を学んだ。 

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

【講師】 探究部ＳＧＨ班主任 關  友明 

【対象】 高校１年生全員 

【事業を振り返って】 

３年間ＳＧＨを通して学んだ卒業生の現在の状況を活動モデルとして紹介することで、３年後の成長し

た自分のイメージを意識させることができた。これまでに経験したことのない探究活動に対し、緊張感と期

待感にあふれる生徒の姿が印象的だった。 

【生徒の振り返りから】 

・私は将来海外で働きたいと考えているので、SGHを通してその基礎となる知識や考え方を学んでいきた

い。テーマの「食糧問題」は大きな問題だが、高校生として真剣に向き合っていきたい。 

・自分の可能性を信じ、受け身にならず、意欲を持って自分から前向きに問題に向き合いたい。グループ

での活動が始まったら、仲間と協力し、よりよいアイディアを発表できるように頑張りたい。 

 

 

 

 

国際探究Ⅰ「基調講演」 

 

【日時】 平成３１年４月２５日（木） 

【場所】 第一体育館 

【目的】  講演聴講を通して、ＳＤＧｓ等に取り上げられる現代のグローバル課題や、「世界の食糧問題」の具体

的事例とその背景について学び、これからの探究学習に向けた基礎的な知識と姿勢を身に付ける。 

【講師】 秋田県立大学 生物資源科学部生物環境科学科 教授 長濱 健一郎 氏 

      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」 

【対象】 高校１年生全員 

【事業を振り返って】 

 様々な分野における「グローバル化」について、また、世界の食糧問題やその背景について教えていた

だいたことで、グローバルな視点で物事を見るきっかけとなった。また、諸問題を解決するためには、異文

化における多様性を受け入れることも大切であり、そのためには、自国の文化についても学ばなければな

らないことに生徒達は気づいたようである。今後、研究課題を設定する上で大いに参考となる、貴重な講

演であった。 

【生徒の振り返りから】  

   ・グローバルな視点を持つことは大事だが、同時に日本を知り、発信できる強みは何かを考えていきたい。

そしてその強みを、地理も歴史も人も違う世界へ発信していく術を、国際探究を通して学びたい。 

     ・「多様化」という言葉が多く出てきた。世界には様々な価値観や考え方を持つ人々がいて、自分と違うもの

を持った人たちを批判したり否定したりするのではなく、受け入れていく姿勢が大切だと考えた。 
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国際探究Ⅰ「探究スキル講座」 

 

【日時】 平成３１年４月１８日（木） ６・７校時 探究スキル講座Ⅰ 

      令 和 元 年 ５ 月 ９ 日 （ 木 ） ６・７校時 探究スキル講座Ⅱ 

      令和元年５月１６日（木） ６・７校時 探究スキル講座Ⅲ 

      令 和 元 年 ６ 月 ６ 日 （ 木 ） ６・７校時 探究スキル講座Ⅳ 

 

【場所】 講座Ⅰ 第一体育館 

      講座Ⅱ 各教室 

      講座Ⅲ 中等部体育館棟アリーナ（６校時）、各教室（７校時） 

      講座Ⅳ 各教室 

 

【目的】 

講座Ⅰ ・グループワークを通して、自分と異なる考えや価値観を受容する態度と、自分の意見をもっ

て多様な他者と協働していく姿勢を身に付ける。 

  講座Ⅱ ・新聞記事から地域や世界の食糧問題を見つけ、何が課題なのかを明確にして考える。 

・グループやクラス全体での活動を通して、多様な食糧問題の存在や、自分と異なる見方や考

え方があることを学ぶ。 

講座Ⅲ ・研究を進める上で必要となる、インターネットや図書館を活用した調査手法について学ぶ。 

・調査に用いるデータは、客観的で信頼度の高い情報が必要であり、どのようにすればそのよ

うな情報を得られるかを学ぶ。 

講座Ⅳ ・研究を進める上で必要となる、先行研究の調査方法と、研究論文の読み方のポイントを身に

付ける。 

・次回（6/20・27）の専門講座について、インターネットを使って講師の専門分野や研究論文を

調査し、どの講座を選択するかを考える。 

 

【内容】 

 講座Ⅰ 「協働力」 

講座Ⅱ 「課題設定能力」 

講座Ⅲ 「課題探究能力(1)情報の集め方」 

講座Ⅳ 「課題探究能力(2)先行研究の調査方法と研究論文の読み方」 

 

【対象】 高校１年生全員 

 

【事業を振り返って】  

講座Ⅰは体育館を広く使い、のびのびと活動しながらの講座であった。生徒たちは、挨拶を交わし

てなごんだあと、班を作り、「協働」という言葉について話し合い、理解を深めた。講座Ⅱは、個人が用

意した世界の食糧問題に関する新聞記事についての分析を行った。そのあと４人グループになり、そ

れぞれの持ってきた記事についてシェアをすることで、様々な食糧問題についての知識を深めた。講

座Ⅲは、最初に情報の選択と収集の仕方について学び、その後実際にスマートフォンから情報収集を

行った。より信頼性の高いデータを収集しようと、活動に取り組んでいた。講座Ⅳでは、６校時目には先

行研究の調査方法にどのようなものがあるか、講座Ⅲの内容も振り返りつつ話し合うことができた。また

次時に実施の「専門講座」の講師の先生方が実際に行っている研究を調べた。７校時目には論文検

索サイトやワークシートを活用しながら論文の読み方を確認した。全体を通し、生徒達は次時の「専門

講座」への興味・関心が高まったようである。 

【生徒の振り返りから】  

・今日の講話では、「協働力」の意味と大切さについて学ん

だ。「協働力」はグローバル化の進む現代において、国境と

いう枠を超え、全員の力を合わせ、よりよいものや考えを作る

ためにあることだと思う。この力があることで、多様な言葉（言

語）を操り、様々な文化を理解することにもつながると考え

た。今後始まるSGHの実習では、「食」に関して、自分一人

だけで調べたり考えをまとめたりするのではなく、多くの人に

考えを伝えるために、グループで「協働力」を大切に、よりよ

い発表を作っていきたい。（講座Ⅰ） 

 

・無表情より笑顔のほうが挨拶が明るく感じられました。さらに、ハイタッチを加えると、その時に目線をしっ

かり合わせるので、仲が深まったように感じました。その後の話し合いでは、よい雰囲気で話すことができ

ました。理由は、積極的な発言と相手の意見の尊重があったからだと思います。非言語コミュニケーショ

ンが与える印象も大切なのだということを学びました。今後のグループ活動でも、表情や身振りを加えて

活発な話し合いができるように心掛けたいと思います。（講座Ⅰ） 

 

・「食糧問題」と聞くと、発展途上国などを想像することが多いけ

れど、身近なところ、国内でも「食品ロス」など多くの問題がある

ことに気付きました。そして、簡単には解決が図れないことが分

かりました。自分が目を付けた「恵方巻の廃棄」の問題も、ただ

仕入れを少なくすればいいのではなく、その裏にある企業の戦

略なども考えながら解決法を探していかなくてはならないと分か

り、理想だけではだめだということが分かりました。（講座Ⅱ） 

 

・インターネット上にある情報を利用する場合、その情報が本当に正しい情報であるか、誤った情報である

かという見極めが必須であり、正しく見極めることが課題探究能力を向上させることにもつながることを再

確認しました。実際にスマートフォンを使って信頼度が高いものを探したが、意識しながらやってみると

思った以上に難しく、色々なサイトを見ても、正しいと思う情報が少なく感じられました。今後の活動で、

正しい情報を活用していけるように、普段から更に気を遣っていきたいです。（講座Ⅲ） 

 

・専門分野や論文について調べた時、最初はそれぞれの先生が

何を研究しているのかよくわかりませんでした。しかし、実際に

論文を読んでみると、８人の先生方がそれぞれどんなことを研

究しているのか詳しく分かり、なるほどと思いました。どの論文も

情報がぎっしり詰まっていて、最初はどの部分が大事なのかよ

く分かりませんでしたが、論文の読み方について学んだことで、

アブストラクトや結論を詳しく読むことで大切なことを拾いながら

読むことができました。これからも論文を読むときには、今日学

んだ論文の読み方を活かしたいです。（講座Ⅳ） 

 

・８人の先生方が研究していることを調べてみると、一見同じように見えても内容はまったく違ったりして、

視野が広がった。例えば、一口に「考古学」と言っても、「民族考古学」や「先史考古学」など種類があっ

て、難しそうだけれど、面白そうだと思った。根岸先生の論文の中に「秋田県は文化財、資源の宝庫であ

るのに何故人が来ないのか」とあり、確かに、と共感したが、その考察が面白く、惹きつけられた。私も探

究したことを発表するときには、相手を引き付けられるようにしたいと思った。（講座Ⅳ） 

「協働力」をテーマにディスカッション 

「課題設定能力」をテーマにしたクラス活動 

スマートフォンを使っての情報検索演習 



−30− −31−

【生徒の振り返りから】  

・今日の講話では、「協働力」の意味と大切さについて学ん

だ。「協働力」はグローバル化の進む現代において、国境と

いう枠を超え、全員の力を合わせ、よりよいものや考えを作る

ためにあることだと思う。この力があることで、多様な言葉（言

語）を操り、様々な文化を理解することにもつながると考え

た。今後始まるSGHの実習では、「食」に関して、自分一人

だけで調べたり考えをまとめたりするのではなく、多くの人に

考えを伝えるために、グループで「協働力」を大切に、よりよ

い発表を作っていきたい。（講座Ⅰ） 

 

・無表情より笑顔のほうが挨拶が明るく感じられました。さらに、ハイタッチを加えると、その時に目線をしっ

かり合わせるので、仲が深まったように感じました。その後の話し合いでは、よい雰囲気で話すことができ

ました。理由は、積極的な発言と相手の意見の尊重があったからだと思います。非言語コミュニケーショ

ンが与える印象も大切なのだということを学びました。今後のグループ活動でも、表情や身振りを加えて

活発な話し合いができるように心掛けたいと思います。（講座Ⅰ） 

 

・「食糧問題」と聞くと、発展途上国などを想像することが多いけ

れど、身近なところ、国内でも「食品ロス」など多くの問題がある

ことに気付きました。そして、簡単には解決が図れないことが分

かりました。自分が目を付けた「恵方巻の廃棄」の問題も、ただ

仕入れを少なくすればいいのではなく、その裏にある企業の戦

略なども考えながら解決法を探していかなくてはならないと分か

り、理想だけではだめだということが分かりました。（講座Ⅱ） 

 

・インターネット上にある情報を利用する場合、その情報が本当に正しい情報であるか、誤った情報である

かという見極めが必須であり、正しく見極めることが課題探究能力を向上させることにもつながることを再

確認しました。実際にスマートフォンを使って信頼度が高いものを探したが、意識しながらやってみると

思った以上に難しく、色々なサイトを見ても、正しいと思う情報が少なく感じられました。今後の活動で、

正しい情報を活用していけるように、普段から更に気を遣っていきたいです。（講座Ⅲ） 

 

・専門分野や論文について調べた時、最初はそれぞれの先生が

何を研究しているのかよくわかりませんでした。しかし、実際に

論文を読んでみると、８人の先生方がそれぞれどんなことを研

究しているのか詳しく分かり、なるほどと思いました。どの論文も

情報がぎっしり詰まっていて、最初はどの部分が大事なのかよ

く分かりませんでしたが、論文の読み方について学んだことで、

アブストラクトや結論を詳しく読むことで大切なことを拾いながら

読むことができました。これからも論文を読むときには、今日学

んだ論文の読み方を活かしたいです。（講座Ⅳ） 

 

・８人の先生方が研究していることを調べてみると、一見同じように見えても内容はまったく違ったりして、

視野が広がった。例えば、一口に「考古学」と言っても、「民族考古学」や「先史考古学」など種類があっ

て、難しそうだけれど、面白そうだと思った。根岸先生の論文の中に「秋田県は文化財、資源の宝庫であ

るのに何故人が来ないのか」とあり、確かに、と共感したが、その考察が面白く、惹きつけられた。私も探

究したことを発表するときには、相手を引き付けられるようにしたいと思った。（講座Ⅳ） 

「協働力」をテーマにディスカッション 

「課題設定能力」をテーマにしたクラス活動 

スマートフォンを使っての情報検索演習 
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国際探究Ⅰ「教養講座」 

 

【日時】 令和元年５月２３日（木） ６・７校時 教養講座 

      令和元年５月３０日（木） ６・７校時 教養講座のまとめ 

 

【場所】 ５月２３日 中等部体育館棟大教室（講座Ⅰ）、中等部体育館棟アリーナ（講座Ⅱ）、 

第一体育館（講座Ⅲ） 

      ５月３０日 各教室 

 

【目的】  ５月２３日 

・今後の課題研究活動のテーマ設定を意識しながら、本県の農業や食文化に付随する商業及

び観光業の現状を学び、どのような課題があるか考える。 

・講演によって事例等を学ぶことや、講師との質疑応答・意見交換を通して、今後の学習への意

欲を高める。 

５月３０日 

・前週の教養講座で学んだ、本県の農業や食文化に付随する商業及び観光業の現状につい

て要点を整理し、他の講座を受講した生徒に分かり易く伝える。 

・後期に行われる発表会に向けて、調べたことやわかったことについて効果的に伝える手法に

ついて考える。 

・他の班の発表を聴き、その講座内容について理解し、要点をつかむ。 

 

【内容および講師】 

  ５月２３日 

講座Ⅰ 「農業について」       秋田経済研究所 事務局長     工藤 修 氏 

講座Ⅱ 「食文化と商業について」 秋田経済研究所 専務理事・所長 相原 学 氏 

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

  ５月３０日 

教養講座のまとめ 

 

【対象】 高校１年生全員 

 

【事業を振り返って】  

 農業、商業、観光の各分野におけるグローバル化について、詳しく、また分かり易く講演をしていただい

た。各分野とも生徒たちは興味・関心をもって講演に聴き入っており、世界の食糧問題に入り込んでいくき

っかけとなったようである。グローバルな諸問題の解決には異文化における多様性を受け入れるとともに、

自国の文化も学ばなくてはならないことに気付いたようであり、今後、研究課題を設定する上で大いに参

考となる講演だった。 

 生徒たちは、最初に各自が講座で学んだことの要点を整理

し、その後講座ごとの大グループに分かれて、講座で学んだ内

容を確認、共有した。続いて３～５名の小グループで、講座で学

んだことから特に伝えたいことにポイントを絞り、他のグループや

他の講座を受講した生徒に対してプレゼンテーションを行った。

限られた時間の中で、生徒たちはプレゼンの内容や使うべき資

料をよく検討し、発表することができた。また、発表された内容を

主体的に受け取ろうとする姿勢もできていた。 
講師と司会を務める生徒（講座Ⅰ） 
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【生徒の振り返りから】 

・今回の講演で多くのことを学んだが、工藤先生が最後に投げかけた「農業産出額を増やすには？」という

問いが私にとって最も大きな収穫だった。今日の講演の中で、問いに対する答のヒントとして重要だと思

ったことが二つある。一つは「売り上げ＝単価×数量」ということだ。「売り上げ＝単価×数量」に基づくと、

高くても人が買ってくれる（買いたくなる魅力がある）もの、または安くても十分に利益が出るほど売れるも

のがあるということである。二つ目は、輸出先の国の文化を考えるということである。講演で出された実例

は、日本で米不足が起きたときにタイからもらった米が不評だったというものだった。自分がいいと思って

いるものが、必ずしも相手にとってもいいものだとは限らないのだといういい例だと思った。（講座Ⅰ） 

・この講座を通して私は二つの疑問が生まれた。一つ目は「シニア向けの直接販売だけに偏っては、若者

離れが進むのではないか」ということ、二つ目は「今の日本の貿易額は上昇しているが、国際的に様々な

問題があるために上昇は見込めないのではないか」ということである。先生の答は、一つ目に対しては「シ

ニア向けにだけ考え、若者が離れていくのはまずい。そして今は直接販売も難しい。状況を変えるには莫

大なお金がかかるので難しい」ということだった。二つ目に対しては「今の世界は何が起こるのか予想でき

ない。だから、どうするべきなのかも予想できないので、臨機応変に行動しないといけない」とのことだっ

た。（講座Ⅱ） 

・タイの人たちは、朝夕の食事を屋台でとること、その背景には家にキッチンがなく、スーパーで売られてい

る食材の値段が高いことなど、タイについて知らなかった食の文化を多く知ることができました。また、訪

日外国人は東京に多く行き、秋田は４７都道府県中４３位という低さであることを知り、工夫しなければい

けない点が秋田にはたくさんあると思いました。しかし、その工夫するべきところも、タイの人はお菓子をよ

く買うということ、コト消費をすること、外食をすること、長期休みがあることなど、タイの特徴をしっかり押さ

えれば、ポイントとなる秋田の改善点が多く出てくるのではないかと思いました。またそれにプラスして秋

田の農家民宿や温泉、秋田犬といったものもどんどんPRし、県庁や市役所と農家の協力を図れば、もっと

外国人観光客が秋田に来るようになるのではないかと思いました。（講座Ⅲ） 

・たくさんの人の話を聞くことによって、農業や食文化について様々なことを深く知ることができた。特に「食

文化と観光について」は、講話を聞き、さらに自分で要点をまとめて発表することで、より理解することがで

きた。農業では、「六次産業」という言葉が印象に残った。生産から販売までを独自で行い、農産物をブラ

ンド化することで、日本だけでなく、海外にまで発信できるのはとても魅力的だと思った。世界にもっと秋

田を伝えていきたい。（まとめ） 

・講座で要点を抜き出し、グループでそれについて話し合ったときに、それぞれによって要点だと思ってい

ることが違い、他の人の話を聞いて、いろいろな考え方を知ることができました。また、発表の要点をまと

めたり、プレゼンテーションを作成したりするのは難しかったですが、班のメンバーと皆で、教養講座で得

た知識を用いて、まとめることができたと思います。発表に対する質問でも、思いつかなかったような鋭い

視点からのものが多く、なるほどと思いました。（まとめ） 

・講演で聞いたことをそのまま話すのではなく、しっかりと理解し自分のものにした上で、皆に分かるように

話すことはとても大変だったが、ためになった。他の班の発表を聞いて、テーマは違っても、自分たちの

考えと結び付くところがあり、他の班の考えで納得したことや、新たな情報を、もう一度自分たちの考えと

照らし合わせてもっと考えを深めたい。（まとめ） 

 

質疑応答で発言する生徒（講座Ⅱ） 会場を広く使っての活動（講座Ⅲ） 「教養講座のまとめ」の様子 
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国際探究Ⅰ「専門講座」 

 

【日時】 令和元年６月２０日（木） 専門講座① 

      令和元年６月２７日（木） 専門講座② 

 

【場所】 普通教室棟 高校１年各教室、 特別教室棟 学習室、 

      中等部体育館棟 大教室、選択６教室  計６教室 

 

【目的】 本校ＳＧＨのテーマ「『こまちの里』秋田の高校生が、『地球村』の食糧問題に挑む！」に基づき、

地域や世界の「農と食」に関する現状と課題、またその解決に向けた取組などについて、大学教

員による専門分野についての講座の受講を通して理解を深める。 

 

【内容および講師】 

講座１ 「食生活の欧米化による栄養学的変化－脂質摂取量増大と質的変化による生活習慣病の増加」 

 秋田大学教育文化学部地域文化学科 教授  池本  敦 氏 

 

講座２ 「細胞膜の構造からみる動脈硬化と食の関係」 

 秋田大学大学院医学系研究科 講師  大場 貴喜 氏 

 

講座３ 「食とアイデンティティ」 

 国際教養大学国際教養学部基盤教育社会科学 助教  大森 久子 氏 

 

講座４ 「ヒトと農業の関係」 

 国際教養大学アジア地域研究連携機構 准教授 根岸  洋 氏 

 

講座５ 「生殖のバイオテクノロジー ＆ iPS細胞と動物生産の関連」 

（※6/20のみ） 秋田県立大学生物資源科学部応用生物科学科 教授  小林 正之 氏 

 

講座６ 「世界の食料需給の現状と秋田の農業 ～大豆の事例を中心に～」 

（※6/20のみ） 秋田県立大学生物資源科学部生物環境科学科  准教授 佐藤  孝 氏 

 

講座７ 「農業とロボット・ICT等先端技術の親和性」 

（※6/27のみ） 秋田県立大学生物資源科学部フィールド教育研究センター 教授   西村  洋 氏 

 

講座８ 「誰が日本農業を担うのか」 

（※6/27のみ） 秋田県立大学生物資源科学部生物環境科学科 准教授 中村 勝則 氏 

 

 

【対象】  高校１年生全員 （２週にわたり２講座を聴講） 

 

【事業を振り返って】  

大学の先生方が専門とされる分野の講義に対して、興味をもち熱心に聞き入り、質問する生徒の姿が見

られた。振り返りにも、前向きに学ぼうとする意見が多く見られ、頼もしく感じられた。聴講を希望する講座の

アンケートを行う際に、各講座の司会、講師誘導の希望も調査したが、多くの生徒が「是非やりたい」、「や

ってもいい」と前向きな回答をしており、積極性、主体性をもって活動していこうという意欲を感じる。 
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【生徒の振り返りから】 

・昭和と今の食生活を比較すると、１日2000kcalを摂取するうち、米が1106kcalから595kcalへと、およそ半

分も減っていることや、サラダ油の消費量が年間で３本から９本に増えていると知り驚きました。日本の食

料自給率について、実はほとんどの食品を関税なしで輸入し、米だけは800％も関税をかけていることに

驚きました。もし関税を外すと、日本の米よりも海外のものが安くなり、農家が生計を立てられないために

やめざるを得なくなり、結果として自給率が下がる、という理由に、なるほどと思いました。（講座１） 

・今回の講座で、動脈硬化と細胞膜が大きく関係していると知った。細胞膜が三大栄養素からできている

ことや、脂肪に種類があることも意外だった。動脈硬化や、その先にある心筋梗塞や脳梗塞などの大病

を予防するためにも、食生活に大いに気を付ける必要がある。今日の講座を通して学んだことを実生活

でも活かしていき、自分の将来を考えた食生活を心がけたい。（講座２） 

・「食」と「アイデンティティ」・「宗教」・「移民」などはとても深い関わりがあり、強く結び付いて「文化」が形成

されていることが分かった。実際、私たちも稲作が盛んな秋田に生まれ、調理実習や田植えなどを経験

したり、家庭でも秋田独特の米を使った食べ物を食べるなどして、アイデンティティが形成されているの

だと思った。他国の食文化についての話を聞き、「食」に注目すると、その背景にある宗教的、民族的、

さらに政治的なものが学べるので、とてもおもしろいと思った。（講座３） 

・世界には様々な食べ物が主食として存在していることが分かりました。その中で、大量生産された主食

を押し付けられる国があって、その国は主食が変わり、輸入に依存しなければならなくなるということを知

り、主食が変わってしまった国の食事の変化をさらに知りたいと思いました。常に日本人の目線で見るの

ではなく、あらゆる立場の人の目線で見ることで、考えも広がるようになると思うので、国際探究の発表で

は、設定した課題について、どの視点から取り上げるのかも意識したいと思いました。（講座４） 

・発生生物学にものすごく興味が湧いてきた。特に、心筋組織の再生治療の臨床が行われているというこ

とや、ヤギのミルクそのものに薬品を入れるという話がとても面白かった。質問の時、いつも聞きたいこと

があっても、なかなか質問することができないので、これからは自分の気になることは積極的に質問し

て、理解を深めていきたいと考えている。（講座５） 

・大豆の栽培面積を増やすために、焼畑による森林開拓が行われているということを知りました。初めは、

焼畑はよくないものだと一方的に考えていましたが、その焼畑で得た食料を日本も輸入していることを知

り、環境破壊を少しでも削減しつつ、食料を確保する方法を見つける必要があると思います。その取組

として、緑肥やモミ殻の暗渠などが行われていることが分かったので、私もこれから調べてみたいと思い

ました。（講座６） 

・以前から農業従事者の高齢化や耕作放棄地の話は知っていたが、いざ詳しい数値を見てみると、それ

らの深刻さがよく分かった。スマート農業は、超省力、高品質生産を目標に取り組んでいるが、ドローン

や無人トラクターが現実化している今なら、目標達成は間近なのではないかと思う。ここまで技術の進歩

が早いなら、数年後には一体どうなっているのかが気になる。（講座７） 

・日本では、現在ある農地を有効に活用できているわけではない。若者の農業離れを防止し、農業従事

者の数を増やし、また現存の農地を最大限に活かした農業をしなければならない。そう考えると課題は

たくさんあるが、私たちのような若い世代がこれからの農業について深く考えていかなければ、日本の農

業を守ることはできないと思った。（講座８） 

 

講師のアドバイスを受ける生徒 積極的に質問する生徒 熱心にメモをとる生徒 
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国際探究Ⅰ「研究概論講座」 

 

【日時】 令和元年７月４日（木） ６・７校時 

 

【場所】 第一体育館 

 

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

解を深める。 

 

【内容】 「研究とはどのようなものか」 

      「秋田南高校ＳＧＨ国際探究への期待」 

      「研究マインド」 

 

【講師】 秋田県立大学 副学長  吉澤 結子 氏 

 

【対象】 高校１年生全員 

 

【事業を振り返って】 

 本講座ではまず最初に、「研究」とは「ものごとの本質を明らかにすることをめざして、あるいは、今よりも良

いものや良い方法を求めて、これ以上進めないところまで進む」ことである、との定義が提示された。さらに

「新規性」（小さなことでも、まだ誰も踏み込んでいない世界を目指す）や「独創性」（人まねでない、自分ら

しい改良・改善の提案をする）ことの大切さを教えていただいた。 

 国際探究においてグループで研究を進めていくにあたっては、次のような流れで進めていくのがよいとの

ことであった。始めに、研究の目標を立てること。問題点を絞り込んで、何を明らかにしたいかを決めること

が研究のスタートとなる。次に、下調べし、仮説を立てること。問題を解決するための提案をし、その提案が

妥当かどうかの思索や情報検索、討論を行うことで考察を深める。その後、提案を、より説得力があるよう具

体的に作り込んでいく。ここでは、新規性や独自性を大事にして、自分たちの提案に磨きをかけていくこと

が求められる。フィールドワークを通して学んだことも活かすことができる。最後に、検討結果を報告、発表

できるようまとめる。研究は、報告書、論文、口頭やポスター発表などのかたちで結果を報告して一段落す

るが、その際、結果を一方的に伝えるだけでなく、伝えた相手から意見を聞くことも大事である。「研究」とい

うものを初めて行う生徒にとって、その進め方が分かりやすく示された。 

 「研究マインド」に関しては、予想と異なる資料や結果に出会ったとしても、めげないで他の可能性や仮

説、提案を考え、調査に基づき、妥当な提案に修正することの大切さについてお話しをいただいた。その

際に、人の意見を傾聴することでいろいろな考えを取り入れてみることや、作業を分担し、グループで協働

に努めることが大切だという。さらに、議論が熱くなると、冷静な思考が減速することがあるが、感情的に高

ぶらず、論理的に考え、説得力がある提案を組み立てること

が大切である、とのことであった。 

 最後には、「SGHの探究プログラムでは、通常の授業では得

られないような特別な体験ができる。皆さん自身が、課題を見

つけて解決策を考え、グループで討論して協力し作り上げ

た、オリジナルで説得力の高い提案を、楽しみにしている」と

の熱いメッセージをいただいた。生徒にとっては、今後の探究

の進め方の大まかな流れや、探究する上で重要なこと、グル

ープになったときの注意点などの理解を深めることができ、こ

れからの活動に向けて大いに参考となる講座であった。 メモを取りながら講座に参加する生徒たち 
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【生徒の振り返りから】 

・内容の面では、キーワードやコンセプトを中心にして、い

かに新規性や独創性を出していくかが大切だと思った。

進め方の面では、前もって計画を立て、予想通りにいかな

くても、めげずにやり遂げる、そして内容を常に論理的に

考えるために少し時間を空けてから考え直す、といった研

究者ならではのアドバイスを聞くことができた。そろそろ自

分が研究するテーマを決めなくてはならないが、時間を気

にしながらも良い研究ができるよう努めたい。 

・今回の講座を通して、今まで少しあやふやだった研究の

進め方について深く知ることができました。中等部の時も

クリエイティブ・サイエンスで研究を行いましたが、しっかり

した説明や留意点を聞いたのは初めてだったので、聞けて良かったです。研究の進め方において、特に

「結果の解析・確認」が重要だと感じました。課題に対して、本当にその方法は解決するのか、というのを

考えるのはとても難しいと思いますが、自分たちが研究する時はここも重点的に調べようと思いました。ま

た、独自性や新規性に富んだ課題を見つけるのも困難な気がしますが、ニュースや新聞を通して見つけ

ていきたいと思います。これからのＳＧＨ活動にもだいぶ見通しが立ってきたので、研究するのが楽しみで

す。 

・今回の講座で、研究の進め方や大事なポイントなどが分かった。まず、具体的な課題、目標を設定し、本

当に未解決か、下調べをする。その後で研究を実施し、結果の解析、まとめと報告をする、という流れに

沿って進められるようにしたいと思った。また、研究の環境は研究に大きな影響を与えるということも分かっ

た。研究をうまく進め、説得力のある意見が出せるように、「途中であきらめない」、「仲間とコミュニケーショ

ンを取る」、「論理的に思考する」の３つのポイントを最低限守れるようにしたい。これからの活動では、「世

界の食糧問題」について、図書もうまく利用しながら、新規性、独創性のある発表ができるように研究して

いきたい。 

・国際探究の流れが今まで以上に分かり、とてもよい機会にな

りました。研究をやりっぱなしでは意味がなく、誰かに伝えな

いとゼロと同じと聞いて、当たり前のことですが、なるほどと思

いました。私は国際探究の時、グループの友達と意見がす

れ違ったらどうしようかと思ったこともありますが、それもそれ

でより考えが深まり、答えも１つではないので、よい機会にな

ることが分かりました。講座を何回か重ねて、国際探究がより

現実的になってきました。 

・これまで私は「研究すること」について、大まかにしか考えた

ことがなく、やり方もあまり理解していませんでした。今回の

講座を聞いて、これからまず何をすればいいのか、どうやっ

て進めていけばいいのかが分かりました。グループワークや

協働によって深い研究ができるとのことだったので、周りとの

意見の交換、協力を意識しながら探究活動に取り組んでい

きたいと思います。研究には「新規性」と「独創性」が必要

で、様々な場面で生かされるということを知ったので、自分の

狭い視野だけで物事を捉えず、たくさんの人から考えや意

見を聞いて、視野を広げていきたいと思いました。これから

本格的に探究活動に入っていくので、学んだことをしっかり

と活かして頑張っていきたいです。 

真剣な眼差しで講話に聞き入る生徒たち 

積極的に質問する生徒たち 
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国際探究Ⅰ 「English Village」 

 

【日時】 令和元年１１月８日（金）～１０日（日） 

 

【場所】 国際教養大学 （Ｂ棟各教室、ＣＳＩ、須田ホール、カフェテリア、体育館等） 

 

【目的】 国際教養大学の学生や留学生との英語の活動を通し、英語によるコミュニケーション能力

を向上させるとともに、他者とコミュニケーションを図ろうとする積極的な姿勢を涵養する。 

 

【内容】 ・３６名の参加者を６班に分け、国際教養大学の学生や留学生の指導のもと、英語での効

果的なコミュニケーションについて学ぶ。 

・活動の最終段階で、留学生について紹介するプレゼンテーションを披露し合う。 

 

【対象】 高校１年生希望生徒３６名 

 

【指導者】    

・国際教養大学専門職大学院グローバル・コミュニケーション実践研究科  内田 浩樹 教授 

・国際教養大学 学生アドバイザー・留学生 ２１名 

 

【日程】 

（１日目） １１月８日（金） 

時 間 主な活動 活動場所 

13:20～13:40 開会式 

ＣＳＩ 
13:41～14:20 活動１ 「ウォームアップしよう」 

14:30～15:50 活動２ 「英語で言ってみよう」 

15:50～16:20 講義 「７０分で発音記号をマスター」 

17:40～19:00 活動３ 「ヘルスバレーボール」 須田ホール 

19:00～20:00 夕食（留学生・アドバイザーと共に） カフェテリア 

 

（２日目） １１月９日（土） 

時 間 主な活動 活動場所 

 8:25～ 9:05 活動４ 「Quick Look を使いこなそう」 
ＣＳＩ 

 9:10～10:30 活動５ 「一言添えて広がる英会話」 

10:40～11:50 活動６ 「留学生にインタビューしよう」 Ｂ棟教室 

11:50～12:50 昼食（留学生・アドバイザーと共に） カフェテリア 

12:50～14:00 活動７ 「プレゼンはこうやろう」 
ＣＳＩ 

14:10～15:10 活動８ 「キーワードでスムーズなプレゼンテーション」 

15:20～19:00 活動９ 「プレゼンテーション準備」 Ｂ棟教室 

19:00～20:00 夕食（留学生・アドバイザーと共に） カフェテリア 
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（３日目） １１月１０日（日） 

時 間 主な活動 活動場所 

  8:25～10:00 活動１０「プレゼンテーション準備」 Ｂ棟教室 

 10:10～11:50 活動１１「プレゼンテーション」 
ＣＳＩ 

 12:10～12:40 閉会式 

 12:40～13:40 昼食（留学生・アドバイザーと共に） カフェテリア 

 

【初日を振り返って】 

 ３６名の参加生徒が６班に分かれ、活動を行った。最初は主にアイスブレイクを目的とした活動が

組まれており、留学生やアドバイザーの明るい声かけや励ましのおかげで、始めは表情が固かった

生徒も、徐々に笑顔で英語のやりとりを楽しむことができるようになっていった。最後は、ヘルスバレ

ーボールを通して各班が団結してゲームに臨んだ。 

 

【２日目を振り返って】 

 最終日に向けて、徐々に活動も専門的なものになっていった。生徒たちは、インタビュー時に工夫

すべきことや、対象や目的に合わせたプレゼンテーションの仕方などについて学び、班のメンバーと

協力しながらよりよいコミュニケーションについて考えていた。全体活動の後は班ごとに別室に移動

し、プレゼンテーション準備に取りかかった。トピックや役割を決める際には、自らの意見を積極的に

伝えたり、他者の意見を共感的に受け止めたりしながら、全体でよいものを作り上げようという協同的

な姿勢が見られた。 

 ２日目の活動では、初日よりも英語で意思疎通を図る機会が増えたが、分からない単語に出会っ

た際も、辞書を使わず、やりとりを通して相手の言いたいことを理解することができていた。その他、

聞き返しや言い換えなどのコミュニケーションストラテジーが実践を通して身に付いていた。 

 

【３日目を振り返って】 

 最後の発表に向けて、どの班も打ち合わせや練習に精力的に取り組んでいた。各班のアドバイザ

ーが前日のうちに発表資料を作成してくれたほか、生徒一人ひとりの発表について丁寧に助言をし

てくれたことで、生徒たちも自信をもって本番に臨むことができた。プレゼンテーションでは、全ての

班が趣向を凝らし、聴衆を楽しませる発表を行っていた。話す内容だけではなく、声の大きさやアイ

コンタクトなど、非言語的な要素にも気を配ることができ、それがより効果的なプレゼンテーションに

結びついていた。また、他の班の発表に対して大きなリアクションをとったり質問を多くしたりするなど、

聞き手としても大きく成長し、全員でプレゼンテーションを盛り上げることができた。 

今回の経験で身につけた力を今後の探究活動に生かすためには、継続的な指導が必要になる

が、参加生徒のコミュニケーションにおける能力や意欲の向上は明らかであり、本事業の目的は十

分達成できたものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
プレゼンテーションの準備に 

取り組む生徒たち 

 
積極的に自分の意見を 

述べようとする生徒たち 

 

笑顔でプレゼンテーションを 

進める生徒 
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国際探究Ⅰ「県内フィールドワーク」

【実施日】 令和元年１１月１２日（火）

【訪問先】 秋田県内４４か所

【対 象】 １年生全員（海外フィールドワーク参加者２０名を除く）

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

の現状・課題等と比較しながら課題の解決策を考察するグループ研究を行う。研究をより深めるた

めに、県内の農や食に関わる研究機関や事業所等へのフィールドワークを実施する。

【内 容】 研究課題としている「世界の食糧問題の解決策」を探究していく上で、農業県である本県の農と食

について考察をすすめながら、県内の企業や研究機関等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生徒の学習活動】

①県内フィールドワークに関する概要説明 （７月１１日）

・今年度、受講してきた「教養講座」「専門講座」及び「研究概論講座」等の内容を踏まえて、探究活動を夏

季休業中に個人で行った。個別探究テーマを設定し、調べ学習等を進めた。

②班の編制

・夏季休業明けに提出された個別探究テーマを発表し、クラスをベースとした探究の分野によるグルーピン

グを行い、クラス活動の中から３～５人の班編制を行った。班編制を行うに当たっては、フィールドワーク

活動への利便性や効率等に配慮した。

③テーマ別探究活動（オリエンテーション） （９月５日）

・グループごとに集まってリーダーを決定し、各々の個別探究テーマの内容を共有した。

・テーマグループごとに担当職員からアドバイスをもらい、活動の見通しや持続性について検証した。

④テーマ別探究活動 （９月１２日・２６日・１０月３日・１０日・１７日・３１日・１１月７日）

・探究テーマについて担当職員に説明して、扱う食糧問題の焦点を絞っていった。

・Classiでアンケート内容（グループメンバー、テーマ、希望FW先）を回答し、確認後、希望FW先の正式

名称や住所および当該の担当部署等の詳細を調べた。

・問題の所在や背景を班員で共有し、問題解決に向けての提案（仮説）を相互に考えた。

・班テーマの確定や解決すべき課題、FW訪問先について、メンバーで合意形成していった。

・FW先への質問項目を作成し、内容を吟味した。班員同士で質問の仕方のリハーサルを行った。

・事前質問項目等、問題点を深化して、課題の解決について発展的思考を育んだ。

・事前質問の項目以外へと視野を広げた質問（訪問先とのやりとり）に関わる情報を収集した。

・訪問先への挨拶と留意事項聞き取り等の電話連絡を行い、FW当日の詳細について調整した。

・希望ＦＷ先の担当者とのやりとりを班員全員で共有する作業を行い、当日の行動予定や役割分担につい

て具体的に準備を行った。

⑤県内フィールドワーク当日 （１１月１２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した。

・上記以外の生徒は、バスに分乗して訪問先に向かった。

⑥礼状の発送 （１１月１４日） 訪問後１週間以内

・手引きにしたがって、各クラスで礼状の書き方・決まりについて確認した。

・訪問先への礼状を班員同士で相談して作成した。

・事前質問や訪問先とのやりとり、撮影した画像資料等を整理して、レポート作成の準備を行った。

県内フィールドワークのために作成したおもな学習資料
○グループ別探究活動記録シート ［テーマの集約と精選・課題の具体的な解決策模索・探究の構成］

○事前質問票 ［班テーマの明確化・過去の質問の調査と整合性精査・質問内容の是非と適正化］

○訪問依頼電話連絡票 ［自己紹介・SGH主旨説明・時刻調整・依頼状、礼状の宛先、担当者確認等］

○行動予定表 ［スケジュールの細部管理・礼法、マナー指導・写真撮影の許可と使用許諾等］



−40− −41−

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OGURA ・米粉を使って米の消費量を増加させる

・粉で救うインドの未来

株式会社バイテックファーム大館 ・私たちの食の未来を救う

山田桂月堂 ・アフリカの栄養不足をあめで解決

□南秋田郡大潟村

株式会社大潟村あきたこまち生産者協会 ・米の食品ロスを加工して解決する

・企業の農業参入によって食料自給率を上げる

・甘酒でインドの栄養失調を解決

□南秋田郡五城目町

ハバタク株式会社 ・食品ロスを現代の技術で解決する

□秋田市

秋田車屋 ・輸入に頼らない食生活

秋田酒類製造株式会社 ・米の食品ロスを発酵食品に加工する

秋田なまはげ農業協同組合本店 ・農家の食品ロスを加工食品を用いて解決する

イオンリテール株式会社御所野店 ・エコレストランで食品ロスを減らそう

株式会社トラパンツ ・アプリを活用して食品ロスを削減

株式会社ナイス仁井田店 ・食品ロスを減らす

・日本の飲食店の食品ロスをテイクアウトを用いて解決する

株式会社ナチュラルエナジージャパン ・バイオマス発電でフードロスを解決しよう

株式会社ファミリーマート秋田中央インター通店 ・食料廃棄

株式会社ヨシケイ秋田 ・日々の食事から食糧分配を改善する

株式会社ラッシュジャパンイオンモール秋田店 ・発展途上国の子どもたちを救う！

・世界の飢餓ゼロへ ～できることからはじめよう～

全国農業協同組合連合会秋田県本部米穀部 ・秋田の食材で先進国の栄養失調を救う

ヤンマーアグリジャパン株式会社東北支社秋田事務所 ・Technology saves farmers

有限会社鈴和商店 ・アフリカの栄養不足を雑穀で解決する

一般社団法人フードバンクあきた ・フードバンクと子ども食堂を連携する

・食品ロス

特定非営利活動法人あきた子どもネット ・フードバンクと子ども食堂を連携する

独立行政法人国際協力機構（JICA） 秋田デスク ・コモロの飢餓を完全食を用いて解決する

・発展途上国の飢餓

・南アジアの飢餓を穀物を用いて解決

・世界の食糧格差を持続的な農業で解決するには南スーダン編

秋田栄養短期大学 ・和食のスタイルを活かして生活習慣病を解決する

栄養学科長 教授 廣川 忠男氏・教授 佐藤 実氏

秋田市役所環境部環境都市推進課 ・[推奨]コンポストで地球を守ってみた

・食品ロスを過剰廃棄から減らす

秋田県庁生活環境部温暖化対策課 ・水質汚濁及びマイクロプラスチック問題がもたらす海洋生物の

生態系崩壊と食料問題

秋田県庁農林水産部農林政策課・園芸振興課 ・若者と外国人労働者に秋田の農業をPRして活性化

秋田県総合食品研究センター ・秋田の食材を使って栄養バランスの良い非常食を作る

秋田県農業試験場 ・アフリカの食料不足を土壌改善によって解決する

・肥満の問題をソルガムを用いて解決する
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秋田県立大学生物資源科学部応用生物科学科 ・芋の生産量を上げ、供給を増やす(南スーダン)

准教授 岩崎 郁子 氏

秋田県立大学生物資源科学部生物生産科学科 ・青年海外協力隊と日本の稲作技術で南スーダンを救う

教授 赤木 宏守 氏

秋田県立大学生物資源科学部生物生産科学科 ・アフリカの食糧不足を昆虫食で解決する

准教授 阿部 誠 氏 ・暮らしの中に昆虫食

秋田県立大学生物資源科学部生物生産科学科 ・チャド共和国の飢餓をスピルリナを用いて解決する

准教授 小峰 正史 氏

秋田県立大学生物資源科学部生物生産科学科 ・アフリカの食糧問題

助教 曽根 千晴 氏 ・穀物で飢餓を解決する

秋田県立大学生物資源科学部アグリビジネス学科 ・発展途上国の子どもたちを救う！

准教授 酒井 徹 氏

秋田県立大学生物資源科学部生物資源科学研究 ・アイメック農法で途上国の子ども達を救う

科（大学院） 岩谷 文香 氏

公立大学法人国際教養大学 アジア地域研究連携 ・アフリカ中部の食料難の解決と地球温暖化の進行を抑制する

機構 副機構長 根岸 洋 氏

□由利本荘市

株式会社さいせい ・食品ロスを地産地消で減らそう！

小松養蜂場 ・昆虫食を用いて未来の飢餓を救う

茂木農園 ・ドライフルーツとナッツで発展途上国の栄養失調を解決する

ゆりファーム ・日本の食料自給率を米で向上させる

□大仙市

秋田おばこ農業協同組合 ・農業に携わる若者を増やし、農業生産を増やす取り組み

株式会社秋田農販 ・アフリカの栄養不足問題を施設園芸農業を用いて改善する！

□仙北市

株式会社安藤醸造 ・麹を使ってタイの塩分摂取量を抑える

□横手市

株式会社菅与 食品リサイクル工場 ・世界の飢餓を解決し隊！～キガ×フードロス in Japan～

・食品ロスのリサイクル

訪問先へのアンケート結果 （３６事業所等からの回答）

１ 生徒たちの挨拶、言葉遣い、礼儀などはいかがでしたか？

良かった ３４ まあまあ良かった ２ やや悪かった ０ 悪かった ０

記述欄

・礼儀正しく、かつ高校生らしく明るく元気でよかったです。 ・入室や退室の挨拶、すれ違う人への挨拶な

どマナーが良くきちんとしていた。 ・来所した際の挨拶から最後まで礼儀正しく、誠実さを感じました。

・元気でハキハキした挨拶にこちらが気圧されそうでした。 ・来所時から始まり、個々に部屋を出るまで丁

寧な挨拶と話しぶりが印象的でした。 ・ハキハキしていた。 ・きちんとした身なりで感心しました。 ・挨拶

等はしっかりされていました。初対面ですので、お互いが緊張されるのは仕方ないことです。自分の子と重

なる部分もあり、問題ありませんでした。 ・皆さん熱心、積極的でした。 ・すばらしい。 ・緊張していたと

思いますが、質問事項の質問で声が小さく聞き取りづらかったです。
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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 ２７ まあまあ積極的だった ２ やや消極的だった ０ 消極的だった ０

記述欄

・初めての現場なので、このぐらいだと思いました。 ・熱心、積極的でした。 ・何をもって積極的とお伝え

したらよろしいのか難しいですが、初めての会社に訪問し質問するのは大変なことと思いますので回答に悩

みました。 ・質問する人に偏りがあったのが少し気になりました。 ・こちらからの説明（回答）が詳し過ぎ、

長く、生徒達の理解度が不安である。 ・最初は遠慮していたのか（見てからでないと分からない事もあ

り？）わりと静かでしたが、後半は多くの質問があり、積極的で良かったと思います。 ・食品ロスを削減する

テーマですが、現状の食品ロス排出量の一番の発生元は家庭である他、もう少し調査を深掘りした方が良

いと感じました。 ・話を受け身で聞くだけでなく、大変意欲的に参加してくださり、こちらも楽しんで進行す

ることができました。 ・真剣に話を聞いて、こまめに写真を撮っていた。 ・食品加工棟にある設備のレトル

ト機（小型高温高圧調理機）に高い関心をもち、積極的に質問し知識を深めていました。 ・質問が多く、積

極的な印象でした。メモをとりながら聞いていて好印象でした。 ・自分たちの課題解決のために積極的に

質問していた。 ・自分たちの取り組んでいる課題をしっかり理解し、不明な点を積極的に質問していまし

た。 ・見学中も積極的に質問してくれ、お米やお酒について知りたいという気持ちが伝わってきました。

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

大いに感じられた ２９ やや感じられた ６ あまり感じられなかった １ 消極的だった ０

記述欄

・質問の内容もよく調べてから考えてきていると感じられました。 ・こちらからの質問にも答えられていて、事前

準備がうかがえた。 ・最終的に自分たちが結びつけたい結論につながるように質問していて事前準備がさ

れていると感じた。 ・当センターは食品研究のために、食品の安全性と品質管理にも力を入れています。参

加した生徒方がＨＡＣＣＰを知っており研究意欲を感じました。 ・事前の質問事項などいろいろと調査してき

ただろうと見受けられた。 ・事前に県のセミナーに参加したり、コンポスターに挑戦したりする等、調べるだけ

でなく積極的に動いてくださっていたようで、嬉しく思いました。 ・質問はよく考えられていたと思います。うま

く説明できなくて申し訳ないです。 ・事前の質問状があり助かりました。生徒さんたちの心の準備が感じられ

ました。 ・事前準備をして頂いた事により、私も今回は勉強させて頂きました。 ・事前準備（予習）が良いと

質問が増えると感じました。 ・質問内容について、もう少し自分達で調べておいてもらえたら、より良かった

です。 ・まだ、構想段階だった様なので、今後より深い考察ができると思います。 ・知識と現実のギャップ

を感じ、さらに深く探る事と思わせる質問の仕方でした。 ・どういった運営をしているか？資金源はどこから

など調べられるといい。

４ その他ありましたら、ご記入ください。

記述欄

・今後は実体験を取り入れた本当の意味のフィールドワークに期待します。そうすれば、Ｑ２、３についても評価

が全て「１」になると思います。良い生徒さん達でした。 ・社会人の目線ですが、「自主的に思考・行動する

ための教育＝社会人として必要な要素」。素晴らしい生徒さんでしたので個性を尊重して伸ばしてほしいで

す！今後ともよろしくお願い申し上げます。 ・一方的に説明をし、生徒さんとの会話が少なかったかと思い

ます。不慣れな所が多くあり満足のいく見学になったのか不安もありますが楽しい時間として記憶に残れば有

り難いです。 ・参加した４名ともテーマについて予め調べており、質問も用意していました。質問事項のリス

トを頂いていたので、私も彼らに提供できる情報を準備することができました。 ・リスト（質問）の配布は対応

する方にとっては助かります。 ・交通の便が悪く申し訳なかった。 ・生徒達が学びたかった事とマッチング

できたかが心配である。 ・従事している人の状況や経済効果、資金調達など考察できるといいかな？と思い
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ました。 ・生ゴミのリサイクル肥料化については奥深いところがありまして、予定されておりました時間内で

は、充分に説明ができなかったと思います。ぜひ、また機会がありましたら勉強にいらしてください。追伸、事

務所内でもとってもよい子たちだと評判が良かったですよ！ ・賞味期限３分の１ルール、２分の１ルールに

ついてうまく説明できなかったように思います。もし、今後も研究に活かしたい知りたい事がありましたら連絡く

ださい。わかる範囲で答えたいと思います。私も今回の事で勉強になりました。生徒様にも宜しくお伝えくださ

い。 ・若い世代へのごみ減量啓発は、私たちの課題の１つでありますので今回は話し合いの中で逆に意見

をもらうことができ、私たちにとっても有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうございます。環境問題

は幅広く、根深く、一朝一夕で答えが出る分野ではありませんが根気強く続けていかなくてはいけません。南

高校の生徒さん達の活動に期待しています。 ・今後も協力できるものがあれば、対応させていただきます。

・大学や研究（実験）にも興味があるような印象でした。時間的に厳しいかもしれませんが、軽く実習や実験

を体験してもらえるとより活発な意見交換や活動につながったと感じました。 ・お疲れ様でした。今回の探究

が地域の活性化に結びつくように願っております。 ・少しでもお役に立てたのであれば幸いです。今回訪

問していただき、食品だけでなく、包装資材を含め、廃棄物に対し、改めて見つめ直す事ができました。企業

として何ができるのか。何をすべきか。考えていきたいと思います。貴重な経験をさせていただきまして、あり

がとうございました。 ・来所の時間もきちんと守り、礼儀正しい様子やグループのメンバーと協力して課題に

とりくむ姿勢も好感をもちました。よい成果になることを祈念しております。 ・何か少しでも役に立ったなら幸

いです。 ・難しい課題に取り組む事は今後の学生生活、また社会人になっても生かされていく事と思いま

す。 ・ミツバチに少しでも興味をもってもらい、自分達の生活にも関係がある事を知ってもらった事良かった

と思います。 ・工場内、車の出入りが多い事などを考え、常に先生がついていてくれるとありがたいです。

・事前の電話連絡も含めて、活動態度、姿勢に感心しました。 ・会社の人とすれ違うとその度に挨拶をしてく

れ、とても礼儀正しい生徒さんたちだと感じました。こちらの質問にもハキハキと答えてくれたことがとても印象

に残りました。ありがとうございました。 ・来社予定時間を事前の連絡どおり、段取りしていましたが、当日早

くに来社されました。予定より早く12時15分に終了しましたが、バスが来ておらず、30分まで外での対応となり

ました。来社時間は守ってほしい事と、少し前には待機していて欲しいと思います。 ・高校の後輩たちとこの

ような機会をいただき、ありがとうございました。生徒たちと話していて、この班のゴールをもうちょっと明確化さ

せてあげたほうが良いのではと感じました。「アプリを作る」と話していましたが、この数か月でそこまで行くの

は厳しいかなぁと。ただ、どういったアプリを作りたいかの資料作りは充分にできると思うのでがんばってくださ

い。 ・素直な生徒たちで好感がもてました。 ・初めての受け入れで少し迷いもありましたが、大変良い取り

組みだと思いました。今後も協力できる事は協力していきたいと思います。ありがとうございます。

【生徒の振り返りから】

FW先 株式会社大潟村あきたこまち生産者協会

実際に面と向かって疑問を投げかけることで、インターネットで

得られる知識とは違う現状を知ることができた。特に驚いたのは、

企業の農業参入は昔はタブーだったということだ。近年では国によ

る規制緩和で少しずつ変化し、現在は増えているのは、企業側の

思いが農家に届いたからなのかもしれない。あるいは農家の中で

企業と同じ考えをもつ人が増えたのかもしれない。ＦＷをする前ま

では農業参入は現存する企業が農業にも進出していると思っていたが、実は農家が沢山集まり企業にな

る方が多いと知った。やはり一から農業を始めるというのは難しいことなのだと思う。農業は利益が出にく

いというのも農業参入から退散する企業が多い理由だという。とくに米は年に１回しか作らないので10年

続けても10回しか作ったことにならない。企業側でも覚悟をもって農業参入に臨まなければならない。
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FW先 独立行政法人 国際協力機構 秋田デスク（JICA秋田）

国際的な問題点や改善方法を学んだ。今、この世界は１９６か

国でできており、そのうちの１４６か国が開発途上国ということを知

り、まだまだ世界全体が発展途上だという風に感じた。そこで2015

年9月から国際連合が提唱したSDGｓ（持続可能な開発目標）によ

り、ミレニアム開発であるMDGｓ（ミレニアム開発目標）の残された

課題に加え、この15年間に顕在化した都市化、気候変動、経済

格差などの課題の解決を目指している。SDGｓの１７ゴールを１つ１つクリアしていくことが世界全体の発

展につながるように感じる。野口聡子さんのお話を聞き、私たちが目指した農業の普及というものがとても

難しいものだと分かった。自分達がもっと深く知識を増やし、発表できるように頑張りたい。

FW先 秋田市役所環境部環境都市推進課ごみ減量推進担当

秋田の食品ロス削減への取り組みは他県に比べて進んでいる

と分かった。特にゴミの実態調査を年４回行うのは季節によって廃

棄される中身が異なると知り、詳細な調査が必要だと感じた。この

調査では食品の過剰廃棄までは調べられていなかった。食品の

過剰廃棄には明確な基準や定義がないことが理由であり、調査

員の主観が大きく影響してしまうからだと知り、調査が難しいことを

知った。食品ロスのうちで過剰廃棄が占める割合は多いので、対

策方法を考えていく必要があると改めて感じた。無駄なく食品を

使う取り組みとして「クッキングバトル」というものが行われていることを知った。これは過剰廃棄を減らすだ

けでなく消費期限の近い食品にも活用でき直接廃棄も減らせる良い方法だった。参加者から残量が１１ｇ

だったと聞き、調理を工夫すれば調理くずを減らせると知り、とても驚いた。

FW先 株式会社ヨシケイ秋田

初対面の方にお世話になるということもあり、結構緊張した。親

切で丁寧な対応をしていただき、充実した活動ができた。私たち

の探究テーマは、食料廃棄物や食品ロスの削減について食料分

配を改善するため、まずは日本の食料廃棄物量を削減するという

ものだ。今回、ＦＷで多くのことを知ることができた。特に印象に残

ったのは訪問先の食品廃棄物の処理の内訳が、「リサイクル」と

「動物園」と「廃棄」に分けられ、半分は動物園に送って、飼育動

物のエサとして活用されていること。また、廃棄物を有効に活用す

る取り組み以上に、流通の無駄や廃棄を最小限に抑え込み、消費者が必要な分だけを注文できる工夫

をしていると知った。誰がもらってもいいなと思えるような鮮度、見た目、ちょうど良い量、小包装等を工夫

する取り組みが忙しい人の手に確実に食品が渡るシステムとなっていた。

【県内フィールドワークの成果】

FW受け入れ先は、一昨年３４か所、昨年３０か所から、今年度４４か所となり、県内での本校SGH活動

への周知、理解度が深まり、課題解決への継続した協力が得られる体制が整ってきた。アンケー ト結果

からも概ね好意的な感想がいただけるようになり、発展的な探究活動が行える下地ができてきた。初対面

の社会人への応対、企業や外部機関訪問への段取りも学べる良い機会となった。
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国際探究Ⅰ「海外フィールドワーク」 

 

 

【日 時】 令和元年１１月１８日（月）～１１月２３日（土） 

【目的地】 タイ王国（バンコク都内およびマハーサーラカーム県） 

【対 象】 １年生２０名 

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

フィールドワークエントリーシート」を提出した参加希望者に対して、合計９名の審査員が、シート

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

いて、厳正且つ公正に２０名を選抜した。 

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

いて、国外での調査活動を通じてよりグローバルな視点で課題研究を推進する。 

【具体的目標】 研究課題である「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カームにて、テーマに沿った調査活動を行う。ま

た、国際機関や国際企業などを訪問しグローバルリーダーに必要な資質について学ぶとともに、

タイの高校２校を訪問し、現地高校生との交流を通して異文化理解を進め、合わせて英語コミュ

ニケーション能力の伸長を図る。 

【引 率】 本校教諭２名 （木村 太郎、 堀井 裕紀子） 

【主な旅程】 

日次 月日（曜） 地名等 現地時間 訪問地等 

１ １１／１８ 

（月） 

秋田空港 

秋田空港発 

羽田空港着 

羽田空港発 

ｽﾜﾝﾅﾌﾟｰﾑ空港着 

ホテル着 

０６：３０ 

０７：３０ 

０８：４０ 

１０：３５ 

１５：４０ 

１９：３０ 

集合・結団式 

 

 

 

 

ニックさん（本校への留学生）と懇談 

２ １１／１９ 

（火） 

バンコク 午前 

 

１３：００ 

１５：３０ 

ワット・マンコン寺院、ラーマ３世像、 

サーン・ラック・ムアン寺院 

国連FAOアジア地域事務所 

イオンマックスバリュ ゲートウェイエカマイ店 

３ １１／２０ 

（水） 

バンコク ０９：３０ 

１３：３０ 

１６：００ 

サットリーワットマハプッタラム女子学校 

丸紅バンコク支店 

ＳＭＩトラベル（秋田県人会との懇談） 

４ １１／２１ 

（木） 

バンコク 

 

ｽﾜﾝﾅﾌﾟｰﾑ空港発 

ｺｰﾝｹﾝ空港着 

０９：００ 

１０：３０ 

１４：００ 

１７：４５ 

サムヤーン市場 

レストランSALADee 

５ １１／２２ 

（金） 

ﾏﾊｰｻｰﾗｶｰﾑ 

ｺｰﾝｹﾝ空港発 

ｽﾜﾝﾅﾌﾟｰﾑ空港着 

ｽﾜﾝﾅﾌﾟｰﾑ空港発 

０９：００ 

１７：３０ 

１８：３０ 

２３：１５ 

マハーサーラカーム大学付属高校 

 

 

機内泊 

６ １１／２３ 

（土） 

羽田空港着 

羽田空港発 

秋田空港着 

０６：５５ 

０９：５５ 

１０：５５ 

 

 

解団式・解散 
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ホテルのロビーでニックさんと懇談 

中国系の寺院・ワット・マンコン 

ラーマ３世像の前で記念撮影 

サーン・ラック・ムアンでの様子 

国連ＦＡＯで熱心に質問する生徒 

【詳細報告】 

１日目  １１月１８日（月） 

移動（秋田空港→羽田空港→スワンナプーム空港） 

 結団式では、代表生徒が「困難があっても立ち止まらず、常に前に

進む気持ちをもって学んできます」と元気よく挨拶、秋田空港を出発

し、６日間の海外フィールドワーク（以下海外ＦＷ）が始まった。気温

35℃のスワンナプーム空港に降り立つと、その蒸し暑さに雪国秋田と

の違いを実感する。 

 ホテルのロビーで、以前本校に留学していたタイ人のニックさんと

懇談。ニックさんは現在フリーの通訳としてバンコクを中心に活躍さ

れているとのこと。留学時の体験談や、外国語を学ぶことの大切さな

どのお話に、生徒たちは聞き入っていた。 

 

２日目  １１月１９日（火） 

ワット・マンコン（寺院） 

周辺の中国系住民の寄付金によって、1871年に建立されたバンコ

クでもっとも古い中国の仏教寺院。真正面にはご本尊である3体の釈

迦如来像とともに58体の神々が祀られる本堂、右横には東西南北そ

れぞれの神様を祀る礼拝堂がある。東南アジアのなかでもまれに見

る中国南部の寺院伝統建築方式であり、「願い事が叶う」パワースポ

ットとしても有名で、多くのタイ人も訪れるそう。 

 

ラーマ３世像 

 ラーマ３世記念公園は手入れのよく行き届いた美しい公園で、近隣

には、ラーマ３世ゆかりのワット・ラチャナダー寺院や、アユタヤ後期

にバンコクの町を防衛するために作られたマハカーン砦などがある。

国民の95％以上が仏教徒というタイでは国王は「宗教の保護者」とい

う立場であり、王室はタイ国内における仏教寺院の頂点という立場に

あり、国民は国王に対して深い尊敬の念を抱いているとのこと。 

 

サーン・ラック・ムアン（寺院） 

 ラックムアンとは、タイの県庁所在地や都市に見られる、市の守護神

を守るための柱で、通常サーンチャオと呼ばれる社の中にある。一行

が訪れたサーン・ラック・ムアンには、ラーマ１世とラーマ４世によって

建立された２本のラックムアンがある。一歩中に入ると外の喧噪とは一

線を画した厳かな雰囲気が漂い、周りの人々に倣って合唱する生徒

たちの姿が見られた。 

 

国連ＦＡＯアジア地域事務所 

 食の安全を取り巻く世界（特にアジア）の現状と課題についてのプ

レゼンテーションを聴いた後、各研究班のテーマに関連し質疑を行

い、４名の職員の方から回答をいただいた。「インターネットでは知る

ことのできない専門的な知識や情報等、多くの学びがあった」、「統

計からは見えてこないリアルな現状を知ることができた」など、多くの

学びを得、今後の研究を深めていくためのヒントをいただくことがで

き、とても有意義な訪問となった。 
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マックスバリュでの調査活動 

再会を喜ぶＭＰＳ理事長と本校生徒 

佃煮を試食するＭＰＳの生徒 日本の文化を紹介 帰り際も熱いエールでお見送り 

丸紅バンコク支店での様子 

イオンマックスバリュ ゲートウェイエカマイ店 

 タイの食品流通事情やイオン・タイランドが行っている開発や輸出

入の概要について話を伺った。若山昇代表取締役社長から「全ての

面においてタイよりも日本が進んでいるとは限らない。現地で見て、

聞いて、触って、食べて、体験を通じて学んでほしい」とのメッセージ

をいただいた。店内では、日本とタイで扱っている商品の違いを調べ

たり、目当ての食品を買い求めたり、店員や顧客に対して調査活動

をするなど、言語の壁に苦労しながらも、時間いっぱい調査活動に

取り組む生徒たちの姿が見られた。 

 

３日目  １１月２０日（水） 

サットリーワットマハプッタラム女子学校（ＭＰＳ） 

 タイでの海外ＦＷは今年で３年目であるが、ＭＰＳへの訪問は今回が初めてであった。訪問のちょうど一

週間前にタイの学校関係者が本校を訪問した際に、海外ＦＷ参加者２０名とＭＰＳの理事長始め数名の職

員が顔合わせをしており、再会を喜びつつ、熱烈な歓迎を受けながらの学校訪問となった。歓迎セレモニ 

ーでは、ＭＰＳの生徒がタイの伝統舞踊や歌を披露し、本校生徒は

日本や秋田の文化、本校について英語でのプレゼンテーションを行

った。折り紙の紹介では、ステージを降り、丁寧に教えながらＭＰＳの

生徒に兜を折ってもらった。ランチタイムには、カフェテリアで、バディ

となった生徒同士で思い思いに会話を楽しみながら昼食をとってい

た。探究に関わる交流では、用意したボードやスマートフォンを用い

て食に関わる意識調査を行ったり、佃煮を食べてもらって感想を聞

いたりするなど、積極的に交流する姿が見られた。終始熱烈な歓迎

ムードで、あっという間に時間が過ぎた学校訪問であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸紅株式会社バンコク支店 

 丸紅株式会社は、日本のみならず、世界67の国・地域に海外事業所を構える大手総合商社であり、重

機、金融、電力、食料等、様々な商品の流通を行っている。業務内容の概要を教えていただいた後、各

班の研究テーマについての意見交換を行った。事前に送った質問

に対し、詳細な資料も用意したていただいた。研究テーマや内容に

関して、逆に鋭い意見や質問を受け、タジタジする場面も見られた

が、各班の探究を深めようと、積極的に意見交換する姿が印象的だ

った。訪問後の感想には「課題解決の実現性について物流のプロの

観点から意見を聞けた」、「自分たちの研究の見通しの甘さが分かっ

た。軌道修正したい」など、これまで進めてきた研究を具体的に見つ

め直すよい機会となった。 
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佐藤氏の話を聞く生徒 

日本では見かけない食材も 

市場での調査活動の様子 市場での調査活動の様子 市場での調査活動の様子 

説明を受けながらカレー作りに挑戦 

ＳＭＩトラベル（秋田県人会と懇談） 

 同社グループ代表で秋田県人会の会長である菊地久夫氏、北都

銀行バンコク駐在員事務所所長の佐藤孝弘氏からお話を伺った。

菊地氏からは「勉強する目的は一人ひとり違って当然。何であれ、ト

ップリーダーを目指してほしい」、佐藤氏からは「高校時代は勉強以

外にも興味をもって色々なことにチャレンジすること。自己主張しつ

つ、相手のことも尊重する、バランスのとれたコミュニケーションを取

れる人になることが大事」とのメッセージをいただいた。 

 

４日目  １１月２１日（木） 

サムヤーン市場 

 同市場は、地元の人々で賑わう、バンコク庶民の台所とでも呼べそ

うな場所である。市場内には、精肉、魚介、青果等、日常の食事に使

用するありとあらゆる食材が所狭しと並べられており、そのほとんどが

量り売りで売られていた。日本語も英語も思うように通じない中、事前

に用意したボードやスマートフォンでタイ語を表示しながら聞き取り調

査をする班もあった。活動後の感想には「市民が身近に感じている様

子が分かった。目当てのクコの実を見つけて買うことができた」、「食

品の保存方法や生産者の表示など、予想していた市場の状況と大き

く違った」、「英語が通じなくても、一所懸命分かろうとしてくれた。タイ

の人たちの優しさを感じた」など、たくさんの学びを得ることができた。 

 

レストラン「SALADee」 

 秋田県鹿角市出身の青澤直子氏が経営するレストランで、グリーン

カレー作りを体験させていただいた。様々な食材や香辛料をすりつ

ぶしてのカレーペースト作りやココナッツジュース絞りなどを分担して

行った。作業の合間には、探究に関わる質問への回答だけでなく、

青澤氏がタイで働くようになったきっかけやこれまでの経験、海外で

働くということ、異文化を受け入れるということなどについてもお話しい

ただき、生徒は大いに刺激を受けていた。最後には、自分たちで作

ったグリーンカレーを美味しくいただくことができた。 

 

移動（スワンナプーム空港→コーンケン空港） 

 一行はバンコク市内での訪問、調査活動をすべて終了し、スワンナプーム空港からコーンケン空港へ、

約１時間のフライトで移動した。そこからさらに、農業地帯が広がるタイ北東部を、バスで２時間ほどゆられ

ての移動。バンコクから約470km離れたマハーサーラカームへ到着した時刻は夜９時を回っており、翌日の

学校訪問に備え、ホテルで休息をとった。 
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DMSU生徒による歓迎の伝統舞踊 

グループに分かれての意見交換 カオツィーを食べる生徒 お別れの交流の様子 

５日目  １１月22日（金） 

マハーサーラカーム大学付属高校（ＤＭＳＵ） 

 ＤＭＳＵは広大な大学構内にある付属高校である。昨年は教育連携協定の締結式等もあり、２日間にわ

たっての訪問であったが、今年は１日のみの訪問となった。歓迎セレモニーでは、ＤＭＳＵ生徒による伝

統舞踊や、日本語を学ぶ生徒によるダンスの披露等があり、校長先生から本校引率教諭ならびに参加生

徒一人ひとりへ記念品が贈られた。本校生徒は日本や秋田の文化、本校について英語でのプレゼンテー

ションを行った。探究に関わる交流活動では、本校の研究班５グループのテーブルをＤＭＳＵの生徒たち

がローテーションする形態で行うことで、より多くの生徒とコミュニケ

ーションをとることができた。ＤＭＳＵでは、本校と同じように探究活

動を行っており、会場には研究成果のポスターが掲示されていた。

交流活動が終わると、カフェテリア前の広場へ移動し、タイ料理を

経験。カオツィーという、秋田のきりたんぽのような米を使った料理

や、様々なスパイスを混ぜたタレに浸けていただく焼き肉などを作

り、交流を楽しみながらのランチタイムとなった。その後は、思い思

いに記念撮影をしたり、プレゼント交換をしたり、時間いっぱい交

流していた。 

 

６日目 １１月２３日（土） 

 前日深夜にバンコク・スワンナプーム空港を発ち、翌朝、羽田を経由し秋田空港へ帰着した。秋田は気

持ちよく晴れていたが、気温は３℃、雪国秋田へ戻ってきたことを実感した。解団式での生徒たちの表情

には、異国の地での約一週間、様々な経験を通して得られた自信があふれているようであった。 

 

 

国際探究Ⅰ「海外フィールドワーク報告会」 

 

【日 時】 令和元年１２月２０日（金） 

【場 所】 柔道場 

 帰国から約１か月後、海外FW参加者が学年全体に対して報告を

行った。同会には、旅程立案や事前学習にご尽力いただいた県企

画振興部国際課長の畠山智氏、ＪＴＢの田中早紀氏にも参加いただ

いた。各班はタイで経験した内容を、日程ごとに分担し、全て英語で

報告した。各班とも、この報告会に向けて、探究活動を進めながら、

時間が足りない部分は放課後や休日の時間も使い、よりよい報告に

しようと真摯に取り組んだ。報告した生徒にとっては学んだことを英

語で伝え、報告を聞いた生徒にとっては同学年の生徒の活躍に刺

激を受ける、互いにとってとてもよい機会となった。 学年へFWの報告をする生徒 
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国際探究Ⅰ「プレゼンテーションセミナーⅠ」 

 

【日時】 令和元年１２月１９日（木）６・７校時 

 

【場所】 柔道場 

 

【目的】  研究成果の発表（1/23中間発表会、2/27成果発表交流会）に向けて、プレゼンテーションの基

本的な構成や考え方、作成方法等について、実践的な演習を通して理解する。 

 

【内容】 Ⅰ．目標とストラテジー 

         （プレゼンテーションの目的／目標の設定／戦略の設定） 

         実習Ⅰ：目標とストラテジーを定める 

      Ⅱ．分析と戦略立案 

         （何を伝えるのか／どうやって伝えるのか／シナリオ） 

         実習Ⅱ：アウトラインを考える 

      Ⅲ．失敗しないためのポイント 

         （時間管理／スクリーンと資料／目的を思い起こせ／気合いと笑顔） 

         実習Ⅲ：プレゼンテーション実施 

 

【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 

 

【対象】 高校１年生全員２３８名 

 

【事業を振り返って】 

 効果的なプレゼンテーション作成のために、基本的な考え方を学び、その考え方に基づいて実習を行う

構成となっていた。生徒は講師の話に熱心に聞き入り、実習に協働して積極的に向かう姿が見られた。各

研究班の発表内容の概要は固まってきている。その内容を、今回のセミナーで学んだことを活かして魅力

的なプレゼンテーションとして伝えることができるよう、期待したい。 

 

【生徒の振り返りから】 

・何が目的か、伝える相手は誰か、プレゼンテーションを通して何を得たいかなどを順番に組み立てていく

ことで相手に届くプレゼンテーションができることが分かった。 

・相手が「え！」「そうなんだ！」と思う瞬間が大事ということがイングリッシュ・ビレッジで言われたことと似て

いて大切だと思ったので、自分たちの発表にも取り入れたい。 

・どれだけユニークでおもしろいプレゼンをしても、一番伝えたいことが分からなければ意味がないと聞い

て、自分たちのグループはどうかと見つめ直すきっかけになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４人一組でシナリオを作成 考えたシナリオをもとに実演する生徒 
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国際探究Ⅰ「プレゼンテーションセミナーⅡ」 

 

【日時】 令和２年２月６日（木）６・７校時 

【場所】 選択６教室 

【対象】 代表９班生徒３６名 

【講師】 ソフトアドバンス株式会社 代表取締役社長 菅原 亘 氏 

【目的】 ステージ発表を行う代表班が、効果的なプレゼンテーションを作成するための技法を学ぶ。 

【方法】 各班が順番に発表（７分）を行い、講師から指導（約１５分）を受ける。 

【講座を振り返って】 

 講師からは、昨年までの先輩たちのプレゼン手法を学び、質の高いスライドを目指そうとしているのが目

に見えるとの評価をいただいた。その上で、さらに効果的に見せるための改善点を教えていただいた。発

表の内容に関しても、初めて聞く立場から新たな指摘を受けた。生徒たちは、本番に向けてよりよいプレゼ

ンテーションにしようと、熱心にメモを取りながらアドバイスに耳を傾けていた。 

【生徒の振り返りから】 

・自分たちの発表やスライドの良い部分やわかりにくい部分、どのようにしたら説得力が増すのかを考えるこ

とができた。より具体的なデータを調べ、グラフなどを作り、より詳しく話す部分を増やしたい。 

・自分たちで研究しているだけでは気づけなかった、発表の不十分な点をたくさん知ることができた。私た

ちは英語で発表するので、そのような点により配慮して改善し、聞き手に伝わるようにしたい。 

・たくさんの気づきがありとてもいい時間になった。次回のプレゼンセミナー、その後の発表会まで、今日い

ただいた指摘を元にプレゼンを練り直して、もっといいプレゼンになるように皆で頑張っていきたい。 

 

 

国際探究Ⅰ「プレゼンテーションセミナーⅢ」 

 

【日時】 令和２年２月２２日（木） ８：４０～１７：００ 

【場所】 選択６教室 

【対象】 代表９班生徒３６名 

【講師】 ソフトアドバンス株式会社 代表取締役社長 菅原 亘 氏 

【目的】 ステージ発表を行う代表班が、効果的なプレゼンテーションを作成するための技法を学ぶ。 

【方法】 各班が順番に発表（７分）を行い、講師から指導（約４０分）を受ける。 

【講座を振り返って】 

 セミナーⅡでの指導を受け、プレゼンの内容も手法も大きく改善して今回のセミナーⅢに臨む生徒の姿

が見られた。講師からも、前回指摘したことをしっかりと解消している跡が見られるとの高い評価をいただい

た。それでも、よりよいプレゼンテーションにするにはまだ改善すべきことがたくさんあり、各班とも、最後ま

で妥協せずに協働して、より聴衆に伝わる発表にしてもらいたい。 

【生徒の振り返りから】 

・前回よりも多くの時間をいただき、より深い指導を受けることができた。

新たなアドバイスをたくさんいただき、前回よりもよくなったところをたく

さんほめていただいたので、自信を付けることができた。 

・発表したい内容がスライドだけでもある程度伝わるようにする必要があ

る。イラストや言葉の選択によって聞き手に小さな「？」が積み重なって

いくと悪い印象ができあがってしまうと思うので、改善したい。 

・内容がハイレベルになるとスライドの質が気になってくると聞き、スライ

ドの見やすさや伝わりやすさの重要性を改めて感じた。残りの時間を

かけて、「エッジの利いたスライド」を完成させたい。 プレゼンのプロによる代表班への指導 
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国際探究Ⅰ「中間発表会」 

 

【日時】 令和２年１月２３日（木） ６・７校時 

 

【場所】 各教室（A～G組）、生物実験室（海外フィールドワーク班） 

 

【目的】  ・探究活動の成果をクラス内（海外FW内）の他班に対し、分かりやすくプレゼンテーションする。 

・他の班の発表を聞き、今後の改善点を見つけ、次の探究活動に生かす。 

 

【内容】 ・各班がこれまでの探究活動の成果についてプレゼンテーションを行う。（約７分） 

      ・質疑応答をし、意見交換を行う。（約５分） 

 

【対象】 高校１年生全員 

 

【事業を振り返って】 

 ほとんどの班はパワーポイントを使用しての発表であったが、中にはスケッチブックを使用したり、板書し

たりして発表する班もあった。発表後の質疑応答は積極的に行われ、聞き手からは鋭い質問や指摘が多く

出され、それに対して発表者は研究を通して学んだ知識をフルに活用して真摯に答えようとしていた。中に

は質問に答えられずにうろたえる場面も見られたが、自分たちでは気づかなかった視点から新たな考え方

を得ることができ、研究をさらに深めるためのヒントになったようである。各班の発表の最後には大きな拍手

が送られ、代表の座を競う相手であるとともに、互いに苦労しながら研究成果を上げようとする仲間への敬

意が感じられた。 

 

【生徒の振り返りから】 

・他の班が発表しているのを聞いて、具体的なデータを示すこと、身近な例に移して考えてみること、様々

なデータを比較してみることのような、参考にしたい発表の工夫がたくさん見つかったので、本番ではさら

によい発表ができるよう、よりよいものにしていきたい。 

・実際に発表してみると、練習の時には分からなかった時間の感覚や、スライドを変える人の交代のタイミン

グなどを体感することができた。発表後の質疑応答では、修正したほうがいい内容や、話すスピードなど、

様々な点でアドバイスをもらうことができたので、次回に向けて改善していきたい。 

・発表後に多くの先生方や他の班の人たちから、もっとこうしたほうがいいというアドバイスや指摘を受けた。

自分たちの発表はよくできたと思っていたが、実際にはまだ穴だらけだと気付くことができた。明確な根拠

を入れるなどして、説得力のある研究発表に仕上げたい。 

・私たちの発表には、今までの活動内容を反映させることができていたと思います。しかし、時間をオーバ

ーしてしまったので、最終発表はもっと簡潔にまとめることを意識したいです。また、解決しようとしている

問題に再度焦点を当てて、研究発表の内容がそれていないかを確認する必要があると思います。 

中間発表会の様子（１A教室） 中間発表会の様子（海外FW班） 他班へのアドバイスを記入 
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国際探究Ⅰ「成果発表交流会」 

 

【日時】 令和２年２月２７日（木）  午前の部：８：４０～１１：３０  午後の部：１２：３０～１５：４５ 

  

【場所】 午前の部：高校１年生各教室 

      午後の部：中等部体育館棟 アリーナ 

 

【目的】  令和元年度ＳＧＨ事業「国際探究Ⅰ」の集大成として、探究活動における調査や考察したことの

発表を行って、プレゼンテーション能力や論理的思考力等の伸長を図り、発表参観や質疑応答を

通して交流するとともに、研究の成果を広く発信・普及する。 

 

【内容】 午前の部：県内フィールドワークで探究活動を行った５５班のうち代表班７班をのぞいた４８班と、

海外フィールドワークで探究活動を行った５班のうち同じく３班の、計５１班が６教室に

分かれ、７分の発表と５分程度の質疑応答等を行う。なお、海外フィールドワークに参

加した班は英語で発表・質疑応答を行う。各会場で１班を優秀賞として選出する。 

      午後の部：中間発表会で選出された各クラス代表７班と、海外フィールドワーク組代表２班の、計９

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

は英語で発表・質疑応答を行う。最優秀賞・優秀賞・第３位を選考し、上位２班は「東

北地区ＳＤＧｓ課題研究発表フォーラム」で発表する。 

  

【参観】 午前の部：２年Ｄ・Ｅ組生徒 

      午後の部：２年Ｄ・Ｅ組生徒、中等部３年生、秋田県教育委員会、ＳＧＨ運営指導委員、連携機関

代表者、参観希望保護者  

 

【連携】 秋田県立大学、ソフトアドバンス株式会社、秋田県国際課、県内フィールドワーク協力機関等 

 

【事業を振り返って】 

      午前中の教室発表では、どの班も他クラスの生徒や２年生の前での発表に緊張しながらも、研究

の成果を立派に発表し、質疑応答も活発に行われた。午後の代表班によるステージ発表は、どの

班も問題提起から解決策までしっかり述べられていて、とても聞きやすく、内容の濃い発表だっ

た。研究内容、プレゼンテーションの技術はもちろん、日本語、英語での聴衆からの質問、それに

対する発表者の応答など、どれをとっても年々レベルが上がっており、５年間のＳＧＨ指定で培っ

てきた探究活動の成果を十分に発表できたのではないかと考える。 

     

 

 

 

 

教室発表の様子 アドバイスする２年生 活発に行われた質疑応答

午後の会場の様子 代表班によるステージ発表 表彰式の様子 
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【成果発表交流会 選抜された９班の発表テーマ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表１ 「日本の稲作技術で南スーダンの飢餓を救う」 

１Ｃ６班  中村蓮 鈴木ちえり 田口莉佳 

発表２ 「アプリで創る『食品ロスのない世界』」 

１Ｅ１班  花岡周来 荒川侑輝 寳田真悠 

発表３ 「Solving Food Loss in Pakistan by Japanese Fermentation Techniques」 【英語での発表】 

海外3班  佐藤萌香 斎藤琉那 笛木悠慎 菊地まゆか 

発表４ 「高齢者の栄養不足を“雑穀”で改善する」 

１Ｇ７班  蛭田華 伊藤英夫 髙橋天 根元はな 

 

発表５ 「ＩＮＴＥＣＨ」 【英語での発表】 

１Ｂ７班  菅原愛実 一関柊太 川上航平 福田遼空 元木陸人 

発表６ 「PsbSを使ってガーナの食糧問題を解決する」 

１Ａ２班  乾拓志 嵯峨丈太郎 三浦日向 山上陽向 

発表７ 「先進国よ、“粉”に頼れ！」 

１Ｆ７班  鎌田璃珠 相川実華子 二木雄大 梁田侑花 

 

発表８ 「Increasing Thai Fishermen Income by Selling Tsukudani」 【英語での発表】 

海外１班  藤原菜摘 高橋乃愛 森川隼斗 三浦萌花 

 

発表９ 「ホワイトソルガムを用いて北米の肥満問題を解決する」 

１Ｄ７班  天野祐晴 金田莉里 佐々木千寿 髙橋莉子 ﾃﾞﾎﾞﾗ･ｻﾚﾝ 

第３位 

最優秀賞 

優秀賞 



−56−

【生徒の振り返りから】 

 

(1)成果発表交流会（午前の部） 

 ・日々重ねてきた研究を発表することができ、緊張したが楽しかった。多少のミスはあったものの、プレゼ

ンは成功させることができた。研究はまだ終わりとは言えないので、授業外でも継続して研究したい。 

・今日は班員が一人欠席するという不測の事態が発生したものの、補って発表することができた。これは

今後の強みになると思う。 

・他クラスの班の発表を初めて聞いて、目の付け所がおもしろいと思う発表がたくさんあった。扱う問題の

種類も様々で、今まで知らなかったことをたくさん知ることができた。 

・発表は上手くできたが、質問に対する答が上手くいかず、悔しかった。自分の英語力不足を痛感した。

この悔しさを忘れず、今後英語力を向上させる努力をしたい。 

・どの班も仮説→結果→考察の内容が深く、興味深かった。先輩から具体的な数字があればもっとよくな

るというアドバイスをいただいたので、２年次の研究はより現実的になるように調査を進めていきたい。 

・海外グループの英語の発表は、同学年とは思えないスピーキング力に感動した。英語力や人を惹きつ

ける発表を聞いて、私ももっと人前で上手に話せるようになりたいと思った。 

・「相手に届く発表をする」という目標を、声のトーン、ピッチ、アイコンタクト、話すスピードに留意して達成

できた。質疑応答では質問の意図を理解して自分の意見を述べることの難しさを痛感した。 

・クラス発表の時とは違った視点からの質問が多くて良い刺激をもらえた。特に２年生の質問やアドバイス

は的確ですごいと思った。私も１年後にはそうなれるように、これまでの経験を活かして頑張りたい。 

・２年生の質問は私たちとは全然違う視点から見ていてすごいと思った。私たちの中では当たり前と思って

深く考えていなかった問題や全く頭になかったことをピンポイントで突いてきて、深く考えさせられた。 

・今日の発表まで準備には大変苦労したが、探究の成果を十分に示すことができた。同じ班で活動を共

にした４人に感謝するとともに、探究を通して学んだことや経験したことを今後に活かしたい。 

 

(2)成果発表交流会（午後の部） 

○発表者 

・どのようにプレゼンテーションをすれば興味をもって聞いてもらえるかを考えて練習してきたので、その成

果を発揮できてよかった。英語の質疑応答は、質問の意味を理解できても、答えるのが難しかった。 

・４人中３人が運動部で忙しい時期もあったけれど、フィールドワークや関係企業への質問を通して新しく

秋田の魅力に気付くことができた。 

・本番で話す内容が一瞬飛んでしまったが、それも乗り越えて最高の発表をすることができた。課題解決

に向けて班で挑んできた時間は有意義だった。今後も探究心を絶やさず様々な活動に挑戦したい。 

・これまでの探究やプレゼンテーションの練習を通して自分自身成長できたと思う。国際探究を通して学

んだ探究する力、答のない問題に対してしっかり考える力を、これからの人生に活かしていきたい。 

・最優秀賞をとれた！今まで研究や発表の練習を頑張ってきてよかった。海外FWで色々な経験をさせて

もらえたことはすごく大きいし、人やチャンスに恵まれていたからこそできた研究だと思う。 

○参観者 

・代表班の発表を聞いて、内容が充実しており、また発表の仕方も上手だと思った。英語で発表している

班は、全員がとてもなめらかに英語を話すことができていて憧れた。 

・午後の代表班の発表を見て、実践して得たデータが有効に使われていて、グラフも見やすく、これが私

たちの班に足りていないものだと感じた。 

・代表班の発表者は、堂々と発表していて、２年生からの質問にも堂々と答えていた。私も自信をもって英

語のやり取りができるように、英語の力をつけたい。 

・代表班の発表を聞いて、今の世界の問題や課題、どうしたらそれを解決に導けるかについてヒントをもら

うことができた。どう発表したら聞いている人が理解しやすいかも学ぶことができた。 
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国際探究Ⅰ「今年度の修正点と事後検証」 

 

 

１ 指導体制 

 昨年度同様、高校１年生全員が学校設定科目「国際探究Ⅰ」を履修した。指導には基本的に各クラスの

正・副担任があたり、海外フィールドワーク派遣生徒への指導は主に学年主任・副主任が行った。県内フ

ィールドワークの指導は、訪問先に応じて、クラスを横断するかたちで学年担当職員全員が行った。 

 

２ 主な事業 

（１） 探究スキル講座 

 今年度初めて、探究活動の基礎的な能力を養うことを目的とし、４回にわたり「探究スキル講座」を

実施した。内容は、協働力（講座Ⅰ）、課題設定能力（講座Ⅱ）、課題探究能力（講座Ⅲ・Ⅳ）である。

各回で学んだことは、後に行われた専門講座の内容の事前学習、個人探究レポート作成のための情

報検索、グループ別探究活動での協働などに生かされており、有意義な講座となった。 

（２） 夏休み個人探究レポート 

グループ研究に入る前に夏休みの課題としてレポートを課した。夏休み明けに各クラスでレポート

発表会を行い、それぞれが興味をもって取り組んだテーマを発表した。その後、それぞれのレポート

からキーワードを抜き出し、興味の方向性が近い生徒同士で班編制をすることにつながった。班編制

においては指導教員が助言を与える場面もあったが、生徒が主体的に取り組んでいた。 

（３） グループ別探究活動 

夏休みの個人探究レポートをもとに編成した３～５人の班でグループ別探究活動を行った。もともと

興味が近い生徒同士が組んだとはいえ、１つのテーマを設定する際には、意見の相違や衝突なども

あり、容易にはいかなかった。それでも、時には譲り合い、また話し合いの中で新たな意見を生み出

しながら、少しずつ班の団結力を深めているようであった。 

（４） 県内フィールドワーク／海外フィールドワーク 

県内：行き先を大きく県北・南秋田郡・秋田市内の３つにわけ、その中でさらに細分化し、学年所属

職員が担当した。インターネットや書籍からは知ることのできない内容を学んだ班も多く、それまでの

研究内容を深めるよい機会となった。 

 海外：昨年同様、タイ王国バンコクならびにマハーサーラカームで、食料に関わる関係機関や企業

の訪問、２校の高校への訪問を行った。今年度初めて訪問した国連 FAO アジア地域事務所では、

各班の研究テーマに関連して今後の研究を推進するための助言をいただくことができた。 

（５） 成果発表交流会 

成果発表交流会に向けて、各クラスおよび海外フィールドワーク班が中間発表的な位置づけで代

表選考会を行った。成果発表交流会では、各クラスから選抜された１班、海外フィールドワーク班から

選抜された２班の計９班がステージ発表を行い、他の班は教室で発表を行った。事情により、予定し

ていた AKITA グローバルネットワーク（GN）事業指定校である大館国際情報学院、能代松陽、横手

清陵学院の３高校の生徒の参加はかなわなかったが、本校２年生の国際探究Ⅱ選択者や中等部３

年生の参加を得て、全ての班が発表を行い、１年間の探究活動を立派に締めくくることができた。  

 

３ まとめ 

 ＳＧＨ指定最終の本年度、これまで４年間行ってきた内容を踏襲し、改良を加えつつ、探究スキル講座

の実施や成果発表交流会への他校生徒の招待の企画など、新たな取り組みを行うことができた。外部か

ら講師を招聘する講座では、司会や講師誘導を積極的に引き受ける生徒が多く、国際探究Ⅰの諸活動を

通じて主体性が育まれていることを実感した。５年間のＳＧＨ事業を通して築き上げた財産を、来年度から

始まる学術・総合探究コースにおける探究活動にどのように活かすか、引き続き検討が必要である。 
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平成３１（令和元）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 ２ ・「国際探究Ⅱ」の概要 ・課題設定能力、課題探究能力
を知り，計画を立てる。 （活動態度・活動計画書・振

・文献調査講座 ２ ・調査の方法を学ぶ り返り）
・研究コースの ４ ・研究コースを選定し， ・課題設定能力、課題探究能力

５ 選定とテーマ テーマを設定する。 （活動観察・テーマ設定シー
設定 ト・振り返り）

・テーマ別研究 ８ ・コース毎に研究推進の ・課題設定能力、課題探究能力
６ 推進検討会Ⅰ 見通しを立てる。 （活動観察・振り返り）

（グループ研究）
前 ・テーマ別研究 ４ ・コース毎に調査や探究 ・課題設定能力、課題探究能力

推進検討会Ⅱ 活動を進める。 （活動観察・振り返り）
・テーマ別研究 ６ ・コース毎に調査や探究 ・課題設定能力、課題探究能力、

推進検討会Ⅲ 活動を進める。 プレゼンテーション能力（活
期 動観察・振り返りシート）

７ ・English Semi ・留学生との意見交換や ・課題設定能力、課題探究能力
nar 討論を通じて英語での （活動観察・振り返りシート）

質疑応答力を磨く。
８ ・班別フィール ・実地調査を含めて調査 ・課題設定能力、課題探究能力、

ドワーク 活動を展開する。 論理的思考力（活動観察・振
り返りシート）

・調査のまとめ ２ ・調査してきたことを， ・課題設定能力、課題探究能力
９ 整理してまとめる。 （活動観察・振り返りシート）

・テーマ別研究 ４ ・各コース班毎に効果的 ・課題設定能力、課題探究能力、
推進検討会Ⅳ な成果発表を考案する。 論理的思考力（活動観察・振

・戦略的表現力 ２ ・プレゼン力を磨く実践 り返りシート）
講座Ⅰ 演習をする。

10 ・グループ研究 ６ ・公開成果発表会に向け ・課題設定能力、課題探究能力、
・戦略的表現力 て発表を錬成する。 論理的思考力（活動観察・振

講座Ⅱ り返りシート）
・テーマ別研究 ６ ・全班が校内発表を行い， ・プレゼンテーション能力（活

推進検討会Ⅴ 代表発表班を審査・選 動観察・振り返りシート）
（校内発表会） 出する。 ・課題設定能力、課題探究能力、
・公開成果発表 ６ ・代表班による発表会を 論理的思考力、プレゼンテー

会(児童会館) 公開し他校や社会人と ション能力（外部審査員によ
意見交流する。 る審査・活動観察・振り返り

後 11 シート）
・論文作成基礎 ２ ・研究論文作成の基礎を ・課題探究能力、論理的思考力

講座 学ぶ。 （活動観察・振り返りシート）
12 ・論文考案 ６ ・論文を考案作成する。 ・課題設定能力、課題探究能力、

期 ・論文作成 14 ・班別に添削指導を受け 論理的思考力（活動観察・振
１ つつ修正改善する。 り返りシート）

・完成に向けて指導助言 ・課題設定能力、課題探究能力、
２ を反映して練り上げる。 論理的思考力（外部審査員に

・論文コンクー ２ ・論文を完成提出しコン よる審査）
３ ル クールを実施する。 ・課題設定能力、課題探究能力、

・テーマ別研究 ２ ・指導者と懇談しながら 論理的思考力（活動観察・振
推進検討会Ⅵ １年間の課題研究活動 り返りシート）

（１年間の活動 ２ を振り返り，自己評価 ※関心･意欲･態度，取組内容，
のまとめ） する。 発表内容，成果物等をもとに

評価シートに基づき数値評価

対象：「国際探究Ⅱ」を選択履修した生徒８４名（２クラス）。

活動時間は原則，木曜日６・７校時に設定。配当予定総時数８０時間。

ＳＧＨによる教育課程の特例により，「コミュニケーション英語Ⅱ」，「総合的な学習の時間」を１単

位ずつ減じる。
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「国際探究Ⅱ」　個人評価シート

学年 2 クラス 番号 氏名 評点

課題
設定
能力

課題
探究
能力

論理
的思
考力

プレ
ゼン
能力

実践
力

配
点

評
価

得
点

○ ○ 3

○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ 15

○ ○ ○ 3

○ ○ 3

○ 25

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ 3

○ 30

3:特に優れている　　2:普通　　1:特に劣っている

5 75 ～ 100

4 65 ～ 74

3 40 ～ 64

2 35 ～ 39

1 0 ～ 34

評定

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

班別フィールドワー
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

English Seminer
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

校内／公開成果発
表会

参観者との意見交流がしっかりとなされて
いる。

活動観察
参観者評価

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

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
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国際探究Ⅱ 「ガイダンス」「グループ編成およびテーマ設定」

ガイダンス

【日時】 平成３１年４月１１日（木）・１８日（木） ６・７校時

【場所】 中等部体育館棟大教室・図書室

【目的】

・今年度の国際探究Ⅱの年間計画の説明から、おおまかな見通しをもつ。

・次回以降のグループ編成に向け、探究活動を通して明らかにしたいことを記入する。（４月11日）

・英語でのプレゼンテーションを聞き、英語力向上を図るとともに研究の基礎について学ぶ。

・図書館の利用方法についてガイダンスを受け、効果的な利用方法について考える。（４月１８日）

【内容】

・各担当者より、今年度の国際探究Ⅱの概要の説明を受ける。

・図書館利用法についてのワークショップを受講する。

・昨年度ＳＧＨ甲子園優秀班の発表を映像で見ながら、評価された点や項目について検証する。

・昨年度の研究内容を振り返り、今年度の研究テーマを絞る。（４月11日）

・図書館利用ガイダンス（司書）、ＡＬＴによる英語プレゼンテーション（４月18日）

グループ編成およびテーマ設定

【日時】 平成３１年４月２５日（木） ６・７校時

【場所】 中等部体育館棟大教室

【目的】

・探究したい内容を協議することで探究内容を具体化させ、現時点での班のテーマを考えさせる。

【内容】

・個人のテーマに基づいて編成された班において、各自が探究したい内容を発表・協議し、班として

の研究テーマを決定する。

【事業を振り返って】

ＳＧＨ甲子園最優秀チーム動画視聴後の感想から、生徒は発表の仕方以上に、発表内容が重要

であると感じた様子がうかがえた。探究班の編成については、個人の希望テーマをもとに担当職員で

班を編成した。協議内容に耳を傾けてみると、調べてみたいことがまだ漠然としている印象を受けた。

今後は課題設定に対する意識を高めさせていきたい。

図書館の活用方法について

説明を受ける生徒

英語のプレゼンテーション

に耳を傾ける生徒

班が確定し、探究テーマの

詳細について協議する生徒
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国際探究Ⅱ 「テーマ別研究推進検討会」

テーマ別推進検討会に臨むにあたって（グループ活動①）

【日時】 令和元年５月２３日（木） ６・７校時

【場所】 中等部体育館棟 選択教室１～６

【目的】

・解決したい食糧問題の背景や問題の所在をワークシートにまとめる。

・指導担当と内容を確認し、次週以降の秋田県立大教員との検討会に向けて準備を進める。

【内容】

・各グループの個別テーマに対する県立大学教員からの問い合わせを受け、班員と確認する。

・班でワークシートを作成させることで、現時点でのそれぞれの考え方を協議・共有する。

テーマ別研究推進検討会

【日時】 Ⅰ：令和元年５月３０日（木）・６月６日（木） ６・７校時

Ⅱ：令和元年６月２０日（木）・２７日（木） ６・７校時

Ⅲ：令和元年７月１１日（木）・１８日（木） ６・７校時

【場所】 中等部体育館棟 選択教室１～６

【目的】

・各班を担当してくださる秋田県立大の教員の方々や本校担当教員から助言を受け、各班で検討

した探究テーマの妥当性や、具体的な探究活動及び課題解決への手立てなどを協議させる。

・１０月の「校内成果発表会」や「公開成果発表会」を意識し、完成までの見通しをもちながら活動を

実践する。

【内容】

Ⅰ：各班を担当する秋田県立大の教員の方や本校教員から助言を受け、主に探究テーマの妥当性な

どを協議する。

Ⅱ：夏休み中に訪問をするフィールドワーク先の選定も視野に入れ、探究テーマや探究対象を明確化

するとともに、指導担当者から助言を受けながら、仮説の立案などに取り組む。

Ⅲ：フィールドワーク先への事前質問の設定を含め、夏休み中の役割分担等を決定・確認し、発表日

までの見通しを共有する。

それぞれの探究のイメージを

伝え合っている様子

班員の共通点や相違点を

まとめている様子
指導担当教員に探究テーマを

伝えている様子
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【秋田県立大学の講師】

１・５班 生物資源科学部 アグリビジネス学科 教授 岡田 直樹 氏

２班 生物資源科学部 生物生産科学科 助教 曽根 千晴 氏

３・１１班 生物資源科学部 生物環境科学科 准教授 石川 祐一 氏

４班 生物資源科学部 生物環境科学科 准教授 井上 誠 氏

６班 生物資源科学部 アグリビジネス学科 准教授 山本 聡史 氏

７班 生物資源科学部 応用生物科学科 助教 志村洋一郎 氏

８・９班 生物資源科学部 応用生物科学科 教授 岡野 桂樹 氏

１０班 生物資源科学部 アグリビジネス学科 教授 露崎 浩 氏

１２班 生物資源科学部 アグリビジネス学科 助教 赤堀 弘和 氏

１３班 生物資源科学部 生物生産科学科 准教授 小峰 正史 氏

１４班 生物資源科学部 応用生物科学科 准教授 水野 幸一 氏

１５・１７・１８班 副学長 吉澤 結子 氏

１６班 生物資源科学部 応用生物科学科 准教授 石川 匡子 氏

【事業を振り返って】

今年度は秋田県立大学の教員の方々の専門性を生かしてテーマに沿った指導をしていただくこと

となり、例年に比べ多くの方からご協力をいただいた。生徒は県立大学の担当教員にグループの考

えを説明することでテーマについて整理することができた。そしてご指摘、ご助言をいただき、問

題を新たな視点から見直し、これから調査しなければならないことを明確にしていた。探究活動

のテーマ設定はとても重要であるため、このように指導をいただけて感謝している。また、夏休み

中のフィールドワークでは、県立大学の指導担当教員からSkypeで他大学の教授と話す機会を設定し

てもらうなど例年にない取り組みをすることができた。

【生徒の振り返りから】

・ベナンに滞在したことのある方とSkypeでインタビューすることができた。私たちの提案が施行されたと

き現地はどう変わるのか想像することができ、大変ありがたかった。現地の情報の不足をどう補うのか

今後探究を深めたい。

県立大の露崎先生と

協議する１０班の生徒

Skypeでの

インタビュー調査の様子

県立大の井上先生から

文献や論文を紹介される生徒
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国際探究Ⅱ 「English Seminar」

【日時】 令和元年６月１５日（土）・１６日（日）

【場所】 中等部体育館棟各教室

【目的】

・国際探究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

れずに英語で発表し質問するためのスキルや英語力を養う。

【内容】

・全体を１２班（１班６～７人）に分け、ＡＬＴがそれぞれ２班を担当する。ＡＬＴの出身国、地域、Ａ

ＬＴ自身について質問をし、得た情報をもとに英語でプレゼンテーションする。プレゼンテーショ

ンは２教室に分けて行い、各教室で最優秀賞を決定し表彰する。

【指導者】 ＡＬＴｓ： Emily Mabry（秋田南高校）, Kei Lam（秋田明徳館高校、秋田南高校）

Christopher Dean（秋田中央高校）, Derek Bonilla（秋田北高校）

Stephanie Daugherty（新屋高校、秋田高校）, Kristina Tan（高校教育課）

秋田南GSO： 竹内優紀、篠木春菜、伊藤月菜、原田雄生、稲川拓実（本校卒業生）

【日程】

６月１５日（土）

時 間 主な活動 活動場所

8:30～ 8:40 開会行事 大教室

8:40～ 9:00 アイスブレーカー 大教室

9:10～11:20 インタビュー ［講義・活動］ 大教室・各教室

11:30～12:00 プレゼンテーション ［講義］ 大教室

12:00～13:00 担当ＡＬＴとの昼食 ２Ｄ ・ ２Ｅ教室

13:00～16:00 プレゼン原稿作成 スライドの作成 各教室・ＰＣ室

６月１６日（日）

時 間 主な活動 活動場所

8:30～ 8:50 ウォームアップ 大教室・各教室

8:50～10:00 プレゼンテーション練習 大教室・各教室

10:10～11:40 各班のプレゼンテーションと質疑応答 大教室・選択６

11:40～12:00 閉会行事 大教室
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【初日を振り返って】

１０月の公開成果発表会を見据え、国際探究Ⅱのグループをベースに班編制を行った。今回のセミナ

ーのゴールは担当ＡＬＴについてのプレゼンテーションを行うことで、そこに至るまでの活動の中で英語

での質問の仕方や話題の広げ方、効果的なプレゼンテーションスライドの作り方、グループでの協力の

仕方を学ぶことであった。

アイスブレーキングでＡＬＴや班員と英語で話すことに慣れたあとで、インタビューについてのレクチャ

ーを受け実際のインタビュー活動に移った。生徒はレクチャーで学んだことを実践しながら、より多くの情

報をＡＬＴから引き出そうとしていた。この活動でグループの中にも笑顔が生まれ始め、良い雰囲気の中

で班員全員が積極的にインタビューすることができた。

ＡＬＴから一通り情報を聞き出した後で、効果的で印象に残るようなスライドを作るためにはどのように

すればいいかについて講義を受け、午後からはコンピューター室でスライド作りを始めた。ＡＬＴや卒業

生からアドバイスを受けたり、もっと情報を得るためにスライド作りと並行してインタビューを続けたりと、良

いものを作って発表したいという気持ちが前面に出た初日であった。

【２日目を振り返って】

スライドを完成させた班から、担当ＡＬＴや南高ＧＳＯの先輩方にプレゼンテーションのアドバイスをもら

いながら何度もリハーサルを重ね準備をしていた。時間ギリギリまで良いものを作ろうという意気込みが感

じられ感心した。発表は２教室に分かれ行った。それぞれの教室で審査を行い、代表に選ばれた２つの

班が閉会式でもう１度発表する形を取った。各班工夫を凝らし、楽器を演奏したり、ニュースリポート風の

演出をしたりと、魅力的なプレゼンテーションとは何かを考えて発表していた。同じ講義を受けて臨んだ

にもかかわらず、各班がそれぞれ全く違った表現方法をとっていたのが印象的だった。

最後に指導に当たってくださったＡＬＴと南高ＧＳＯの方々から講評を頂き、公開成果発表に向けた課

題を確認することができた。ご協力いただいた皆さんと生徒の頑張りに感謝申し上げたい。

まだ緊張しながらも

ＡＬＴと自己紹介し合う生徒

会話が活発になるよう

サポートする南高ＧＳＯ

インタビュー活動後も

積極的に質問を続ける生徒

プレゼンテーションの練習で

南高ＧＳＯに助言を求める生徒

２日間にわたって調べたことを

発表する生徒

英語での質問にチャレンジ

することを促すＡＬＴ
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国際探究Ⅱ 「戦略的表現力講座Ⅰ・Ⅱ」

戦略的表現力講座Ⅰ

【日時】 令和元年９月２６日（木）・２７日（金）

【場所】 中等部体育館棟 選択教室４

【目的】

・１０月１１日（木）に本校で開催される「校内成果発表会」に向けて、外部講師より発表用資料や発表

原稿の作成に関わる基本的な技術及び効果的なプレゼンテーションの技法について学ばせる。

・「校内成果発表会」に向けて、具体的な活動の見通しをもたせる。

【内容】

・全１８班を２日間（両日９班ずつ）に分け、１班あたりの所要時間を３０分とし、各班ごとに現時点での

探究内容を１０分程度発表した後、講師から指導や助言を受ける。

【講師】 ソフトアドバンス株式会社 代表取締役 菅原 亘 氏

【事業を振り返って】

各班とも本番同様パワーポイントを作成し、日本語で探究内容を提示した。菅原社長からは自分た

ちで探究内容をきちんと把握し、整理していないと相手には伝わらないと指導された。上手く伝わらな

いところを質問されていくうちに探究内容が不十分であることに気づかされる班もあった。また、興味深

い探究内容だと評価された班に対しても、使用言語が英語になった場合内容を分かりやすく伝えるに

は時間がかかるかもしれないことやスライドの写真や色の効果など細かいアドバイスをいただいた。生

徒は積極的に質問し、少しでも多くのアドバイスを引き出そうと熱心に指導を受けていた。校内発表会

に向けての前向きな姿勢や熱意が見られた。

【生徒の振り返りから】

・今回意識した間の取り方や強調の仕方についてほめられたので本番でも取り入れたい。いただいた

アドバイスの「論の展開の仕方」「分かりやすさ」を意識して自分たちの発表を客観的に見直したい。

・自分たちが盲信していた探究の方向性を指摘され、提案への固執が合ったと気づいた。解決したい

問題をもう一度見つめ直し、持続可能な解決策を考え直したい。

・スライドのデザインはほめられたが、写真やキーワードが伝えたい内容を伝えるのに役立っていない

のではと指摘された。理解しやすい画像を利用したい。情報源を明確にして、説得力のあるデータを

組み合わせて提案を強めたい。

指導の前に担当教員と

確認する生徒

探究の内容を

日本語でプレゼンする様子

より良い発表のために

講師と議論している様子
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戦略的表現力講座Ⅱ

【日時】 令和元年１０月１４日（月）

【場所】 中等部体育館棟 大教室・選択教室１、 高校コンピュータ室

【目的】

・１０月２４日（木）に開催される「公開成果発表会」に向けて、外部講師より発表用資料や発表原稿の

作成に関わる基本的な技術及び効果的なプレゼンテーションの技法について学ばせる。

・「公開成果発表会」に向けて、より具体的な活動の見通しをもたせる。

【内容】

・「校内成果発表会」で選抜された６班に対して、１班あたりの所要時間を６０分とし、各班ごとに現時点

での探究内容を１０分程度発表した後、自班の現状や改善に取り組んでいる点などを講師に伝えた

うえで、指導や助言を受ける。

・指導の順番は「校内成果発表会」での発表順に準拠する。

【講師】 ソフトアドバンス株式会社 代表取締役 菅原 亘 氏

【事業を振り返って】

各班とも「校内成果発表会」で指摘された箇所を修正して講座に臨んでいた。前回の指導より長く、

各班１時間ずつ指導してもらい、スライドを確認しながら構成や伝える順番などに対してもアドバイスを

もらった。生徒たちの発表に対する意気込みを感じて、どの班に対しても熱心に指導していただいた。

プレゼンテーションを仕事で使っている社会人からの指導は生徒たちに大きく刺激を与えていた。

【生徒の振り返りから】

・いただいたアドバイスを元に、自分たちがその問題や解決策に行き着いた経緯をストーリー性を取り

入れながら分かりやすいように改善したい。

・スライドの分かりやすさ、難しい専門用語の説明の必要性などを指摘された。校内発表会でのアドバ

イスシートも参考にして、本番までしっかり調整したい。

・菅原社長から「伝えたいことを伝わるようにする」というアドバイスをいただいた。スライドや英語原稿

だけでなく常に意識してやっていきたい。

本番同様に助け合いながら

発表する生徒

笑顔でやりとりしながら

指導を受ける生徒

緊張しながら発表する様子

国際探究Ⅱ 「校内成果発表会」

【日時】 令和元年１０月１０日（木）

【場所】 中等部体育館棟大教室、選択教室６

【目的】

･これまでの研究成果を英語で発表し、自分たちの探究内容や表現方法について考えさせる。

･生徒間の参観と質疑応答を通して相互に研究内容を深め、今後の公開成果発表会およびその

後の論文作成につなげる。

･英語での発表と質疑応答を通して、英語コミュニケーション能力を高めさせる。

･１０月２４日（木）の公開成果発表会で発表する代表班６グループを選抜する。

【内容】

・全１８班を２会場に分け、各会場９班が発表を行う。

・発表・質疑応答は英語で行い、発表用資料も原則として英語で作成する。ただし、専門用語などは

日本語の注釈を付けることを認める。

・発表は１０分とし、その後に質疑応答を５分行う。なお、発表前後に入退出の時間を１分ずつ設ける。

【外部審査員】

秋田県立大学 生物資源学部 生物環境科学科 准教授 早 川 敦 氏

秋田県立大学 生物資源学部 応用生物科学科 助教 岩 下 淳 氏

・本校審査員 副校長 渡邉政徳、教頭 武蔵美佳、教諭 深沢志保、木村太郎

【発表要旨（大教室での発表順）】

１ 洪水による農業被害を解決する鍵 （ ５班）
A Key to Solving Agricultural Damages by Floods.

タイの洪水による農業被害。その背景には、洪水頻度の増加やタイの地形に問題
があった。洪水は、貧困の負のサイクルを生むが、恵みも与えてくれる。よって、
農業被害の軽減、貧困層の救済、洪水の恵みの利用という３点を中心に、古代農法
を利用したプロジェクトを提案する。そして、フィールドワーク先や外国語の資料
などから情報を得て、プロジェクトの実行可能性を証明した。結果、古代農法の利
用で農業被害を利益に繋げられた。

２ 自国の緊急時対策！～偏った食料依存を解決～ （１２班）
Our Emergency Plan to Cope with Food Crisis.

~ Solving Unbalanced Food Dependences ~

日本は現在、穀物を始め様々な農産物の自給率が低く、輸入に大きく頼っている。私
たちの研究では、日本が輸入に依存している農産物が貿易相手国との外交関係の悪化や
不作により、輸出停止や規制がかかった場合を想定し、自国で対策をとる方法を考えた。
カゴメや大学生協の事例をもとに１つの企業が海外で生産・加工・輸出を行い、緊急時
にある程度の量を確保できるようにすることで解決できると考えた。特に輸入依存度の
高い農産物を選び、自分たちで定めた８つの判断基準を使ってこの方策が実現可能かど
うかを検証した。
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国際探究Ⅱ 「校内成果発表会」

【日時】 令和元年１０月１０日（木）

【場所】 中等部体育館棟大教室、選択教室６

【目的】

･これまでの研究成果を英語で発表し、自分たちの探究内容や表現方法について考えさせる。

･生徒間の参観と質疑応答を通して相互に研究内容を深め、今後の公開成果発表会およびその

後の論文作成につなげる。

･英語での発表と質疑応答を通して、英語コミュニケーション能力を高めさせる。

･１０月２４日（木）の公開成果発表会で発表する代表班６グループを選抜する。

【内容】

・全１８班を２会場に分け、各会場９班が発表を行う。

・発表・質疑応答は英語で行い、発表用資料も原則として英語で作成する。ただし、専門用語などは

日本語の注釈を付けることを認める。

・発表は１０分とし、その後に質疑応答を５分行う。なお、発表前後に入退出の時間を１分ずつ設ける。

【外部審査員】

秋田県立大学 生物資源学部 生物環境科学科 准教授 早 川 敦 氏

秋田県立大学 生物資源学部 応用生物科学科 助教 岩 下 淳 氏

・本校審査員 副校長 渡邉政徳、教頭 武蔵美佳、教諭 深沢志保、木村太郎

【発表要旨（大教室での発表順）】

１ 洪水による農業被害を解決する鍵 （ ５班）
A Key to Solving Agricultural Damages by Floods.

タイの洪水による農業被害。その背景には、洪水頻度の増加やタイの地形に問題
があった。洪水は、貧困の負のサイクルを生むが、恵みも与えてくれる。よって、
農業被害の軽減、貧困層の救済、洪水の恵みの利用という３点を中心に、古代農法
を利用したプロジェクトを提案する。そして、フィールドワーク先や外国語の資料
などから情報を得て、プロジェクトの実行可能性を証明した。結果、古代農法の利
用で農業被害を利益に繋げられた。

２ 自国の緊急時対策！～偏った食料依存を解決～ （１２班）
Our Emergency Plan to Cope with Food Crisis.

~ Solving Unbalanced Food Dependences ~

日本は現在、穀物を始め様々な農産物の自給率が低く、輸入に大きく頼っている。私
たちの研究では、日本が輸入に依存している農産物が貿易相手国との外交関係の悪化や
不作により、輸出停止や規制がかかった場合を想定し、自国で対策をとる方法を考えた。
カゴメや大学生協の事例をもとに１つの企業が海外で生産・加工・輸出を行い、緊急時
にある程度の量を確保できるようにすることで解決できると考えた。特に輸入依存度の
高い農産物を選び、自分たちで定めた８つの判断基準を使ってこの方策が実現可能かど
うかを検証した。
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３ 東南アジアの都市への食中毒発生情報伝達システムの提案 （ ７班）
Let Us Know, for Safe Meals.

東南アジアは世界で最も食中毒が発生する地域である。その中でも開発が進んでいな
がらなお食中毒のリスクが高い都市部に注目した。外食の頻度が高く、また、衛生環境
の悪くなりやすい屋台が盛んであるという食文化は、それらの地域において食中毒の発
生する大きな原因でもある。スマートフォンの所有率が高いという地域特性から、食中
毒の発生情報を速やかに報告し、改善させるためにスマートフォンを用いた食中毒発生
情報伝達システムを提案する。

４ 都市ゴミはアフリカを救う （ ３班）
City Trash Saves Africa.

本研究では、セネガルという地域での食糧不足の問題に焦点を当てている。セネガル
では砂漠化の進行によって食料生産力が低下している。そのため、砂漠を緑化すること
で食糧不足を解決できないかと考えた。大山修一准教授の研究により、二ジュールで都
市ゴミを使って砂漠を緑化できることが分かった。さらに私たちは、この研究結果をセ
ネガルで応用し、農業をすることでこの問題の解決の可能性があると考えた。

５ 土壌改良と生産量向上 （１１班）
Environmental Improvement and Rising Production in Congo.

アフリカの食糧不足が深刻化している。農業を盛んにすることによって解決するため
アフリカの中でも農業をやりやすいコンゴを選び、「土壌改良」、「農地利用」という２つ
の方法で、解決することを考えた。土地の養分が流れ出てしまうことに着目し、以前昆
虫を飼育しているときに学んだ土地に養分を含ませることを利用した。農地利用はコン
ゴ盆地を利用して自然を活用した農業を行う。

６ 食育と養殖漁業を通してアフリカの栄養不足を改善する （ １班）
【公開成果発表へ】

７ ベトナムの赤潮による漁業被害を予防する （ ９班）
【公開成果発表へ】

８ 「うま味物質」で解決！塩分過多 （１６班）
【公開成果発表へ】

９ 水耕栽培のクリーン野菜で健康被害を減らそう！ in 中国 （１３班）

Hydroponic Culture to Reduce Health Damage in China.

中国ではがんによる死亡率が高い。この問題の背景には、土壌汚染によって農作物が、
発がん性物質を含んでしまうことにあった。この問題を解決するために水耕栽培を提唱
する。土地を使わない栽培方法であるため、土壌汚染の影響を受けないからだ。調査は
フィールドワークで訪ねた有限会社ベスコンで得たことを元に行った。ベスコンでは、
実際に水耕栽培を行っている。費用の問題や工夫を知ることができた。私たちの調査で
は、中国での水耕栽培における問題点として、水質問題があること、また水耕栽培を継
続して運用していくための売り上げのシミュレーションを行った。問題点に関して中国
の土壌、水質汚染の分布から解決策を見い出していく。

【発表要旨（選択教室６での発表順）】

１ アメリカの肥満を和食で解決する （１５班）
Solve American Obesity with Washoku.

アメリカでは、毎年肥満率が上昇しているという点が指摘されており、その背景とし
て栄養バランスの偏った食事の普及が挙げられる。今回の研究では、健康食といわれる
和食に着目し、和食バーガーを作成した。この和食バーガーの栄養素を調査したところ、
ビッグマック・ポテトMよりも栄養バランスが整っていることが分かった。これらのこと
から、この和食バーガーを通して和食に興味を持ってもらうことが、肥満の原因の１つ
である栄養バランスの偏りの改善へとつながるのではないかと考えた。これからは、こ
の和食バーガーの商品化が可能かどうかの調査・研究を行っていきたい。

２ ラオスの焼き畑農家への新農法の提案 （１０班） 【公開成果発表へ】

３ ケニアの子どもの鉄・亜鉛不足をかぼちゃの種で解決する （１８班）
【公開成果発表へ】

４ 魚粉でナイジェリアの子どもの栄養失調を改善 （ ８班）
Improving Lack of Nutrition by Fish Meal.

ナイジェリアでは難民が多く、子どもの栄養失調が深刻になっている。その背景には
イスラム過激派組織が引き起こす戦禍があり、多くの難民は十分な食料を得ることがで
きていない。今回の研究では支援団体による食べ物を魚粉を混ぜて食べさせることで、
今よりも栄養の状態をよくすることができるのではないかと考え、探究を進めた。フィ
ールドワークやインターネットでの調査を通して、魚粉は魚の持つほとんどの栄養素を
とることができ、また半年から１年ほどまで保存することができることがわかった。こ
れらのことから、魚粉によってナイジェリアの子どもの栄養不足を改善できるのではな
いかと考えた。

５ 食糧危機のない世界へ （１４班）
For the World without Food Crisis.

１０年後、インドの人口が世界１位になることを背景に、インドの食料が将来不足す
ることが指摘されている。本研究では、インドの主要作物の輸入量や生産量、消費量な
どから大豆が不足しているという点に着目した。フィールドワークなどの調査の過程で、
増産方法について調べ、遺伝子組み換えが最も有効だと判断した。これらのことから遺
伝子組み換え作物の栽培によって、増産につなげ、インドの食糧不足を解決することを
考察した。

６ 地球温暖化からリンゴを守る ～「流水農業」が創り出す未来 ～ （ ６班）
Protect Apples From Global Warming ～ The New Future with 「Water×Farm」～

北国では冷涼な環境を利用して様々な地域特有の農作物を生み出してきたが、地球温
暖化により､その作物の収穫に影響が出ている。北国野菜で代表的なリンゴも同様である。
この状況を打開するため、水流による温度調整法を考案した。また、この水流を利用す
ることで、温度調節器の電源の一部を補うことができる。独自に開発したこのシステム
を「流水×農業」と名付けた。
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【発表要旨（選択教室６での発表順）】

１ アメリカの肥満を和食で解決する （１５班）
Solve American Obesity with Washoku.

アメリカでは、毎年肥満率が上昇しているという点が指摘されており、その背景とし
て栄養バランスの偏った食事の普及が挙げられる。今回の研究では、健康食といわれる
和食に着目し、和食バーガーを作成した。この和食バーガーの栄養素を調査したところ、
ビッグマック・ポテトMよりも栄養バランスが整っていることが分かった。これらのこと
から、この和食バーガーを通して和食に興味を持ってもらうことが、肥満の原因の１つ
である栄養バランスの偏りの改善へとつながるのではないかと考えた。これからは、こ
の和食バーガーの商品化が可能かどうかの調査・研究を行っていきたい。

２ ラオスの焼き畑農家への新農法の提案 （１０班） 【公開成果発表へ】

３ ケニアの子どもの鉄・亜鉛不足をかぼちゃの種で解決する （１８班）
【公開成果発表へ】

４ 魚粉でナイジェリアの子どもの栄養失調を改善 （ ８班）
Improving Lack of Nutrition by Fish Meal.

ナイジェリアでは難民が多く、子どもの栄養失調が深刻になっている。その背景には
イスラム過激派組織が引き起こす戦禍があり、多くの難民は十分な食料を得ることがで
きていない。今回の研究では支援団体による食べ物を魚粉を混ぜて食べさせることで、
今よりも栄養の状態をよくすることができるのではないかと考え、探究を進めた。フィ
ールドワークやインターネットでの調査を通して、魚粉は魚の持つほとんどの栄養素を
とることができ、また半年から１年ほどまで保存することができることがわかった。こ
れらのことから、魚粉によってナイジェリアの子どもの栄養不足を改善できるのではな
いかと考えた。

５ 食糧危機のない世界へ （１４班）
For the World without Food Crisis.

１０年後、インドの人口が世界１位になることを背景に、インドの食料が将来不足す
ることが指摘されている。本研究では、インドの主要作物の輸入量や生産量、消費量な
どから大豆が不足しているという点に着目した。フィールドワークなどの調査の過程で、
増産方法について調べ、遺伝子組み換えが最も有効だと判断した。これらのことから遺
伝子組み換え作物の栽培によって、増産につなげ、インドの食糧不足を解決することを
考察した。

６ 地球温暖化からリンゴを守る ～「流水農業」が創り出す未来 ～ （ ６班）
Protect Apples From Global Warming ～ The New Future with 「Water×Farm」～

北国では冷涼な環境を利用して様々な地域特有の農作物を生み出してきたが、地球温
暖化により､その作物の収穫に影響が出ている。北国野菜で代表的なリンゴも同様である。
この状況を打開するため、水流による温度調整法を考案した。また、この水流を利用す
ることで、温度調節器の電源の一部を補うことができる。独自に開発したこのシステム
を「流水×農業」と名付けた。
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７ 小さな栽培方法革命 ～ギニアの陸稲を変える～（ ２班） 【公開成果発表へ】

８ お金の無駄を減らしませんか？（１７班）
Why Don't You Reduce Loss of Your Money by GF?

近年食品ロスは国内で大きな問題となりつつある。食品ロスには２種類あり、私たち
は身近に起こっている家庭系食品ロスに着目した。調べると食品ロスの処理費として納
める税金や無駄に使った食費を合わせると大きな損失であることが分かった。家庭系食
品ロスの原因はいくつかあり、"直接廃棄"を減らすための自主的行動がとりわけ難しい
と調査の結果から分かった。そこで、直接廃棄を減らすことで家庭内の経済的負担を減
らすことができると考え、減らすための様々な機能を組み込んだアプリを提案する。

【事業を振り返って】
どの班も一生懸命準備し、本日に至った。パワーポイントでは、各班の創意工夫が見られ、非

常に見やすく、分かりやすいものであった。英語によるプレゼンテーションでは、各班の努力の
成果が見られた。最初はただ翻訳していたように感じたが、何度も添削し、作り上げ、パワーポ
イントのスライドと合う内容になっていた。質疑応答に関しては、うまく聞き取り、回答を伝えるこ
とにつまづいている班もあったので、これからの課題として取り組んでほしいと考える。代表にな
った６班もそれ以外の班も、多くのことを学んだ充実した一日だった。この成果をこれからに活
かしてほしい。

【生徒の振り返りから】
・質疑応答では、活動の中で議論してきたことを聞かれたのですぐに回答できた。発表では言及でい
なかった点を引き出してもらえて良かった。

・仮説を立て、フィールドワークに行き、そこからまた自分たちで探究を進めたことを英語で伝えられ
た。放課後遅くまで作業をするなど大変なことはたくさんあったが、当日まで完成を間に合わせること
ができて良かった。

・探究の内容を盛り込むとどうしても時間がオーバーしてしまい、制限時間の10分に収めるのに苦労し
た。伝えたり内部分は、論文で発表するときに盛り込みたい。

・英語で話すというプレゼンテーションで、本番はやはり緊張したが、専門用語や一番伝えたい部分は
強くはっきりと話すことができた。練習では時間が足りなかったが、本番では時間内に話し終えること
ができた。
･質疑応答であまり良い回答をすることができなかった。自分たちの調査が少し甘かったと思っ
た。この後の活動でもっと調査を深めていきたい。

･質疑応答への対策を怠った点が反省点。ある程度想定できていた質問もあったため、答えを英
語で言えるよう考えておけば良かったと思った。

･発表の内容が聞いている人に届かせるには、相手にとって聞きやすい表情やトーンで話すべき
であった。練習の時から本番を意識して取り組むべきであった。

･スライド１枚に対する情報量が多すぎないことが、相手に伝わる説得力のあるプレゼンにつな
がると思う。他の班の発表に対し、積極的に英語で質問できた。自分でも頑張ったと思う。

三年生からの鋭い質問を

真剣に聞く様子
英語での応答のために

話し合う様子
身振りを交えて

質問に答える生徒
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国際探究Ⅱ 「公開成果発表会」

【日時】 令和元年１０月２４日（木） １４：００～

【場所】 秋田県児童会館みらいあ 子ども劇場けやきシアター

【目的】

・「国際探究Ⅱ」での探究成果を発表するとともに、参観者との質疑応答を通して探究内容を深める。

【内容】

・ＳＧＨ課題研究「国際探究Ⅱ」選択生徒の代表６班が、研究成果を英語で発表し、参観者との英語

での質疑応答を通してプレゼンテーション能力と英語コミュニケーション力を高め合う。

・発表時間は１０分、質疑応答は５分とする。時間超過は審査規準には抵触するが、これまでの成果を

発表するという観点から、１０分を超えても発表は最後まで行われる。

・代表６班以外のグループは、研究内容を英語でまとめたポスターを会場内に掲示する。

【参観者】

秋田南高校 高２年ＤＥ組（約８０名）、高２年ＡＢＣＦ組（約１４５名）

高１年（約２１５名）、中等部３年（約８０名）、教員（約５０名）

AKITAグローバルネットワーク（ＧＮ）事業指定校生徒・引率教員

大館国際情報学院高校（４２名）・能代松陽高校（３３名）・由利高校（２７名）

（横手清陵学院高校はSkype視聴のみ）

来賓 運営指導委員・教育委員会・連携機関・本校関係者 等（約１０～１５名）

一般来場者 連携機関・ＦＷ先・県内他校教員 等（約２０～３０名）

本校保護者（約３０～４０名） 計 ７５０～７７０名

【評価の規準と評価の観点】

１ テーマ 本校の研究構想（ 『こまちの里』秋田の高校生が、『地球村』の食糧問題に
（課題設定能力） 挑む！）に沿って、明確な課題意識をもってテーマに取り組んでいるか。

２ 内容 課題について基礎的知識をもち、課題解決のために必要な資料・データを適
（課題探究能力） 切に用いているか。

３ 考察 資料･データをもとに論理的に主張を展開し、考察を深めたうえで、結論を
（論理的思考力） 導くことができているか。

４ 表現 発表の仕方などを含めて、聴衆をひきつけるような発表方法や表現手法の
（プレゼンテーション能力） 工夫をしているか。

５ 態度・応答 時間内に発表し、また、質疑に対して誠実に応答しているか。

【審査員】

東北公益文科大学 学長（秋田南高校ＳＧＨ運営指導委員） 吉 村 昇 氏

聖園学園短期大学 教授（秋田南高校ＳＧＨ運営指導委員） 五十嵐 隆 文 氏

秋田県立大学生物資源科学部応用生物科学科 教授 秋 山 美 展 氏

秋田県教育委員会高校教育課英語教育推進班 副主幹(兼)班長 下 橋 実 氏

秋田南高校・秋田南高校中等部 校長 眞 壁 聡 子
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【発表要旨（発表順）】

① Group 16 【第三位】

「うま味物質」で解決！塩分過多

Solving Excessive Salt with "Umami Substance"

２D 酒井千桜 ２E 犬塚友樹 加藤もえぎ 佐藤 匡 三浦真緒

本研究では、アジア諸国の塩分過多問題において、味増強効果のあるうま味物質と、

醤油などの調味料を調理過程で組み合わせる減塩方法の有効性について述べる。うま味

物質を用いた減塩方法が可能であるかを検証するために比較実験を行い、うま味物質を

用いることで減塩をしても味を損なわないことが実証された。この結果を基にした日本で

の実践例、さらにそれを海外に応用したタイでの例についても述べる。

② Group 2

小さな栽培方法革命 ～ギニアの陸稲を変える～

Tiny Modification Makes Great Innovation

～Change Dry Paddy in Guinea～

２Ｄ 加藤真生 嶋田莉乃 ２Ｅ 佐藤 凜 髙安耀一朗 長谷部凌翔

ギニアでは乾期と雨期の降水量の差が激しく、主食である米、特に陸稲の収量が安定

していないのが問題である。私たちはどうすればその問題を解決できるのかを考えた。大

学教授やJICAの方との議論を経て、現地の詳しい状況や条播・プライミング処理などを行

える可能性、機会均等の重要性が分かった。このことから、私たちが考えたいくつかの解

決策を組み合わせ、それをToTを行って広めることが有効であると考えた。

③ Group 1 【最優秀賞】

食育と養殖漁業を通してアフリカのタンパク質不足を改善する

Changing Africa with Education -A Solution to Solve Malnutrition-

２Ｄ 髙橋美空 ２Ｅ 小山杏奈 櫻田一史 中川華花 松沢旺介

アフリカでは栄養不足が深刻化している。その背景には、教育の不足により栄養の知

識が得られず、穀物に偏りタンパク質が不足している食事を問題視していないことがあげ

られる。本研究ではベナンを対象に、改善策として小学校での食育と養殖漁業を推進す

る。これは、過去のアフリカへの支援の失敗例を分析し、支援のあり方を改めて考えた提

案である。この研究を通して、私たちが気づいた効果的・持続的な支援のあり方を発表す

る。
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④ Group 10

ラオスの焼き畑農家への新農法の提案

Proposing Advanced Agriculture in Laos

２Ｄ 伊藤紀彩 鈴木奏音 ２Ｅ Byrne杏雅愛 橋本拓飛

ラオスでは食糧不足が深刻な問題となっている。その背景には急激な人口増加により

焼き畑農業では食糧が追いついていないことが挙げられる。本研究ではフィールドワーク

先で得た情報やNPO秀明インターナショナルから伺った実例をもとに最先端で持続的な

「自然農法」を提案する。これを実践することで安定した収穫量が期待でき、食糧不足を

解決できると考えた。

⑤ Group 18

ケニアの子どもの亜鉛不足をかぼちゃの種で解決する

Save Kenyan Children by Pumpkin Seeds

２Ｄ 清水舞子 戸田 咲 ２Ｅ 池田優理 鈴木萌華 畠山委玖重

ケニアの農村部では、子どもの亜鉛不足が起きている。亜鉛不足は貧血や乳幼児の発

育不良、下痢などの健康被害を引き起こす。そのため、医療環境の整っていないケニア

では深刻な問題であると考えられる。そこで亜鉛を多く含む食品を様々な条件のもと比較

し、かぼちゃの種がケニアに適当な食物であるとして提案する。また、現地で食べられて

いるものに加えることで手軽に亜鉛を摂取でき、亜鉛不足の解消につながると考察する。

⑥ Group 9 【優秀賞】

ベトナムの赤潮による漁業被害を予防する

Prevent the Red Tide in Vietnam

２Ｄ 佐藤海里 藤村彰太 ２Ｅ 佐々木詩菜 夏井颯太

ベトナムでは深刻な漁業被害が恒常的に発生している。本研究では、その原因である

赤潮を防ぎ漁業被害を減らすために、「ぎばさ」をベトナムの海で養殖し、その水質浄化

作用を用いて富栄養化を予防するという方法を提案したい。「ぎばさ」の高い水質浄化能

力や、他の海藻にはない利点などの面から、秋田県民になじみの深い海藻「ぎばさ」を用

いた漁業被害への対策法について述べる。
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【事業を振り返って】

今回の発表会ではAKITAグローバルネットワーク事業指定校である大館国際情報高校、能代

松陽高校、由利高校の皆さんを会場に迎え、横手清陵高校には発表や会場の様子をSkypeで

伝えるという形で交流した。昨年同様、質疑応答でのコーディネートを含めた司会進行を本校生

徒が務めた。事前に司会進行役の生徒を公募したところ6名の生徒が英語司会に、1名の生徒が

日本語司会に立候補した。昨年の先輩の姿が生徒の意欲を引き出したと思う。

発表では各班ともこれまでに積み重ねてきた探究の成果を存分に発揮した。また、発表後AL

Tやフィールドワークでお世話になった方々から鋭い質問が英語でなされたが、質問内容を理解

し誠実に応答している姿が見られた。これまで公開成果発表会を参観してきた運営指導委員の

方からは「毎年、今回の発表がこれまでで最高だと思える。南高生だけでなく他校生もレベルア

ップするような取り組みを期待する」との評価をいただいた。

最優秀賞の1班はWWL･SGH×探究甲子園（兵庫県）で口頭発表を、優秀賞の９班は全国高

校生フォーラム（東京都）でポスター発表を、第三位の16班は、東北地区ＳＧＨ課題研究発表フ

ォーラム（宮城県）で口頭発表を行う。

【生徒の振り返りから】

・この半年間でたくさん調べていろいろな人に話を聞き、うまくいったりいかなかったりしたことを１０分

以内にまとめるのは苦しかったが、自分たちの伝えたかったことを聴衆に響かせることができたと思

う。これまで一番のパフォーマンスができた。多くの方々から評価していただいたので、嬉しかった。

・普段感情を大きく出している人ほど表現力があると思った。自分も普段から感情を表に出したい。

・本番は上手くいかないと気づく発表会になりました。自分のことだけに集中し、相手に伝えることを第

一にすることを忘れていたような気がします。相手と会話をしているように発表した方が良かったと思

った。英語力においても質疑応答で上手く答えられず、英語の「話す」力が足りないと感じました。

・代表班にならなかったが、公開成果発表会に向けてポスター制作を頑張った。他の班のポスターを

見て自分の班にはない工夫や図の配置など非常に参考になった。

・瞬時に相手の質問を理解し、それに対する答えを即座に応える様子に衝撃を受けた。

・客席からの鋭い質問に何度も聞き返しながら努めて答えようとしたり、 せりふを忘れてしまっても

あきらめずに発表を続けたり、横からサポートするチームメートの協力が印象深かった。

・質問者と回答者の認識がずれたままだった質疑応答があった。自分の質疑応答を振り返って

も焦って相手のいうことを理解しないまま回答し、的外れな返答をしていたのではないかと思っ

た。次の機会にはきちんと対応できるようにしたいと強く思った。

司会進行と質疑応答の

コーディネートを担当した生徒

最優秀賞に選ばれた

１班の生徒の発表

ALTの先生からの

質疑応答の様子
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国際探究Ⅱ 「論文作成基礎講座」「論文作成」「論文コンクール」

論文作成基礎講座

【日時】 令和元年１１月２１日（木） ６校時

【場所】 中等部体育館棟大教室

【目的】

・これまでの探究成果を研究論文としてまとめるにあたり、論文作成に向かう心がまえや論文作成の

基礎的な事項について理解させる。

【内容】

・講師より論文作成の基礎的な事項や留意点、優れた論文の事例に関する講話を聴く。

【講師】 秋田県立大学 副学長 吉澤 結子 氏

【事業を振り返って】

探究活動は、公開成果発表会が終わり論文作成に移行した。今までの「口頭で伝える」発表

から「文字で伝える」論文作成になる。生徒は講師の先生の基礎講座を受講し、頭の中ではイメ

ージをもてていたようだ。これまでとは伝達方法が違うので、生徒への指導をしっかり行っていき

たい。特に、文章作成においては伝えたい内容が論理的であるかどうかを注視したい。

【生徒の振り返りから】

・今までの口頭発表と異なり、一層論理的に研究をまとめたいと感じた。論文では、正しい情報を正確

に伝える文章を作るよう心がけたい。

・中間発表のプレゼンテーションでは英語での発表であったが、言葉だけでなく身振り手振りなどで表

現できたので相手に分かりやすく伝える工夫ができたが、論文では文章やグラフ、写真で内容を伝え

なくてはいけないので別の工夫が必要だと強く感じ、難しいと思った。

・「論文とは、事実と自分たちの考えを組み合わせることで成り立つ」という教えが心に残っている。自

分たちの考えをもう一度見つめ直して、根拠のある良い論文にしたい。

論文作成（論文コンクール）

【日時】 令和元年１１月２１日（木） ７校時 ～ 令和２年２月６日（木） 全７回

【場所】 ２年Ｄ・Ｅ組 中等部体育館棟選択教室１～４ 中等部コンピュータ室

【目的】 これまでの探究内容を一層深め、提出日までに研究論文としてまとめる。

【内容】 作成期間内にこれまでの探究内容を班内で再調査・協議することで一層深めるとともに、本校

担当職員による冬休み前後の「論文集中指導」を経て、決められた形式に従って論文を作成

する。論文コンクールは全班参加することになっているが、示した提出期限に間に合わない場

合は審査の対象にしない。
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国際探究Ⅱ 「今年度の修正点と事後検証」

１ 指導体制

（１）概要

昨年度の「国際探究Ⅱ」の選択者は、２クラス70名であったが、今年度はさらに増え、2クラス８４名

で活動を始めた。本校のSGH活動が対外的に広く知られるようになり、活動を楽しみに入学してきた

生徒たちが、上級生の活動を目の当たりにし「国際探究Ⅱ」の選択を希望したことが主な増加の理

由である。

人数の増加に伴い班数も増え、指導者８名が２～３班を指導する体制となった。指定５年目で、

以前に「国際探究Ⅱ」指導経験がある指導教員が複数いたこともあり、指導者が個性を活かしなが

ら様々な工夫を主体的に行い、その指導方法を指導者同士で共有し積極的に指導にあたった。ま

た、秋田県立大学の担当者と積極的に連携し、他大学の研究者を紹介してもらいSkypeでインタビ

ューを行う場を設定するなど、フィールドワークに加え新たな調査活動を行うことができた。

昨年度同様、本校で導入しているClassiに、班担当と県立大担当者を含めたグループを班ごとに

作成し、Classi上でデータを共有できる環境を整えた。班によって利用頻度に差が見られるものの、

昨年から利用していた県立大担当者は生徒と活発に情報交換していた。

２ 生徒の主体性を促す活動

（１）校内成果発表会後の公開成果発表会までの活動

校内成果発表会で選考された６班が公開成果発表会でのプレゼンテーションに向けて、さらに充

実した活動ができるように、発表会後に時間を確保し互いのプレゼンテーションを見せ合った。他の

班のプレゼンテーションを見ることで、自分たちのプレゼンテーションを客観的に見つめ直すことが

でき、改善に向けて主体的に活動することができた。選考されなかった１２班は、先輩たちのポスタ

ーを活用し、それぞれの良い点悪い点を確認し合い、自分たちのポスター作成に活かすことができ

た。２つの異なる目標に向けて、２週間という短い期間ではあったが主体的な活動を促すことができ

た。

（２）各種外部大会への参加に向けての活動

公開成果発表会で最優秀賞に選ばれた班は、「WWL･SGH×探究甲子園」に挑戦した。締め切

りまで時間がない中、書類を整え応募し、３年ぶりに予選を突破することができた。その後も本戦に

向けて探究を進め、２月には秋田県SSH合同発表会でプレゼンテーションを行うなど、積極的に活

動した。公開成果発表会で優秀賞に選ばれた班は、「全国高校生フォーラム」に参加し、ポスター

発表を行った。インフルエンザが流行する中、欠席者が出ても発表できるように１人の分担量を増や

して取り組んだ。また、AKITAグローバルネットワーク事業指定校の研究発表交流会が本校を会場

に行われることになり、ポスター発表を希望する班を募ったところ、７班が発表を希望した。当日は新

型コロナウイルスの感染防止のため中止になったが、本校生だけで７班のポスター発表を行う機会

を作った。どの班もしっかり準備して臨んでおり、今後校内でもポスター発表の機会を設けたいと思

った。新型コロナウイルス流行の影響で様々な外部大会が中止になり、それらの会での発表の機会

は失ったが、参加に向けて活動したことが、生徒たちの成長に大きくつながったと実感した。

【事業を振り返って】

最初の時間では、各班で論文作成に向けて準備が行われた。役割分担が決まり、順調に取り組

んでいた。冬休み前最後の時間では、今後の活動計画を明確に作成していた。しかし、それぞれ

の担当箇所を繋げたときの表現の不一致などが多くあり、一貫性をもって作成することに苦労して

いる班もあった。長期休業後の「論文集中指導」では、担当教員から論文を通した説得力ある構

成について指摘され、構成について見直す班が多かった。統一された書式で論文を作成すること

に戸惑うのではないかと思っていたが、生徒たちが教え合い、様式についてはほとんどの班が決

められたとおりに作成していた。また、最終活動日の１７時を提出期限と定めたところ、全班がきち

んと間に合わせて提出していた。論文は秋田県立大学の先生方の協力の下審査していただい

た。プレゼンテーションやポスター発表では活躍し切れていなかった班の生徒たちが懸命に取り

組んでいた。

【生徒の振り返りから】

・今日は論文の提出日で、担当の先生に最終確認をしていただいた。誤字脱字だけでなく、表･図と

文章の配置やそれぞれの大きさなどを直した。内容が伝わるには読みやすさが大切だと思った。

・論文作成で苦労したのは、本文を書くことよりも図の位置を直すことや引用の出し方などで、細かな

部分の修正に膨大な時間がかかった。論文の作成の大変さが身にしみたが、今後論文を見るときに

どのような部分に注意して読めばいいか、論文の内容を把握しやすくなったと思った。

・論文は、文章にすることでプレゼンテーションやポスターよりも責任を感じると思ったので、今後論文

を書くときには、時間をかけて推敲し、責任をもって作成するようにしたい。

･グラフや表を使うときには何を伝えたいのか考える必要があると思う。論文を作成するのは

初めてだったが、今回たくさん学んだので絶対将来に活かします。

論文コンクール 審査結果

最優秀賞 ２班 「小さな栽培方法革命」

１８班 「ケニア農村部の子どもたちの亜鉛不足を解決する」

優秀賞 １班 「ＴＬＴシステムを用いた相互理解による持続可能な支援の提案」

特別賞 ５班 「洪水による農業被害を解決する鍵」

１７班 「日本の食品ロス問題をＧＦアプリで解決する」

吉澤副学長による

「論文作成基礎講座」の様子

原稿の担当箇所を分担し

作業計画を立てる

各自が作成した論文を

確認し合う
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国際探究Ⅱ 「今年度の修正点と事後検証」

１ 指導体制

（１）概要

昨年度の「国際探究Ⅱ」の選択者は、２クラス70名であったが、今年度はさらに増え、2クラス８４名

で活動を始めた。本校のSGH活動が対外的に広く知られるようになり、活動を楽しみに入学してきた

生徒たちが、上級生の活動を目の当たりにし「国際探究Ⅱ」の選択を希望したことが主な増加の理

由である。

人数の増加に伴い班数も増え、指導者８名が２～３班を指導する体制となった。指定５年目で、

以前に「国際探究Ⅱ」指導経験がある指導教員が複数いたこともあり、指導者が個性を活かしなが

ら様々な工夫を主体的に行い、その指導方法を指導者同士で共有し積極的に指導にあたった。ま

た、秋田県立大学の担当者と積極的に連携し、他大学の研究者を紹介してもらいSkypeでインタビ

ューを行う場を設定するなど、フィールドワークに加え新たな調査活動を行うことができた。

昨年度同様、本校で導入しているClassiに、班担当と県立大担当者を含めたグループを班ごとに

作成し、Classi上でデータを共有できる環境を整えた。班によって利用頻度に差が見られるものの、

昨年から利用していた県立大担当者は生徒と活発に情報交換していた。

２ 生徒の主体性を促す活動

（１）校内成果発表会後の公開成果発表会までの活動

校内成果発表会で選考された６班が公開成果発表会でのプレゼンテーションに向けて、さらに充

実した活動ができるように、発表会後に時間を確保し互いのプレゼンテーションを見せ合った。他の

班のプレゼンテーションを見ることで、自分たちのプレゼンテーションを客観的に見つめ直すことが

でき、改善に向けて主体的に活動することができた。選考されなかった１２班は、先輩たちのポスタ

ーを活用し、それぞれの良い点悪い点を確認し合い、自分たちのポスター作成に活かすことができ

た。２つの異なる目標に向けて、２週間という短い期間ではあったが主体的な活動を促すことができ

た。

（２）各種外部大会への参加に向けての活動

公開成果発表会で最優秀賞に選ばれた班は、「WWL･SGH×探究甲子園」に挑戦した。締め切

りまで時間がない中、書類を整え応募し、３年ぶりに予選を突破することができた。その後も本戦に

向けて探究を進め、２月には秋田県SSH合同発表会でプレゼンテーションを行うなど、積極的に活

動した。公開成果発表会で優秀賞に選ばれた班は、「全国高校生フォーラム」に参加し、ポスター

発表を行った。インフルエンザが流行する中、欠席者が出ても発表できるように１人の分担量を増や

して取り組んだ。また、AKITAグローバルネットワーク事業指定校の研究発表交流会が本校を会場

に行われることになり、ポスター発表を希望する班を募ったところ、７班が発表を希望した。当日は新

型コロナウイルスの感染防止のため中止になったが、本校生だけで７班のポスター発表を行う機会

を作った。どの班もしっかり準備して臨んでおり、今後校内でもポスター発表の機会を設けたいと思

った。新型コロナウイルス流行の影響で様々な外部大会が中止になり、それらの会での発表の機会

は失ったが、参加に向けて活動したことが、生徒たちの成長に大きくつながったと実感した。
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平成３１（令和元）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 ・ガイダンス ２ ・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）
・研究内容再検 ・提案や実践の具体的方 ・課題設定能力、課題探究能力、

討 法を再検討する。 論理的思考力（振り返りシー
５ 12 ト・活動観察）

・実践発信活動 ・実践発信活動で行うプ ・課題探究能力、論理的思考力、
準備 レゼンや意見交換の準 プレゼン能力（振り返りシー

備をする。 ト・活動観察）
・グローカル・ ・秋田市役所などを訪問 ・論理的思考力、プレゼン能力、

ミーティング し、社会に提案を発信 実践力（振り返りシート・活
し、意見交換する。 動観察・外部評価）

６ ・論文構成検討 ８ ・研究内容の見直しと研 ・課題設定能力、課題探究能力、
究論文の構成や執筆分 論理的思考力（振り返りシー
担を検討する。 ト・活動観察・論文構成検討

シート）
前 ・国際意見交流 ・国際教養大の留学生と ・論理的思考力、プレゼン能力、

会Ⅰ 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）

・論文作成Ⅰ ・ＰＣを用いて論文の原 ・課題探究能力、論理的思考力
稿を作成する （振り返りシート・活動観察）

期 ・国際意見交流 ・ＹＦＵ留学生と提案に ・論理的思考力、プレゼン能力、
会Ⅱ ついて英語で意見交換 実践力（振り返りシート・活

７ ６ する。 動観察）
・論文作成集中 ・担当教員と論文の構成 ・課題探究能力、論理的思考力、

指導Ⅰ と夏季休業中の進め方 プレゼン能力（振り返りシー
について検討する。 ト・活動観察）

・論文作成Ⅱ ・夏季休業中に執筆した ・課題探究能力、論理的思考力
原稿を整理し、論文の （振り返りシート・活動観察）
下書きを完成させる。

８ ・論文作成集中 ２ ・担当教員に論文の下書 ・課題探究能力、論理的思考力、
指導Ⅱ きを提出し指導を受け プレゼン能力（振り返りシー

る。 ト・活動観察）
９ ・研究論文完成 ４ ・論文の体裁等について ・課題設定能力、課題探究能力、

最終校正作業を行う。 論理的思考力、プレゼン能力、
実践力（研究論文）

・活動の振り返 ２ ・これまでのＳＧＨの活 ・課題探究能力、論理的思考力、
り 動を振り返り、成果と （振り返りシート）

課題を明確化する。
※関心･意欲･態度，取組内容，

発表内容，成果物等をもとに
評価シートに基づき数値評価

対象：昨年度，「国際探究Ⅱ」を履修した生徒６９名。

活動時間は原則，前期の木曜日６・７校時に設定。配当予定総時数３６時間。

ＳＧＨによる教育課程の特例により，「コミュニケーション英語Ⅲ」を１単位減じる。
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「グローバル・イシュー」　個人評価シート

学年 クラス 番号 氏名 評点

課題
設定
能力

課題
探究
能力

論理
的思
考力

プレ
ゼン
能力

実践
力

配
点

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 6

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 6

○ ○ ○ 6

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ 3

○ ○ ○ ○ ○ 25

○ ○ 18

３：特に優れている　　２：普通　　１：特に劣っている （配点３の場合）

5 75 ～ 100

4 65 ～ 74

3 40 ～ 64

2 35 ～ 39

1 0 ～ 34

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

論文作成Ⅳ
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

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

論文作成Ⅱ
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

論文作成Ⅲ
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

国際意見交流会
英語コミュニケーション能力を活用して、留
学生や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
Ⅵ

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

グローカル・ミーティ
ング in 秋田南高校

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

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

実践発信活動準備
Ⅴ

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

グローカル・ミーティ
ング in 秋田市役所

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

実践発信活動準備
Ⅰ

主体的に活動に取り組み、実践・発信活動
に向けて、下書きを作成してスライドの構成
を具体的に考えることができる。

活動観察
振り返りシート

実践発信活動準備
Ⅱ

主体的に活動に取り組み、実践・発信活動
に向けて、下書きを作成してスライドの構成
を具体的に考えることができる。

活動観察
振り返りシート

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

ガイダンス／文献探索的
図書館利用講座

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 「ガイダンス／文献探索的図書館利用講座」

【日時】 平成３１年４月１１日（木） ６・７校時

【場所】 学習室・図書館

【目的】 ・今年度の担当職員（班担当者）を理解する。

・今年度のＧ.Ｉ.の大まかな流れを把握することができる。

・本校図書館での文献探索の方法を理解することができる。

【内容】 ・全体会（全生徒）

今年度の担当者職員（班担当者）紹介

Ｇ.Ｉ.の概要説明と３年生への期待

・１～８班の生徒

昨年度の３年生の活動動画視聴（学習室） → 文献探索的図書館利用講座（図書室）

・９～15班の生徒

文献探索的図書館利用講座（図書室） → 昨年度の３年生の活動動画視聴（学習室）

【対象】 ３年Ｄ・Ｅ組 69名（15班）

【事業を振り返って】

全体会終了後、２グループに分けて活動を行った。特にＧ.Ｉ.の核となるグローカル・ミーティングに

ついては、昨年度の３年生の動画や資料の紹介に加え、昨年担当してくださった職員からの助言など

から、生徒は具体的なイメージをもてた様子であった。また、本校司書の杉山先生による「文献探索的

図書館利用講座」では本校図書館のOPACの詳細な説明をしていただいた。

今年度は前期のみの活動ではあるが、これまでの集大成となる活動を支援していきたい。

【生徒の振り返りから】

・先輩たちの説明や発表の態度が堂々としていた。

・昨年度からの経験を踏まえて、班のテーマが伝わるようにまとめていきたい。

・論文の参考になる文献の探し方について知ることができた。南高に文献がなくても、秋田県の図書館

や国立図書館にアクセスができると聞き、心強く感じた。

今年度の概要説明の後に、

昨年度の３年生の動画を視聴

「文献探索的図書館利用講座」を

担当した杉山司書

講座後、今後必要な文献探索

について質問をする生徒
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グローバル・イシュー 「研究内容再検討Ⅰ・Ⅱ」

【日時】 平成３１年４月１８日（木） ６・７校時（研究内容再検討Ⅰ）

平成３１年４月２５日（木） １・２校時（研究内容再検討Ⅱ）

【場所】 学習室・図書館・３Ｄ教室・３Ｅ教室

【目的】 ・「グローカル・ミーティング」での発信を意識し、補足が必要な部分を協議し、修正案を作成

することができる。（４月１８日）

・「グローカル・ミーティング」での発信を意識し、前時の内容を踏まえながら、相手に伝わる

実践発信の準備をすることができる。（４月２５日）

【内容】 ・「Ｇ.Ｉ. 発信計画書（下書き）」作成を通して、論文内容を再検討（整理）する。

・担当者に「Ｇ.Ｉ. 発信計画書（下書き）」の各項目を説明し、具体性や論理性に欠けている

部分の指摘を受ける。（４月１８日）

・前時の「Ｇ.Ｉ. 発信計画書（下書き）」をもとに、発表内容などを検討・共有する。

・今後の10連休を踏まえ、「次回までに準備しておくこと」などの見通しを立てる。（４月２５日）

【対象】 ３年Ｄ・Ｅ組 69名（15班）

【事業を振り返って】

各班ともにグローカルミーティングに向けて伝えたいことが明確になりつつあるように感じる。昨年に

比べて動き出しに勢いを感じる。妥協せずに、それぞれのメッセージを発信してほしい。（４月１８日）

PTA実施のため、１・２校時での実施であった。秋田市役所で発表する班の選出など、グローカル・

ミーティングの詳細はまだ未定であるが、各班とも自分たちの探究内容をコンパクトにまとめる作業に

取り組んでいた。（４月２５日）

【生徒の振り返りから】

・「初めて聞く人に伝わらないんじゃない？」と言われた。専門用語や定義の説明を丁寧にしたい。

・思っていたよりも説明に時間がかかった。（４月１８日）

・提案の根拠が足りないと感じ、昨年のパワーポイントの資料を大幅に差し替えることにした。

・連休明けまでの役割分担がほぼ完璧に決まった。あとはやるだけ。（４月２５日）

昨年度の作成した論文の

内容を改めて検証する生徒

グローカル・ミーティングに向けた

プレゼンの構成を協議する生徒

図書館利用講座を受けて

図書館で協議や作業をする生徒
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グローバル・イシュー 「実践発信活動準備Ⅰ～Ⅲ」

【日時】 令和元年５月 ９日（木） ６・７校時（実践発信活動準備Ⅰ）

令和元年５月１６日（木） ６・７校時（実践発信活動準備Ⅱ）

令和元年５月２３日（木） ６・７校時（実践発信活動準備Ⅲ）

【場所】 学習室・図書館・３Ｄ教室・３Ｅ教室

【目的】 ・「グローカル・ミーティング」での発信を想定し、初見の聞き手に伝わることを意識して実践

発信の準備ができる。（５月９日・１６日・２３日）

【内容】 ・「グローカル・ミーティング」の概要を説明する。特に発表班（1、2、3、5、6、9、10、12、15）の

９班には、本日中に「主となる質問」を作成・提出させる。（５月９日）

・発表班（1、2、3、5、6、9、10、12、15）の９班

「グローカル・ミーティング」のアブストラクトを作成する。

・発表班以外（4、7、8、11、13、14）の６班
（５月１６日）

参観者の役割の及び来月以降の発表に向けた準備を行う。

・発表班（1、2、3、5、6、9、10、12、15）の９班

先方から求められている「現時点でのプレゼンデータ」を作成する。

・発表班以外（4、7、8、11、13、14）の６班
（５月２３日）

司会の選出及び来月以降の発表に向けた準備を行う。

【対象】 ３年Ｄ・Ｅ組 69名（15班）

【事業を振り返って】

グローカル・ミーティングで発表をする班が決定したため、発表する班を中心に準備に熱が入って

いた。11班は東北農政局の川村さんに来校していただき、米ぬかに関して様々な意見や情報を入手

した。今後の研究が深められるよう期待したい。（５月９日）

今回は出張などで担当者が手薄であったが、各班ともそれぞれに資料や原稿の作成に取り組んで

いた。特に市役所での発表が決定している班からは、発表の予行練習を行う生徒が見られた。今回は

発表しない班にも、近日中に機会があることを伝え、モチベーションを保たせたい。（５月１６日）

来週に迫った発表に備え、該当する班を中心にプレゼン準備や練習に熱が入っていた。15班は、

プレゼンの練習をしたが、パワーポイントと発表が合わない場面や、まだ棒読みの場面があり、もう少し

練習が必要である。来週、手直しをしたものについて、もう一度練習の予定である。（５月23日）

【生徒の振り返りから】

・秋田市役所での発表では２名の職員の方に発表することになった。発表はもちろん、発表後の意見

交換の準備もしておきたい。（５月９日）

・これまでの発表と異なり、専門家の前で「自分たちの具体的提案」と「その根拠」を示すことが思って

いたより難しい。時間もあまりありません。（５月１６日）

・実際に声に出して練習すると、班のプレゼンがまだ未完成であることが分かった。今週末で修正し、

来週までに納得のいくものにしたい。（５月23日）
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グローバル・イシュー 「グローカル・ミーティング in 秋田市役所」

【日時】 令和元年５月３０日（木） ５～７校時

主な日程 12:30～ 生徒は昼食を済ませてから学校を出発

14:10 市役所玄関前のスペースに集合

14:15 市役所玄関前のスペースから５会場に移動

14:30 各会場ごとに発表開始

15:40 各会場ごとに閉会・解散（厳守）

【場所】 秋田市役所センタース 第2委員会室（２班・５班・６班） 洋室２・３（1班・３班・15班）

3-A（12班） 3-C（10班） 4-B（９班）

【目的】 ・これまでの探究内容や提案などを地域に発信することを通じて成果の還元を図るとともに、

プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力の伸長を図る。

・地域の方々との協議などを通じて探究内容と実社会とのつながりを理解するとともに、社会

参画への意識を高める。

・専門的知識をもつ方々の評価や助言などから、より質の高い論文の作成に向けた知識や

手立てを学ぶ。

【内容】 ・自己紹介（進行は班長）（５分）

・班によるプレゼン（10分）

・質疑応答（職員の方から生徒へ）（20分）

・質疑応答（生徒から職員の方へ）（10分）

・生徒からの感想及び職員の方からの感想（５分）

・生徒の振り返り（10分）

【対象】 ３年Ｄ・Ｅ組 発表班：９班（１、２、３、５、６、９、10、12、15） 44名

班 探究のテーマ 担当部署

１ 食を楽しむ子どもの育成 ～孤食と食への関心の関係性～ 学校教育課 子ども健康課

２ 大手ファミリーレストランで高齢者の食生活のサポート 長寿福祉課 保健予防課

３ おやつで野菜嫌いをなくし、健康的な生活を目指す 学校教育課 子ども健康課

５ QOLと健康寿命 ～未来の高齢者へ豊かな生活を～ 保健予防課

６ 若者の健康を間食で改善する 保健予防課

SNOW VEGETABLE PROJECT
９

～雪下野菜で世界の雪国の小規模農家の農業収入を上げる～
産業企画課 園芸振興センター

10 東南アジアの子供の栄養不足を妊婦への食育で解決する 子ども健康課

12 稲作農家と畜産農家の連携を深めて飼料自給率に革命を 農業農村振興課

15 朝食に革命を ～おにぎらずで減らす朝食欠食率～ 特定検診課
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【事業を振り返って】

秋田市役所の職員の方々はそれぞれ生徒の発表を真摯に聴いてくださり、中には各班テーマに

関する詳細な資料を提供してくださるなど、発表班の生徒に新たな視点・考え方を与えてくださった。

また、参観した生徒の姿勢も立派であり、当初の目的は達成できたと思う。

【報道】 秋田魁新報社による取材

・６月８日（土）付けの新聞記事で、「SGH指定の秋田南高生 食糧問題、市職員と議論」の見出しで、

「SNOW VEGETABLE PROJECT ～雪下野菜で世界の雪国の小規模農家の農業収入を上げる～」

をテーマとした９班と、産業企画課・園芸振興センター職員の方々との協議の様子が紹介された。

【生徒の振り返りから】

・職員の方々の助言は私たちの提案に寄り添った的確なものばかりで参考になり、とても嬉しかった。

・私も大人になったら、子どもの話を真剣に聞き、一緒に考えることのできる大人になりたいと思った。

・私たちの課題でもあった普及方法については、市の職員の方も「問題となっており、困っている。」と

仰っており、互いに意見を出し合った。市の方と同じフィールドで協議できて有意義であった。

・私たちには費用対効果の視点がなかった。次回の発信向けて、しっかりと準備したい。（参観生徒）

保健予防課の方に

課題解決策の説明を行う５班

保健予防課の方から資料の

詳細な説明を受ける６班

産業企画課・園芸振興センターの

方と協議する９班

子ども健康課の方と

協議する10班

農業農村振興課の方から

説明を受ける12班

特定健診課の方から

助言してもらう15班

学校教育課・子ども健康課の

方から説明を受ける１班

長寿福祉課・保健予防課の

方から資料を提供される２班

学校教育課・子ども健康課の

方にプレゼンを行う３班
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グローバル・イシュー 「グローカル・ミーティング in 秋田南高校」

【日時】 令和元年７月４日（木） ６～７校時

主な日程 14:20 生徒集合（大教室）

14:25 開会行事

14:40 各教室へ移動

14:45 分科会

15:35 大教室へ移動（分科会報告に向けたまとめ）

15:45 分科会報告・閉会行事

【場所】 大教室（４班・７班・８班） 選択５（11班） 選択６（13班・14班）

【目的】 ・これまでの探究内容や提案などを地域に発信することを通じて成果の還元を図るとともに、

プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力の伸長を図る。

・地域の方々との協議などを通じて探究内容と実社会とのつながりを理解するとともに、社会

参画への意識を高める。

・専門的知識をもつ方々の評価や助言などから、より質の高い論文の作成に向けた知識や

手立てを学ぶ。

【内容】 ・自己紹介（進行は班長）（３分）

・班によるプレゼン（10分）

・質疑応答（講師の方から生徒へ）

・質疑応答（生徒から講師の方へ）
（25分）

・講師の方からの感想（５分）

【対象】 ３年Ｄ・Ｅ組 発表班：６班（４、７、８、11、13、14） 25名

班 探究のテーマと担当講師

４ 知られざる海藻の効用 ～生活習慣の改善を目指して～
担当講師：ハバタク株式会社 代表取締役 丑田俊輔 氏

７ オーストラリアの海をワカメから守れ！
担当講師：株式会社 Local Power 代表取締役社長 寺田耕也 氏

８ シジミで水質改善
担当講師：一般社団法人 ドチャベンジャーズ 代表理事 柳沢 龍 氏

米ぬかで先進国の栄養不足を救う
11 担当講師：株式会社e-MOTIONs 代表取締役CEO 渡部真吉 氏

有限会社ライスロッヂ大潟・黒瀬農舎代表 黒瀬友基 氏

13
米の可能性 ～ヨーロッパの小麦アレルギーを持つ人々へ～

担当講師：株式会社こめたび 代表取締役 首藤 郷 氏

14
糖尿病患者の今後の食事管理法に対する提案

担当講師：外旭川サテライトクリニック 歯科医師 穂積 憲 氏
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【事業を振り返って】

各班ともに前回参観した経験や、秋田市役所で発表した班からの助言を活かして発表や協議に

臨んでいた。講師の方々はご自身の経験を踏まえ、時にユーモアを交えて助言をしてくださるなど、

前回の市役所でのグローカル・ミーティングよりもアットホームな雰囲気であった。

その一方、講師の方からの質問や指摘への対応に関して、閉会行事では「巨人の肩の上に立つ」

（先人の積み重ねてきた発見に基づいて、何か新しい事項を発見すること）の言葉と意味を紹介して

いただいた。外部からの指摘に対して、不備な点はそれを認めたうえで、事後の課題として設定する

など、探究を誠実に行おうとする姿勢の醸成に課題が残った。

【生徒の振り返りから】

・焦点が絞り切れていないため、解決策が抽象的であることに気付かされた。

・「最初からブランド化を目指すのでなく、さまざまな過程を経て結果的にブランドになる」という言葉に

CEOの重みを感じた。

・講師の方々が、ご自身の経験談に基づいた適切なアドバイスをスラスラと語ってくれたのがすごいと

思った。さすがプロだと思った。

・閉会式で「研究に対する謙虚さをもつこと」や「常に当初のテーマに立ち返って見ること」の大切さを

教えていただき、改めて初心に立ち返ろうと思った。

・自分たちなりに内容を整理しながら伝えることができたと思う。しかし、全体的な構成について講師の

方から適切なアドバイスをいただき、発表内容がより良くなりそうな感触を得ることができた。

・食生活を「変える」ことはたいへんであるが、「加える」という観点に切り換えることで、提案が現実的な

ものになっていくと思った。（参観生徒）

・私の班の話し合いと比べて、とても活発な話し合いをしていて、より研究内容を深めることができたの

ではないかと思う。私たちも学ぶことが多かったので、次回の活動につなげたい。（参観生徒）

・自分たちの班は１度に問題を解決させる案を考えていたが、今回参観した班のように「小さな課題の

解決策を考え、その積み重ねが大きな成果を生む」という考え方がいいと思った。（参観生徒）

米ぬかの活用について

プレゼンを行う11班

首藤氏と米の可能性を

協議する13班

穂積氏から医療現場の

実状を教えてもらう14班

プレゼンの内容について

丑田氏の質問に答える４班

ワカメの有効活用について

寺田氏から評価される７班

プレゼンの内容について

柳沢氏から質問を受ける８班
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グローバル・イシュー 「国際意見交流会 with YFU 短期留学生」

【日時】 令和元年７月１１日（木） ６・７校時

【くじ引きによる割り振り】
使用教室 班 YFU留学生

選択６ １、３、４、７、14班 カイル＆マーク

学習室 ２、８、９、11、15班 ニコラス＆プレストン

柔道場 ５、６、10、12、13班 アレック＆ミランダ

【目的】 ・留学生と英語で意見交換することを通して、実践力・プレゼン力・英語力の向上などを図る。

【内容】 ・留学生に対しての探究内容のプレゼンテーション

自己紹介（２分） プレゼンテーション（10分） 質疑応答（３分）

・フリートーク

日本の生活での質問 探究内容への助言

【対象】 ３年Ｄ・Ｅ組 69名（15班）

【事業を振り返って】

当日はそれぞれ２名の留学生に対し、これまでの探究の成果を英語で発表し、意見交換を行った。

久しぶりの英語発表であるためか、班によっては言葉に詰まってしまう場面や、咄嗟に日本語で説明

してしまう場面も見られたが、６名の留学生は時折大きくうなずきながら、各班の発表を真剣に聴いてく

れた。授業のまとめでは「資料がコンパクトにまとめられていて分かりやすかった」、「誠実にテーマに

取り組んでいることが伝わった」と評価してくれた一方で、「発音を意識すること」、「専門用語が多いと

わかりにくい発表になる」など、生徒に伝わる適切な指摘をしてくれた。

【生徒の振り返りから】

・野球応援などで班員が３名しかおらず、途方に暮れたが何とかやりきった。準備時間が全然足りず、

原稿を見ながらの発表だったことが反省点。

・プレゼン終了後の座談会が面白かった。みんなに引っ張られ、私もチャレンジしようと思い質問した。

２人に伝わっていた様子だったので安心した。

休み時間にカイル＆マークと

談笑する生徒

生徒の探究成果の発表を聞く

ニコラス＆プレストン

柔道場の畳で車座になって

アレック＆ミランダと交流する生徒
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グローバル・イシュー 「論文作成Ⅰ～Ⅳ」

【日時】 令和元年７月18日（木） ６・７校時（論文作成Ⅰ）

令和元年８月29日（木） ６・７校時（論文作成Ⅱ）

令和元年９月 ５日（木） ６・７校時（論文作成Ⅲ）

令和元年９月12日（木） ６・７校時（論文作成Ⅳ・提出）

【場所】 学習室・３Ｄ教室・３Ｅ教室・高校パソコン室

【目的】 ・「グローカル・ミーティング」での指摘を踏まえ、論文作成に取り組むことができる。（７月18日）

・夏期休業中の成果を統合し、主体的に論文作成に取り組むことができる。（８月29日）

・原稿仮提出に向けて、主体的に論文作成に取り組むことができる。（９月５日）

・原稿提出に向けて、主体的に論文作成に取り組むことができる。（９月12日）

【内容】 ・原稿提出に向けた論文の作成（７月18日～９月12日）

【対象】 ３年Ｄ・Ｅ組 69名（15班）

【事業を振り返って】

主な発信活動を終え、いよいよ本格的な論文作成となる。資料やデータの検討を含めてこれまでの

活動を精査していく必要があるが、提出日まで見通しをもたせて作成に取り組ませたい。（７月18日）

論文完成に向けて、夏休み中各自が分担した箇所を持ち寄りながら作成を進めた。班によっては、

まだ読み合わせまでいけなかったところなどもあり、進捗状況に大きな差が見られる。（８月29日）

各班とも担当者と原稿の読み合わせや確認をしながら、原稿の手直しを行い仮提出をした。来週の

本提出に向けておおむね順調に進んでいるようである。（９月５日）

ほぼすべての班が原稿を提出し、体裁の修正などを申し出た班も明日までには提出できる見込み

である。各班ともそれぞれにテーマに取り組み、論文をかたちにしたことを評価したい。（９月12日）

【生徒の振り返りから】

・論文を完成させるためには、文章を付け足すことが必要だと思っていたが、不要な部分や表現も削る

ことも大切だということが分かった。

・先日の「グローカル・ミーティングⅡ」で講師の方々から、「完成した論文を期待して待ってます！」と

言われたので、プレッシャーを感じているが、期待に答えられるように頑張りたい。（７月18日）

・フォントやポイント数、また、参考文献の形式などを意識しながら、計画的に作業を進めていきたい。

・夏休みに取り組んできた内容のまとめに時間がかかった。放課後に完成させたい。（８月29日）

・仮提出はしましたが、気になる箇所がいくつかあるので、来週までにメンバーと協力して対応します。

・昨年の先輩方の論文を参考にしていますが、様式の統一がしっかりされているなど、細かい所にまで

こだわって論文を作成されていたというところに感動した。（９月５日）

・班の仲間や多くの方々からの協力をしていただき、提出にこぎつけることができました。最初は英語

プレゼンテーションよりも、楽だと思っていましたが、参考文献の記載や文章表現など細かな指摘を

受けて、苦しみました。今は達成感を感じています。（９月12日）
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「グローバル・イシュー」 今年度の修正点と事後検証

１ 実践・発信活動「グローカル・ミーティング」を終えて

この事業のねらいは、地域社会に出向き、食糧問題解決の具体的提案を発信し、意見交換などを

通して社会参画を行う実践力を身に付けることである。今年度もまた、秋田市役所や地元企業の若手

経営者の方々に協力していただき、専門的な立場からの的確な助言や激励をいただいた。今年度は

２クラス15班69名での実施であったため、当初から各班が設定したテーマと外部担当者の専門性との

マッチングが懸念されていたが、秋田市役所での実施に際しては、企画調整課の担当者が訪問する

９つの班への事前準備や当日の諸対応を適切に行ってくださった。また、本校での実施に際しては、

地元企業経営者の方々が専門外のテーマであっても担当を引き受けて下さり、一個人としての感想に

加え、費用対効果や市場へのアピールなど経営者視点での助言をいただいた。

これまで本校が構築してきた校外の方々との関係性などから、実施日当日の運営に関する問題は

ほとんど見られなかったが、今後一層の充実を図るためには、より分かりやすい要旨の作成や、発表

資料データを実施日10日程度前に伝えるなど、外部担当者の準備期間の確保に配慮することが必要

であると考える。また、本校での「グローカル・ミーティング」は、市役所での同事業と比較して自由度が

高く、アットホームな雰囲気で協議が行われることから、授業の調整さえつけば、高校１・２年生及びCS

（クリエイティブ・サイエンス）に取り組んでいる中等部生を招くことも可能であると考える。

２ 自発的な外部発表・実践と今後の課題

今年度は「雪下野菜」をテーマとして探究を重ねた９班のメンバー４名が、公立大学法人秋田公立

美術大学とNPO法人アーツセンターあきたが主催する「高校生クリエイティブキャンプ2019」に参加し、

「雪下野菜」を啓蒙・普及させる活動に尽力したほか、「米ぬかの活用」をテーマとした11班のメンバー

４名がユネスコ国際理解ユースセミナーに招かれ、他校の生徒と共にSDGsに関する協議を行うなど、

昨年度と同様に探究活動の成果を外部で発表する活動に積極的に参加した。また、前述の９班は、

秋田県教育委員会からの依頼を受け、「北部ブロック道県教育委員会協議会」で各県の教育委員の

前でプレゼンテーションを行っている。

その一方、本校に来校した留学生６名に向けて、各班がこれまでの探究内容をプレゼンテーション

する「国際意見交流会」では、読み原稿から終始目を離さずに発表を行う生徒や、周囲の誰かが声を

出すまで様子をうかがっているように思える生徒など、これまで積み重ねてきた表現力を充分に発揮

できていない様子が散見された。自分たちの探究内容や意見を正確に伝えることを意識したうえでの

行為であるとは思うが、この二年間の取組を見続けてきた立場としては、若干の物足りなさを感じた。

今後は試行錯誤しながらも、聞き手との状況に応じたコミュニケーションをとろうとする気概を、継続

して身に付けさせたい。

今後は失敗を恐れずに自分の
意見を発表する姿勢が求められる

ユネスコ国際理解ユースセミナーで
他校の生徒と発表する11班

高校生クリエイティブキャンプの
一環でラジオ番組に出演する９班
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テーマについてディスカッション 

最終プレゼンテーション 

イオンワンパーセントクラブ「アジアユースリーダーズ 2019」 

 
【日時】 令和元年８月１７日（日）～２５日（土） 

【場所】 ベトナム・ハノイ 

【主催】 公益財団法人イオンワンパーセントクラブ 

【目的】 ・開催国の環境・経済・社会等の問題について英語でディスカッション・発表を行い、多国間交流

を通じて価値観の多様性を学ぶとともに同世代の友人ネットワーク構築の機会を提供する。 

・次代を担う若者の社会問題に対する意識の向上、並びにグローバルリーダーを育成する。 

・現実的な社会・環境問題についての学習、視察、ディスカッションを通じ、解決に向けたロジッ

クを磨く。 

【内容】 アジアからの高校生が一堂に会し、開催地域の社会問題をテーマにしたディスカッションを通じ

て、価値観の多様性を学ぶと共に、テーマに関する改善・解決策を提案する。今年のテーマは

「ベトナムの食と健康の課題に対する改善点の提案」。 

【対象】 高校２・３年生の希望生徒から４名を選抜。 

【日程詳細】  

８月１８日 オリエンテーション、講義Ⅰ、ウェルカムパーティー 

講義Ⅰ 「プロバイオティクスとあなたの健康」 

ヤクルトベトナム PR チームマーケティング部アシスタントマネージャーヴトゥイティエン氏 

８月１９日 講義Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、味の素ハノイ訪問・ディスカッション 

講義Ⅱ 「ベトナムにおける栄養革命」TH ミルク研究開発部長栄養研究所副所長リオグエットアン氏 

講義Ⅲ 「食と健康、食習慣の課題」農業農村開発省専門家国際協力局ダンクイニャン氏 

講義Ⅳ 「栄養システムの確立」ベトナム保健省国立栄養研究所教授グエンドゥフイ氏 

８月２０日 講義Ⅴ、Ⅵ、ベトナム国家農業大学視察・レクチャー 

講義Ⅴ 「健康にかかわる食品と食習慣」 

ベトナム国家農業大学食料科学・栄養局食料科学技術学部チャンティランフン氏 

講義Ⅵ 「食と健康食の安全」ベトナム保健省食糧管理局法令、外交局グエンハアン氏 

８月２１日 イオンモールロンビエン店にてヒアリング活動 

モールについてレクチャー イオンモールベトナムオペレーションマネージャードアンミンゴック氏 

８月２２日 グループディスカッション 

８月２３日 成果発表（プレゼンテーション）、ホスト国代表への提言引き継ぎ式、表彰式・ディナーパーティー 

８月２４日 帰国 

 

【生徒の振り返りから】 

・ディスカッションでは異なる文化や背景など様々な視点で物事に向き

合い、考えることができた。「国際探究」での活動に加え、今回、実際

に異なる国の現状と課題に触れることで、より深いことを知ることができ、

まだまだ知らないことがたくさんあると感じた。 

・この１週間で、積極性や協調性を養うことができ、そして、かけがえの

ない一生続くと期待される強い絆を築くことができた。 

・プログラムの中で最も衝撃を受けたのは、他国からの参加者たちの高

い英語力。アジア諸国は著しく発展しているが、それを支えているの

が国民の英語学習に対する意識の高さなのではないかと思った。私

は、将来国際的に働く夢をもってアジアユースリーダーズに参加した。

このプログラムで学んだことを無駄にしないように、今後の英語を含め

た全ての学習に一層努力したい。 
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グローバル人材育成講座 「トップリーダー × 秋田南高校」 

 
【日時】 令和元年６月２２日（土）10:00～12:30 

【場所】 秋田南高校 中等部体育館棟 大教室、選択教室１～４ 

【主催】 一般社団法人 Sail On Japan 

【目的】  国内外で活躍している起業家や企業経営者・人事トップなど、各界のトップリーダーを講師に

招き、生徒とのディスカッション等を通じて、自身の夢や将来について考えを深め、合わせてグロ

ーバルリーダーとして身に付けるべき資質・能力の育成を図る。 

【内容】 ・全体会として開会行事を行う。 

・３つの分科会に分かれ、講師２名と生徒（各室２０～２５名）のトークセッションを行う。 

・分科会のファシリテーターは生徒が担当し、事前に生徒が考えた質問等を参考に進行する。 

・閉会行事にて、各分科会での学びを、代表生徒から全体に共有する。 

【対象】 中等部３年生～高校２年生の希望生徒 ７２名（高２ ＳＧＨクラスから６３名） 

【講師】 分科会１ 島田 由香 氏（ﾕﾆﾘｰﾊﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 取締役人事総務本部長） 

森本千賀子 氏（株式会社 morich 代表取締役） 

分科会２ 橋本 清美 氏（Dojima Sake Brewery UK & CO. CEO） 

奥 真由美 氏（一般社団法人 Sail On Japan 代表理事） 

分科会３ 岩佐 大輝 氏（株式会社ＧＲＡ代表取締役ＣＥＯ）  

安倍 昭恵 氏（安倍晋三首相夫人／UZU の学校校長）  

【事業を振り返って】 

 これまでＳＧＨの諸活動において連携いただいていた、一般社団法人 Sail On Japan の奥真由美さん

からお声がけいただき、グローバルに活躍されているトップリーダーの方々と生徒の懇談の機会をもつ

講座を実施することができた。休日の開催にもかかわらず多くの生徒が参加し、地方にいては触れること

のない、「世界」を感じることのできた、素晴らしい機会となったと思う。 

【生徒の振り返りから】 

・今までの自分の行動を見直し、これからの自分に関して考えさせられる機会になった。今回一番心に残

っているのは“やりたい事を絶対にやった方がいい”という言葉。自分が本当にやりたいことが何かという

のも考えさせられた。日々の行動を振り返り、改めて探っていきたい。また、“積み重ねの重要さ”がとて

も心に残っている。皆さんは毎日をとても大切にしているという印象を受けた。今日からは、昨日の自分

より成長できるように、一歩一歩成長していきたいと思った。（分科会１） 

・今回、日本はいかに素晴らしい国かを学んだ。日本人としてとても前向きな気持ちになった。相手のこと

を思って自分を抑える力と、あと一歩勇気をだして行動に移す力をもつことで、世界を変える大きな力と

なることを学ぶことができた。（分科会２） 

・６人のトップリーダーの方々の共通点として"ポジティブ"がある。きっとこのような人が世界でも活躍できる

んだなと感じた。普通では絶対に会うことのない方々とお会いできて、とても学ぶことが多い時間だった。

これをきっかけに、"変える"ではなく"プラス"ができるように行動していきたいなと思う。（分科会２） 

・プランニングも大事だが一番重要なのはチャレンジすることだと思った。お金や人は、計画ではなく行動

に集まってくる。国際探究でも、提案から実行に移すことが大事で、心がけていきたい。（分科会３） 

 

 

 

 

 

 

     分科会は生徒が進行          活発に意見交換           分科会にて記念撮影 
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将来を考える良い機会となった様子 

留学フェローシップ 海外進学セミナー「留学キャラバン隊 2019」 

 
【日時】 令和元年 ６月１９日（水）１５：４０～１７：４０  

令和元年１２月１８日（水）１５：４０～１７：４０  

【場所】 秋田南高校 会議室 

【主催】 特定非営利活動法人「グローバルな学びのコミュニティ・留学フェローシップ」 

【目的】 海外大学進学を果たした学生を講師に、海外進学を含めた多様な進路選択の可能性を考える

機会とするとともに、生徒の主体性・積極性を育む。また、海外進学や留学を考える生徒にとっ

ては、現役海外留学生との人間関係・フェローシップをつくるきっかけづくりにもなるようにする。 

【実施の経緯】 

 本校ＳＧＨ一期生である卒業生で、直接アメリカの大学に進学した原田雄生氏の紹介により、海

外大学に進学・留学した日本人学生による、高校生の海外進学を支援する団体「留学フェローシ

ップ」の海外進学セミナーを本校にて開催することとなった。しかし、6/19 のセミナーは、前日に隣

県で発生した地震の影響で、同団体の講師陣が来校できなくなったため、原田氏だけのセミナー

として実施。12/18 に改めて留学フェローシップの講師によるセミナーを実施した。 

【内容】 （１）オープニング・アイスブレイク 

（２）プレゼンテーション（進路選択の背景、海外大学での学び） 

（３）Ｑ＆Ａセッション「留フェロらじお」 

（４）進路選択グループワーク 

【対象】  ６月 全校および秋田市内各校の希望生徒 ３０名（他校からは１名が参加） 

      １２月 中１～高２の希望生徒および秋田市内各校の希望生徒 ２４名（他校からの参加はなし） 

【講師】  ６月 秋田南ＧＳＯ（本校２０１８年３月卒） 原田 雄生 氏（米・デポー大学） 

      １２月 留学フェローシップ留学キャラバン隊 2019   

髙島 崚輔 氏（同団体代表理事、米・ハーバード大学） 

鈴木 出帆 氏（米・ノースウェスタン大学）、 冨髙 碧惟 氏（米・ノックス大学） 

【事業を振り返って】 

 本校ではＳＧＨ指定以降、海外志望の生徒は年々増加傾向にある。実際に海外進学を果たした卒業生

の原田氏の「自分は初めてのことばかりで大変だった。海外進学のノウハウを後輩に活かしてほしい」との

言葉から、本セミナーの開催が実現した。一期生の成長した姿が頼もしく、心から嬉しく思った。 

参加した生徒たちは、海外に羽ばたいた大学生たちの話に目を輝かせ、セミナーの趣旨である「主体

的な進路選択について考える」ことを楽しんでいた。夏の開催が延期となったにもかかわらず、改めてセミ

ナー開催を実現してくださった留学フェローシップの皆様に感謝したい。 

 

【生徒の振り返りから】 

・これまで海外大学にあまり興味がなかったが、今回まず思ったのが、「もっと早くから知って、参加してお

けば良かった！」ということ。大学生の方々のお話を聞いて、世界を広げることはとても有意義で貴重な

ことだと感じた。皆さんの話を伺って、自分の世界を広げていきたいと思うようになった。（高２） 

・将来について不安を抱えていたが、講師の方々も同じように悩んでい

たと聞いて少し安心した。そして、自分の好きなこと、続けていること、

ワクワクすることなどから自分自身を見つめ直し、将来の仕事にもつな

げられるというアイデアに感動した。校外活動や短期留学にチャレン

ジしては、という助言をもらったので、積極的に挑戦したい。（高１） 

・もっと色んな活動に積極的に参加したいと思った。冨髙さんが言って

いた「分からないから動けないのではなく、動かないから分からないん

だ」というのが、胸にずしりときたので、動くところから始めたい。（高１）  

Snow Vegetable の「S」のポーズ 

ラジオ出演の様子 北部ブロック教育委員協議会での発表 

２年生も巻き込んで農業ボランティア 農家の方々と会議を開催 

美大生の助言でロゴマーク作成 

さまざまな課外活動への取組 

  

 ＳＧＨ事業を経験した多くの生徒たちは、本校の取組から飛び出して、自分たちが取り組んできた研究

成果を自主的に実践したり発信したりしたいという思いで、さまざまな課外活動に参加するようになった。

また、そうした活動を目にした外部の方々から依頼を受けて、外部で発表等を行う機会も出てきた。それら

の一部を紹介する。 

 

○高校生クリエイティブキャンプ 2019 

【主催】 ＮＰＯ法人アーツセンターあきた（秋田公立美術大学） 

【日時】 令和元年 ７～８月（7/26～27 に合宿を実施）  

【場所】 秋田公立美術大学・岩城少年自然の家ほか 

【参加生徒】 ３年Ｅ組 和田 彩那、 菊池 風花、 白渡萌々子、 畠澤 英恵 

【概要】 高校生クリエイティブキャンプは、全国の高校生グループが秋田で行う「超おもしろい合宿」のア

イデアを募集する企画。全国公募で選ばれた３団体の高校生グループに合宿補助費２０万円が支

給され、高校生ならではの視点で、秋田のまちを楽しみ・活かしながら行う合宿の提案を行う。そし

て、実際の合宿の成果をまとめたプレゼンテーション資料をもとに、審査員が最優秀賞を決定する

というもの。 

【経緯】 本校３年生の「雪下野菜」を用いて農家の収入増を提案する研究を行っていたグループが、実

践の機会を求め、「雪下野菜ＧＩＲＬＳ」として本企画に応募。選には漏れたものの、地元高校生代

表として県外の高校生徒と交流を深めるというねらいで合宿に参加することが認められた。活動の

様子は、アーツセンターあきたのサイトにて公開されている。 

【内容】 

（１）農業ボランティアの実施 

（２）ラジオ出演による発信活動  

（３）ＳＮＳでの発信活動 

（４）県内農家との会議 

（５）県外から参加の高校生との合宿 

（６）雪下野菜普及に向けたロゴマーク作成 

（７）雪下野菜による「クリエイティブだまこ鍋」作成 

（８）最終プレゼンテーション 

 

【その他】 同グループは、秋田県教育委員会より依頼を受け、６月に秋田市で行われた近隣８道県の教

育委員協議会の席においても、研究成果の英語発表を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



−92− −93−

Snow Vegetable の「S」のポーズ 

ラジオ出演の様子 北部ブロック教育委員協議会での発表 

２年生も巻き込んで農業ボランティア 農家の方々と会議を開催 

美大生の助言でロゴマーク作成 

さまざまな課外活動への取組 

  

 ＳＧＨ事業を経験した多くの生徒たちは、本校の取組から飛び出して、自分たちが取り組んできた研究

成果を自主的に実践したり発信したりしたいという思いで、さまざまな課外活動に参加するようになった。

また、そうした活動を目にした外部の方々から依頼を受けて、外部で発表等を行う機会も出てきた。それら

の一部を紹介する。 

 

○高校生クリエイティブキャンプ 2019 

【主催】 ＮＰＯ法人アーツセンターあきた（秋田公立美術大学） 

【日時】 令和元年 ７～８月（7/26～27 に合宿を実施）  

【場所】 秋田公立美術大学・岩城少年自然の家ほか 

【参加生徒】 ３年Ｅ組 和田 彩那、 菊池 風花、 白渡萌々子、 畠澤 英恵 

【概要】 高校生クリエイティブキャンプは、全国の高校生グループが秋田で行う「超おもしろい合宿」のア

イデアを募集する企画。全国公募で選ばれた３団体の高校生グループに合宿補助費２０万円が支

給され、高校生ならではの視点で、秋田のまちを楽しみ・活かしながら行う合宿の提案を行う。そし

て、実際の合宿の成果をまとめたプレゼンテーション資料をもとに、審査員が最優秀賞を決定する

というもの。 

【経緯】 本校３年生の「雪下野菜」を用いて農家の収入増を提案する研究を行っていたグループが、実

践の機会を求め、「雪下野菜ＧＩＲＬＳ」として本企画に応募。選には漏れたものの、地元高校生代

表として県外の高校生徒と交流を深めるというねらいで合宿に参加することが認められた。活動の

様子は、アーツセンターあきたのサイトにて公開されている。 

【内容】 

（１）農業ボランティアの実施 

（２）ラジオ出演による発信活動  

（３）ＳＮＳでの発信活動 

（４）県内農家との会議 

（５）県外から参加の高校生との合宿 

（６）雪下野菜普及に向けたロゴマーク作成 

（７）雪下野菜による「クリエイティブだまこ鍋」作成 

（８）最終プレゼンテーション 

 

【その他】 同グループは、秋田県教育委員会より依頼を受け、６月に秋田市で行われた近隣８道県の教

育委員協議会の席においても、研究成果の英語発表を行っている。 
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模擬国連で発表 他校の生徒とディスカッション 

ガーナ共和国のブースにて 

高校生・教員ら約３０名が参加 

日本語での発表 

○高校生のためのユネスコ国際理解ユースセミナー 

 高校生の活動から学ぶＳＤＧｓ ～私たちの身近な課題から考えよう～ 
 

【主催】 秋田ユネスコ協会 

【共催】 ＮＰＯ法人バニヤンツリー 

【日時】 令和元年７月１５日（月・祝）１４：００～１６：１５ 

【場所】 秋田拠点センターＡＬＶＥ 

【参加生徒】  

 ３年Ｅ組 三春 凜佳、 工藤 美色、 佐藤 未夢、 原田すみれ 

【概要】  

３年生の「米ぬかバーガー」をテーマとしたグループが、秋田ユネスコ協

会から依頼を受け、高校生対象のＳＤＧｓをテーマとしたセミナーにて、研

究成果を発表した。セミナーでは、発表後にＮＰＯ法人バニヤンツリー代

表理事藤本恵子氏をファシリテーターに、ワークショップが行われた。参加

した高校生はグループに分かれて地域の課題について最も解決したい事

を選び、２０３０年までにはどのようになって欲しいかを話し合って、その結

果を発表した。最後に振り返りでは、参加した高校生たちから、「今まで考

えたことのないことを考えるきっかけになった」、「いろいろな問題がつなが

っていることを発見した」という声が上がっていた。 

 

 

○「Challenge！模擬国連 in 山東」 

【主催】 山形東高校 探究部地域国際班 

【共催】 グローバルクラスルーム日本委員会 

山形国際ドキュメンタリー映画祭事務局 

【日時】 令和元年７月１２日（金） 

【場所】 山形東高校 

【参加生徒】  

高１ 相場 脩佑、 古仲 真央、 佐藤 萌生、 末田 詩織 

高２ 酒井 千桜、 佐々木 詩菜 

【概要】 山形東高校の生徒たちが主催する模擬国連イベントに、高１・２生徒６名を派遣した。探究学習

に力を入れている山形東高校の生徒たちとの協働的な学びに、生徒たちは大きな刺激を受けていた。 

 

○「秋田市国際フェスタ 2019」 高校生通訳ボランティア 

【主催】 秋田市 

【日時】 令和元年１１月１６日（土） 

【場所】 秋田拠点センターＡＬＶＥ１階きらめき広場 

【参加生徒】 中１～高３ １７名 

【概要】  

 秋田市国際フェスタは、秋田市在住や姉妹都市の外国人が、自国の紹介

を通して市民と交流する機会として開催されている。各国ブースやステージ

イベントにおいて、通訳や運営補助のボランティアとして参加した。 
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全国高校生フォーラム

【日時】 令和元年１２月２２日（日）

【場所】 東京国際フォーラム ホールE１ ガラス棟G

【目的】

・ＳＧＨの主旨である「急速にグローバル化が加速する現状を踏まえ、社会の課題に対する関心と深い

教養、コミュニケーション能力、問題解決力等の国際的素養を身に付け、将来、国際的に活躍できる

グローバルリーダーを高等学校段階から育成する」に沿った本校の取組を発表する。

【内容】

・全国のＳＧＨ指定校６７校・アソシエイト７校、WWL事業拠点校１０校・事業共同実施校２校・事業連

携校１３校、グローカル型指定校１８校・アソシエイト１校一堂に会して、英語でのポスターセッション

やディスカッションなどを通して、日頃から取り組んでいるグローバルな社会課題・ビジネス課題の解

決や提案について英語で発信する。

【日程】

時 間 活動内容

10:00～10:20 開会式・全体説明

10:30～11:55 ポスターセッション

12:50～14:15 生徒交流会 【テーマ別分科会】

14:35～15:20 生徒交流会 【全体会】

15:30～15:55 ポスターセッション優秀校による発表

16:05～16:30 表彰式・閉会式

【ポスターセッションの内容】

・使用言語はポスター、発表ともにすべて英語。

・当日持参したポスターを掲示し、各ポスターに集まった参加者に対し、説明・質疑応答を行う。

・発表回数は２回で、１回あたり８分（発表４分・質疑応答４分）とする。

【発表要旨（日本語）】

赤潮によるベトナムの漁業被害を、ギバサの養殖で改善する

ベトナムでは赤潮による甚大な漁業被害が問題になっている。私たちは秋田県ではな

じみの深い海藻「ギバサ」の養殖で赤潮の増殖を食い止めようと考えた。ギバサは赤潮の発

生原因である海水中の富栄養化を防ぐことができる。秋田県水産振興センターへのフィール

ドワークや京都府農林水産技術センター海洋センターでの養殖事例等をもとに、環境や生態

系に配慮しつつ、赤潮による漁業被害をギバサの養殖で抑制することを提案する。
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【発表要旨（英語）】

Preventing Red Tide in Vietnam by Farming GIBASA

There are serious fishery problems caused by red tide in Vietnam. We propose a

solution that uses “GIBASA” to solve this problem. “GIBASA” is a seaweed familiar

in Akita. It has a high ability for cleaning seawater. If we prevent eutrophication,

we can also prevent red tide. We visited the Akita Prefectural Fishery Promotion

Center on Field Work, and we met with experts of fishery to learn about

eutrophication and how to farm “GIBASA”. The environment in Vietnam is suitable

for growing “GIBASA”. Therefore, we propose the solution of farming “GIBASA” in

Vietnam to prevent red tide.

【事業を振り返って】

公開成果発表会で優秀賞となった９班の生徒４名は、これまでの探究内容をＡ０版のポスターに再

構成してフォーラムに向けて準備した。これまで10分間で伝えてきた内容を４分間で分かりやすく伝え

るためにポスターの構成や原稿の内容を推敲し、会場では声の大きさや目線などを意識し、ぎりぎりま

で練習を重ねた。本番では多くの聴衆が集まる中、堂々と発表を行い、審査員からの英語の質問にも

誠実に分かりやすく回答し、研究内容を十分に伝えることができた。「ギバサ」という秋田ではなじみの

深い海藻を他国の漁業資源回復に利用するという提案に興味を持った人から発表後に日本語で質

問され、探究について交流を持つことができた。

午後の分科会では、「自然環境と生活」をテーマにグループ討議を行った。他県の生徒の英語力に

圧倒されながらも自分たちの意見を懸命に述べるなど、有意義な交流ができた。大きく刺激を受けた

分科会だった。

生徒交流会【テーマ別分科会】

ポスターセッション

熱心に話しを聞く生徒（左）
他県の代表者とテーマに

関する議論をする生徒（左）

協議がおわり笑顔で

歓談する生徒（中央）

多くの聴衆を前に

発表する生徒

他校生の英語の質問を

真剣に聞く生徒
会場に常設していた

記念撮影ブースでの一枚



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Ⅱ 問題解決力育成授業研究 

１ 研究の概要 

 

【１ はじめに】 

生徒の課題研究活動である学校設定教科「国際探究」をＳＧＨ研究開発の核としながらも、もう一つ

の柱として掲げているのが、通常の教科における、探究的な要素を取り入れた授業の推進である。 

新学習指導要領では、新しい時代に必要となる資質・能力を、「生きて働く知識・技能」、「未知の状

況にも対応できる思考力、判断力、表現力等」、「学びを人生や社会に活かそうとする学びに向かう力、

人間性等」と位置付けている。これらの資質・能力は、本校で育てたいグローバルリーダーに必要な３

資質と５能力と重なるものである。本校では、カリキュラム・マネジメントの視点を踏まえ、各教科を横断

して、日常の授業においてもこれらの資質・能力を育てることを目指し、そのための授業改善の研究を

「問題解決力育成授業研究」と呼び、その推進に取り組んでいる。 

 全教科・科目による「問題解決力育成授業」開発によって、生徒たちは日頃の授業からも、グローバ

ルリーダーの卵としての素養を身に付けていくことになる。 

 

【２ 研究の推進計画と進捗状況】 

＜平成２７年度＞ 

各教科において、問題解決的な授業の研究をスタ

ートした。各教科の特性に応じた授業考案を進めた。

また、ＮＩＥ全国大会秋田大会の場において、国語科

教員と地歴・公民科教員のティームティーチングで、

問題解決力育成授業モデルを提示した。 

 

＜平成２８年度＞ 

 ２年目は、各教科で重ねた授業実践を基に、教科の

枠を越えた授業づくりを進めることとし、特に、問題解

決力の育成を「アクティブラーニング」を通して進める

こととした。秋田大学教職大学院の先生方を講師に、

研究協議会を実施し、本校としてのアクティブラーニン

グ像を構築した。以下は、教員同士のディスカッション

からキーワードを出し合って作り上げた、秋田南高校

のアクティブラーニング像である。 

 

 

 

 

 

特定の指導法や授業スタイルを定めるのではなく、「生徒の頭の中がアクティブになるような授業」で

あるべきだと考えたのである。そして、研究主題を、「Developing the ability and attitude as a global 

leader ～高大接続を展望し、グローバルリーダーに必要な確かな学力を中高で育てるアクティブラー

ニングの実践～」と定め、各教科において授業実践を重ねた。１０月には本校を会場にして全国規模の

公開授業研究会を開催した。最初の計画より校外への公開を早めて、協議会から得られたことをフィー

ドバックすることで授業開発の質を高めていきたいと考えたからである。中等部も含めて合計７科目の

授業を公開し、全国から１２０名超の参観者を得て、高い評価を得ることができた。 
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教師が生徒の学ぶ意欲を喚起し、生徒同士の協働性を活かした主体的な活動を通じて、生

徒自らが知識・技能を基盤として課題を発見し、思考を深め、判断し、自分の考えを表現

するという過程や、その過程の繰り返しを重視した、頭脳の活性化が促進されている生徒

の学習の在り方（またそのように導く教師の指導の在り方）。 
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＜平成２９年度＞ 

３月に改定された学習指導要領について全職員で研修を進めるとともに、研究協議会を重ねた。そ

の中で、本校の授業研究の方向性が現在の教育改革と重なるものであることを共通理解しつつ、引き

続き、２年目の検証を受けて授業のさらなる改善に取り組んだ。この年、特に重視したのは、「①知識の

活用を促す学習課題の設定の工夫」、「②学習課題を活かした振り返りによる学びを深める」、「③生徒

の主体的な発言や発表を支援する教師の働きかけ」の３点である。管理機関の協力で指導助言者を派

遣していただき、６教科で校内授業研究会を実施した。助言者からは授業内容については優れた取組

という評価があったものの、研究授業・協議会とも教科ごとの実施になったこともあり、組織的な取組の

推進の必要性について指摘があった。そこで、さらに授業改善を進めるため、１２～１月にかけて相互

参観期間を設定し、教員全員が授業を公開し合った。日常の中で授業改善の風土が醸成された。 

 

＜平成３０年度＞ 

４年目は、再び全国授業公開を行った。研究主題は、新学習指導要領の考え方を踏まえ、「高大接

続を展望した『主体的・対話的で深い学び』の実践 ～確かな知識・技能を活かした思考力、判断力、

表現力を育成するために～」とした。「秋田南ＳＧＨカンファレンス２０１８」と題して、公開授業研究会と

課題研究「国際探究Ⅱ」の公開成果発表会を開催した。複数のメディア情報を基に表現する学習や、

タブレット機器を活用した探究活動など、多様な学習活動の在り方を提案した。県内外から１００名を超

える参観者を得て、研究協議が活発に行われた。 

また、こうした公開授業のほかにも、各教科で授業作りに取り組む中で、教員同士の自主的な授業公

開や相互参観も進んだ。授業研究で得た経験を基にした授業や、新しい取組の実践が繰り返された。

特に、前年度から導入していた校務支援クラウドサービス「Classi」の活用や、タブレット機器を用いた

授業実践など、ＩＣＴを積極的に取り入れた新しい授業改善の動きが進んだ。その他、高大接続改革の

方向性を踏まえ、大手予備校講師を講師とした職員研修を実施し、各教科において大学入学共通テス

トの試行調査（プレテスト）を分析し、同じ傾向の問題を作問し、定期考査で出題するという試みも始め

た。 

 

＜令和元年度＞ 

最終５年目となる今年度は、これまでの授業研究から得られた成果や課題を、各教科において検証

した。その上で、全教科で研究授業を実施し、実践を重ねた。これらの成果の普及発信の取組として、

授業モデルの提案と課題研究の取組の工夫を『秋田南高校「探究的な学び」実践事例集』として１６ペ

ージの冊子にまとめた。教員向けに各校に配付するほか、本校ホームページでも公開する。 
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２ 令和元年度の授業改善の取組 

 

 

１ 研究主題について 

 最終年度となる今年度は、これまでの授業研究の成果をまとめ、普及還元する時期と位置付けている。

また、令和４年度（中等部は令和３年度）からの新学習指導要領の全面実施と、来年度からの大学入学

共通テスト実施を前に、これらへの対応と準備も進めている。こうしたことを踏まえ、研修主題は、昨年

度から引き続き、以下のとおりとした。 

高大接続を展望した「主体的・対話的で深い学び」の実践 

～確かな知識・技能を活かした思考力、判断力、表現力を育成するために～  

 

 

２ 授業改善の取り組み 

（１）高大接続改革職員研修会 

 ９月２７日放課後、河合塾東北営業部東北営業チーム小山善久氏を招聘して、ＡＯ入試における志

願理由書作成や、ポートフォリオ作成を切り口に高大接続改革に関する研修を実施した。 

 高大接続改革では、『学力の３要素』（知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度）を育成・評価する、という考えがベースにある。そしてそれらを多面的・総合

的に評価する「総合型選抜（現ＡＯ入試）」の拡大も進められている。さらに、調査書等の出願書類につ

いても、志願者本人の記載する資料（活動報告書、入学希望理由書、学修計画書等）を積極的に活用

することとしている。これらの改革に対応するための高校の授業づくりや進路指導について、ヒントを得

るべく、研修会の形で実施した。 

 高大接続改革で求められている力を育成する上で、指導のキーポイントは「研究・探究の経験」、「論

理的思考力(簡単に明確な答えが出せない類の問や、筋道が示されていない類の問に対しても、最大

限に頭を使い活路を開けているか)」、「人との対話(自分と異なった価値観・考え方をする相手と話す。

他者の言い分を聞き、自分の意見や現状を見直し、自身をブラッシュアップするきっかけを掴めている

か)」の３点であり、これらの育成は高３からでは難しい。高校生活での経験が問われるということであっ

た。本校で進めている授業改善に加え、探究的な学習は、こうした力の育成に資するものであるといえ

る。また、思考力・判断力・表現力を育成する他校での先進的実践例等も紹介され、具体的な指導や

授業改善に向けてのイメージを得ることができた。 

 

（２）校内授業研究 

 昨年度実施した公開授業研究会の成果と課題を検証して、各教科において上記の力を育成できる授

業の在り方を検討した。各教科で出された成果と課題は大きく以下の通りである。 

 

 ＜成果＞ 

・グループワーク等を通じて、異なる意見を基に自分の考えや理解を深めることが定着してきた。 

・複数資料の比較などから、多面的・多角的に物事を考える姿勢が身に付いてきた。 

 ＜課題＞ 

・グループワークやペアワークにおいて、自分の意見をもっていながら出せない生徒が見られる。 

・考えを深める場面は増えたが、考えを文章化し表現できる生徒の育成が必要である。 

 

 こうした意見を基に、今年度の授業研究では、各教科の特性に応じて、特に表現力育成の視点から

の多様な取組が進められた。 
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＜研究授業一覧＞ 

校種 教科・科目 授業者 学年・組 単元名 

高 国語総合（古典） 樽田 雪子 １年Ｇ組 唐代の詩文 

高 地理Ｂ 佐藤 寿志 
２年Ｃ・Ｄ組

（理系） 
資源と産業 農林水産業 

高 数学Ａ 茂木 大介 １年Ａ組 チェバの定理・メネラウスの定理 

高 美術Ⅰ 深井 裕之 １年Ｅ組 
無限柱～モニュメントとしての抽象

彫刻の鑑賞 

高 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 
佐藤 亜希子 

Bryce Fowler 
３年Ｃ組 Praying Hands 

英語表現Ⅱ 
高橋 和也 

Bryce Fowler 
２年Ａ組 Lesson 13 制服に賛成？反対？ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 
伊藤 孝紘 

Bryce Fowler 
２年Ｆ組 Foreign Workers in Japan 

高 物理 佐藤 啓介 ２年Ａ組 運動量の保存 反発係数 

高 保健体育 
佐藤 雄大 

金森 康臣 
３年Ａ・Ｂ組 バスケットボール 

中 数学 大友 和也 １年２組 変化と対応 

中 音楽 小林 明人 ２年１組 トーンチャイムで音楽づくりをしよう 

中 総合的な学習の時間 

大渕 牧人 

工藤 道人 

小澤 寿子 

金  敬子 

３年生 

全クラス 

社会とのつながりを感じ、働くことの

意義を考えよう 

（指導案及び協議記録は、誌面の都合により一部のみ掲載） 

 

３ 成果と課題 

 ５年間にわたり、本校はグローバルリーダーに不可欠な５つの能力（課題設定能力、課題探究能力、

論理的思考力、プレゼンテーション能力、実践力）の育成を目指す、授業改善に取り組んできた。また、

この５年間の間に、新学習指導要領や高大接続改革も大きく進められたが、これらの教育改革で求め

られる資質・能力についても、本校が目指す授業改善の方向性と一致している。 

本校の授業改善の取組は、これらの教育改革で求められる「主体的・対話的で深い学び」の姿を、各

科目の特性に応じた形で提示できたと考える。また、一方で、生徒の主体性を引き出すアプローチがあ

ったり、協働的な場面を作ったりといった共通の仕掛けが、多様な教科で横断的に見られるようになっ

た。本校で育てたい３資質・５能力について、学校の教育活動全体で一貫して育てる意識が根付いて

きているといえる。こうしたカリキュラム・マネジメントの視点を核にした学校づくりは、新学習指導要領で

も求められているところであり、大きな成果であると感じている。 

次年度以降の課題としては、一つは授業改善に向けた研究の継続である。ＳＧＨ指定終了後も、教

育改革への対応は急務であり、主体的・対話的で深い学びの研究を継続する必要がある。よりよい授

業づくりに終わりはない。引き続き授業改善の取組を進めていく。また、二点目は、思考力・判断力・表

現力等の評価方法の研究である。本校では、高大接続改革への対応の意味でも、課題研究を含めた

ポートフォリオ評価について実践を進めてきている。これに加えて、ＳＧＨ事業で取り組んできた３資質・

５能力の育成の成果を踏まえ、これらを学校教育全体で育成するためのグランドデザインを構築する必

要があると感じている。学校全体の教育活動を貫く、教科横断的なルーブリックの作成に取り組んでい

きたい。 
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国語科 学習指導案

日 時 令和元年11月19日(火)２校時

場 所 １年Ｇ組教室

授業者 樽 田 雪 子

１ 単元名 唐代の詩文

２ 単元の目標

（１）漢詩の文学史的位置、形式、詩人について、基本的知識を身に付ける。 【知識・理解】

（２）詩情を味わうとともに、漢詩と日本文学で共通する心情について読む。【読むこと】

（３）漢詩の内容を理解し、面白さを味わう。 【関心・意欲・態度】

３ 教材

国語総合古典編（東京書籍） 唐代の詩文 唐詩 － 十首

４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」

複数の古典作品を読み、書かれた状況や心情を考えながら読み味わう力。

５ 評価規準

関心・意欲・態度 読む能力 知識・理解

漢詩の内容を理解し、 内容や表現の仕方について評価し、書き 漢 詩 の き ま り を 理

面白さを味わおうとして 手の意図をとらえて、漢詩と古文の文章を 解している。

いる。 関連づけて読むことができる。

６ 生徒と単元

（１）《生徒の実態》

授業に対してはどの生徒も顔を上げて参加し、活発な発言がみられる。知的好奇心の旺盛さ

を感じるが、その一方、授業の予習、ノートの取り方、課題への取り組みなどの地道な努力を怠

りがちな生徒も複数いる。テクストに対して、大まかにとらえる力はあるものの、文法や単語など

の基礎事項が定着していない。

（２）《本単元（教材）について》

「漢詩」は中国の古典でありながら、長い時間を経て日本の古典として定着しているものであ

る。国語総合の教科書に採用されている近体詩から漢詩のきまりが明確で現代の高校生にも親

しみやすい友情や望郷の念を扱った五言絶句、五言律詩、七言絶句、七言律詩を取り上げる。

また、中国と日本に共通する心情を読み取るにふさわしい教材として、「月」を扱った漢詩と古

今和歌集から阿倍仲麻呂の和歌を取り上げる。

（３）（１）（２）を受けた、本単元の指導について

複数の作品を読み、違いや共通する点に気付くようにさせる。対話を通して自らの気付きを

深め言語表現するように援助する。

副教材「漢文必携」を使用して漢文の近体詩のきまりを理解させる。疑問点は副教材を利用

して自ら調べる方法を具体的に示す。基本的なノート作りや発展的な自学力を身につけさせる

ことを意図している。
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７ 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 教師の支援 評 価

１ ・漢詩のきまりを知 ・漢詩を正しく音読する。 ・正しく音読できるように ・漢詩を声を出して正しく音読

る。 ・五言絶句、七言絶句、五言律詩、七言律詩 範読する。 しようとする。【関・意・態】（観

のきまりを知る。 ・漢文必携等の利用の仕 察）

方を助言する。

２ ・絶句と律詩から状 ・対句、押韻等のきまりを理解しながら漢詩を読 ・作者の視点に留意して ・対句、押韻等の表現の仕方

況や心情を読み む。 読むように助言する。 を理解している。【知識・理

取ることができる。 解】（ノート）

３ ・漢詩と和歌にお ・李白「静夜思」を読む。 ・既習の知識を用いて読 ・他の生徒との学び合いに積

ける「月」につい ・古今和歌集阿倍仲麻呂の和歌を詠み「静夜 むように助言する。 極的に参加し読み取ろうとし

ての共通する認 思」との月についての共通する認識を読み取 ・複数の作品から読み取 ている。【関・意・態】（観察）

識を読み取ること る。 ったことや、他者の発言 ・「月」についての認識につい

ができる。 ・白居易「八月十五日…」を読み、三首の「月」 を総合的に考えるように て読み取り、考えている。【読

についての認識の共通点について考える。 助言する。 むこと】（観察）

４ ・漢詩を読み、詩に ・異なるテーマの漢詩を読み、詩に表現された ・内容に適した読み方を ・詩に表現された状況に合っ

表現された状況 状況を理解する。 するように助言する。 た読み方で漢詩を暗唱して

を理解することが ・漢詩のリズムと内容を理解し、学習したものの ・リズムを大切に明瞭に暗 いる。【読む】 （発表）

できる。 うち一つを暗唱する。 唱するよう助言する。

８ 本時の計画 （本時 ３／４時間）

（１）本時のねらい

詩情を味わうとともに、漢詩と日本文学で共通する心情について読む。【読むこと】

（２）学習過程

過程 生 徒 の 学 習 活 動 形態 教 師 の 支 援 評価規準（方法）

導入 ・「静夜思」を音読し、漢詩のきま 全体 ・近体詩のきまりを確認させる。

りを確認する。

展開 ・「静夜思」のおおよその意味を 個 ・作者が見ているものに留意させる。作者の気づき、

つかむ。 視点の移動、思念の深まりに続いていることを理解

させる。

・古今和歌集 阿倍仲麻呂「天 ペア ・詞書き等から歌の成立を考えさせる。

の原」の歌を読む。

・二つの韻文における「月」が呼 個 ・作者仲麻呂が見ているものに留意させる。 【読むこと】

び起こす心情を考える。 （観察）

・「月」が呼び起こす共通する心 ペア ・二つの詩が、月をきっかけとして望郷の念を抱いて

情が「望郷の念」であることに気 いることに気づかせる。

づく。

話合い ・話合いが進むように適宜助言する。

・七言律詩「八月十五日夜、禁中 全体 ・「八月十五日夜」を範読する。詩形、押韻、対句を確

独直、対月憶元九」を読む。 認させ、注を使いながら大まかな意味を伝える。

・三つの韻文に共通する「月」の ペア ・作者白居易が見ているものに留意させる。

性質を考える。 ・月の性質「あたりを照らす」「鏡のよう」「遠くからでも

話合い 見える」「離れた地域からでも同じものを見ている気

持ちになる」などに気づかせる。

全体 ・対話の中で得た気づきを拾い上げ全体に共有する

ように発言させる。

まとめ ・本時の学習を振り返る。 個 ・自分の学びを自分の言葉で整理するようにさせる。
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９ 国語科協議会の記録

【授業説明】

本校の国語科では、これまで新聞記事の読み比べ、メディアからの情報の読み取り等、中高とも新指

導要領の傾向を踏まえて「情報を相互に関連づける」ことを狙いとした授業研究を継続して行ってきた。

今回は国語総合の古典分野で、「唐詩」の単元を用い、古今和歌集を対比教材として、非連続的複数

の教材の読み取りの授業を構築した。

短時間のうちに深い読解に向かわせるために、中学校で触れてきた漢詩を用い近体詩のきまりを復

習することからはじめて本時につないだ。国語総合４単位という少ないコマ数の中での扱いにも工夫し

た単元であった。国語科の教員の皆から意見をもらって作った授業である。

【参観者感想・意見】

・先生と生徒との関係がとても良いことが一目で分かった。生徒は規律ある学習態度だったが、リラック

スした雰囲気で落ち着いて授業に参加していた。先生の問いかけ等にすぐ生徒が反応したり、頻繁に

隣同士で意見を交わしたりすることに慣れていて、そういったやりとりを通してクラス全体に「みんなで

学ぶ」という雰囲気が感じられた。日頃の指導のおかげだと思う。

・教科書の漢詩を一つ扱うだけではなく、和歌や別の漢詩も同時に扱って中国と日本で共通する心情

について考えさせようという取組を興味深く思った。挑戦的な授業だっただけに、先生がこの時間にや

ろうと思ったこと、達成したいと思ったものができただろうか、という疑問が残る。最終的に、先生が共通

する心情を黒板に示したが、意図した終わり方ではなかったのではないかと思う。

・生徒同士が意見を交換する場面がたくさん設けられていた。自分の考えを確認したり、教え合ったりし

ていてとても有効だと思った。欲を言えば、生徒が「まずは一人で考え」て、考えをまとめ、それを友だ

ちに「責任をもって伝える」（すなわち思考して、表現するような）場面が１回くらいあれば良かったな、

と思った。

・生徒を授業に引き込んでおり、生徒がよく情景や心情等を考えながら、詩歌の鑑賞をしていた。漢詩

の情景を絵に描かせたり、動作をさせたりしながら、生徒が主体的に場面や視線の移動を捉え、心情

に思いをめぐらせるのを促した。また、要所で生徒にペアで相談させ、ポイントを確認するとともに、既

習事項と関連付け、学習内容の確認と定着を図った。助動詞に関する発問には反応が鈍かったので、

今後さらに復習が必要に思われた。

・「見ているもの→思い、どこで」でどの教材も一貫して読解する手法や生徒にアクションをさせるなど分

かりやすく、楽しむことができた。生徒もさすが南高生で、あれだけの情報量をこなして確実に読解を

進めていくことができていた。ここ数年の国語科の研究授業の成果も踏まえた、多様な情報の中から読

解をする・・・古典バージョンができたなと感じている。新課程にも十分対応できる内容の授業になって

いた。ただ、キーワード「月、故郷、望郷」や月の文学的普遍性を生徒に述べさせてもよかったと思う。

特に「元九」の部分はもっと考えるポイントを絞り、生徒に考えさせる時間を与え、グルーピングしても良

かったかなと思った。

【授業者感想】

複数教材の読み取りという主テーマの他に、中国と日本の文学作品を扱うことで、「人間」の認識、感

性の共通するもの、あるいは異なるものに思いを至らせたいという思いもあった。「月」という分かりやす

いモチーフを扱うことで、自分のお気に入りの詩やポップスなどを思い浮かべた生徒もいた。本時に関

していうと後半から取り上げた白居易の詩について、省略する予定の内容を扱ってしまい、生徒自身に

考えさせる時間を奪ってしまったという大失態であった。今回の授業には教科を超えたくさんの先生方

に授業を見ていただいたことに感謝している。
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地理歴史科 地理Ｂ 学習指導案

日 時 令和元年11月29日

学 級 ２年ＣＤ組２８名

場 所 ２年Ｃ組教室

授業者 佐藤 寿志

１ 単元名 第２章 資源と産業 第１節 農林水産業

２ 単元の目標

（１）農業地域（あるいは林業・水産業地域）の地域的特性や分布について関心をもつことができる。【関心・意欲・態度】

（２）農業地域（あるいは林業・水産業地域）の形成要因について、自然的要因と社会的要因の両面から考察し、各地域の

特徴を適切に表現できる。 【思考・判断・表現】

（３）世界の農業地域（あるいは林業・水産業地域）について理解するうえで、農林水産物の分布図や統計データなどを正

確に読み取り、その特徴を把握できる。 【地理的技能】【知識・理解】

３ 取り上げる教材 「新編 詳解地理Ｂ 改訂版」（二宮書店）

４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」

学習済みの地形や自然といった自然環境に関する知識・理解を下敷きに、各農業地域の形成がどのような

条件の下でなされたのか考察し、説明することができる。

５ 評価規準

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 地理的技能 知識・理解

なぜその農業地域がそこに 自然環境に関する知識を 農業地域区分図や農作 農業に関する用語を正し

あるのかにということに関心 使い、農業地域の形成要 物の統計データなどを正 く理解し、それを適切に用

をもち、意欲的に探ろうとし 因や分布などについて考 確に読み取ることができ いることができる。

ている。 察し、説明できる。 る。

６ 生徒と単元

（１） 《生徒の実態》 地理Ｂ選択者 ２８名

理系の選択クラスで、うち２１名は国際探究Ⅱ選択の生徒（Ｄ組）である。理系ということもあり、全般的に地理

への関心は高いとは言えないが、学習への取り組む姿勢や授業態度はおおむね良好である。発問に対する反

応は見られるが、自分の考えや意見を積極的に発表しようという面では物足りなさを感じる。今回の授業では、

表現の元になる本人の考えを文章で書かせることから始めたい。

（２） 《本単元について》

「農林水産業」の分野は「自然環境」の次に位置付けられている単元であり、様々な場面で、地形や気候に

ついて学習した知識を用いて考察していくことになる。地理では「なぜそれがそこにあるのか」を考えることが重

要であるが、その手法として自然的要因と社会的要因の両面からとらえる必要がある。これ以降の単元におい

てもこのとらえ方が求められるので、本単元でしっかりその技能を身に付けさせたい。

（３） 《（１）（２）を受けた、本単元の指導について》

農業に関する問いに対して、まずは生徒一人一人が文章で解答を記入する。それぞれの解答をグループで

持ち寄り、グループ内で対話的・協働的に検討したうえで、グループとしての解答を作成する。作成した解答は

全体の前で発表し、全体で共有する。それぞれの解答について、一人一人が批判的かつ共感的に評価するよ

うにしていきたい。

７ 全体計画 （総時数９時間）

本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 評価規準（評価の方法）

１ ・農業地域の形成要因につ ・世界の諸地域で行われてい ・日本の例を用いて、考えるヒ ・農業と自然環境との関連性

時 いて、自然的要因と社会的 る農業になぜ違いが見られる ントを与える。 を理解できたか。

・文化的要因の両面が関わ のかを考える。 【関心・意欲・態度】

ることを理解する。 【知識・理解】
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２ ・世界の諸地域の農業につい ・前時に学習した知識を用いて、 ・各地域の自然的・社会的条件 ・各地域における農業の違いが

～ て、その特徴を理解するととも アジア、ヨーロッパ、新大陸にお の違いをしっかり踏まえさせて考 どこから来ているか、考えることが

５ に、それぞれの形成要因の違 ける農業の形成要因について考 えさせる。 できたか。【思考・判断・表現】

時 いや共通点を説明できる。 える。 【知識・理解】【地理的技能】

６ ・世界の林業や水産業の特徴 ・各産業の成立要因や各産業地 ・ワークシートを用意し、地図を通 ・各産業が抱える問題点につい

～ や地域、抱える問題点につい 域がもつ特徴について考える。 して理解させる。 て、多面的・多角的に考察できた

７ て考えることができる。 か。【思考・判断・表現】

時

８ ・世界の食料問題に対して、地 ・食料問題の地域性をとらえる。 ・先進国と途上国という観点や、 ・世界が抱える食料問題に対し

時 球的視野でとらえることができ ・食料援助の適切なあり方につ 日本の立場などを意識させる。 て、日本はどのようなことができる

る。 いて考える。 か、考えることができたか。【思考

・判断・表現】

９ ・農業分野のまとめとして、既習 ・グループワークを通して、より適 ・適切な問いを用意する。 ・よりよい解答を作成しようとして

時 事項を元に、農業に関する問 切な解答を作り上げ、発表する。 ・時間管理に注意する。 いるか。・自分の考えをしっかり

本 いについて考え表現することが 発表できたか。【関心・意欲・態

時 できる。 度】【思考・判断・表現】

８ 本時の計画（本時９／９時間）

（１）本時の目標

これまで学習した農業に関する様々な事柄（問い）について、自分の言葉で文章として表現する。グループ

ワークを通して、よりよい解答を作り上げる。他のグループの解答に対して批判的かつ共感的に評価できる。

（２）学習過程

過程 生徒の学習活動 形態 教師の支援 評価規準（評価の方法）

１．グループごとに割り当てられ ・適切な問題を用意する。 ・意欲的に解答作成に

導入 た問題に対し、まず個人で取り 個人 ・１つの問題につき、４グループ 取り組んでいるか【関心

７分 組み解答を作成する（各グルー で検討させる。 ・意欲・態度】

プにつき２問）。 ・ノートは見ても良いと指示す （個人のワークシート）

る。

２．グループ内で、個人が作成し ・他のメンバーの解答を適切に ・積極的にグループで

た解答を持ち寄り、お互いの良 評価するよう促す。 の活動に関わることがで

いところ、誤っているところなどを きたか。

確認し合う。 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 【関心・意欲・態度】

展開 ３．グループの答えとして、グル （個人のワークシート）

３８分 ープ内で話し合いながらよりよい ・どのような表現が適切で望ま ・論理的で説得力のあ

解答を作成する。 しいか考えさせる。 る解答が作成できたか。

４．作成した解答を黒板に書き 【思考・判断・表現】

発表する。 ・大きな声で発表するよう促す。 （グループの解答）

５．黒板には１問につき２つの解 ・日本語の表現として正しい

答が提示されているので、どちら か、語句の使い方が適切かな

が良いか、全員で検討する。 ど、良い解答の基準について

考えさせる。

６．論理的でわかりやすい表現と ・良いとされた解答について、

まとめ はどのようなものか、学ぶ。 個人 改善点などを示す。

５分
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高等学校数学科 数学Ａ 学習指導案 

期日：令和元年 10 月 18 日（金） 

学級：１年Ａ組３２名 

場所：１年Ａ組教室 

授業者：茂木 大介 

指導助言：高校教育課 伊藤淳指導主事 
 

１ 単元名 第２章 図形の性質 第１節 平面図形 ３ チェバの定理・メネラウスの定理 
 

２ 単元の目標   
(1)図形の見方を豊かにするとともに数学的な見方や考え方を身に付けその有用性を認識する。【数学的な見方や考え方】 

(2)三角形や円などの基本的な図形の性質について、関心をもち理解を深める。【関心･意欲･態度】【知識・理解】 

(3)図形の性質を論理的に考察し、処理できるようにする。【数学的な技能】 
 

３ 取り上げる教材  「高等学校 数学Ａ」（数研出版） 「フォーカスゴールド数学Ⅰ＋Ａ」（啓林館） 
 

４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」 

チェバの定理・メネラウスの定理を用いて辺の比や面積比が求められるだけでなく、正確にかつ素早く求め

るために計算方法を工夫できる力 
 

５ 評価規準 

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解 

チェバの定理・メネラウスの

定理を用いた計量に関心をも

つとともに、それらの有用性

を認識し、事象の考察に活用

しようとしている。 

定理をそのまま利用するのではなく、より簡便

な形に変形して表現したり、思考の過程の正当

性や広汎性を振り返ったり探ったりすることを

通して、辺の比を用いて計量を行うための数学

的な見方や考え方を身に付けることができる。 

辺の比を用いて表現

・処理する仕方や推論

の方法などの技能を

身に付けている。 

辺の比の表示方法を工夫する

ことで、その他の辺の比や面

積比を簡単に求めることがで

きることを理解し、知識を身

に付けている。 
 

６ 生徒と単元   
(1) 《生徒の実態》３２名 

数学Ａについては概ね意欲的に取り組んでいる。また、ＳＧＨの探究活動を通して自らの考えや疑問点を積
極的に述べる態度や、他者の意見を取り入れながら工夫・改善に取り組む主体性が育ってきている。とはいえ、
一斉指導の中で、分かったことや、不明な点を発言できる生徒は多くないので、演習場面ではペアワークやグ
ループ活動を積極的に取り入れ、学び合いを意識した授業を行っている。 
 今回の授業では、基礎的な事項の定着を確実に行うことに加え、式変形や計算方法を工夫して生徒に解ける
喜びや達成感を与え、数学を楽しむ気持ちや解くことへの自信につなげていきたいと考えている。 

 
(2)《本単元について》   

平面図形は、図形の中でも最も身近な素材である三角形や円などの基本的な性質を扱うことから生徒の興味
・関心も高いと思われる。その反面、アプローチ方法が浮かぶ・浮かばないことや手続きの定着不足から反射
的に動けない生徒も多い。さらに、比や分数が多くの場面で登場するため、図を描かずに処理しようとすると
ミスにつながりやすい。 

 
 (3)《(1) (2)を受けた、本単元の指導について》  

今回は三角形の辺の比の表示方法に工夫を加えることで素早く・直感的にかつ正確に辺の比と面積比を求め
させたいと考えている。これは教科書や参考書で勧められる解法とは異なるが、公式のように用いることで図
形に苦手意識をもつ生徒だけでなく、上位層の生徒にも処理速度の向上の点で効果があると考える。 

 
７ 全体計画（チェバの定理 メネラウスの定理 総時数２時間） 

 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 評価規準（評価の方法） 

１
（
１
時
限
） 

・チェバの定理、メネラ
ウスの定理を、三角形
に現れる線分比や図形
の面積比を求める問題
に活用できる。 

・チェバの定理とメネ 

 ラウスの定理を応用して

線分の長さの比や面積比

を求める。 

・最初のうちはどのように考えて

よいのか戸惑う生徒も多いと

思うので、着眼点を含めて助言

する。 

・チェバの定理・メネラウス
の定理に興味を示し、積極
的に考察しようとする。  

【関心・意欲・態度】 
（活動の観察・ﾜｰｸｼｰﾄ観察） 
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２
（
２
時
限
）
本
時 

・辺の比の表示方法を工
夫することで、瞬間的
に線分の辺の比や面積
比を求めることができ
る。 

・チェバの定理・メネ 

ラウスの定理を正確に

使い、問題を処理する。 

・辺の比を工夫して表示し、

問題を素早く正確に処理

する。  

・既習事項の確認について正誤
のみならず時間についても意
識させる。 

・辺の比に工夫を加える際、有
用性を感じる前に集中力が途
切れないよう端的に行う。 

・三角形に現れる線分比や図
形の面積比を本時の内容
を活用して素早く正確に
求めることができる。 
【数学的な技能】 

（ワークシート観察） 

 

８ 本時の計画（本時 ２／２時間） 
（１）本時の目標 
  ・辺の比の表示方法を工夫することで、瞬間的に線分の辺の比や面積比を求めることができる。【数学的な技能】 

 
（２）学習過程  

 
 

９ 協議の視点 

（１）他者との関わり合いを通して、協働的に問題を解決することができたか。  
（２）生徒自身が本授業における解法の有用性を感じることができたか。  
 

過程 生徒の学習活動 
学習 
形態 

教師の支援 
評価規準 

（評価の方法） 

導入 

(2 分) 

１ 本時の目標を確認する。 

辺の比の表示を工夫することで

瞬間的に問題を処理する力を身

に付けよう！ 

 

全体 ・チェバの定理・メネラウスの

定理を用いて求めるべき線分

の比や面積比を瞬間的に求め

られるようになる授業だと伝

える。 

 

展開 

(38 分) 

２ 前時の復習として、問題１に取り

組む。 
 
３ ペアで答え合わせを行う。 
 
４ チェバの定理の考察。 
  辺の比の表示の工夫を提案し、簡

単に表示できることを実感させる

(イ)。 
  
５ メネラウスの定理を用いて辺の

比を求め、さらに三角形の面積比を

求めさせる(ロ)。 
 
６ 結論をまとめさせる(ハ)。 

ＢＰ：ＰＣ＝n：m 
ＰＯ：ＯＡ＝1：(n+m) 
△OAB：△OBC：△OCA 
＝n：１：m 

 

個人 
 
 
ペア 
 
全体 
 
 
 
 
グ ル

ープ 
 
 
 
グ ル

ープ 
 
 
 
 
 
 
 

・問題にかかった時間を記入さ

せる。 
 
 
 
・実際にチェバの定理において

実践し、生徒に有用性を感じ

させる。 
 
 
・学び合いが進むように自分の

アプローチ方法との相違点に

留意して相手の話を聞くこと

を助言する。 
 
 
・簡潔な数値で表現できるよう

に助言する。 
 
 

 

 
 
 
 
 
・辺の比を工夫することで、

BP：PC を簡単に求められるこ

とが分かった。さらにこの考

えの良さを見つけるために、

PO：OA、三角形の面積比を指

示に従って求めてみよう。 
・この授業の提案、 
AR：RB＝j：1、 
AQ：QC＝m：1 とすることで、

各比はどのように表せるか。

また実際の計算に応用するた

めにまず何をすれば良いか。 
・三角形に現れる線分比や

図形の面積比を本時の内

容を活用して素早く正確

に求めることができる。 
【数学的な技能】 

（ワークシート観察） 
 

まとめ

(10 分)
 

７ 結論の共有を行う。 

８ 問題演習 2・振り返り  

全体 ・結論を共有し、実際に 
問題に当たる準備をさせる。 
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10 合同協議会の記録 

 

＜授業説明＞ 

最初はグループ毎の発表という形式も考えたが、今回は数学的な考察、数学的な工夫の良さ、数学を用

いた結果の驚きなどを感じさせることをねらい、発表の場面は作らなかった。 

題材は、東北大学の問題をヒントとして構成した。今日の授業で作り出した方法は有効であると感じてい

る。生徒は、日頃からグループ活動を取り入れていることもあり、互いに教え合いながらよく活動してくれた。

想定していなかった生徒の発言もあったが、今回は誘導を強めて行った。先生方の厳しいご意見をお願いし

ます。 

 

＜参観者グループ協議から＞ 

・グループ内でしっかりと協働できており、グループワークが定着している様子が見られた。 

・生徒の活動に対してどのような支援が必要かが話題となったが、共有する時間や深める時間を確保するこ

とが必要という意見があった。 

・生徒の「できた」と「分かっている」を見極めて評価することが課題である。 

・授業の流れを板書しておくことや、板書を Classi で配信するという活用の仕方が良かった。 

・できない生徒への対応が課題であると感じられた。 

・思考活動が活発に行われていた。 

・「個」→「グループ」→「全体」という流れが必要だと思う。 

・数学的な内容に関しては補足が必要な部分もあり、授業構成に工夫の余地があったと思う。 

・問題解決の時間を生徒と競争するなどの工夫が良かった。 

・証明することがねらいなのか、解法のテクニックを身に付けることがねらいなのかがはっきりしなかった。 

 

＜指導助言＞ 

先生方が協議に向かう姿勢が素晴らしく、生徒達にも見せたいくらいであった。先生方が授業改善に対し

て積極的であることが感じられた。 

「主体的・対話的で深い学び」には決まったスタイルはない。学校や生徒の特色に応じて作り上げていくも

のである。普段から先生方が授業に関して話し合う機会をもつことができれば授業改善は進んでいくと思う。

今後も先生方の対話を続けていってもらいたい。 

本時のねらいが、本校のねらう生徒像のどの部分とつながっていて、生徒のどのような変容をねらったもの

であるのかを明確に結び付ける視点で見ていただきたい。 

協働的な学習のためには、協働する前に自分の意見をしっかりともつことが大事である。また、考えを共有

することの良さも感じさせなければならない。 

今日の授業では、答が合っているのかだけではなく、どのように考えたのかを共有する場面がみられて良

かった。授業での指導者の発問は１問１答の形式になってしまうことが多いが、今日は考え方をしっかりと評

価していたので、生徒も間違いを恐れずに発表できる雰囲気になっていた。ただ、生徒からどのような反応

があっても、それが予想外の反応とならないように準備しておかなければいけない。 

表現力を高めるためには、「しっかりと思考する」ことを繰り返すことが大事である。１単位時間だけにこだ

わらず、表現力を高める授業構成を考えてもらいたい。今日の盛り上がりの場面は思考力を要する場面では

なかった。 

まとめで先生が話した内容を生徒の口から引き出すことができればなお良いと思う。そうなるための主発問

をどうすべきなのか工夫してみるといいのではないか。今後も引き続き授業改善に取り組んでいただきたい。 

 

高等学校理科 物 理 学習指導案 
 

期 日： 令和元年 10 月 18 日（金） 
学 級： ２年Ａ組３９名 
授業者： 佐藤 啓介 
指導助言：高校教育課 能美佳央主任指導主事 

 
１ 単元名  第３章 運動量の保存 ３．反発係数 
 
２ 単元の目標 

(1) 力が一瞬だけ加わったときに，物体の運動がどのように変化するかに興味をもつことができる。 【関心・意欲・態度】 
(2) 運動量保存則を適用する条件を理解し，適切に状況を判断して立式し，変化した物理量の値から，その後の運動を表現することがで

きる。 【思考・判断・表現】 
(3) 力が一瞬だけはたらく状況を観察し，運動量保存則や反発係数を用いて予測を立て，実験の結果を表現することができる。【観察・実

験の技能】 
(4) 運動量保存則が適用される条件を自ら見出し，立式することで運動に係わる物理量を求めることができる。 【知識・理解】 
 
３ 取り上げる教材  「改訂版 物 理」（数研出版） 
 
４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」 

  運動量保存則が必要である状況を自ら判断し，その状況にあった式を立式して適切な物理量を求め，その後の運動の
予測を表現することができる。 

 
５ 評価規準 

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 観察・実験の技能 知識・理解 

衝突などの一瞬だけ力が加わ

る状況に関心をもち，意欲的

に探究しようとしている。 

力や反発係数など，提示された

運動に対して適切な条件を判

断し物理量を求め，その後の運

動予測を表現できる。 

衝突時の運動の様子を観察し，既習

の内容から実際の運動に対する予測

をたて，観察を通して予測との整合

性を発見することができる。 

各運動の条件の違いから

適切な法則を選び，立式

して物理量を求めることが

できる。 
 
 
６ 生徒と単元   

（１）《生徒の実態》  計 ３９名 

 活発な生徒が多く，グループでの学び合いや対話的な学習に意欲をもつ生徒が多い。反面，学習能力が高いが表現することに抵抗を
もつ生徒も少なからず在籍するクラスである。また，学力の幅が大きく，物理に対する理解度の幅も大きいので提示する課題の設定が難し
いクラスでもある。今回の授業を通して，学力や理解度の高い生徒から物理の考え方の論理性を学び，その表現の仕方について身に付
けていけるように留意したい。 
 
（２）《本単元（教材）について》 

 力学領域の中でも，「運動の法則」「力学的エネルギー保存則」と並んで重要度の高い単元である。生徒達は連続的に力が加わって運
動が変化していくことを考えることはできるが，一瞬だけ（非常に短い時間，あるいは外力が連続的に加わらない状況を指す）場合の運動
の表現については初めて学ぶことになる。どのような状況で運動量保存則を適用し，正確な立式を通して事後の運動の状況を予測し，そ
の後の運動との関連性を考える能力は，今後の発展的な物理学には必要不可欠な能力である。論理的に状況を考える上で非常に大切
な単元である。 
 
（３）《（１）（２）を受けた，本単元の指導について》 

提示された状況について，まずは生徒一人一人が考え，自らの答えを導き出して見ることが大切である。その後，グループを構成しグ
ループ内の個々人の表現から自らに足りない考え方，論理の進め方，表現の仕方を考えさせたい。さらにグループで一つの解答を作成
することで，解答を作成したときに留意したことを確認させ，全体に発表することで全生徒がそれを共有することを通して，思考力・判断力
を向上させ，物理的状況を表現することを学ばせていきたい。 
 
 
７ 全体計画（総時数８時間） 

 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 評価規準（評価の方法） 

１
（
１
～
２
時
） 

・ 運動量と力積の関係を通
して，運動量がはたらく条
件を理解する。 

・ 一瞬しか力が働かない物体
の運動について既習事項か
らどのように表現するかを考
える。 

・ 考える際に必要な既習
事項の確認と論理的な
思考を促すためにフロー
チャートを配付する。 

・ 運動量の変化から力積の大きさ
を導くことができる。 
【知識・理解】（ワークシート分析） 
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高等学校理科 物 理 学習指導案 
 

期 日： 令和元年 10 月 18 日（金） 
学 級： ２年Ａ組３９名 
授業者： 佐藤 啓介 
指導助言：高校教育課 能美佳央主任指導主事 

 
１ 単元名  第３章 運動量の保存 ３．反発係数 
 
２ 単元の目標 

(1) 力が一瞬だけ加わったときに，物体の運動がどのように変化するかに興味をもつことができる。 【関心・意欲・態度】 
(2) 運動量保存則を適用する条件を理解し，適切に状況を判断して立式し，変化した物理量の値から，その後の運動を表現することがで

きる。 【思考・判断・表現】 
(3) 力が一瞬だけはたらく状況を観察し，運動量保存則や反発係数を用いて予測を立て，実験の結果を表現することができる。【観察・実

験の技能】 
(4) 運動量保存則が適用される条件を自ら見出し，立式することで運動に係わる物理量を求めることができる。 【知識・理解】 
 
３ 取り上げる教材  「改訂版 物 理」（数研出版） 
 
４ 本単元で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」 

  運動量保存則が必要である状況を自ら判断し，その状況にあった式を立式して適切な物理量を求め，その後の運動の
予測を表現することができる。 

 
５ 評価規準 

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 観察・実験の技能 知識・理解 

衝突などの一瞬だけ力が加わ

る状況に関心をもち，意欲的

に探究しようとしている。 

力や反発係数など，提示された

運動に対して適切な条件を判

断し物理量を求め，その後の運

動予測を表現できる。 

衝突時の運動の様子を観察し，既習

の内容から実際の運動に対する予測

をたて，観察を通して予測との整合

性を発見することができる。 

各運動の条件の違いから

適切な法則を選び，立式

して物理量を求めることが

できる。 
 
 
６ 生徒と単元   

（１）《生徒の実態》  計 ３９名 

 活発な生徒が多く，グループでの学び合いや対話的な学習に意欲をもつ生徒が多い。反面，学習能力が高いが表現することに抵抗を
もつ生徒も少なからず在籍するクラスである。また，学力の幅が大きく，物理に対する理解度の幅も大きいので提示する課題の設定が難し
いクラスでもある。今回の授業を通して，学力や理解度の高い生徒から物理の考え方の論理性を学び，その表現の仕方について身に付
けていけるように留意したい。 
 
（２）《本単元（教材）について》 

 力学領域の中でも，「運動の法則」「力学的エネルギー保存則」と並んで重要度の高い単元である。生徒達は連続的に力が加わって運
動が変化していくことを考えることはできるが，一瞬だけ（非常に短い時間，あるいは外力が連続的に加わらない状況を指す）場合の運動
の表現については初めて学ぶことになる。どのような状況で運動量保存則を適用し，正確な立式を通して事後の運動の状況を予測し，そ
の後の運動との関連性を考える能力は，今後の発展的な物理学には必要不可欠な能力である。論理的に状況を考える上で非常に大切
な単元である。 
 
（３）《（１）（２）を受けた，本単元の指導について》 

提示された状況について，まずは生徒一人一人が考え，自らの答えを導き出して見ることが大切である。その後，グループを構成しグ
ループ内の個々人の表現から自らに足りない考え方，論理の進め方，表現の仕方を考えさせたい。さらにグループで一つの解答を作成
することで，解答を作成したときに留意したことを確認させ，全体に発表することで全生徒がそれを共有することを通して，思考力・判断力
を向上させ，物理的状況を表現することを学ばせていきたい。 
 
 
７ 全体計画（総時数８時間） 

 本時の目標 生徒の主な学習活動 教師の支援 評価規準（評価の方法） 

１
（
１
～
２
時
） 

・ 運動量と力積の関係を通
して，運動量がはたらく条
件を理解する。 

・ 一瞬しか力が働かない物体
の運動について既習事項か
らどのように表現するかを考
える。 

・ 考える際に必要な既習
事項の確認と論理的な
思考を促すためにフロー
チャートを配付する。 

・ 運動量の変化から力積の大きさ
を導くことができる。 
【知識・理解】（ワークシート分析） 
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２
（
３
～
４
時
） 

・ 運動量保存則の成 
り立ちを理解し，衝突など
が発生したときに運動の
変化を判断し，立式する
ことができる。 

・ 運動量と力積の関係の定義
から運動量保存則を導くこと
ができる。 

・ 平面の衝突の実験から衝
突後の運動の様子を予測
し，確かめることができる。 

・ なるべく同条件で実験が
できるように支援する。 

・ 運動量保存則を利用して衝突
後の運動を表現できているか。 
【思考・判断・表現】 

・ 平面の衝突における予測ができ
ているか【観察・実験の技能】 

（ワークシート分析） 

３
（
５
～
６
時
） 

・ 物体の個別の性質によっ
て衝突の状況が変化し，
反発係数によって表現し
ていくことができる。 

・ 反発係数を用いて物体がも
つ性質に合わせて運動量
保存則を利用することがで
きる。 

・ グループワークを設定
し，考え方を共有できる
ようにする。 

 

・ 反発係数を用いる条件を見極
め，衝突後の運動を表現できて
いるか。【思考・判断・表現】 

（ワークシート分析） 

４
（
７
時
：
本
時
） 

・ 既習事項から運動 
量保存則を用いて運動の
変化の様子を表現するこ
とができる。 

・ グループワークを通して解
答を作成し，発表する。 

・ 適切な課題を提示し解
答する時間やグループ
ワークの時間を適切にコ
ーディネートする。 

・ よりよい解答を作成するために
主体的に問題に取り組んだか。 

・ 発表に積極的に関わったか。 
 【思考・判断・表現】 【興味・関心・態度】 

５
（
８
時
） 

・ 運動量保存則と力学的エ
ネルギーの変化の関わり
について理解する。 

・ 運動量の変化の様子と力学
的エネルギーの変化の様子
を比較し，考える。 

・ ワークシートを用いてそ
れぞれの考えを発表し，
解答を作成して確かめ
る。 

・ 運動量と力学的エネルギーの変
化の違いを論理的に説明できる
か。【知識・理解】 【思考・判断・
表現】（ワークシート分析） 

 

８ 本時の計画（本時 ７／８時間） 

（１）本時の目標 

  既習事項から運動量保存則や反発係数を用いて運動の変化の様子を表現することができる。【思考・判断・表現】【興味・関心・態度】 

（２）学習過程 

過程 生徒の学習活動 形態 教師の支援 評価規準（評価の方法） 

 

 

導入 

１０分 

 

１ 提示された課題に対して解答を作成

する。 

 

 

 

 

個 ・ 課題に対して論理的に解答を

作成できるように，フローチャー

トの使用を認める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開 

３５分 

 

 

 

 

 

２ 班に分かれて自らの解答を確認しあ

い，解答作成の上で気を付けたこ

とを提示しあう。 

３ 班内の解答を作成する。（２．３で１０

分） 

４ 班内の解答を白板にまとめ、発表の

内容を考える。（８分） 

５ 各班で発表し、グループの中の代表

発表を投票で決める。（８分） 

６ 各問題の代表が発表する（９分） 

 

 

 

 

 

グループ 

・ 班内の他のメンバーのよいとこ

ろを評価しながら解答を改善し

ていくことを促す。 

・ 発表時間の２分が守れるように

論理的な説明の仕方について

生徒に注意を促す。 

・ フローチャートを用いて適切な

論理の展開ができているかを確

認させる。 

 

・ よい解答の基準に気付けるよう

に論理的な解答を選択すること

を促す。 

 

 

まとめ 

５分 

８ 求められる論理性とよい解 

答がどのようなものかを学ぶ。 

個 

 

・ 教師が最もよいと判断した解答

を示し，そのよさを伝え，物理学

の論理性に対する審美眼の発

達を促す。 

 

 

９ 協議の視点 

(1) 協働的に問題を解決するための手立ては適切であったか。 

(2) 思考力を育むための場面の設定はよかったか。 

与えられた物体の運動条件か
ら，適切な定理，原理，法則を
用いることができる。 

積極的にグループワーク・発
表に係わることができたか。
【興味・態度】（ワークシー
トの自己評価） 

論理的に解答を作成すること
ができたか。【思考・判断・
表現】（個人のワークシート、
及びグループ解答） 

問題は３種類用意する。１班あた

り４名で、３班を一つのグループ

とし、代表を決める 
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10 合同協議会の記録 

 

＜授業説明＞ 

  今回は思考力をためし、発表・表現を重視する授業を目指した。 

  本時のような「解答作成」スタイルの授業は１年に何度か取り入れているが、グループ毎にホワイトボード（Ａ３

版）を利用するのは初めてであった。ホワイトボードを使うことで、「良い解答」を選ぶ、という進め方を想定して

授業案を構成した。生徒の発表自体はうまくできたと思う。 

  一方、問題設定の関係で、グループ毎にバラエティに富んだ解答というのは生まれにくかった。これは、数

学的能力が未熟ということも原因と感じている。 

  今回の、「各グループで発表後にそれぞれのセクションで一番良い解法のグループを選ぶ」というやり方に

ついては、生徒自身が楽しんでおり、とても良い時間であった。 

   

＜参観者協議より＞ 

  （１班）  

  ・生徒どうしが協働的に進めていた。 

  ・一方で、グループで話し合わずに１人でホワイトボードに解法を書き込んでいる班が見られた。 

  ・マスクをしたまま発表したり、ずっとホワイトボードを見て発表したりするなど、発表については気になる点があった。 

  ・発表については、もっと広い場所で発表をしたり、タイマーで発表の経過時間が分かるようにしたりするなどの、工夫が

あっても良かった。 

  （２班）  

  ・個人で考え、グループで討議し、全体に発表するという流れができており、それぞれの時間設定が良かった。 

  ・初見の問題を使う、など授業の設定が良くできていた。 

  ・一方で、グループ内での生徒間の学力差が見られ、細かい条件に気が付かない班や、思考力を深めることができない

生徒が見られ、良い答案をピックアップできないケースがあった。 

  （３班）  

  ・生徒が良く動いていた。ホワイトボードを使い目の前で解法を書くことで、同じ班の生徒が良く話を聞いていた。 

  ・話し合いに入れない生徒もいたが、４人が教え合うことで考えが深まるのではないか。 

  ・用意してあった「解法のためのフローチャート」が有効であった。思考の過程がよく分かる資料である。 

  ・発表することで、よく考えている。 

  ・物理の魅力を伝える時間があってもいいのではないか。 

   

＜授業者の感想＞ 

  「活動する授業」にすることができた。ホワイトボードは中等部の授業でよく使っており、本授業のために活用

させていただいた。ありがとうございました。 

   

＜指導助言＞ 

  工夫された授業でした。時間配分もうまくできており、振り返るための時間は知識の定着を図るために丁度良

かった。 

  各生徒が個人で解く最初の１０分間はとても静かであった。また、グループの中には、グラフの軸の設定に関

して議論していたグループもあり、良く学び合っている様子が見られた。これらは深い学びの中核であると感じ

る。 

  今回は、問題をお互いに解き合うというスタイルであったが、実際に物を持ってきて見せてみてはどうか。事

前に授業案について、「２球の衝突の設定を３パターン用意し、ＡＢＣの３グループで解く」という発想だった。 

  発表した解法の中から一番良いグループを問題毎にそれぞれ１グループ決めていたが、このあたりの進め

方（ルール）の説明が最初になかったようである。生徒が主体的に学ぶためには、最初に設定（ルール）を説明

しておくことが大事なのではないか。また、生徒が主体的に動くためには生徒の調整能力が必要である。授業

を通して養ってほしい。 

  最後に、中等部の授業に触発されたとても「南高的な授業」だったと思います。今後も引き続き授業改善に

取り組んでいただきたい。 
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高等学校 芸術科 美術Ⅰ 学習指導案

日 時： 令和元年10月18日

学 級： １ 年 Ｅ 組

場 所： 美 術 室 １

授業者： 深井 裕之

指導助言：秋田県総合教育センター 田森 舞指導主事

１ 題 材 名 『無限柱～モニュメントとしての抽象彫刻の鑑賞』 「Ｂ鑑賞」 （１時間）

２ 題材の目標（本時の目標） ※Ｂ鑑賞の評価の観点は２つのみ

（１） 抽象彫刻としてのよさや美しさ，モニュメントを制作した作者の心情や意図と表現の工夫，モニュメント

のある国や地域の歴史などに関心をもち，作品について理解しようとする。 （関心・意欲・態度）

（２） 抽象彫刻としての「無限柱」のよさや美しさ，モニュメントとして制作した作者の心情や意図と表現の工

夫などを感じ取り，「平和祈念像」と比較しながらその特徴を捉えて分析するなどして，作品に対する見

方や感じ方，考えなどをもち，理解する。 （鑑賞の能力）

（３） モニュメントに求められる表現の特質や果たす役割，主題や表現方法について感じ取り，社会の中で

美術がもつ意味や働きを理解している。 （鑑賞の能力）

対応する学習指導要領の指導事項

「Ｂ鑑賞」

ア 美術作品などのよさや美しさ，作者の心情や意図と表現の工夫などを感じ取り，理解を深めること。

ウ 自然と美術とのかかわり，生活や社会を心豊かにする美術の働きについて考え，理解を深めること。

エ 日本の美術の歴史や表現の特質，日本及び諸外国の美術文化について理解を深めること。

３ 取り上げる教材

①「無限柱」（コンスタンティン・ブランクーシ作）ルーマニア・ラシセ市 1937 ②「平和祈念像」（北村西望作）長崎市 1955

４ 本題材で育成しようとする「思考力・判断力・表現力」

（１） 抽象表現と具象表現の特質を捉えて作者の意図やねらいを感じ取ろうとする力。

（２） グループワークの中で，他者の見方や考え方について批評的に捉えたりそのよさに気付いたりしなが

ら，協働して理解を深めようとする力。

５ 評価の計画

(1) 題材の評価基準

美術への関心・意欲・態度 鑑賞の能力

鑑賞作品のよさや美しさ，作者の心情や意図と表 ・美術作品のよさや美しさ，作者の心情や意図と表現の工夫などを感じ

現の工夫などに関心をもち，作品について理解しよ 取り，その特徴を捉えて分析するなどして，作品に対する見方や感じ

うとしている。 方，考えなどをもち，理解している。

・生活や社会を明るく心豊かにし，向上させる上で美術がもつ意味や働

鑑賞表現の造形的な特質に関心をもち，諸外国と きを理解している。

日本の美術文化について理解しようとしている。 ・表現の特質，主題や表現方法を感じ取り，諸外国及び日本の美術文

化について理解している。

(2) 学習活動に即した評価基準

美術への関心・意欲・態度 鑑賞の能力

鑑賞 関① 抽象彫刻としてのよさや美しさ，モニュ 鑑① 抽象彫刻としての「無限柱」のよさや美しさ，モニュメントとして制作

メントとして制作した作者の心情や意図と表現の工夫 した作者の心情や意図と表現の工夫などを感じ取り，「平和祈念像」と比

などに関心をもち作品について理解しようとしている。 較しながらその特徴を捉えて分析するなどして，作品に対する見方や感じ

鑑賞 関② モニュメントに求められる表現の特質や 方，考えなどをもち，理解している。

果たす役割に関心をもち，モニュメントのある国や地 鑑②モニュメントに求められる表現の特質や果たす役割，主題や表現方

域の歴史をふまえて美術文化について理解しようとし 法について感じ取り，社会の中で美術がもつ意味や働きを理解している。

ている。 鑑②ルーマニアと日本の歴史をふまえ美術文化について理解している。

６ 生徒と題材

（１） 《 生徒の実態 》 美術選択者 男子１１名 女子４名 計１５名

生徒の希望をもとにして音楽か美術かを選択させているため，全体的に教科への興味や関心が高く，題材に対して真面目に取り組む

生徒が多い。その反面，美術の表現に落とし込むためのスキルや経験が少なかったり，鑑賞の際に感じ取ったことを適切な言葉で表す

ための語彙が乏しかったりする生徒も多く，表現が説明的な図だったり，考えを述べる言葉に実感がともなわない場合が見受けられる。

授業では多様な表現や新たな鑑賞の視点が生まれるように，それらを尊重する雰囲気を醸成するとともに，生徒の価値観の変容をうな

がすために生徒相互の批評をともなう鑑賞活動を充実させたい。

（２） 《 本題材について 》

美術Ⅰでは，Ｂ鑑賞のねらいである「美術作品などを様々な観点から鑑賞して，自然や社会と美術との関係，日本及び諸外国の美術文

化などを理解すること」を育むために，造形的なものの見方や感じ取り方ができるだけ多様になるように，深めることもできるように題材や

テーマを選んで授業を進めてきた。

抽象表現はその中でも特に解釈の自由度が高いため，そのねらいを果たす題材として効果的な面がある。しかし，その自由さゆえに

「抽象は何をやってもどう感じ取ってもＯＫ」という短絡的な考えに陥ってしまうと，逆に造形的なものの見方や思考を深めることを阻害す

ることにもなりかねない。

そこで今回は，モニュメントとして制作された抽象彫刻を鑑賞することをとおして，一見すると，どのようにも解釈できる抽象表現に込めら

れた作者の意図や伝えたかったメッセージなどについて様々な角度から掘り下げて探らせ，造形的なよさや美しさを深く味わわせたい。

彫刻家ブランクーシの作品には，今回取り上げる「無限柱」も含めて抽象の度合いの高いものが多いが，戦争モニュメントとして依頼さ

れたこの作品には，第一次世界大戦の中で戦場となった祖国ルーマニアの記憶を後世に伝えるための公共的な役割がある。作者は，

「無限柱」を抽象作品としてあらわすことで造形と鑑賞の自由さを保ちつつ，モニュメントとして求められる普遍的なメッセージ性について

も見事に調和させて表現している。抽象性とメッセージ性という一見相反する要素を，説明的な表現にならないよう高いレベルで両立し

ているという点で，考え方を深めさせる題材のねらいに適している作品である。

（３） 《 （１）（２）を受けた，本題材の指導について 》

はじめ，生徒には「無限柱」に予備知識を与えず通常と同じように自由に鑑賞させるが，主発問を入れ，少しずつ浮かぶ生徒の疑問に

対してヒントや情報を与え，それを手がかりとして推理劇のように思考を深めさせたい。その際，生徒からは「大きい，たくさん，無限」など

の曖昧な言葉が出てくることが予想されるが，ユニットの数を数えさせたり，作品の高さやユニットの数からユニットの大きさを計算させたり

して，数字がもつ意味なども考えさせたい。そのように進めながら，生徒が自ずから「この作品には作家の自己表現を越えた大きな目的

があるのではないか」と気付くように導きたい。

そして，「では何のため誰のために」という疑問が大きくなったところで，理解の手がかりとして北村西望の「平和祈念像」を掲示し，鑑

賞の次元を一段高めたい。２つの作品は共に戦争モニュメントであり，さまざまな共通点があるが，抽象表現と具象表現という造形方法の

違いだけでなく，その背景やメッセージ性についても相違点がたくさんある。比較して鑑賞することで生徒の中に「根拠」を考える力を育

てたい。

このような手立てによって鑑賞が深まったと思われる時点で，「無限柱」の正式名称を明らかにする。我々日本人は戦争モニュメントに

対して，敗戦，悲劇，死，恐怖などネガティブなイメージを想起しがちだが，国やどんな戦争だったかなどの違いによってすべての戦争

参加国が同じ思いをもつわけではない。作品の違いだけでなく，両国の歴史的文化的背景などにも焦点を当て，その違いにも気付かせ

たい。

作品の正式名称を知ったとき，それまでバラバラに存在していた作品のイメージが生徒の中で一つに繋がったり，まったく別物に見え

たりする感覚を味わう生徒もいると思う。鑑賞のおもしろさを深く味わってもらいたい。と同時に，モニュメントとしての抽象彫刻の鑑賞の楽

しみ方は，一つの正解にたどり着くことではなく，作品に込められた一つのメッセージを元にしながらも，創造的で造形的な表現味わい，

歴史や文化の違いなどを理解することによって，より豊かに広がることに気付かせたい。

この鑑賞は、地歴や国語総合教科書（現代文「少女たちの『ひろしま』」東京書籍）など、他教科との関連性もある。それぞれの学習内

容を結び付け，理解を深めることにも役立ててもらいたい。
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(2) 学習活動に即した評価基準

美術への関心・意欲・態度 鑑賞の能力

鑑賞 関① 抽象彫刻としてのよさや美しさ，モニュ 鑑① 抽象彫刻としての「無限柱」のよさや美しさ，モニュメントとして制作

メントとして制作した作者の心情や意図と表現の工夫 した作者の心情や意図と表現の工夫などを感じ取り，「平和祈念像」と比

などに関心をもち作品について理解しようとしている。 較しながらその特徴を捉えて分析するなどして，作品に対する見方や感じ

鑑賞 関② モニュメントに求められる表現の特質や 方，考えなどをもち，理解している。

果たす役割に関心をもち，モニュメントのある国や地 鑑②モニュメントに求められる表現の特質や果たす役割，主題や表現方

域の歴史をふまえて美術文化について理解しようとし 法について感じ取り，社会の中で美術がもつ意味や働きを理解している。

ている。 鑑②ルーマニアと日本の歴史をふまえ美術文化について理解している。

６ 生徒と題材

（１） 《 生徒の実態 》 美術選択者 男子１１名 女子４名 計１５名

生徒の希望をもとにして音楽か美術かを選択させているため，全体的に教科への興味や関心が高く，題材に対して真面目に取り組む

生徒が多い。その反面，美術の表現に落とし込むためのスキルや経験が少なかったり，鑑賞の際に感じ取ったことを適切な言葉で表す

ための語彙が乏しかったりする生徒も多く，表現が説明的な図だったり，考えを述べる言葉に実感がともなわない場合が見受けられる。

授業では多様な表現や新たな鑑賞の視点が生まれるように，それらを尊重する雰囲気を醸成するとともに，生徒の価値観の変容をうな

がすために生徒相互の批評をともなう鑑賞活動を充実させたい。

（２） 《 本題材について 》

美術Ⅰでは，Ｂ鑑賞のねらいである「美術作品などを様々な観点から鑑賞して，自然や社会と美術との関係，日本及び諸外国の美術文

化などを理解すること」を育むために，造形的なものの見方や感じ取り方ができるだけ多様になるように，深めることもできるように題材や

テーマを選んで授業を進めてきた。

抽象表現はその中でも特に解釈の自由度が高いため，そのねらいを果たす題材として効果的な面がある。しかし，その自由さゆえに

「抽象は何をやってもどう感じ取ってもＯＫ」という短絡的な考えに陥ってしまうと，逆に造形的なものの見方や思考を深めることを阻害す

ることにもなりかねない。

そこで今回は，モニュメントとして制作された抽象彫刻を鑑賞することをとおして，一見すると，どのようにも解釈できる抽象表現に込めら

れた作者の意図や伝えたかったメッセージなどについて様々な角度から掘り下げて探らせ，造形的なよさや美しさを深く味わわせたい。

彫刻家ブランクーシの作品には，今回取り上げる「無限柱」も含めて抽象の度合いの高いものが多いが，戦争モニュメントとして依頼さ

れたこの作品には，第一次世界大戦の中で戦場となった祖国ルーマニアの記憶を後世に伝えるための公共的な役割がある。作者は，

「無限柱」を抽象作品としてあらわすことで造形と鑑賞の自由さを保ちつつ，モニュメントとして求められる普遍的なメッセージ性について

も見事に調和させて表現している。抽象性とメッセージ性という一見相反する要素を，説明的な表現にならないよう高いレベルで両立し

ているという点で，考え方を深めさせる題材のねらいに適している作品である。

（３） 《 （１）（２）を受けた，本題材の指導について 》

はじめ，生徒には「無限柱」に予備知識を与えず通常と同じように自由に鑑賞させるが，主発問を入れ，少しずつ浮かぶ生徒の疑問に

対してヒントや情報を与え，それを手がかりとして推理劇のように思考を深めさせたい。その際，生徒からは「大きい，たくさん，無限」など

の曖昧な言葉が出てくることが予想されるが，ユニットの数を数えさせたり，作品の高さやユニットの数からユニットの大きさを計算させたり

して，数字がもつ意味なども考えさせたい。そのように進めながら，生徒が自ずから「この作品には作家の自己表現を越えた大きな目的

があるのではないか」と気付くように導きたい。

そして，「では何のため誰のために」という疑問が大きくなったところで，理解の手がかりとして北村西望の「平和祈念像」を掲示し，鑑

賞の次元を一段高めたい。２つの作品は共に戦争モニュメントであり，さまざまな共通点があるが，抽象表現と具象表現という造形方法の

違いだけでなく，その背景やメッセージ性についても相違点がたくさんある。比較して鑑賞することで生徒の中に「根拠」を考える力を育

てたい。

このような手立てによって鑑賞が深まったと思われる時点で，「無限柱」の正式名称を明らかにする。我々日本人は戦争モニュメントに

対して，敗戦，悲劇，死，恐怖などネガティブなイメージを想起しがちだが，国やどんな戦争だったかなどの違いによってすべての戦争

参加国が同じ思いをもつわけではない。作品の違いだけでなく，両国の歴史的文化的背景などにも焦点を当て，その違いにも気付かせ

たい。

作品の正式名称を知ったとき，それまでバラバラに存在していた作品のイメージが生徒の中で一つに繋がったり，まったく別物に見え

たりする感覚を味わう生徒もいると思う。鑑賞のおもしろさを深く味わってもらいたい。と同時に，モニュメントとしての抽象彫刻の鑑賞の楽

しみ方は，一つの正解にたどり着くことではなく，作品に込められた一つのメッセージを元にしながらも，創造的で造形的な表現味わい，

歴史や文化の違いなどを理解することによって，より豊かに広がることに気付かせたい。

この鑑賞は、地歴や国語総合教科書（現代文「少女たちの『ひろしま』」東京書籍）など、他教科との関連性もある。それぞれの学習内

容を結び付け，理解を深めることにも役立ててもらいたい。
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７ 全体計画（本時の計画）（１／１時間） ※総時数１時間の題材のため，本時の計画に同じ

（１） 本時の目標 ※総時数１時間の題材のため，題材の目標に同じ

（２） 学習過程

過 生徒の学習活動 学習 教師の支援 評価規準

程 形態 （評価の方法）

導 １前時までの「彫刻基礎」 の グ ・制作した彫刻の表現技法や表 ・彫造と塑造の違いや

入 学習内容を確認する。 現方法について特徴とともに思 具象と抽象の違いを

４分 い出せるよう助言する。 理解している。(観察)

展 ２「無限柱」の鑑賞① 個 ・作品の特徴をとらえられるよう ・積極的に考えたり発

開 情報なしで，人と話し合わ 画像を遠近２枚掲示する。 言している。(観察)

ずに鑑賞する。 目標(1) ・題名と作者を明らかにしてから

発問する。

発問：「無限柱」という題名のこの作品は何をあらわしたものか。

３「無限柱」の鑑賞② グ ・グループワークシートが見やす ・疑問点を出し合い，

・何を表現したものか、何を いようにグループを同じ向きに 深く考えようとしてい

感じるか自由に意見を出 座らせる。 る。（観察・プリント）

し、疑問点を出し合う。 ・根拠や理由も添えて発表する

・グループ毎に発表する。 よう助言する。

４「平和祈念像」の鑑賞 グ ・比較作品として「平和祈念像」 ・二つの作品の表現形

・作品について知っている の画像を掲示する。作品の背 式の違いや作者の

ことを挙げる。 景，表情，ポーズなどを注目さ 意図などを比較しな

・作品の解説を聞いて，背 せながら，二つの作品が戦争 がら鑑賞している。

景やねらいを理解する。 モニュメントであることに導く。 (観察・発表)

５「無限柱」の鑑賞③ グ ・「無限柱」の画像を追加して提

・戦争モニュメントとして「無 示し，思考の手がかりとなる情

限柱」があらわしているも 報を与える。

のを推察する。 目標(2) ・作品の正式名称を板書する。

６振り返り 個 ･振り返りのプリントを配付する。 ・問いに対する考えや

・今日の鑑賞で気付いたこ ・発問の「何をあらわしたのか」に 気付き,彫刻への理

4１ とや感じたことをプリントに 「どのように」を加えて考え，まと 解の深まりがある。

分 まとめる。 目標(3) めるよう助言する。 (プリント分析)

まとめ ７他の生徒の振り返りを聞き, 全 ・何人かにプリントを読ませる。

鑑賞の目的を再確認する。 ・プリントを回収する。

・地元のモニュメントを挙げさせ

5分 鑑賞してみるよう助言する。

８ 協議の視点

（１）生徒どうしが互いの考えを述べ合い共有する場面が適切に設定できていたか。

（２）学習課題を生かした振り返りによる、思考力・表現力の定着が図られていたか。
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資料 鑑賞題材と比較作品について

鑑賞題材 比較作品

作 品 画 像

作者（国籍） コンスタンティン・ブランクーシ（ルーマニア） 北村西望（日本）

作品名 無限柱 平和祈念像

素 材 鉄 青銅

大きさ 高さ２９．３５ｍ 高さ９．８ｍ 台座３．８ｍ 重量約22t

完成年 １９３７年 １９５５年（制作期間４年）

表現形式 抽象表現 具象表現

設置場所 ルーマニア トゥルグ・ジウ市 長崎平和公園

設置目的 戦争モニュメント 戦争モニュメント

対象の戦争 第一次世界大戦（戦勝国側） 第二次世界大戦（太平洋戦争）（敗戦国側）

補足説明 作品の正式名称 平和祈念像作者の言葉（彫刻の説明板）
「終わることなき感謝の柱、英雄たちの記念碑」 「あの悪夢のような戦争 身の毛のよだつ凄絶悲惨 肉親を人の
ブランクーシはルーマニアのオルテニア地方ゴルジュ県ペシュ 子を かえり見るさえ堪えがたい眞情 誰か平和を祈らずにいら
ティシャニ村に生まれた。作品は作者の生地ゴルジュ県の県庁 れよう 茲に全世界平和運動の先駆として 此平和祈念像が誕
所在地トゥルグ・ジュ市に、ルーマニア婦人連盟ゴルジュ支部 生した 山の如き聖哲それは逞しい男性の健康美 全長三十二尺
が依頼して実現したと言われている。ルーマニアの戦没者は74 余 右手は原爆を示し左手は平和を 顔は戦争犠牲者の冥福を
万8千人（人口の9.33％）。うち軍人25万人。国としては戦いに負け 祈る 是人種を超越した人間 時に佛時に神 長崎始まって最
たが連合国側に属したため戦勝国となった複雑な背景をもつ。 大の英断と情熱 今や人類最高の希望の象徴」

９ 合同研究協議会の記録

（１）授業者より

抽象表現について、平面より立体のほうが取り組みやすいので、彫刻を取り上げた。生徒の価値観や先入観を次々と変えるためにモニュメント
を用いた。本来、テンポ良く進めるのだが、今日は生徒がしっかり考えて発表したので、振り返りの時間が短くなってしまった。ただ生徒は振り返
りシートをよく書いていたので、シートを見ながら、協議をすすめてほしい。

（２）参観者より（各班発表）

１班 視点１：パワーポイントが小さかった。研究授業ということで限られた時間であり、時間が足りなかった。進め方については、段階的助言を
していたことが良かった。

視点２：振り返りの共有の時間がもう少し長い方がよい。
２班 視点１：グループの座り方が３人横並びだったことについて、コの字で、顔をみて話す方がよいという意見があったが、３人でワークシート

を共有し、まとめることで視覚化できていた。グループ内で新しい意見も生まれていたようだ。進め方としては、何もないところか
ら、情報を与えていき、生徒の考えも深まった。

視点２：振り返りで、生徒から多様な考えが出ていた。もう少し時間を取っても良かった。スライドが多いので生徒が見終わらずに次に進
んだ場面もあったので、スライドの使い方には工夫が必要だ。第１次大戦時のルーマニアについては生徒はほとんど知らないと思
われるので、スライドを活用することで時間をかけずに進めることができる。振り返りは有効で、書かせた後に発表させたことが良か
った。書いた内容よりも多く話していた。話をさせること、発表をさせることが大事と気付くことができた。

（３）授業者から感想

時間が足りず、振り返りも十分時間をとれなかった。次の授業で時間をとりたい。横並びの座り方については、１０年研の授業で取り入れてい
て、いろいろな意見が出ていたので参考にした。

（４）指導助言

①新学習指導要領が年次進行していくが、共通事項に「形や色」がある。本時は子どもたちは美術の視点でモニュメントを見ていたし、話し合
いも進めていた。抽象は難しいが、生徒のイメージが想起されていた。

②「個→グループ→全体→個」という形態で活動を行う中で、生徒が揺さぶられていた。振り返りをすることで考えが整理される。深井先生は机
間巡視をし、子どもたちの様子をよく見ていた。授業全体が和やかな雰囲気で進んでいた。今後、批評し合う活動へ発展できたらよい。

③鑑賞を通して、環境に気気付くようになる。本時はゴールの示し方が効果的で、生徒と共有されていた。これからの作品づくりや生活の中
で、モニュメントに気付くだろう。振り返りの時間を確保するためにもワークシートを工夫してもよい。例えば、「無限柱」のみを中央に置き、そ
の周りに自由に書かせてもよい。子どもたちはモニュメントの永遠性、普遍性に気づいていた。情報は精選すべきである。自分の意義や価値
を伝え、他の生徒のいろいろな考え方を聞き、考え深めることができる。
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高校 第３学年Ｃ組 外国語科（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ）学習指導案 

 

日 時 令和元年９月４日（水） 
     場 所 ３年Ｃ組教室 

授業者 佐藤 亜希子 （Ｔ１） 

         Bryce  Fowler（Ｔ２） 

助言者 高校教育課 小林正英指導主事 
 

１ 単元名    Lesson9 Praying Hands 

 

２ 単元の目標   

（１）絵画「祈りの手」がどのような経緯で描かれたかを読み取れるようになる。【外国語理解の能力】 
（２）自己を犠牲にして他者へ協力する生き方について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 CAN-DO 形式での学習到達目標との関連 

  相手の意見に対し個人で理由や根拠を示しながら簡潔に反論することができる。 

【GRADE 5 SPEAKING(Production)】 

 

４ 単元観 

本単元は、絵画「祈りの手」がどのような経緯で描かれたかについての話である。兄のために自

己を犠牲にして支えた弟に対する感謝の気持ちを表したもので他者への協力、敬愛を重んずる大切

さを考える。このような生き方に共感できるかどうか、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。 
 
５ 生徒観 

このクラスは、男子２５名、女子１５名の計４０名のクラスである。そのうち、理系が８名、文 
系が３２名の文理混合クラスである。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。自分の意見を分かりやすく相手に伝え、英語で適切

に発信する基礎的な能力を養ってきた。難しい内容になると日本語に頼ることもあるが、最終的に

は英語で自分の考えを伝えようとする姿勢が見られる。 
 
６ 単元計画 

１時間目 ・・・Introduction、ComprehensionA1、A2 

２時間目 ・・・Reading Comprehension① 

３時間目 ・・・Reading Comprehension② 

４時間目 ・・・ComprehensionA3、New words、Reading Practice  

５時間目 ・・・Story Retelling 

6 時間目 ・・・Discussion （本時） 
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７ 単元の評価基準 

A コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 

B 外国語表現の能力 C 外国語理解の能力 D 言語や文化につい

ての知識・理解 

・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。 
・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。 

・自己を犠牲にして他者

へ協力する生き方につ

いて自分の考えを表現

することができる。 
 

・読んだ内容を理解して

いる。 
 

・新出単語の使い方を理

解している。 

 

 
８ 本時の計画（本時６／６時間） 

（１）目標 
 ・兄と弟のそれぞれの立場について考えることができる。 【外国語理解の能力】 
 ・本文の内容に関連して賛成／反対の意見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 

5 分 

・warm up 一斉 
 

   
 

展開 
40 分 

 

  ・本時の目標を提示する。  
 
 

【学習課題】 
他者のために自分の夢を諦めることについて 
賛成、反対の意見を述べることができる  

 
 

 

 
・賛成の立場→反対の立場で

理由を考える。 
 
・立場を明確にして原稿を作 
成する。 
 
・グループで意見を発表し、

他者の上手な点をまとめ、 
一番上手な生徒を決める。 
 
・数人発表する。 

 
個 
 
 
個 
 
 
グループ 
 
 
 
一斉 

 
・机間指導しながら、支援する。 
 
 
・agree / disagree を決めさせ、自分の主張

を論理的に書かせる。 
 
・自分の意見をグループ内の生徒に分かり

やすく伝えさせる。 
 
 
・フィードバックしつつ、他の生徒の上手

な点を学ばせる。 
 

  
 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A 

まとめ 
5 分 

・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

んだことや身に付けたことを記入させる。 
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９ 外国語科協議会の記録 （コミュニケーション英語Ⅲ） 

 
（１） 授業者より 

佐藤亜：３年生は通常 ALT との TT の授業は行っておらず、今回で３回目であった。いつもレッスンの最後にディベートを行っ

ているが、その場合は立場を教師側から指定している。今回は様々なものの見方をさせたいという考えがあり、自分の考え

を自由に述べる形にした。また、本授業はテーマが難しいため、ディベートではなくディスカッションの活動を行った。 

Bryce：生徒たちはとても元気で、活動に楽しんで取り組んでいた。ブレインストーミングやライティングの活動にも意欲的であ

った。英語の正確さに関してもっと支援してあげられればと思う。最後に挙手して発表する生徒がいたのはよかった。 

 

（２） 参観者より 

高橋和：ALT が生徒と馴染んでいてクラスの雰囲気が良かった。JTE の英語が明確で、生徒の動かし方も上手だった。Agree、

disagree 両方の意見を書かせたこと、ディベートではなくディスカッションにしたのも正解だった。グループでの話合いの中

で、「誰が一番か」も英語でできればなおよかった。全体的な授業の流れ等、参考になるところが多かった。 

伊藤：ALT の活躍が随所に見られた。Warmup の活動が advanced learners 向けになっていたが、生徒もしっかりできていた。

教科書を生かした personalization のようなやり方もあったかもしれないが、ディスカッションを使う位置によっても変わってく

る。 

深沢：タイムマネジメントやクラスマネジメントが素晴らしい。活動の示し方も明確で、生徒の頭もフル回転していた。Bryce 先

生は来たばかりなのに前からいたようだった。 

Agree と disagree を書く順番を指示していたが、まず自分が選んだ方を書かせる方が自然で、生徒にとっても書きやすいかも

しれない。Sharing の欄は、何を書くか分からない生徒もいた。Procedure について、書いてからグループで発表というやり方

よりも、４人で意見を共有してから final decision を書く、という方法もある。Bryce 先生の最後のまとめにあった rewarding など

の表現は良いインプットになると感じた。ALT とのやりとりがもっとあれば良いと感じた。 

戸坂：内容のレベルが高いので、これを５０分におさめるのは大変だったと思うが、しっかりまとめていた。こういった授業を受

けることで、生徒の話す能力も向上するだろう。 

金：生徒の声が大きくて、元気で良い授業だった。深沢先生からもあったが、書きやすい方から考える、話し合ってから書く、

メモを見て話す、というやり方もあったと感じた。全員意見が同じ班があったが、異なる意見を聞くことも大事なので、その場

合は席を少し移動させて話し合わせてもよかった。アイコンタクトと言っても、一度英文を書いてしまうとスクリプトを見てしまう

生徒もいるので、メモの取り方を工夫させてもよい。 

高橋智：３年 C 組は元気なクラスで、Bryce 先生も溶け込んでいたようだった。Agree/disagree を考える順番は、やりやすい方

からでよかったように思う。今回の授業でも生徒は十分変容しているが、人の意見を聞くことでもっと変わることができる。他

者の意見を聞いてメモする時間があってもよかった。 

佐藤明：生徒が全員活動に参加していてよかった。皆さんが言うように、理想は意見を共有してから英文を書くことだが、メモ

だけを見て発表するのは大変かもしれない。Retelling でキーワードを使って話しているが、教科書を見てしまう生徒もいる。

今日も書き始めるのが遅い人がいた。 

副校長：楽しい授業だった。雰囲気が良かった。一つのトピックについて、賛成、反対の両方を考えるのは良い。意見を日本

語でメモしている生徒がいたが、それをすぐに英文に直すことができていた。このようなことができるのは南高の強みだと思

う。また、発表者の良いところを認め合うことができていた。生徒が書いている文章の内容も素晴らしい。 

 

（３） 助言者より 

最初に Bryce 先生へ。説明や指示が明確であった。教室の雰囲気も良く、教師のクラスマネジメントも巧みであった。ALT

と JTE の協力体制がしっかりしていることが、生徒のモチベーションや授業の質の向上に結び付いている。ALT の役割として

は、demonstration、interaction、feedback が挙げられる。Interaction や feedback があることで、生徒の自信につながっていく。 

本日の授業に関して。生徒は高校３年生とは思えないくらい元気だった。生徒の高い英語力も見ることができた。フォロー

アップの成果が出ていると思う。最初はディベート活動をするということで指導案を提出してもらっていたが、難しいので変え

てもらったという経緯がある。ディベートはどちらかの優位性を議論するものだが、今回は個人の感想が入ってくるので、定義

づけが難しい。ディベートは、利害関係がクリアになっているかということが重要。生徒は「自分の立場」でしか考えないため、

立場が個人的なものになってしまう。定義や立場が限定的にならないように気を付ける必要がある。 
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高校 第２学年Ａ組 外国語科（英語表現Ⅱ）学習指導案 
 

日 時 令和元年１０月１７日（水） 
     場 所 ２年Ａ組教室 

授業者 高橋 和也（Ｔ１） 

         Bryce  Fowler（Ｔ２） 

助言者 高校教育課 草階健樹指導主事 
 

１ 単元名    Lesson 13 制服に賛成？反対？ 
 
２ 単元の目標   
（１） 数量を表す語句と名詞を修飾する表現を適切に用いて表現できる。   【外国語表現の能力】 
（２） 制服について自分の考えを他者に伝えることができる。        【外国語表現の能力】 
（３） 他者の意見を聞き、様々なものの見方を学んで自分の考えを深めることができる。 

【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】           
 
３ CAN-DO 形式での学習到達目標との関連 

 ・自分のスピーチに対する質問に英語で答えることができる。 

・相手の理解度を意識しながら、口頭でわかりやすく丁寧に説明することができる。 

【GRADE 4 SPEAKING(Interaction)】 
 
４ 単元観 

高校生の制服の是非というテーマで、論拠や例を加えながら自分の意見を展開する方法を学ぶこ

とをねらいとしている。単に、制服に対して賛成か反対かを明らかにしてその根拠を述べるだけで

なく、そこからさらに論を展開し、他者の意見を聞くことによって制服に対する考えや理解を深め

させたい。また、他者の考えをポジティブにとらえ、異なる視点から物事を考えようとする姿勢、

表現が困難なことを英語で表現し他者に伝えようとする姿勢を育成したい。 
 
５ 生徒観 

このクラスは、男子２５名、女子１５名の計４０名の全員理系クラスである。温厚な生徒が多く、

落ち着きがあり学習にしっかりと取り組む。しかし、発話には消極的で、個別の活動には集中して

取り組むことができるが、グループワークなどで協働的に学習する能力はまだ十分に養成されてい

ない。この授業を通して積極的に発話し、互いに高め合う学習態度を育成したい。 
 
６ 単元計画 

１時間目 ・・・モデル文の内容を理解する。文法事項と語句を確認する。 

２時間目 ・・・例文を運用して表現練習をする。練習問題によって学習事項を確認する。 

３時間目 ・・・単元のトピックに関連した論題でディスカッションを行う。 （本時） 
 
７ 単元の評価基準 

A コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度 

B 外国語表現の能力 C 外国語理解の能力 D 言語や文化につい

ての知識・理解 
・ペアワークやグループワ

ーク、教師とのやりとりに

おいて、積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとして

いる。 

・単元の語彙や表現を用い

て適切に表現できる。 
・制服に対する自分の考え

を、既習の英語を用いて他

者に伝えることができる。 

・単元の概要や要点を適確

に捉えている。 
・他者が伝えようとしてい

ることを理解することがで

きる。 

・基礎的な語彙や表現、また

は単元の語彙や表現を身に

つけている。 

 

 
 
８ 本時の計画（本時３／３時間） 

（１）目標 
 ・他者の意見を理解し、自分の考えを深めることができる。    【外国語理解の能力】 
 ・制服の意義について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】 
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（２）学習過程 
過程 生徒の学習活動 形態 教師の支援 評価 

Warm up 
5 分 

・与えられた質問に対する自分の考

えを互いに伝える。 
ペア 
 

積極的に発話ができる雰囲気を作る。  
 

導入 

10 分 

 

 

 

 

 

 

 

・本時の目標の確認    
 
 

【学習課題】 
制服の意義について考えを深め、自分の意見を述べることができる。  

 
 

 

・モデル文を読む。 
・制服に対して賛成か反対かを明ら

かにし、理由と共に述べる。 
・制服に対する ALT の考えを聞く。 

一斉 
ペア 
 
 
一斉 

・読んだ後に、概要を伝える。 
・表現のフォーマットを与える。 
・机間指導しながら支援する。 
 
・概要や意図を伝える。 

 B 
  
 

 

展開 
30 分 

 

・服装の自由化を提案する動画を見

る。 
・服装の自由化に伴う弊害について

議論し、発表する。 
・服装の自由化に伴う弊害を踏まえ

て、制服の意義を考えメモをする。 
・グループ内で自分の意見を発表する。 
・数人発表し、クラスで共有する。 

一斉 
 
グループ 
 
個 
 
グループ 
 
一斉 

・概要や意図を伝える。 
 
・２つの議論の焦点を与えて、具体的に議論し

やすくする。 
・理由と共に書くことを意識させる。 
・机間指導しながら支援する。 
・自分の意見をグループ内の生徒に分かりやす

く伝えさせる。 
・概要や意図を伝え、フィードバックする。 

  
 
 
 
 B 
  

まとめ 
5 分 

・制服に対する新たな ALT の考えを

聞く。 

・自分の意見を書いて提出する。 

一斉 
 
個 

・簡単な英語を使う。 
・机間指導しながら支援する。 

   
  B 
 

 

 

 

 

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  令和元年１０月１７日（水） 
     場 所  ２年Ｆ組教室 

授業者  伊藤 孝紘（Ｔ１） 

          Bryce  Fowler（Ｔ２） 

助言者 高校教育課 草階健樹指導主事 
 
１ 単元名    Foreign Workers in Japan 
 
２ 単元の目標   
（１）日本における外国人労働者の現状と課題について理解することができる。【外国語理解の能力】 

（２）日本における外国人労働者の現状と課題を踏まえた上で、自分の意見を英語で述べることができる。【外国語表現の能力】 
 
３ CAN-DO 形式での学習到達目標との関連 

学習した語句や内容を含む英文を聞いて理解することができる。【GRADE 4 Listening】 

社会の話題等について 60 語程度で書くことができる。【GRADE 4 Writing】 
 
４ 単元観 

本単元は、日本の外国人労働者の現状と課題について書かれたエッセイである。人口減少が問題となっている一

方で、労働人口が増えている背景を説明し、その中でも外国人労働者が直面している課題や政府の政策、今後の展

望について述べられている。労働人口の減少など日本が抱える課題について、他者と意見交換することを通して、

主体的に捉える態度を育成したい。 
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５ 生徒観 
このクラスは、男子１７名、女子２１名の計３８名の文系クラスである。授業内容に対する理解度は高く、定期

考査でも良い成績を収めているが、ペアワークやグループワークについては消極的であまり活発に意見交換はされ

ていない。授業では英問英答を原則に授業を進めており、意見や答えを求められれば、きちんと述べることができ

る生徒が多い。課題の難易度を調整し、協働しなければならない環境作りが必要である。 
 
６ 単元計画 

１時間目 ・・・Introduction、Comprehension 

２時間目 ・・・Story Retelling 

３時間目 ・・・Productive Activity（本時） 
 
７ 単元の評価基準 

A コミュニケーションへの関心・意

欲・態度 

B 外国語表現の能力 C 外国語理解の能力 D 言語や文化についての知識・理

解 

コミュニケーションに関心をも

ち，積極的に言語活動を行い，

コミュニケーションを図ろうと

している。 

英語で話したり書いた

りして，情報や考えなど

を適切に伝えている。 

英語を聞いたり読んだ

りして，情報や考えなど

を的確に理解している。

  

英語やその運用についての知識

を身につけているとともに，言

語の背景にある文化などを理解

している。 

 
 
８ 本時の計画（本時３／３時間） 

（１）目標 
 ・習った内容に関連した対話を聞き、内容を理解することができる。     【外国語理解の能力】 
 ・習った内容を踏まえて、テーマに対して自分の意見を述べることができる  【外国語表現の能力】 
（２）学習過程 
過程 生徒の学習活動 学習形態 教師の支援 評 価 

導入 
5 分 

・warm up 一斉 

 

   

 

展開 
30 分 
 

  ・本時の目標を提示する。  

 

 

【学習課題】 

日本で仕事を探している外国人にどのような支援ができるか、自分の意見を述べ

ることができる。 

 

 

 

 

・対話の最初の数行を読み、内容

を推測する。 

 

・Key phrase に注意しながら対

話を聞く。 

 

・Comprehension Qs に答える。 

 

・スクリプトを見ながら対話を聞

き、答えを確認する。 

 

・学習課題についてブレーンスト

ーミングする。 

 

・ペアで意見を交換する。 

 

・数名の意見をクラス全体で共有

する。 

 

ペア 

 

 

個 

 

 

個 

 

ペア 

 

 

個 

 

 

ペア 

 

一斉 

 

・机間指導しながら、支援する。 

 

 

・agree / disagree を決めさせ、自分の主張を

論理的に書かせる。 

 

・自分の意見をグループ内の生徒に分かりやす

く伝えさせる。 

 

 

 

 

 

 

メモをとりながら聴くように指示する。 

 

・適切なフィードバックや質問をし、内容を深

めさせる。 

  

 

 

 

 

 

 

C 

まとめ 
15 分 

・自分の意見を 60 語程度の英語

にまとめて書く。 

個 

 

・構成に気を付けて、理由や根拠を必ず書くよ

うに指示する。 

B 
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○外国語科協議会の記録 （英語表現Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅱ） 

 
（１） 授業者より 

伊藤（２校時・コミュニケーション英語Ⅱ）：今日の授業はリスニングに焦点を当てて行った。外国人労働者を扱った単元。副

教材の NEWSBREAKS を使用。QA を通して本文を理解し、自分の意見を話して書く。このスタイルは 2 年生の英語表現で

は定着している。 

Bryce（２校時）：生徒からよい意見が出ていた。外国人労働者へのサポートにも着目していた。創造的な話合いができたと思

う。 

 

高橋和（３校時・英語表現Ⅱ）：指導案やハンドアウトを変更して実践した。話してから書かせるというやり方を行っている。最

後に書く作業に至るまで、ステップを踏んで行った。今回のトピックはよく使われているものだったので、もう少し深く考えさ

せたくて本時の授業を行った。生徒はよく頑張ってくれていた。 

Bryce 先生（３校時）：トピックが面白かった。タイムマネジメントで課題が残る。即興的な話ができた。制服に賛成する生徒が

多かったのは意外だった。 

 

（２） 参観者より 

戸坂：（３校時）ボードに書かせたのが良かった。あのボードを黒板に貼ればよかったのでは。 

高橋智：（３校時）声も小さかったので、前に出て発表してもよかった。 

木村：（３校時）流れについて。最後の「制服はよいものだ」という流れにもっていきたかったのかと思う。どういう意図があった

のか。 

高橋和：最初は浅い話をする生徒が多いと思い、この流れにした。授業を通して最初と最後の意見が変わっている生徒もい

たと思う。 

戸坂：仮想の条件をつけるのは面白いと思った。Bad effect だけを考えさせるのも新鮮。 

深沢：なぜ２つの点に絞ったのか。他にもあったのではないか。伊藤先生の授業ではサポートする点がたくさんあった。 

高橋和：最初は枠なしで考えさせようと思ったが、意見が出てこないこともあると思い、ポイントを絞ることに決めた。 

深沢：教科書にもあるようにコストの面もポイントとしてある。 

高橋和：心理的なものに着目させたかった。 

 

木村：（２校時）イントロで、働くこととは関係なく「行きたい国」について話していた。生徒たちは「海外で働く」イメージができて

いないのでは。生徒からもう少し「働くこと」に関する意見がほしかった。 

伊藤：この後自分だったらどんな仕事をしてみたいのかということにも触れていきたい。 

副校長：（２校時）いくつかのステップに分かれていた。生徒たちはしっかり理解していた。上手く組み立てられた授業だった。

（３校時）同じようなステップだった。生徒の考えが授業の活動を通して深まっていった。Casual dress code と Introduction of 

casual dress は違う。 

 

（３） 助言者より 

Bryce 先生へ：You are like an experienced teacher. Your comment motivates students. You talked about LGBT and ethnic. 

２校時・伊藤先生：短時間で終わる帯活動を入れるのはよいと思う。ダイアログを使った点は昨年度の研修でも扱った。

Brainstorming のやり方、mind map の作り方は慣れているようだった。４技能統合型で良かったと思う。 

３校時・高橋先生：前よりシンプルになってよかった。最初のカードはよかった。賛成・反対を列ごとに決めていくのもよかった。

一人でやっても深まらない。動画の時分かっていない生徒がいたので助け合うことができた。発音はしっかり教えた方が良

い。 

南高としてどうやって生徒を育てていくのかという共通認識が必要。投げ込み教材をやっていると思うが、もっとレベルの高い

ものを与えてもよいのではないか。南高生には English Camp にも参加してもらっている。引き続き頑張ってもらいたい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 

 

研究開発の検証評価  
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Ⅰ ＳＧＨ研究開発の成果と課題 

 
 本校の開発構想調書で掲げた目標は以下の２つである。 

①身近な事象と世界全体の問題を結びつけながら，積極的に課題を解決していこうとする態度・

姿勢の育成。 

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

ンテーション能力」，「実践力」の５つの能力の育成。 

これらの目標の達成・進捗状況について、本校ＳＧＨ事業の取組を検証し、成果と課題について述べる。 

 

１ 令和元年度の成果と課題 

（１）アンケートによる検証 （※集計結果は p.128 以降に掲載） 

①生徒アンケート 

○「国際探究Ⅰ」高１全員 回答数２３１（ＳＧＨ対象者２３７名） 

グローバルリーダーに不可欠な能力の成長について、ほぼ１００％の生徒が肯定的な回答を示した（Ｑ１～

５）。課題設定能力や課題探究能力について（Ｑ２、３）、昨年度は、肯定的な回答は９７％以上ではあったもの

の、「大いに身に付いた」「非常に高まった」という回答が５割以下と少なかった。しかし今年度はそれぞれ６３％、

６８％と改善が見られた（肯定的な回答はそれぞれ１００％、９９％）。活動の初期段階で課題設定や調査の手

法について、「探究スキル講座」を実施して全体に指導した成果と思われる。また、英語への関心についても意

欲の高まりが見て取れた（Ｑ６、７）。海外志向の高まりについても、昨年度から１０ポイント以上上昇した（Ｑ１１

⑤）。また、自由記述でも、ＳＧＨについてネガティブな記述は見当たらず、活動を通して自身の成長を実感し

ていることや、その力を今後の学習に活かしていこうという意欲が見て取れた。 

課題解決の態度・姿勢については、Ｑ１１の心の変化について、上位を「①秋田と世界とを結びつけて考え

るようになった」、「②秋田のことを考え、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、何かできな

いかと思うようになった」の３つが上位を占めた。特に、③は過半数を超えており、多くの生徒にグローバルな意

識が醸成されたことが見て取れる。さらに、Ｑ１２自己の変化について、複数回答の中の「④周囲の何気ない事

象を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」が昨年度の２９％から４０％に増加。「⑤新聞や

ニュースを鵜呑みにせず、客観的に考えたり調べてみるようになった」も４６％と高い数値を示した。日頃から課

題意識をもつようになったことが伺える。 

 

○「国際探究Ⅱ」高２選択生徒 回答数７８（ＳＧＨ対象者８１名） 

 ４期生にあたる２年生は、能力の高まりについて、昨年度、５９～６２％と低かった課題設定能力（Ｑ１）や課題

探究能力（Ｑ３）が、約１０ポイント向上した。この学年には、過去にＳＧＨクラスの指導経験がある教員が多く入

っており、経験を生かした指導が成果を上げたものと思われる。 

しかしながら、Ｑ７の行動の変化やＱ１１・１２の気持ちの変化については、全体的に昨年度より減少傾向が

見られた。ただし、この学年の生徒は入学時点ですでに探究学習への意識が高く、グローバルな視点をもった

生徒が多かった。特にＳＧＨクラスの生徒にその傾向は強く、１年生の頃と比較すると、能力的な成長は自覚で

きたものの、意識面・行動面では大きな変化を実感していないのかもしれない。その中で、自己の変化で大き

な数値を示したのは「他の意見に耳を傾けるようになった」という項目である（６５％）。自由記述を見ても、グル

ープ活動において、異なる意見をもつ友人と協調しつつ、一つの方向に向かって活動していく術を学んだとい

う意見が多く見られた。発表に向けた準備や論文の執筆など、グループで長く活動する２年生の探究学習にお

いては、このような協働的な力が重要であり、アンケートからもそのことが伺えた。 

 

○「グローバル・イシュー」高３選択生徒 回答数６９（ＳＧＨ対象者６９） 

 ３期生にあたる学年。１クラス３６名だった前の学年（２期生）と比較すると、能力の高まりや行動・気持ちの変

化の面など多くの指標で５～１０ポイントずつ低い数字となった。２クラスとなったことも影響しているかもしれな
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い。しかし、１年前の２年次の数値と比較すると、ほとんどの項目で数値が上昇しており、ＳＧＨ活動を経て自身

の成長を実感していることが見て取れた。特に、気持ちの変化の面（Ｑ９）では、「①秋田と世界とを結びつけて

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だろうかと思うようになった」という生徒が６割

近くと高い数値を示した。これは昨年度の２期生と比較しても大きく上昇している。グローカル・ミーティングなど

地域に出ていく活動を経験したことが影響しているものと思われ、この取組は、地域に根差したキャリア教育と

しても有効なプログラムとなっているといえる。 

 

②教員アンケート 回答数６３ 

○ＳＧＨの有効性について 

全教員が肯定的な回答であった（「大いに有効と思う」６３％、「まあまあ思う」３７％）。自由記述からは、生徒

や卒業生の成長ぶりや活躍の実績などから有効性を認めるものと、活動の具体例を挙げてグローバルリーダ

ー育成に資するものであるとするものがあり、この２つが多数を占めていた。一方で、２年次から選択制であるこ

とについて、平等でない、という指摘もあった。 

 

○能力育成について 

 ほぼすべての教員が「特に効果が大きい」としたのが、「言語能力や表現力・発信力」と「コミュニケーション能

力・協働力」の２つ。どちらも９５％以上の数字であり、上位に挙げていた。続いて挙げられていたのが、「研究

力・探究力」、「多面的思考力・批判的思考力」で、ともに７割前後であった。それ以外についても、昨年度より

ほとんどの項目が数値が上昇しており、教員が生徒の多様な成長を実感していたことが伺えた。 

 

○事業の全体化・組織化の進展について 

 新任や中等部所属の教員を中心に「分からない」とする回答が３分の１を占めた。しかし、「全体化・組織化し

たと感じる」としたのは残りの教員の半数以下となる２９％であった。３％、２％と少数ながらも「あまり感じない」、

「全く感じない」という回答もあった。自由記述を見ると、「全職員が関わるようになり、組織的に進んでいる」、

「職員間の理解と協力が進んでいる」とするものが多かったが、「関わる労力に差がある」、「忙しいのは一部の

み」、「負担がかかるのは特定の方」とする意見もあった。ＳＧＨ事業が学校全体の取組として定着している一方

で、教員の負担の偏りが課題であることが明らかとなっている。 

 

○自身の変容について 

 最も多かったのが、「生徒の成長する姿を目にして、生徒のもつ可能性への期待が大きくなった」という項目

（６３％）。自由記述では、「生徒に寄り添い、我慢して待つようになった」とか、「生徒の主体性を重視してまだま

だ成長できると感じるようになった」という意見が見られた。 そして、「探究力や協働力育成を意識した授業改

善に取り組むようになった」という項目が半数近くとなった。自由記述には、「グループワークで考えを深める場

面を取り入れた」とか、「毎時間、振り返りの時間をとるようにした」など、それぞれが授業改善に取り組んでいる

ことが伺えた。実際、今年度は授業公開は行わなかったが、各教科で多様な授業実践の取組が見られた。 

 

○指定終了後について（自由記述） 

 「総合的な探究の時間」において、課題研究の活動を継続することが決まっている状態でのアンケートであっ

たが、「今までのノウハウを生かして探究を深めたい」、「将来の進路に結びつく活動になるとよい」などの前向

きな意見が多くを占めた。一方で、「活動のねらいや方向性について職員全体の共通理解が必要」や、「担当

教員の負担過重を避ける配慮が必要」という意見も少なくない。 

 

 指定当初は、教員もどのように探究学習を進めたものか、戸惑いながら手探り状態で取り組んできたが、目の

前の生徒を指導していく中で、生徒が大幅に成長していく姿に触れて、どのような能力を育成するか、どう指導

し、評価するかを考え、次第に身に付けていったといえる。教師自身にこのような変容が見られたことは、アンケ

ートのＱ１、６、７、８などから明らかである。また、年々、事業に関わる教員が増えたことによって、教員同士が相
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互に影響を与え合い、取組が広がっていったと思われる。 

しかし、一方で、業務の偏りに対する指摘がある点は無視できない。２・３年生で選択制となっていることで、

教員の関わり方に偏りがあるのは確かである。また、事業全体の担当者や、各学年の主担当を務める教員の

仕事量が多いことも否めない。しかしながら、指定終了後の来年度からは、全生徒を対象として探究学習を進

めることとしている。全職員で負担を少しずつ分担しながら、この５年間で得たスキルやノウハウを学校全体に

広げ、活かしていく絶好の機会ととらえていきたい。 

 

（２）特筆すべき成果・実績 

○大学進学実績 

 ＳＧＨクラスの生徒は、多彩な活動実績と、ＳＧＨで育んだプレゼン能力を活かし、ＡＯ試験などでたような大

学進学実績を残している。主なものを下に挙げる。 

・東北大学 １名（法学部 ＡＯⅡ期） 

・秋田大学（医学部医学科） １名 

・国際教養大学 ８名（ＡＯ６、推薦１、ギャップイヤー１） 

・早稲田大学 ２名（社会科学部 ＡＯ１、国際教養学部 推薦１） 

・慶應大学 １名（総合政策学部 ＡＯ）                 など 

 

○各種外部大会・イベント等への参加や受賞実績 

今年度、２年生の最優秀賞を受賞したグループが「ＷＷＬ・ＳＧＨ×探究甲子園（旧ＳＧＨ甲子園）」プレゼン

テーション部門での本選出場を決めた。本校グループの本選出場は、「優勝」した平成２８年度以来となる。残

念ながら、直前に新型コロナウイルスの影響で開催中止となってしまったが、これ以外にも、今年度も多くの機

会で生徒が活躍を見せてくれた。また、様々な課外活動に取り組む生徒も多かった。主なものは以下の通りで

ある。 

・秋田県高校生英語弁論・暗唱大会 弁論の部 １位（東北大会出場）、 暗唱の部 １位・３位 

・東北６県中学校英語暗唱・高等学校英語弁論大会 高等学校の部 ２位（全国大会出場） 

・国際理解・国際協力のための英語弁論大会 秋田県代表選考会 １位（東北大会出場）・２位 

・アジアユースリーダーズ２０１９in ハノイ 参加（４名） 

・秋田県高校生米国語学研修 参加（３名） 

・高校生クリエイティブキャンプ２０１９ 本選参加（４名） 

・山形東高校「Challenge！模擬国連 in 山東」 参加（６名） 

・秋田ユネスコ協会国際理解ユースセミナー 招待発表（４名） 

・北部ブロック８道県教育委員協議会 招待発表（４名） 

・Ｆｒｏｍ Ｐｒｏｊｅｃｔ 秋田（７期・８期） 参加（計１６名） 

・秋田市国際フェスタ 高校生ボランティア 参加（１７名）   など 

 

○英語能力の向上 

英検合格者数は年々増加している。ＳＧＨクラスの生徒は、卒業までに７割以上の生徒が英検２級以上を取

得している。ＳＧＨクラスは、課題研究の授業を設定するため、コミュニケーション英語Ⅱ・Ⅲの授業を１単位ず

つ減じており、ＳＧＨ事業開始当初は英語の学力低下が懸念されたのだが、実際には検定試験だけでなく、教

科の成績でも他クラスを上回る結果を残している。 

 

 

２ 指定５年間の成果と課題 

（１）成果 

〇目標達成状況 

本校では、構想調書で掲げた２つの目標について、概ね達成されたと考えている。 
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１つ目の「身近な事象と世界全体の問題を結びつけながら，積極的に課題を解決していこうとする態度・姿

勢の育成」については、生徒の意識アンケートにおいて、明らかな変容が見て取れる。さらに、授業や課外活

動に対する生徒の積極的な行動が増えてきたことからも、このような態度・姿勢が定着してきたことが伺える。ま

た、ＳＧＨ事業を経験した卒業生たちが、少しずつではあるが、地域や世界の課題解決に向けた実践に取り組

み始めている。 

２つ目の「グローバルリーダーに不可欠な５能力の育成」についても、生徒が自身の成長を実感していること

がアンケートから見えている。また、外部発表会等での実績や、運営指導委員会からの評価などからも、本校

のＳＧＨプログラムを通して各能力が伸長してきていることがいえるだろう。 

これらのことから、上記の目標は達成できたものと考えており、これらの目標を達成するカリキュラムとして、研

究開発の３本柱として掲げた、「生徒の課題研究・教員の授業研究・外部機関との連携」は有効であるといえる。

以下、具体的なカリキュラムの有効性について述べたい。 

 

〇課題研究の指導について 

課題研究の活動においては、生徒同士の協働的な場面が多くを占める。自分と異なる多様な意見から考え

を広げるとともに、ディスカッションを通して自らの思考を文章化することで、生徒は考えを深めていく。そのよう

な活動において、本校では教員が直接研究内容について指導する場面はあまり多くない。本校の研究テーマ

が「世界の食糧問題」という、ほとんどの教科教員の「守備範囲外」のものであったこともあり、専門的な知識を

授けることは難しく、大学教員など外部連携に頼ることとなった。結果として、本校教員の役割は、「課題は何な

のか」、「どうして起こっているのか」、「主張に根拠はあるか」などについて、対話を通して生徒に考えさせること

が主となった。生徒に考えさせ、教員は聞く。そして、専門的な助言をもらう機会を設けたり、生徒がしっかりと

調べることのできる状況をできるだけ整える。生徒の探究学習に対するこのような関わり方は、生徒の主体性を

引き出すことにつながった。 

 

〇各教科における授業改善について 

各教科でも５能力の育成を意識し、授業改善が進んだ。課題研究における上記のような生徒との関わり方が

生徒の主体的な学習を生んだことから、これらの手法は日常の授業にも取り入れられるようになった。各教科の

特性に合わせて、多様な授業法が試みられた。その結果、授業において生徒に考えさせたり、発信させたりす

る場面が増え、まさに「主体的・対話的で深い学び」の視点での授業づくりにつながっている。 

 

〇外部機関との連携について 

外部機関との連携は、年々拡大している。大学教員による専門的な講座や連携指導を通して、生徒は大学

での学びについて、より深くとらえ、考えるようになった。課題研究で大学教員の指導を受けたことで、その大学

や専門分野に魅力を感じ、志望するようになった生徒もいた。地域の企業やＮＰＯなどとの連携も拡大している。

地域の社会人の方々と触れ合うことで、生徒はこれまで知らなかった地域の魅力を知るようになった。「こんな

に世界の舞台で活躍している人が秋田にいるなんて知りませんでした」と振り返りに書いた生徒もいた。地域と

関わることで、働くこと、社会に出ていくことを生徒は強く意識するようになった。連携機関の方々を通して自分

たちで人脈を築き、さまざまな課外活動にチャレンジする生徒も出てくるようになっている。 

 

（２）課題 

 生徒・教員へのアンケートから、いくつかの課題が見えている。 

 １つ目は、活動の全体化についてである。２年生以降、課題研究は選択履修として実施してきたが、選択生

徒の成長が著しい一方で、他の生徒にも成果を広げる必要が指摘された。アンケートを見ると、２・３年生の非

選択生徒の多くが「選択生徒の成長に驚いた」、「自分も同様の力を身に付けたい」、「刺激を受けている」とい

う意見を書いている。「自分も選択しておけばよかった」という生徒も５～６％と少数だが存在する。こうしたことを

受けて、指定終了後は、探究学習をすべての生徒に導入することとした。 

２つ目は、生徒の負担についてである。特に２年生以降にＳＧＨを選択した生徒の探究に向かう意欲は非常
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に高いものがあり、放課後や休日も費やして活動に取り組んでいた。特に成果発表会の前や論文の提出直前

の時期は遅くまで活動に取り組み、家庭学習や部活動・生徒会などの特別活動との両立に苦しんだ生徒もい

た。このような状況も多くの生徒は前向きにとらえ、スケジュール管理の重要性に気付いたり、効率的な学習を

進める力を身に付けたりしてはいたが、一部では、心理的な余裕がなくなり、グループの人間関係に影響が出

るケースもあった。探究活動は、やろうと思えばどこまでも深めることができる学習活動であり、終わりがない。教

員サイドで、学校の活動全体を見渡しながら、生徒をコントロールする必要があるといえる。 

３つ目は、教員の負担についてである。生徒の探究に終わりがないということは、教員の関わり方についても

同様である。放課後や休日など勤務時間を超えて生徒と一緒に活動に取り組む教員も少なくなかった。また、

主担当となった教員への業務の偏りも大きくなった。学年部など周囲の教員が負担を分担するよう心掛けては

いたが、どうしてもリーダーの負担は大きかった。特に外部連携機関等との折衝や、イベントの準備などは、突

発的に発生するものもあり、仕事量増加の要因であったが、必要不可欠な業務であり、解消は難しかった。 

これらの課題については、来年度以降の取組において改善を図っていきたい。 

 

 

３ 指定終了後の取組継続に向けて 

ＳＧＨ指定終了後も、本校の３つの取組（課題研究、授業研究、外部連携）は継続する。 

 

（１）課題研究（探究学習） 

課題研究「国際探究」をベースとして、下記のように変更を加えて実施する。 

①「総合的な探究の時間」において、対象をすべての生徒として実施する。 

②１年生は「国際探究」の通称で、テーマを食糧問題からＳＤＧｓに広げ、実施する。海外フィールドワークは

行わない。 

③２年生からは、コース選択制として、週２時間、大学教員の支援を受けながら専門的なグループ研究を行

う「学術探究コース」と、週１時間、自身の関心に基づいて個人研究を行う「総合探究コース」に分かれる。 

④研究テーマについて、２・３年生の「学術探究コース」では、社会課題や理数分野について、グローバルな

視点から研究テーマを定める。「総合探究コース」では、将来学びたい学問分野について個人でテーマを

定める。いずれも３年生まで継続し、発表・発信の機会を設け、相互に探究を深め合うようにする。 

 

（２）授業研究 

 ５年間を通して、教員の間に授業改善の風土が定着した。引き続き、校内授業研究会等を実施し、「主体的・

対話的で深い学び」の視点での授業改善の研究を続けるものとする。 

 

（３）外部連携 

ＳＧＨ事業を通して、地域の大学や諸機関等、また全国のＳＧＨ指定校とのネットワークを構築することがで

きた。発表の機会やイベントに声をかけていただくことも増え、生徒の成長の機会となっている。これらのネット

ワークは学校の財産であり、引き続き探究学習や授業研究に活かしていく。さらに、県外の高校や教育委員会

とインターネットを活用した教育連携も計画中である。 

 

（４）その他 

生徒のグローバルな意識の高まりは、学習や進路にも影響を与えている。海外進学志望者も増加傾向であ

り、海外進学セミナーの定期開催などを通してサポートしていく。また、留学生も積極的に受け入れていく方針

である。令和２年度は、アジア架け橋プロジェクトを含め、長期留学生３名と、短期留学生５～６名を受け入れる

予定である。異なるバックグラウンドや異文化をもった生徒と触れ合うことは、生徒にとって日常的なグローバル

な体験であると捉えている。また、中高一貫教育校として、探究的な取組をさらに発展させることができると考え

ている。中３の学校設定科目「クリエイティブサイエンス」では理数系の課題研究を行っており、高校との連携は

さらに深めていきたい。 
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Ⅱ　令和元年度ＳＧＨ総括アンケート

１．生徒アンケート集計結果

（１）高１「国際探究Ⅰ」

対　象：高校１年生全員 回収総数 231

実施日：令和２年２月２８日

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

Ｑ４

Ｑ５

Ｑ６

Ｑ７

Ｑ８

Ｑ９

Ｑ１０ 今年度、本校の修学旅行やＦＷ以外で、自主的に短期留学や海外研修（観光も含む）をしたことがありまし
たか？【自己の変化】

現時点で、今後や将来留学したい、あるいは仕事で国際的に活躍したいという希望はありますか。【自己の
変化】

食糧問題に限らなくてもかまいません。国際探究の活動をとおして、地域や日本、世界の状況に対する問
題意識や認識が深まりましたか。【課題設定能力】

自分の興味関心や問題意識、事実に対する認識から、具体的な研究テーマや課題を設定する考え方や手
法が身につきましたか。【課題設定能力】

フィールドワークなど国際探究の活動をとおして、関心を持ったことに対して、さらに深く知るための技術や
手法、姿勢などが身につきましたか。【課題探究能力】

国際探究の活動をとおして、物事を考えるとき、情報を分析し、その結果を整理し、考えようという姿勢が身
につきましたか。【論理的思考力】

国際探究の活動をとおして、自分が取り組んできたテーマや事柄について、他者へ伝える姿勢や技術・手
法などが身につきましたか。【プレゼンテーション能力】

国際探究の活動をとおして英語コミュニケーション力を身につけたいとの意欲は高まりましたか。【英語コ
ミュニケーション】

国際探究の活動をとおして、英語に関する行動の変化について、該当するものを選んでください。（複数回
答可）【英語コミュニケーション】

普段の授業（英語も含めた多様な科目）に関して、話合い・発表交流・協働・意見交換・討論活動等、ＳＧＨ
を意識した授業であると感じますか？【授業】

70% 30% 0%
①非常に深まった。
②深まった。
③深まらなかった。

63% 37% 0%
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。

68% 31% 0.4%
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。

76% 24% 0%
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。

62% 38% 0.4%
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。

46% 43% 11%
①非常に高まった。
②高まった。
③高まらなかった。

23%
6%

16%
23%

31%
3%

19%
16%

①英語検定などの資格試験を受験した。

②英字新聞を読むようになった。

③英語の原書を読むようになった。

④英語のウェブサイトも閲覧するようになった。

⑤日本語の吹き替えではなく、英語で映画を見るようになった。

⑥英会話学校に通ったり、Skypeで外国人と交流してみたりした。

⑦ＡＬＴや留学生と積極的に話すようになった。

⑧国際的な発表会や国際大会などに挑戦する意欲が湧くようになった。

35% 56% 8%
①強く感じる。
②感じる。
③感じない。

45% 55%
①はい
②いいえ

5% 94% ①ある

②ない
アメリカ３（県語学研修）、イギリス２（短期留学）、カナダ（短期留学）、台湾２（観光）、タイ（観光）
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Ｑ１１

Ｑ１２

Ｑ１３

Ｑ１４

国際探究の活動をとおしての心の変化について該当するものを選んでください。（複数回答可）【秋田や世
界とのつながり】

国際探究の活動をとおして、あなたの中で次のような変化がありましたか。あったものを全て挙げてくださ
い。（複数回答可）【自己の変化】

上記以外で、国際探究の活動を通して自分が成長した・変化したと実感できたことを述べてください。【自己
の変化】※抜粋

１年間の国際探究の活動を終えて明らかになった、あなたの今後の課題はどんなことですか。【自己の課
題】※抜粋

38%
44%

52%
12%

37%
29%

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。

35%
48%

54%
40%

46%
28%

18%
24%
24%
23%

40%
6%

22%
35%

14%

・知識不足だと感じた。知識がなくてなかなか話を理解できなかったことがあった。 ・広い視野で物事を見て、客観的な捉

え方ができるようになりたい。 ・自分の考えにおかしな点はないか深掘りすること。 ・もっと積極的に活動するこ

と。 ・英語でプレゼンしているグループのように、堂々と英語を話してみたい。英語力・知識を身に付けたい。 ・人を感

動させる良いプレゼンをする。 ・効率よく仕事を進めていくことや、大切な情報を厳選すること。 ・計画性をもって物事

に取り組み、余裕を持った行動をすること。 ・自分の役割を理解し、責任をもつこと。 ・チーム外の人とも関わるこ

と。 ・ほかの人の意見と自分の意見の折り合いを付け、双方が納得のいく意見にまとめること。 ・なるべくオリジナルの

課題を見つけること。 ・もっと多角的に問題を見つめること。 ・データをもっと活用すること。 ・最初に結果を予想して

から研究を進めること。 ・リーダーとしての力。 ・普段からニュースなどに興味関心をもつこと。 ・自分からボランティ

ア活動を見つけ参加したい。 ・英語の勉強をもっと頑張って、海外のインターネット記事も読めるようになりたい。 ・グ

ローバル化が進んでいる現状をもっと考えて、必要な力を身に付けること。 ・今後のことを考えて学習意欲を高めるこ

と。 ・今まであまり秋田や世界のことに目を向けてこなかったので、これから頑張ろうと思う。

①以前より、明るく積極的で前向きな思考をするようになり、周囲の人とよく会話をするようになった。

②以前より、人前で自分の考えを述べることに関して抵抗感が薄れてきた。

③以前より、自分とは違うタイプの人や違う考えをもつ人の言葉にもよく耳を傾けるようになった。

④周囲の何気ない事象を見聞きした時に、以前より、自分なりに問題意識をもちながら見聞きするようになった。

⑤新聞やＴＶニュース、ネット情報を鵜呑みにせずに、客観的に考えたり調べてみるようになった。

⑥何かの問題に対して、仮説を立てたり、筋道を立てて段階を踏んで、論理的に考えていくようになった。

⑦大学教員の考え方や指導にふれて、学問や研究のあり方について学び、見方や考え方が広がった。

⑧社会人の考え方や指導にふれて、地域の実態や社会の現実を学び、見方や考え方が広がった。

⑨自分が発言や発表をする時に、根拠を示して、客観的・論理的に話すようになった。

⑩以前より、自分の成し得たことに意義を感じたり、自分の活動に対して自信がもてるようになった。

⑪以前より、一つの目標に向かってチーム内でうまく協力して進めることができるようになった。

⑫以前より、海外の大学への直接進学に興味がわいてきた。

⑬以前より、海外に頻繁に出かけたり、英語漬けの環境に身を置きたいという気持ちが強くなってきた。

⑭以前より、大学進学に関する有効性を感じて、意識や意欲（学部学科を問わず）が高まった。

⑮他科目の家庭学習においても、与えられた課題だけでなく、自分で見付けた課題に取り組む時間が増えた。

・以前より、人と積極的に話すようになった。 ・自分の考えだけでなく他の人の意見により耳を傾けるようになった。 ・自分

とは違った視点で物事を見れる人を大切にしようと思えるようになった。 ・反対意見も批判を気にせずに発言できるように

なった。 ・みんなと話し合うのが好きになった。 ・自分の意見と周りの意見の落とし所を見つけるのが上手くなった。 ・

何を伝えるかではなく、どうやって伝えるかを考えることが大切なのだと学んだ。 ・大人に頼りすぎずに自分たちで考えて行

動しようとする力がついた。 ・留学生とたくさん話をしたいと思うようになった。 ・英語に対する距離感が近くなり、より

使っていきたいと感じた。 ・ニュースや新聞で話題になっている言葉は英語では何と言うのかということを調べるように

なった。 ・世界でどんな問題が起きているか興味を持つようになった。 ・日常的に食品ロスに対しての意識が変わった。

自宅で減らすように心がけるようになった。 ・目標に向けて計画的な行動ができるようになった。 ・物事を突き詰めて考え

ることの楽しさを知ることができた。 ・様々な探究を聞き、地球規模の課題を解決したいという意欲がわいた。 ・秋田や

日本の食糧問題について関心をもつようになり、自分に何かできることはないかと考えるようになった。 ・探究活動や英語

での発表に興味を抱き、こうした活動に積極的に参加したいと思うようになった。 ・今問題になっていることについて周り

の人と議論するようになった。 ・身近なニュースにも目を向けるようになった。 ・海外のニュースと日本のニュースを比

べたり、国の代表が行う仕事に興味をもつようになったりした。 ・親とも国際系の問題について話せるようになった。 ・世

界には解決しなければならない問題が沢山あるということが実感できた。 ・問題意識をもって物事に取り組めるようになっ

た。 ・物事をいろいろな視点で考えることができるようになった。 ・たくさんのデータを組み合わせて読み取る力が身に

付いた。 ・外国語を用いて情報収集を行うようになった。 ・PowerPointの作り方など実践的なことが身に付いた。 ・

普段娯楽や連絡目的でしか使わなかったスマホを有効活用して課題解決に向けた調査をすることができた。 ・課題に対

して、新しい発想をもって解決しようと思えるようになった。 ・人任せにすることがなくなった。 ・突然のハプニングにも、

少し対処できるようになった。 ・最後の最後まで諦めずにやりきることができるようになった。



−130−

（２）高２「国際探究Ⅱ」選択生徒

対　象：高校２年生「国際探究Ⅱ」選択生徒 回収総数 78

実施日：令和２年２月２０日

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

Ｑ４

Ｑ５

Ｑ６

Ｑ７

Ｑ８

Ｑ９

Ｑ１０ 今年度、本校の修学旅行やＦＷ以外で、自主的に短期留学や海外研修（観光も含む）をしたことがありまし
たか？【自己の変化】

現時点で、今後や将来留学したい、あるいは仕事で国際的に活躍したいという希望はありますか。【自己の
変化】

食糧問題に限らなくてもかまいません。国際探究の活動をとおして、地域や日本、世界の状況に対する問
題意識や認識が深まりましたか。【課題設定能力】

自分の興味関心や問題意識、事実に対する認識から、具体的な研究テーマや課題を設定する考え方や手
法が身に付きましたか。【課題設定能力】

フィールドワークなど国際探究の活動をとおして、関心を持ったことに対して、さらに深く知るための技術や
手法、姿勢などが身に付きましたか。【課題探究能力】

国際探究の活動をとおして、物事を考えるとき、情報を分析し、その結果を整理し、考えようという姿勢が身
に付きましたか。【論理的思考力】

国際探究の活動をとおして、自分が取り組んできたテーマや事柄について、他者へ伝える姿勢や技術・手
法などが身に付きましたか。【プレゼンテーション能力】

国際探究の活動をとおして英語コミュニケーション力を身に付けたいとの意欲は高まりましたか。【英語コ
ミュニケーション】

国際探究の活動をとおして、英語に関する行動の変化について、該当するものを選んでください。（複数回
答可）【英語コミュニケーション】

普段の授業（英語も含めた多様な科目）に関して、話合い・発表交流・協働・意見交換・討論活動等、ＳＧＨ
を意識した授業であると感じますか？【授業】

72% 27% 1%
非常に深まった。
深まった。
深まらなかった。

64% 35% 1%
大いに身についた。
やや身についた。
身につかなかった。

68% 32% 0%
大いに身についた。
やや身についた。
身につかなかった。

72% 28% 0%
大いに身についた。
やや身についた。
身につかなかった。

67% 33% 0%
大いに身についた。
やや身についた。
身につかなかった。

69% 28% 1%
非常に高まった。
高まった。
高まらなかった。

40%
8%

12%
45%

29%
12%

21%
13%

英語検定などの資格試験を受験した。

英字新聞を読むようになった。

英語の原書を読むようになった。

英語のウェブサイトも閲覧するようになった。

日本語の吹き替えではなく、英語で映画を見るようになった。

英会話学校に通ったり、Skype等で外国人と交流してみたりした。

ＡＬＴや留学生と積極的に話すようになった。

国際的な発表会や国際大会などに挑戦する意欲が湧くようになった。

23% 62% 14%
強く感じる。
感じる。
感じない。

63% 37%
はい
いいえ

5% 95% ある
ない

ベトナム３（イオン１％クラブAsiaYouthLeaders）、アメリカ（観光）
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Ｑ１１

Ｑ１２

Ｑ１３

Ｑ１４

国際探究の活動をとおしての心の変化について該当するものを選んでください。（複数回答可）【秋田や世
界とのつながり】

国際探究の活動をとおして、あなたの中で次のような変化がありましたか。あったものを全て挙げてくださ
い。（複数回答可）【自己の変化】

上記以外で、国際探究の活動をとおして、自分が成長した・変化したと実感できたことを述べてください。
【自己の変化】（抜粋）

１年間の国際探究の活動を終えて明らかになった、あなたの今後の課題はどんなことですか。【自己の課
題】（抜粋）

37%
35%

54%
23%

54%
37%

秋田のことを世界と結び付けて考えるようになった。

秋田のことを考え、自分に何かできないだろうか、などと思うようになった。

世界のことを考え、自分に何かできないだろうか、などと思うようになった。

国際系・外国語系の大学に進学したい、という気持ちが強まった。

海外で暮らしたい、頻繁に海外へ行きたい等、海外への気持ちが強まった。

地域を愛する気持ち、地域に根を張り地域貢献したい気持ちが強まった。

38%
46%

65%
38%

50%
35%

24%
27%

40%
24%

37%
8%

27%
26%

23%

以前より、明るく積極的で前向きな思考をするようになり、周囲の人とよく会話をするようになった。

以前より、人前で自分の考えを述べることに関して抵抗感が薄れてきた。

以前より、自分とは違うタイプの人や違う考えをもつ人の言葉にもよく耳を傾けるようになった。

周囲の何気ない事象を見聞きした時に、以前より、自分なりに問題意識をもちながら見聞きするようになった。

新聞やＴＶニュース、ネット情報を鵜呑みにせずに、客観的に考えたり調べてみるようになった。

何かの問題に対して、仮説を立てたり、筋道を立てて段階を踏んで、論理的に考えていくようになった。

大学教員の考え方や指導にふれて、学問や研究のあり方について学び、見方や考え方が広がった。

社会人の考え方や指導にふれて、地域の実態や社会の現実を学び、見方や考え方が広がった。

自分が発言や発表をする時に、根拠を示して、客観的・論理的に話すようになった。

以前より、自分の成し得たことに意義を感じたり、自分の活動に対して自信がもてるようになった。

以前より、一つの目標に向かってチーム内でうまく協力して進めることができるようになった。

以前より、海外の大学への直接進学に興味がわいてきた。

以前より、海外に頻繁に出かけたり、英語漬けの環境に身を置きたいという気持ちが強くなってきた。

以前より、大学進学に関する有効性を感じて、意識や意欲（学部学科を問わず）が高まった。

他科目の家庭学習においても、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。

・国際的な問題を報道するニュースを見たときその原因や解決法を考えるようになった 。・仲間や相手の考えに反対したり尊

重したりして、自分の意見を前よりはっきり言えるようになった。・伝えたいことを言葉にするのが上手くできるようになった。・複

数の資料を比較して関連性を見出すことができた。・自分の意見と他の人の意見を関連付けて物事を考えられるようになっ

た。・様々な国や地域の実情等を知ろうと自分から情報を得に向かっていく意識がついた。・より効果的に自分たちのプレゼ

ン内容が伝わるようスライドから話し方まで考えるようになった。・どんな調査をすれば自分たちの提案したいことにつながるか、

結果からどのようなことが言えるのかを考える力がついた。・海外の文化や生活により興味をもった。・大学進学後は中国語や

東アジアについて学びたいと強く思うようになった。・一度に複数のタスクをこなす能力がついた。・校内だけでなく社会を意

識して活動するようになった。・誰かと協力して良いものを作り上げようという連帯意識が高まった。・ネットで海外の情勢等の

ニュースをより詳しく見るようになった。・周りの人の意見をより客観的に賛成と反対の立場を明確にして深く聞くようになっ

た。・英語の長文を様々な表現を使って書けるようになった。・自分の話すことの筋が通っているか考えながら話すようになっ

た。・締め切りに追い詰められてからの追い込み力。・問題の解決に向けて様々な資料を探したり、聞いたりする力が身に付

いた。・メールを使って生産者の方に自主的に質問したとき成長したと感じた。・思い込みで話し合いを進めて行かないように

グループのメンバーと互いに指摘し合うことができるようになった。・大勢の人の前で英語で話す機会はなかなかないのでい

い経験になったし、自分の精神面的な成長に繋がったと感じた。・ニュースや新聞をよく見るようになった。・情報を鵜呑みに

しなくなった。・情報を探す能力が高まった。・根拠をもって意見や提案を示すという意識が高まった。・英語圏以外の地域に

対する興味がわいた。・思い込みで物事を決めないように、心掛けるようになった。・英語でプレゼンするときと日本語でプレ

ゼンするときの表現を変えることの重要性。・今まで触れることのなかった学問の分野に触れたり、専門的な知識を身に付け

たりする機会が増えて普通の授業では身に付けられない幅広い学びを得ることができた。・苦手だと思うことや興味が少ない

分野にも取り組もうという意欲がわいた。

・説得力をつけること。・論理的に考えること。・頭の柔軟性が欠けていて、なかなかいい発想ができないこと。・班の中で上手

く役割分担ができず負担が大きい人とほぼない人に分かれてしまった時があったので上手くコミュニケーションを取れるように

なりたい。・自分の意見や課題を客観的に見る能力。・今よりも英語のスキルを上げること。・今回のSGHの活動を通して、自

分の英語力がもっとあれば、より良い発表、質疑応答ができたのではないかと後悔している。これからもっと英語を学びたいと

いう意欲も高まった。・万が一の事態に備えて、早めに行動すること。・英語のリスニング能力の向上。・優先順位を明確にし

て行動すること。・実験結果を正確かつ多角的に考察すること。・相手の意見を英語で聞くために学問的なボキャブラリーを

増やすこと。・これまで以上に自分の意見を根拠をもって論理的に説明できるようにすること。・短く端的に話すこと。・柔軟に

対応できる思考力を身に付けるためにいろいろな情報に触れることが必要だと感じた。・１度考えたことに対して角度を変えた

視点で物事をみる力が足りないと思う。・問題を見つけるときの着眼点をもっと深く、独自性の高いものにすること。・世界の食

糧問題だけでなく環境問題や政治問題などに向き合い解決する為の研究など自分にできることに取り組みたい。
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（３）高３「グローバル・イシュー」選択生徒

対　象：高校３年生「グローバル・イシュー」選択生徒 回答総数 69

実施日：令和元年９月２６日

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

Ｑ４

Ｑ５

Ｑ６

Ｑ７

Ｑ８

Ｑ９

国際探究の活動をとおして、英語に関する行動の変化について、該当するものを選んでください。（複数回
答可）【英語コミュニケーション】

普段の授業（英語も含めた多様な科目）に関して、話合い・発表交流・協働・意見交換・討論活動等、ＳＧＨ
を意識した授業であると感じますか？【授業】

国際探究の活動をとおしての心の変化について該当するものを選んでください。（複数回答可）【秋田や世
界とのつながり】

国際探究の活動をとおして英語コミュニケーション力を身につけたいとの意欲は高まりましたか。【英語コ
ミュニケーション】

食糧問題に限らなくてもかまいません。国際探究の活動をとおして、地域や日本、世界の状況に対する問
題意識や認識が深まりましたか。【課題設定能力】

自分の興味関心や問題意識、事実に対する認識から、具体的な研究テーマや課題を設定する考え方や手
法が身につきましたか。【課題設定能力】

フィールドワークなど国際探究の活動をとおして、関心を持ったことに対して、さらに深く知るための技術や
手法、姿勢などが身につきましたか。【課題探究能力】

国際探究の活動をとおして、物事を考えるとき、情報を分析し、その結果を整理し、考えようという姿勢が身
につきましたか。【論理的思考力】

国際探究の活動をとおして、自分が取り組んできたテーマや事柄について、他者へ伝える姿勢や技術・手
法などが身につきましたか。【プレゼンテーション能力】

62%

78%

33%

22%

4%

0%

H30 ２年生

R1 ３年生 非常に深まった。
深まった。
深まらなかった。

64%

71%

33%

28%

3%

1%

H30 ２年生

R1 ３年生 大いに身についた。
やや身についた。
身につかなかった。

59%

65%

38%

35%

3%

0%

H30 ２年生

R1 ３年生 大いに身についた。
やや身についた。
身につかなかった。

74%

80%

23%

20%

3%

0%

H30 ２年生

R1 ３年生 大いに身についた。
やや身についた。
身につかなかった。

67%

74%

30%

25%

3%

1%

H30 ２年生

R1 ３年生 大いに身についた。
やや身についた。
身につかなかった。

72%

64%

22%

35%

6%

1%

H30 ２年生

R1 ３年生 非常に高まった。
高まった。
高まらなかった。

25%

35%

19%
42%

30%

20%

14%

41%

14%
26%

13%

41%
36%

12%
10%

45%

R1 ３年生

H30 ２年生

①英語検定などの資格試験を受験した。

②英字新聞を読むようになった。

③英語の原書を読むようになった。

④英語のウェブサイトも閲覧するようになった。

⑤日本語の吹き替えではなく、英語で映画を見るようになった。

⑥英会話学校に通ったり、Skypeをやってみたりした。

⑦ＡＬＴや留学生と積極的に話すようになった。

⑧国際的発表会や国際大会に挑戦する意欲がわくようになった。

32%

35%

45%

49%

22%

16%

H30 ２年生

R1 ３年生 強く感じる。
感じる。
感じない。

33%
58%

30%
54%

52%

46%

38%
48%

22%
48%

58%
57%

R1 ３年生

H30 ２年生

①秋田のことを世界と結び付けて考えるようになった。

②秋田のことを考え、自分に何かできないだろうか、などと思うようになった。

③世界のことを考え、自分に何かできないだろうか、などと思うようになった。

④国際系・外国語系の大学に進学したい、という気持ちが強まった。

⑤海外で暮らしたい、頻繁に海外へ行きたい等、海外への気持ちが強まった。

⑥地域を愛する気持ち、地域に根を張り地域貢献したい気持ちが強まった。
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Ｑ１０

Ｑ１１

Ｑ１２

Ｑ１３ ３年間のＳＧＨ活動を通して、良かった、自分が成長した・変化したと実感できたことを述べてください。【自
己の変化】（抜粋）

現時点で、今後や将来留学したい、あるいは仕事で国際的に活躍したいという希望はありますか。【自己の
変化】

今年度、本校の修学旅行やＦＷ以外で、自主的に短期留学や海外研修（観光も含む）をしたことがありまし
たか？【自己の変化】

国際探究の活動をとおして、あなたの中で次のような変化がありましたか。あったものを全て挙げてくださ
い。（複数回答可）【自己の変化】

・前は、問題を狭い視野でしかとらえることができなかったが、活動していくうちに自分なりの解決策や提案を多く見出せるように

なった。自分の意見をしっかりもって、考えに自信をもつことの大切さを学んだ。 ・以前よりも積極的に行動できるようになっ

た。 ・１つのことに対して諦めずに深く考えることができた。頭をフル回転させて考えることの楽しさを学んだ。 ・世界の食糧

問題というとても壮大なテーマにもかかわらず、自分たちには不可能だと諦めるのではなく、一緒に考えてくれる仲間がいること

はとても楽しく貴重なことだと思った。 ・英語でプレゼンする能力が少し高まった。 ・もっと英語を勉強したいと思った。 ・

人前で話すことに抵抗を感じなくなり、自分の考えを堂々と話せるようになった。 ・周りが一生懸命頑張る人が多くて自分も頑

張らないとと思えた。 ・ニュースをよく見るようになり、客観的に考えるようになった。 ・ニュースの記事も、複数のソースや他の

意見も見て、いろいろな立場に立って考えるようになった。 ・SGH活動を通して色々な人と出会い、今まで気付きもしなかった

指摘をたくさんもらい、研究する上で人との関わりはとても大切なことだと分かった。また、多角的な見方が身に付いた。 ・いろ

いろな問題に目を向け、意識するようになったことが一番の成長のように感じる。 ・自分の意見を人に伝えることへの抵抗がな

くなった。 ・データや情報収集をするときに効率的に調べたり、本や資料を探したりできるようになった。 ・話し合いで討論

の仕方を覚え、話題を回す司会の役割をできるようになった。 ・相手の意見や質問を素直に受け取り、答えを考えることがで

きるようになった。 ・初対面の人と話すことが苦じゃなくなった。 ・周囲の人間と協力することの大切さを学んだ。 ・班長と

して活動してきて、チームをまとめる人のあり方を考え、見付けることができたと思う。 ・様々な大人の話を聞き、意見を交換し

た中で、特に「学生の可能性は無限大だ」と言う言葉が心に残っている。どんな人ともつながれて、どんなことだってやれる今だ

からこそ、たくさんのことに興味をもって積極的に取り組みたいと思った。 ・論理性をより意識するようになった。 ・プレゼン

力を高められた。自分の言葉に対する責任感と、いかに伝えるかという「発信」への意識が高くなった。 ・大勢の人の前で英語

で発表することが自分にもできるんだと自信になった。 ・ネットや本だけでなく自分の足で現地へ行って実験、考察をしようと

する行動力が身についた。 ・世界だけでなく、自分の住んでいる地域（秋田）にも、目を向けるようになった。 ・グループ

ワークでのリーダーシップを学べたことが一番の成果。一人一人がそれぞれの役割を果たして協力する姿勢は、１人が他を引っ

張るのとは違う、社会人に必要とされるリーダーシップを学べた。 ・自分の意見を伝えることに抵抗がなくなった。チームで協

働していくためには、お互いの意見を理解し、よりよいもののために意見を交わし合うことが必要ということを身をもって学ん

だ。 ・研究を深めるにあたって、論理的に思考し、多角的な視野をもてるようになった。 ・活動を通して、１つのことを成し遂

げる楽しさや達成感、自分が納得のいくまで追求し続けることの大切さを学んだ。 ・根拠をもった発言を心がけるようになっ

た。 ・忍耐力がついた。 ・時間管理が上手くなった。 ・自分の意見を述べることに自信がついた。たくさん発表する機

会を設けていただき感謝している。 ・様々な価値観に触れて視野が広がった。 ・自分から積極的にアクションを起こすこと
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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新聞やニュース、ネット情報を鵜呑みにせずに、客観的に考えたり調べてみたりする
ようになった。
⑥何かの問題に対して、仮説を立てたり、筋道を立てて段階を踏んで、論理的に考えて
いくようになった。
⑦大学教員の考え方や指導にふれて、学問や研究のあり方について学び、見方や考え
方が広がった。
⑧社会人の考え方や指導にふれて、地域の実態や社会の現実を学び、見方や考え方
が広がった。
⑨自分が発言や発表をする時に、根拠を示して、客観的・論理的に話すようになった。

⑩以前より、自分の成し得たことに意義を感じたり、自分の活動に対して自信がもてたり
するようになった。
⑪以前より、一つの目標に向かってチーム内でうまく協力して進めることができるように
なった。
⑫以前より、海外の大学への直接進学に興味がわいてきた。

⑬以前より、海外に頻繁に出かけたり、英語漬けの環境に身を置きたいという気持ちが
強くなったりしてきた。
⑭以前より、大学進学に関する有効性を感じて、意識や意欲（学部学科を問わず）が高
まった。
⑮他科目の家庭学習においても、教員から与えられた課題だけでなく、自分で見付けた
課題に取り組む時間が増えた。
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Ｑ１４

Ｑ１５

ＳＧＨ活動を終えて、大学進学後あるいは社会に出てからのあなたの今後の課題はどんなことですか。【自
己の変化】（抜粋）

やり切った立場で、継承・伝達したいＳＧＨ活動の価値について、後輩たちにエールをください！【異学年交
流】（抜粋）

・まだまだ知らないことが多すぎるので、ＳＧＨで育んだ探究心をもち続け、身近なところから世界まで、いろいろなところにアンテ

ナを張っていきたい。 ・好奇心と探究心をさらに高めたい。自分の能力を信じて様々なことにチャレンジしたい。 ・ＳＧＨの

活動では、知識が足りなかったり、一般論しか思いつかないことが多かったりしたため、大学進学後は幅広い知識を身に付けて、

柔軟な発想ができるようになりたい。 ・地域活性化に貢献する。 ・秋田のために何かできることがあれば積極的に尽力して

いきたい。 ・もっと、論理的だけれど大胆でおもしろい発想ができるようになりたい。大学でも卒業後も、解決困難な問題に取り

組むとき、必要なのはこのような発想力だと思う。グローバル化していく社会でも自分の存在が埋もれないようにするためこのよう

な力を発揮していきたい。 ・英語で自分から発信する力を付けたい。 ・探究したいことに関わる活動に積極的に参加す

る。 ・思っていること、考えていること、感じていることを言語化して相手に伝えるということ。誰かに話すことで自分の考えがより

明確にはっきりと整理されることを知った。 ・もっともっと偏見をなくし、視野を広くもって人とかかわっていきたい。 ・ＡＩが発

達している中、英語が話せるだけでは世界と十分なコミュニケーションがとれるわけではない。ＳＧＨの活動を通して身に付いた

考える力や発信していく力を今後どのように生かしていくかが課題である。 ・ためらわずに「やりたい」と思ったら挑戦す

る。 ・ＳＧＨ活動からさらに地域へ貢献したいと思うようになった。 ・大学では自分の考えを行動として表現することが課題。

今、興味のある経営や国際関係論の分野で３年間で身に付けたものを生かしたい。 ・知的好奇心をもって、明るく元気に学び

続けること。 ・「自分のビジョン」を実行に移すこと。大学に出てからは、より「誰かのためになる」活動をしていきたい。

・勉強も大切ですが、それと同じくらいＳＧＨで身に付けることのできる能力は社会で役立つと思います。英語力・プレゼン能力な

ど表面的な力だけでなく、課題解決能力や実践力など、机の上の学習だけでは得られないものを向上させることができます。楽

しめればそんなに大変じゃないです。おすすめします。 ・答えが１つではない、答えがない問題について考えることは必ず役

に立つ。必要とされる力。どこまでも悩み続けよう。頑張れ。 ・大きな大会で活躍できなかったとしても、ＳＧＨで何か１つのこと

を研究することに意味があって、そこで身に付いた力は何かの役に立つし、自分の自信にもなるから、最後までやりきってほしい

です。 ・「かっこいい自分」を追い求める人を誰も馬鹿にしたりダサイと思わず一緒に頑張ろうと言ってくれる環境があるという

のがＳＧＨの魅力。「何でやってるんだっけ」と思うことも多々ありますが、そういう時間も大切にしてください。 ・ただ、勉強して

いるだけでは絶対にできない経験ができるのがＳＧＨ活動です。勉強しかできない人間にならないためにも積極的に参加してく

ださい。 ・自分ともたくさん向き合って頑張ってください。 ・ＳＧＨで切磋琢磨し合った仲間との絆は他とは代えがたい素晴

らしいものになります！班での協力を大切に、時に本音で語り合ってください。 ・限られた時間で自分たちが本当に言いたい

ことは何かを見極めるのは大変。でも、そのために頭が爆発するくらい考え抜くことは絶対に大切な経験！だから、嫌になっても

少しだけ踏ん張って頑張って！！頑張るみんなを応援しています。 ・誰かと協力して１つの目標に向かうことは、決して多くで

きることではありません。今と仲間を大切に。 ・グループ研究では班員との協力が不可欠なので、何か行き詰まったら全員で

話し合うことが大事です。 ・他人の意見もただ否定するだけでなく、何を考えているのか理解しようとすることも大事です。 ・

同じクラスである以上に研究を共にして遅くまでみんなでパソコン室に残ったり、土日も登校してきてプレゼンを見せ合ったり、苦

しいことを一緒にしたという絆が生まれた。 ・部活とのバランスを取るのが難しい人、時間に余裕のある人ない人、様々な事情

があると思います。どちらもお互いを認め合い思いやり、できることとできないことやるべきこと頼ることなどどちらも考えないとグ

ループでうまくやっていけないと思います。 ・研究して終わるのではなく、大学の先生方などから評価してもらえるという点は貴

重な経験だと思います。 ・SGHを始めたら、自分たちがやりたいと思うこと、例えそれが現実に可能かどうかも分からない目

標であっても、その目標を達成するために自分たちで進んでアクションを起こすことが大切だということ。また、研究はどこまでも

突き進めることができるから、「やり切った！」と思うまで、疑問に思ったことを質問し合ったり、外部のイベントなどに参加したりす

る方が充実感を感じることができると思う。 ・自分の成長は自分自身では気付けないものが多いけど、SGHでの成長は自分で

も気付くくらい大きなものであると思う。 ・グループのメンバーや他のグループの人々の考え方などに刺激を受けることが多く、

他の人の意見を知れるとても良い機会。最後まで全力でやり、お互いを高め合えるように頑張って。 ・様々な場で発表する機

会や高校生では出会えないような人との出会いを学校側が提供してくれるので、せっかくやるなら真剣に取り組んだ方が活動も

幅も広がって楽しい。 ・やりたいことをもった人がそれについてとことん極められるところだと今振り返って思います。逆に、自ら

行動しないと提出に迫られるだけの苦しいものになります。だからこそ、明確な意志を持って後輩達には頑張って欲しいで

す。 ・SGHで一番大変なことは、グループワークだと思う。意見や価値観などが合わず対立することやメンバー内でのモチ

ベーションの差があると、探究がうまく進まず国探の時間が苦の２時間なってしまう。なので、SGHの活動では、仕事の分担と責

任を持って一人一人が自分の役割を果たすことが重要だと思う。 ・やってる価値なんて終わってみてからじゃないと分からな

い。今は価値が分からなくても重く考えずにただ「やるべきこと」だけやって突き進んでいってください。 ・SGHは我慢の連続で

す。１つの問題にいくつもの原因があり、一筋縄にはいきません。だからこそやり切ったときに達成感や充実感が出てきます。活

動中は苦労ばかりだと思いますが、忍耐力をもって頑張ってください。応援しています。 ・高校生ならではの視点からしか考え

られないことがいっぱいあります。「少し夢を見すぎかも・・・」ってくらい大きな理想を持ったうえで、先生や外部の大人の意見を

聞いて、実現性を考えていくと良いと思います。自分たちが「無理がある」と思ったことも意外と実現できそうだったりします。 ・

何度でも自分たちの調査活動や考察を俯瞰的に見直して、本筋から逸れていないか確認しよう。 ・常に視野を広く、何が問

題なのかを忘れずに。 ・常に「相手が分かる、相手に伝わる説明」を！内容が正確に相手に伝わるように、初めて聞く人でも

分かるように。 ・ＳＧＨは本当にやる価値があります。迷っている人は絶対やった方が良いです。私もぎりぎりになって決めたけ

ど、勉強との両立が大変な時期もあるけれど、何より自分の新しい発見ができます。人前で話す機会で度胸がつきます。解決困

難な問題に取り組むことで、自分も人類社会の一員という自覚ももてます。頑張ってください。 ・プレゼンや論文をつくる経験、

地域や世界の問題・現状に向き合う経験ができる。これらの経験は進路とか社会に出てから絶対に役立つと思う。 ・ありふれ

た提案だとつまらないじゃないですか。ぜひ独創的で楽しいと思える研究をしてください。
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Ｑ１６ これまでの活動で感じたことなど、自由に述べてください。【その他、今後への要望・感想等】（抜粋）

・ＳＧＨを取っていなかったらなかったであろう人との出会いや自分との出会いが本当に財産となったと思う。 ・結果の大小

に関わらず、一生懸命頑張った経験が将来役に立つと思います。 ・２年次の全体発表で、自分が話しているとき、自分に羽

が生えたように思えました。それほど自分に自信をもって自分のやるべきことをこなす自分は間違いなく「かっこいい自分」であっ

たと思います。 ・自分の意見を発信することで、身近な人に影響を与えられるのだと思いました。また、自分の常識が誰にで

も共通している分けではないことも学びました。自分の身近な場所を出てみれば全く違う考えを持っている人もいて相手のバック

グラウンドを理解したりすることも大切になると思いました。 ・高校生でも考えられる課題や新しい意見を出せることを知り、自

分の立場などにかかわらず、意見をもつことが大事だと思いました。大変だったけど、ＳＧＨやって良かったです！ ・“頑張ら

せてもらえる環境”があることのありがたみを実感しました。今後もSGH活動で得たものを生かして社会に還元できるような人材に

なれるように精進していきたいと思います。 ・学校にいながら多くの人とつながれたことが私にとってとても貴重な経験でした。

ありがとうございました。ＳＧＨで得たものを少しずつ社会に還元していき、いずれは私も高校生に求められる頼られるような大人

を目指します。 ・最初は不安しかなかったSGH活動を通じて、人間力を高められました。将来の夢も定まりました。先生方、

地域の方々、秋田南高校全体に大変大変大変感謝しています。 ・SGH活動は、自分自身を成長させてくれるものです。私

はいろいろな人から「変わったね」という言葉を言われました。自分の中でも成長したことを感じることができました。 ・SGHは

大変だったので、選択したことを何度も後悔したが、最終的にはいろいろなことを経験できて勉強になったし、何より個性的で一

生懸命なクラスメイトに恵まれたので、刺激をもらえる学校生活を送ることができて本当によかった。 ・ＳＧＨを部活や普通の

勉強、宿題をしながらするのは、1年次にＳＧＨを選択するときに想像していたより何倍も大変だった。しかし、2年間のＳＧＨを通

してたくさんのことを学びたくさんのことが身に付いた。貴重な経験であったとすごく思う。 ・いろいろなアクションを起こした

いと思ったし、世界に何かインパクトを与えたいと思えるようになりました。 ・人は完全に分かり合えない。より良いところを目

指して考え、話し続けることが大切。 ・問題は意外と身近なところにあって、普段目を向けてないだけなんだなと感じ

た。 ・社会の中で通用する研究は難しいなと思いました。 ・２年生のときの合宿はとてもよかったので、今後も継続して

ほしいと思った。 ・もっと他の班と交流し、意見交換できる場面があると良いと思った。 ・校内選考からアトリオンの発表

までの期間をもう少し長くしてほしい。 ・確かにSGHは普段経験できないことを学ぶ貴重な機会になり得ますが、その反面、

自分の学習時間を削ったりと受験生になった今、その引け目を感じます。SGHを選択する際にはその時の気持ちで判断せず、

自分の人生プランとの相談も必要だと思います。 ・１年生の時に研究する方法を教えてもらいたかったということ。今考えると

ほとんどがインターネットから都合のいい情報を見つけ、理論立てて提案していた。それは本当の研究とは何かを知らなかった

からだ。研究とはなにか、研究のプロセス、調査方法などの基礎的な部分に時間をかけて欲しい。 ・もっと英語にかかわる

活動ができると思っていた。 ・どうしても成果発表前は時間が足りなくなるので、春の内にどの程度の発表が求められている

のか、先輩方の失敗例のようなものを示して、見通しとゆとりをもって取り組める環境を作ってほしい。 ・南高にいなかったら、

こんなに海外や英語に関する活動ができなかったと思う。このような機会がもっと増えてくれればなおよいと思う。 ・いろいろ

あったけど、とても楽しかった。プレゼン・論文どれもきっと社会で役立つと思う。人前で発表することの恐さが薄れ、楽しめるよう

になった。 ・大変だったが、みんなと最後まで楽しんで頑張れた。 ・SGHの研究以外でも、話し合う場が日常生活の中

にたくさんあります。また世界中のニュースを見ることもあります。その時にSGHで養われた物事に対する多面的な見方を無意識

にしていることがあります。それは自分が批判的思考をもった証拠でもあるし、固定観念にとらわれないようになった証だと思いま

す。将来、SGHで培ったことは絶対に自分にとってプラスになると思います。 ・今までお世話になった方々への感謝でいっ

ぱいです。ありがとうございました。私は１年生の終わりに駆け込むようにSGHを選択しました。選択できるかできないかの厳しい

状況の中、選択できるように動いてくださった先生方、行事に参加するたびに情報を与えてくださり、アドバイスをくれた先生方、

保護者など多くの人に感謝しています。 ・振り返ってみると、すごく大変だったなと思います。でも、私たちのグループは幸

いにも発表する機会が多くあり、様々な人に考えを伝え、アドバイスをいただきました。また、校外の活動にも挑戦するなど、自分

たちの探究心がこれほどまでになっているとは思いませんでした。SGHを通して、様々な分野に関心をもつことができたし、論理

的に考える力が鍛えられました。 ・トラブルはあったものの、全員と協力して解決策を見つけていくことは、高校生活におい

て最高の機会だった。 ・最高に楽しく、苦しくも、充実した時間でした！ ・苦しいときもあったけど、もう１回SGHをやり

たいなと思ってます。 ・探究は１人の力でできるものが１つもありませんでした。だからこそ、仲間の大切さや協力することの

素晴らしさを学ぶことができました。２年半ありがとうございました。 ・私たちは忙しい忙しいと騒いでいましたが、付き合ってく

ださった先生方の苦労を考えると感謝の気持ちでいっぱいです。２年半ありがとうございました。 ・今まで朝早くから夜遅く

までＳＧＨ活動や私たちのために時間を割いてくださって私たちをたくさん支えてくださった先生方や講師の方々、先輩方に心

からお礼を言いたいです。本当にありがとうございました。 ・２年半多くの人々と連絡を取りながら多くの力を借りながらこれ

までの活動を行うことができました。ご尽力下さった皆様に感謝したいと思います。そして、班のメンバーの人たちには1年半とも

に活動してくれたことの感謝と皆と一緒にＳＧＨをできて良かったと伝えたいです。本当に重みのある素敵な時間を過ごせてよ

かったです。これから先ＳＧＨはなくなっても「国探」が残せるなら続けていってほしいと願うとともにその活動の様子を卒業しても

見ていきたいと思いました。
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（４）高２「国際探究Ⅱ」非選択生徒

対　象：高校２年生「国際探究Ⅱ」選択生徒 （４クラス） 回収総数 145

実施日：令和２年２月２８日

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

Ｑ４

Ｑ５

（５）高３「グローバル・イシュー」非選択生徒

対　象：高校３年生「グローバル・イシュー」 非選択生徒 （４クラス） 回収総数 159

実施日：令和２年２月２７日

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

Ｑ４

Ｑ５

（進学希望の学部学科に関わらず）今後や将来留学したい、あるいは仕事で国際的に活躍したいという希望はありますか。

国際系・外国語系の大学に進学、またはその系統を今後学びたい、という希望はありますか。

皆さんも１年次に全員が活動した本校のＳＧＨ活動全般について、感想や思ったことを述べてください。（抜粋）

本校のＳＧＨ活動に関して、該当するものを全て記号で挙げてください。（複数回答可）

普段の授業（英語も含めた多様な科目）に関して、話合い・発表交流・協働・意見交換・討論活動等、ＳＧＨを意識した変化を感じましたか？　

普段の授業（英語も含めた多様な科目）に関して、話合い・発表交流・協働・意見交換・討論活動等、ＳＧＨを意識した授業であると感じますか？

（進学希望の学部学科に関わらず）現時点で、今後や将来留学したい、あるいは仕事で国際的に活躍したいという希望はありますか。

現時点で、国際系・外国語系の大学に進学したい、またはその系統を今後学びたい、という希望はありますか。

上記以外で、国際探究の活動をとおして、自分が成長した・変化したと実感できたことを述べてください。（抜粋）

国際探究Ⅱに関して、該当するものを全て記号で挙げてください。（複数回答可）

17% 81% ①はい

②いいえ

2% 94% ①はい

②いいえ

6% 58% 35% ①強く感じる ②感じる

③感じない

50%
30%

5%
50%

13%
26%

12%

①公開成果発表会に参加して、１年時点の発表レベルからの成長と進歩の度合いに驚かされた。

②発表や活動を見聞きし、自分も、探究力・プレゼン力・英語力を同様に身に付けたいと感じている。

③発表会の到達度を見て、現時点で考えると、国際探究Ⅱを選択しておけばよかったと思っている。

④活動を見聞きして、自分は探究活動はしないが、自分なりにがんばろうと刺激を受けている。

⑤活動成果について、見聞きする機会を増やして共有できれば自分のためにもなると思っている。

⑥大学入試でも今後「探究力」が問われるので、受験の面でも自分の探究力の現状が心配である。

⑦選択しなかったことで、自分の課題探究力やプレゼン力、英語力が停滞していると感じる。

・プレゼン能力がすばらしいと思いました。 ・選択している人たちと話すと、話を論理的に展開する力がとても向上しているよう
に感じ、すごいと思った。 ・みんながんばったんだなぁすごい！！ ・みなさん一生懸命にやっていて刺激を受けまし
た。 ・発表会までに皆さん苦しい思いもたくさんしたと思います。本当にすごいです。 ・活動時間が長いので部活や勉強と
両立するのは大変だろうが、その中でも頑張って探究していき、まとめるのはのはすごいことであり、生徒たちが高く評価される
べき活動であると感じた。 ・忙しい中、国探を頑張って、更なる高みをめざしている同級生を見ると自分も頑張らなきゃなとい
つも感じます。また、国探選択者は英語力がものすごくついていて尊敬します。 ・時間に追われて忙しそうだったけど、発表
はすごいと思った。 ・よくＤ組の人からお話を聞いていますが、すごく忙しいけど充実した活動をおこなっているそうでした。今
後も探究活動、頑張ってほしいです。 ・忙しい部活の人が大変そうだと思った。 ・児童会館での発表を見て、国際探究選
択者の英語のスキルが全体的に向上しており、プレゼンの内容の組み立て方や伝え方などが上手だと感じた。ただ、国際探究
生の中での差はなかなか大きいと感じた。質問に対する返答がとてもスムーズでハキハキしているチームと、しどろもどろでなに
を言っているのか伝わりにくいチームがあったりして、全体的なレベルがもう一段階上がれば素晴らしい世代になると思った。

37% 61% ①はい

②いいえ

11% 84% ①はい

②いいえ

5% 48% 45% ①強く感じる ②感じる

③感じない

44%
32%

6%
14%

12%
20%

16%

①ＳＧＨクラスの生徒の発表などの活動や大会実績等を見て、成長と進歩の度合いに驚かされた。

②発表や活動を見聞きするたび、自分も、探究力・プレゼン力・英語力を同様に身に付けたいと感じている。

③発表や活動を見て、現時点で考えると、ＳＧＨを選択しておけばよかったと思っている。

④ＳＧＨの活動を見聞きして、自分は探究活動はしないが、刺激を受けて自分なりの努力をしてきた。

⑤ＳＧＨ活動の成果について、もっと見聞きする機会を増やして共有できれば自分のためにもなったと思う。

⑥社会では今後ますます「探究力」が問われるので、自分の「探究力」の現状について内心心配である。

⑦ＳＧＨを選択しなかったことで、自分の課題探究力やプレゼン力、英語力が停滞していると感じる。

・同じテーマをもった仲間と一緒にフィールドワークに行き、探究活動ができたのは有意義な体験でした。 ・やりがいを感じ
た。 ・他校では経験できないような活動でした。 ・生徒の前で代表班のひとつとして発表したことは自分のプレゼン能力等
を高める良い機会になったと思います。 ・ＦＷ形式で活動をするのはとても楽しかったです。英語力が１年次だけで向上し
たとは感じられませんでした。３年間続けた人達だからこそのＤ、Ｅ組の英語力なのだと思っています。 ・もう少しいいプレゼン
ができたのではないかと思う。 ・グループのメンバーに頼りきりだったのがいけなかった。自分ももっと努力すべきだった。
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２　保護者アンケート集計

対　象：高校３年生「グローバル・イシュー」選択生徒保護者 回収総数 67

実施：令和２年２月

保護者の目から見て、ＳＧＨ活動を通じての生徒の変容について、答えてください。
Ｑ１ 社会への関心について （複数回答可）

Ｑ２ 国際社会や海外への関心について （複数回答可）

Ｑ３ 思考や行動の変化・成長について （複数回答可）

Ｑ４ 生徒の成長に有意義だったと感じられること等、ご感想やご意見を自由に記述してください。（抜粋）

54%
39%
40%

22%
42%

21%

①新聞やニュース、社会問題等に関心をもつようになった。

②新聞やニュース、ネット情報を鵜呑みにせず、客観的に考えたり調べたりするようになった。

③周囲の何気ない事象を見聞きした時に、自分なりの問題意識をもつようになった。

④郷土秋田のことについて、興味関心をもつようになった。

⑤郷土秋田と海外や世界の問題とを結び付けて考えるようになった。

⑥郷土秋田を愛する気持ちが強まり、仕事で地域貢献したいと考えるようになった。

・１つの物事を発表するにあたって、班の人達の意見や考えを聞き、また各々を補い合う力を身に付けることができたと思います。 ・１・２年次の発表

へ向けての取組は、大変な作業だったようですが、少しでも良い発表をと最後までねばっている姿は頼もしく感じました。また、他の班の取り組みに対

して素直に共感したり、自分の考えを持ったりと、広い視野で物事を考えることを身につけられたと思います。 ・活動を通して、与えられた課題に取り

組むだけでなく、自らが方向性を考えて行動できる思考能力が高まったと感じている。 ・南高特有の活動を通して、様々な人からお話を伺ったり、

発表の機会をいただいたりして、普通の授業ではできない経験をさせていただきました。発表会に伺うことができず、残念でした。論文集など学習の成

果が分かるようなものがあると嬉しいです。 ・柔軟性のある考え方や見方ができるようになり、今後の人生の幅をひろげる経験だったと思います。母

国語ではない言葉でコミュニケーションをとる事の難しさ面白さを感じたと思います。良い経験をし、学べた事に親として感謝致します。 ・中学生から

スタートした「英語」という科目ですが、“What one likes, one will do well”（好きこそ物の上手なれ）で、読み・書き・話すことに目を輝かせていました。Ｓ

ＧＨではさらに、日常の英会話やテストの為の勉強とは違って、社会問題についてプレゼンを行うといった新しい活動に触れることで、さらにレベル

アップしたと感じます。今の時代、英語は話せて当たり前になりましたが、ＳＧＨを通じて、自分の意見をどうやって相手に論理的に伝えるか良い訓練

かつ体験になりました。 ・英語を積極的に学ぶ意識が高くなった（将来に役立てたい思いが強く感じられます）。 ・社会人として必要なコミュニケー

ション能力やワークシェアリングが芽生えてきました。 ・ＳＧＨを専攻し、志望の大学に合格できたと思います。 ・高校在学中にＳＧＨの活動に関

わることができたことは本人にとってとても有意義なことだと思います。決して順調な過程ではありませんでしたが、苦労したことも含めて、全てのことが

この先の糧となったに違いありません。 ・やりきった後は“大変だったけど、楽しかった”という言葉が聞かれました。一番は自信につながったことだと

思います。 ・社会情勢に興味を示し、何事にも探究心が備わったと思います。 ・プレゼンを経験できたので、今後社会で役立つと思いまし

た。 ・英語だけでなく、他の国の言葉に興味を持つようになった。 ・ＳＧＨの研究が終わった後も、グループで地域の方々や農家の方々と交流し

たり、県外の生徒と関わったり…。ＳＧＨの活動をしていなければ体験できない事がたくさんでした。勉強だけではなく、人としてたくさんの事が学べた

のではと思います。 ・まず人前での発表などに積極的になり、国際社会で仕事をしたいと言っています。また、大学進学後、海外の大学への留学も

考えており、ＳＧＨの授業で自分がやりたいことを見つけたように見受けられました。 ・様々な思考の違いに触れ、学校以外からもたくさん得るものが

あったと感じられます。時間がなく他の行事と同時進行をする場合が大変そうに思いました（側から見ていて）。しかし、有意義な活動であったと強く

思っています。 ・一緒に活動する友人との絆が深まった。 ・周囲から与えられた情報を鵜呑みにするのではなく、自分できちんと消化して、自分と

しての考え方を持てるようになりました。また、自分の考え、主張を言葉にして伝える力が付いたと思います。貴重な勉強をさせて頂き、感謝しておりま

す。 ・海外ＦＷを機会に、日本と諸外国の違いなどに興味を持ち、外国の子ども達の支援のこと他、将来海外で仕事をする夢を持つようになりまし

た。 ・２年次に国際探究を選択したいという強い気持ちがあり応援していましたが、部活動との両立は想像以上の大変さで、常に悩み、苦しみながら

の活動だったように感じました。その中で、仲間と同じものについて考えたり、地元企業の方にふれることで部活や家庭とは全く違う発見や学びがあっ

たことは、親としてとても嬉しく思います。国際探究での経験や勉強がこれからに生かされることを楽しみに期待しています。 ・本人の成長があったの

はＳＧＨによるものなのかどうかははっきり言って分からない。部活との両立が大変すぎてＳＧＨに積極的に取り組んでいる様には見えなかったし、よく

分からない。

34%
18%

48%
25%

48%
27%
27%

①英語検定などの資格試験を積極的に受検するようになった。

②英字新聞や英語の書物、英語のウェブサイト等を見るようになった。

③英会話や英語コミュニケーションの能力向上を重視するようになった。

④ＡＬＴや留学生等の外国人と積極的に話すようになった。

⑤今後、海外に出かけたり、留学したりすることに興味をもつようになってきた。

⑥国際系・外国語系の大学に進学したい、という気持ちが強まった。

⑦外国や国際社会で仕事をしたり活躍することを視野に入れるようになってきた。

30%
52%

37%
36%

21%
19%

30%
33%

24%
12%

25%
28%

39%
19%

45%
49%

①明るく積極的で前向きな思考をするようになった。

②物事について幅広い考え方をするようになった。

③物事を簡単にあきらめず、粘り強く取り組むようになった。

④自分なりの夢や目標を抱いてきらきらと輝いている雰囲気が出てきた。

⑤周囲の様々な人たちと、比較的よく会話をするようになった。

⑥人前で、遠慮せずに自分の考えを述べるようになった。

⑦違うタイプの人や違う考えをもつ人の言葉にもよく耳を傾けるようになった。

⑧何かの問題に対して、筋道を立てて論理的に考えていくようになった。

⑨自分が発言したり意見を言う時に、根拠を示して、客観的・論理的に話すようになった。

⑩考えをまとめて発表や提言をするため、実際に見に行ったり実地に赴いて調べるようになった

⑪本校教員以外の社会人や大学教員の考え方や指導にふれ、ものの見方や考え方が広がった。

⑫自分の成し得たことに意義を感じたり、自分の活動に対して自信がもてたりするようになった。

⑬一つの目標に向かって友人や仲間内でうまく協力して進めることができるようになった。

⑭家庭学習において、与えられること以外に、自分で見付けた課題に取り組む時間が増えた。

⑮大学進学に関する有効性を感じて、進学意識や意欲（学部学科を問わず）が高まった。

⑯進学に関して、自己の適性や進学の目的などを意識して選択するようになった。
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３． 教員アンケート集計結果

対　象：本校教職員 回収総数 63
実施期間：令和２年３月３日(火)～６日(金)

Ｑ１

Ｑ２

＜選択順位＞
１位  ① 27人  ② 10人  ⑤  10人
２位  ② 17人  ⑤ 14人  ③  11人
３位  ⑤ 16人  ③ 11人  ①    8人
４位  ⑤ 12人  ③  8人  ④⑧ 6人
５位  ⑩   9人  ②  8人  ⑧    8人

これまでの生徒の活動を見て、学校設定教科「国際探究」は、本校の教育理念「グローバルリーダーの育成」に
とって、有効であると思いますか？

ＳＧＨ事業や学校設定教科「国際探究」は、生徒のどんな能力の育成に有効だと考えますか？特に効果が大き
いと思われるものから順に５つ挙げてください。

63% 37%

96%
73%

69%
33%

98%
15%

24%
40%

29%
35%

31%

①言語能力や表現力・発信力

②研究力・探究力

③多面的思考力・批判的思考力

④活用能力・汎用能力

⑤コミュニケーション能力・協働力

⑥リーダーシップ

⑦バイタリティー

⑧情報処理能力・分析力

⑨海外研修や国際交流への意欲

⑩実行力・実践力

⑪社会性や時事への理解

＜そう答えた理由＞ （抜粋）
①大いに有効と思う
・生徒の変容。自分で論理的に考えて、物事を進められるようになった。周囲と協働して、より良いものをつくろうとするこだわりが強
くなった。（高） ・生徒の発表や成果、進路などを見ると、国際探究が大いに有効であると感じる。（中） ・学校生活全般にわ
たる行動力が身に付いてると感じるから。（高） ・探究活動を通して主体的な思考力及び協調性が身につくから（高） ・自己
表現力などの育成に役に立つ。（高） ・良質な質疑までできてのプレゼンという本校の発表スタイルが確立し、聴衆としての批
評力が身に付くようになっている。 ・秋田を知ろうとすること、世界の中の秋田を学ぶ機会になること。（高） ・３年間国際探
究を選択して卒業した生徒達が、様々な場面でリーダーとして活躍している様子が聞こえてきている。（高） ・国際探究ⅡやG.I.
を履修しなかった在校生からも、国探クラスは評価されていると感じ、私も国探クラスの生徒をたくましいと感じるから。（高） ・１
年次から計画的に探究活動が行われている。グループ活動や研究は他校に類を見ない内容と規模で実施されており、生徒が得る
ものは非常に大きいと考える。多角的な面で成長できるのではないか。（高） ・本校が考える「グローバルリーダーに必要な資
質・能力」を育成するために必要と思われる様々な活動が盛り込まれているから。（高） ・成果発表の場面で学年を越えたやりと
りがあり、先輩が後輩に指導助言する場面がある。（高） ・生徒が主体的に考えたり活動（課題設定・課題探究・論理的思考・プ
レゼン・実践）する時間が豊富である。（高） ・世界的な視野で考える場面がある。（高） ・学校全体の取組の影響で、中等
部の生徒が授業での疑問点を自分で独自に探究したり、パワーポイントでまとめてきたりしてくる。（高） ・グローバルかは分から
ないが、発表の機会が与えられるのは良い。特定の生徒（よくできる子）以外の生徒の指導のほうが重視されると良いと思う。
（中） ・まずは生徒の興味・関心を海外にまで広めることが大切であり、そのために、グローバルな視点で物事を見たり、考えた
りすることが大切で、そういうことがきちんと行われているから。（中） ・国際探究を通して、国際的な視野に立った課題意識を持
ち、課題解決に向けて協力して取り組もうとする姿に生徒の成長を感じる。（高） ・世界の問題を考えることで視野が広がる。意
見を述べたり、聞いたりすることで異なる意見に対応する力が付く。（高） ・探究活動はもちろん、プレゼンテーションを作り上げ
る過程の活動もグローバルリーダーの資質の育成に与していると思う。（高） ・国際探究の内容が生徒の視野を広げ、グローバ
ルな問題に対する考えを深めている。さらに、英語教育にもとても効果がある。（高） ・国際探究で身につけた資質・能力が授業
などで大いに発揮されている。（高） ・探究活動を行う中で世界に視点を置くだけでなく、日本、そして秋田県といった自分たち
の身近な地域にも目を向けて関連付けながら、調査・研究を行う姿が見られた。活動を行う中で探究力や協働力等が養われる他、
様々な書物、人との出会いの中で視野が広がり、こうした取組の中でグローバルリーダーの資質が育っていくと思うから。（中）

②まあまあ思う
・自らさまざまなイベント等に打って出ようという生徒が一定数育っているから。（高） ・自ら進んで課題解決に取り組むという姿
勢が感じられる。（高） ・生徒がグループで話しあいながら、個人の意見をまとめ、個人が発表する場面あり、グループ全体の発
表ともなり、今後のいろんな場面で有効と考える。（高） ・グローバルリーダーという面に限らず、成長を感じる生徒が多くいるた
め。（高） ・活動を通して、生徒は協力しながら研究を進めることができていた。（高） ・自分の考えを伝えることについて、能
力が身に付いていると思う。（高） ・活動した生徒が、大きな達成感を得ることができたと思うから。（中） ・物事を考える際の
視野が広がると思うから。（中） ・成果発表会を参観したが、発表の内容や発表の仕方など立派で、本校中等部生だけではなく
県内、全国の高校生の見本となり得ると感じたから。（中） ・グローバルな視点で考えるため。「リーダーの育成」に関しては、分
からないので、①ではなく②にします。（中） ・全員に対して、平等ではないと思うので。（高） ・１年生は全員対象であるが、
２年生は選択者のみという点。また、研究の内容よりも英語でのプレゼン力の方が重視されてしまう点。（高）

＜結果を受けて＞昨年度と比較して、多くの項目で数値が上昇している（①②④⑤

⑦⑧⑩⑪）。そのうち、ほぼすべての教員が挙げているのが⑤コミュニケーション能

力・協働力と、①表現力・発信力で、自由記述でも同様の傾向が見える。ついで②

探究力、年々数字を上げており、生徒の研究の質が向上してきていることが伺える。

これら３つは、１位に上げている教員も多い。２・３番目に多かったのが③の思考力。

④活用能力は、上位にした教員は少なかったが、昨年度（20％）より大きく上昇した。

ＳＧＨを通して多様な力が伸びていることを多くの教員が実感している。

大いに思う まあまあ思う 全然思わない 0%
0%あまり思わない
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Ｑ３

Ｑ４ ＳＧＨ事業への職員の取組について、徐々に全体化・組織化されてきていると感じますか？

Ｑ６

Ｑ７ ＳＧＨ事業に取り組む生徒を見てどう感じていますか？　生徒のどんな変容を感じますか？（抜粋）

高大接続改革（大学入試改革）の方向性をふまえ、ＳＧＨで育てたい資質や能力の必要性について、どう考えていますか？

ＳＧＨ事業によるご自身の変容について、あてはまるものを全て挙げてください。

・主体的に学ぼうとする姿勢が顕著にみられる。（高） ・積極的で楽しんでいる姿が見られる。（高） ・愛校心が強くなり、卒業後も母校のために何

か協力したいという生徒が現れた。（高） ・教員の手を離れて、さらに成長する様子。（高） ・多くの先生方や、社会人の講師の先生方とふれあうこ

とで、自分を見つめ直し、成長につながっていると思う。（高） ・今の生徒は，インターネットの普及による情報を入手しやすい社会に適応しているが，

SGH事業に取り組むことで，情報の信頼性を意識することや議論の大切さ、直接見たり体験したりすることの大切さを感じられるようになった。（高） ・

積極性だったり度胸だったりが身に付いて、おとなしかった生徒がたくましく成長する姿をたくさん見ることができた。非常に頼もしく感じる。（高） ・先

輩達が大舞台で発表する姿や自分たちの研究への的確なアドバイスをする姿に刺激を受けて、次は自分たちも先輩達のようになりたいという意欲が

高まった。（高） ・海外組の変容はすごいと思う。（高） ・コミュニケーション能力について、不安に思う生徒もがんばって取り組んでいる姿が印象

的だった。（高） ・英語を指導していて、語彙力や表現力、即興的な対応力が上がったように感じる。（高） ・１年を終えて、クラスの生徒が、同じ課

題に取り組む他の生徒たちが異なる解決方法を考えている、自分にはない観点をもっているということに気付き、協働することの重要性を感じていた。

そしてそのような生徒が100%だった事に驚いた（高） ・英語を駆使してプレゼンできる生徒の成長に感動している。（高） ・学外の活動に対しても

積極的に取り組む生徒もおり、意欲的な様子が感じられる。（高） ・実際にしっかり取り組める生徒、部活動等で時間とエネルギーを注ぐことが物理

的に不可能な生徒、混在するが、関心、意識の面では、将来に確実につながっていくと思われる。（高） ・相手の意見をしっかりと聞き入れた上で、

自分の意見も述べることができるなど、協働して、より良い方向へ向かうという意識を感じることができた。自分の発言に自信をもつことができる生徒が

多くなったと感じる。（高） ・市役所や企業を訪問したり、聴衆の前でプレゼンしたりすることで、社会や他の生徒との関わりを強め、たくましくなったと

感じている。また、物事を分析し、本質を見極めようという力も付いてきていると思う。（高） ・非常に忙しい生徒ほど、頑張って結果を出していると感

じる。「これくらいでいいや」と思わず、突き詰めていこうという姿勢の変化を感じる。（高） ・教科学習だけを考えるのでなく、自分の将来に関わる問

題への取組として主体的に関わり、不足する知識を取り込み、能力を進んで磨こうとしていると感じている。（高） ・ＳＧＨに取り組むときは立派で積

極的（そうでない普段の挨拶や授業でももっと頑張ってほしい）。（高） ・ひとつの課題に、納得するまで継続して取り組むようになってきた。（高） ・

３年間続けた生徒の中に、批判的思考に基づいて表現できる「大人」のような生徒が以前よりも増えた気がする。（高） ・自身の学校生活の中心と捉

え取り組むことで、大きく視野が開けた生徒が、これまで多く誕生したと思う。（中） ・人前で自信をもって発表することができる生徒が増えてきた。視

野を海外に向ける生徒が増えてきた。（中） ・協働で頑張る機会が与えられ活き活きしている。（中） ・成果発表会を見る限り、生徒の真剣な表情、

しっかりとした発表、参観者からのさまざまな質問に真摯に回答する姿などは、ＳＧＨ事業に取り組んだ生徒ならではの姿と考えるから。（中） ・控え

めだった生徒が（成果発表会を経て）最後のホームルームでの挨拶で、「僕は変わりました。伏し目がちだった自分が、今、みんなの目を、表情を見て

話せています」と言ったことが印象的でした。（高）

50% 50%

29% 32% 34%

十分理解できる まあまあ理解できる
納得できない 0%

0%仕方なく納得している

感じる まあまあ感じる わからない全く感じない

2%3%

あまり感じない

45%
35%

27%
27%

19%
10%

24%
63%

39%

①探究力や協働力等の育成を意識した授業改善に取り組むようになった

②探究活動や研究の指導が自分なりにつかめてきた

③研究指導のために自分自身が勉強するようになった

④同僚と相談したり意見交換する機会が増えた

⑤大学や社会人講師と関わることで自分の視野や指導法が広がった

⑥イベントの企画や準備、効果的な運営のノウハウを得た

⑦英語コミュニケーション力の育成の重要性について実感するようになった

⑧生徒が大幅に成長する姿を目にして、生徒のもつ可能性への期待が大きくなった

⑨自分自身がグローバルマインドセットを身に付けねばならないと感じるようになった

＜その他の自身の変容について＞ （抜粋）
・生徒の成長を待ち、寄り添いながら指導を楽しむことができた。（高） ・生徒に寄り添うということを学んだ。生徒に主体的な活動を求めるときには、

我慢して生徒の動きを待つことも重要だと思うようになった。（高） ・教科を横断しての指導の必要性を考えるようになった。（高） ・探究活動や話

合い活動を意識して授業展開するになった。（高） ・失敗を恐れずに、あえて生徒に任せることができるようになった。（高） ・探究活動を実際に

行動に移していく生徒の登場は、生徒が行動できる場面の設定や環境づくりの必要性を痛感させる。教員を乗り越えていく生徒の登場の期待感が強

まった。（高） ・授業や部活動の指導につながるのではないかと考えるようになった。本校の生徒の実情を考えると主体性を重視することで今後生

徒たちがまだまだ成長できる可能性を感じることができた。（高） ・様々な機関やグループの協力を得ることができるとわかった。（高） ・探究活

動に取り組む生徒は英語の時間が減っているが、学力低下を心配していたのが杞憂であった。（高）

＜そう答えた理由＞ （抜粋）

①感じる ・特に二回り目を経験した先生方の取組の熱意・行動力の高まりが感じられる。（高） ・全体計画のもと、１～３年次のそれぞれにおい

て、組織的に行っていた。（高） ・全体的に生徒への指導助言力が高まっているだけでなく、教員の授業研究・授業改善が進み、授業アンケート

でも協働力や活用力などの評価が非常に高い授業ができている。また、どんなに指導が大変でも、教員の中にＳＧＨ自体への反対が非常に少ない

のは、全体にその良さが理解されているからではないか。（高） ・経験した教員が卒業生を出して下の学年を担当することで、培ったノウハウが伝

達されるようになった。（高） ・全職員が何らかの形で取り組んでいるので・・・。関係ないという職員はいないはず。（高）

②まあまあ感じる ・年度を経るごとに改善がされていると感じるため。（高） ・関わる労力に差があるように感じるから。（高） ・主導する分

掌と学年部との関わりが密であった点。（高） ・探究部の中で主任を中心として各班・各学年のリーダーから各担当教員へ、各教員から担当リー

ダーへ、という相互の連携ができる流れがあり、組織的な取り組みができていると思う。（高） ・負担のかかる方は特定の方にどうしてもなるのでは

ないか。（高） ・システムは確立したと思います。今後、中核となる指導者が入れ替わった際に、引き継ぎがうまく機能し、さらに発展させられるか、

が鍵となると感じています。（高）

③あまり感じない ・まだまだ、学校全体の主担当者、各学年の主担当者の負担が大きく、また生徒を指導する教員たちの手探り状態が続いて

いるから。（高）

④全く感じない ・全体で取り組むといっても忙しいのは一部の先生のみ。まったく関わっていない先生もいる。（高）
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Ｑ８

Ｑ９

Ｑ１０　その他、感想等あれば自由に記入してください。（抜粋）

ＳＧＨ的授業改善（本校が設定する５つの力等を育成するための問題解決力育成授業の研究）について、教科教
員としてご自身が意識して取り組んでいることを挙げてください。（抜粋）

ＳＧＨ事業の現在，あるいはその今後，あるいは指定終了後等について、ご意見があれば、自由に記述してください。（抜粋）

・探究活動の重要性について共感しています（高） ・教科の特性として、課題設定能力から実践力まで常に意識しているが、本校の育成する力に

は入っていない、「課題発見能力」を意識するようになった。これが主体的にできれば、課題設定能力から先も主体的に身に付いてくると考えている。

（高） ・（数学）特にデータの分析や微積分などは経済学との繋がりを取り入れたり、実社会と学問の関わりを積極的に紹介するように意識している。

（高） ・教科書の内容に関連して、時事的なことや問題意識をもつように指導している。（高） ・生徒の意見や活動への取り組み方に、教員が口を

出しすぎないこと。場合にもよるが、言いたいことがあってもできるだけ控えて見守るようにし、生徒たちの自主的な活動を尊重したいと考える。

（高） ・答えをすぐに与えず、生徒たちで考える時間を確保するようにしている。（高） ・（英語）ツールとしての英語を意識し、ミニディスカッション

のような形を授業でも構築した。（高） ・生徒会の活動場面で、グローバルリーダーとしての育成を意識してきた。個々の行動力の高まりを集団、全

校のものとしていきたいと考えるようになった。現在起きている社会の問題に広く目を向ける生徒の育成の必要性を感じている。（高） ・以前より

「教える」のではなく「考えさせる」時間が増した。（高） ・アクティブラーニングの手法も取り入れ、思考力、表現力を問うような授業のあり方を模索し

ています。（高） ・生徒一人ひとりの思考活動が活発になるような課題提示や質問の工夫。（高） ・できるだけ生徒に答えを見つけさせるように指

導している。（高） ・オープンエンドの問いを用意し、各自が課題を発見し探究していく機会をつくること。（高） ・学習課題が、生徒の思考を促す

ようなものとなるよう、意識するようになった。（高） ・解決法の分からない問題に対して、論理的に考え解決へと向かう力を身に付けられるよう意識し

ている。そして、これを協働してできるようにしたいと考えている。（中） ・批判的思考力・表現力の育成や、答案作成時にエビデンスを明記させること

を強く意識し、授業の構成を考えている。（高） ・論理的思考力を必要とする場面を授業の中に組み込もうとしていますが，なかなか実践できていな

い。（高） ・グループで協働で課題を探究する機会を設け、課題探究能力の育成に努めた。（高） ・グループワークで協働性を育む。（高） ・コ

ミュニケーション能力を高める場の設定。（高） ・どの単元でも協働して学び合うことを意識してグループワークや話し合いの時間を設けている。

（高） ・一問一答式ではなく、仲間と協力して問題解決するような発問の工夫。（中） ・生徒の発信の場の提供（毎時間）。（高） ・問題について

自分の意見を述べることで、自分の意見に対して、責任をもって述べさせるよう場を設定している。（高） ・問題の本質を捉え、自分の考え方を表

現することを意識させている。（高） ・プレゼン能力・実践力を上げることに取り組んでいる。（高） ・日頃の授業実践の中で５つの力を意識して授

業を行うように心掛けている。（中） ・授業内にディスカッションする場面や、発展的な内容を考える機会を増やすよう心がけているが、正直「ＳＧＨ的

授業改善」という意識は薄かった。今後意識したい。（高） ・今年度中３生が発表を見る機会があったと思いますが、継続してほしいと思います。

・今までの活動を通して得られた様々なノウハウを、学校の財産として次につなげていくことが大切だと思う。（高） ・学術探究はもちろんですが、総

合探究に進む生徒にも探究の成果を発表できる場（全国規模や、企業主催のものを含めて）が示されれば、今年度まで学んだことが生かされ、生徒も

意欲をもって臨めると考えます。（高） ・特に総合探究コースの取組は、システム化して３年次にはＡＯや推薦入試の志望理由書がある程度のクオリ

ティーで完成できるようにしていけるようにしたい。（高） ・進路指導（生き方）と併せて、探究活動を深めるようにさせたい（研究は研究、ではなく、興

味関心をもってテーマを決めて、人生につながるといい）（高） ・これまでのやり方を活かし、生徒が主体的に探究活動ができるような取り組みの設

定と発表の場を設けていただけたらと思います。（中） ・ＳＧＨでは「食糧問題」に焦点化されていたが、今後は多種多様な探究テーマが想定され

る。探究活動に対する職員の一層の取組が必要であることを「共通理解」しなければいけないと考える。（高） ・SGHで外部指導者から学んだ探究

活動のスキルを継承していくこと，また，生徒が目標にできる発表の場を作ることが必要だと考えます。（高） ・文系のテーマの課題研究が単なる「調

べ学習」で終わらないようにする工夫が必要である。きちんと「課題の発見→仮説→検証→まとめ」というような、探究のプロセスを踏む活動となるよう、

生徒を指導していかなければならない。（高） ・なるべく全職員で関わるようにしなければならない。研究内容にもよるが、負担がどこかに偏るようで

はいけない。バランスをしっかりと取れるように全職員が考えなければこの活動は上手くいかないと思う。探究に直接関わらない職員も他の部分でカ

バーしていく姿勢がないと、良いものは作れないと思うし、そういった職員がいてくれることを探究に関わる職員が感謝できる状況がなければ意味がな

い。（高） ・教員の負担量も考慮した方がいいと思う。（高） ・「食糧問題」という縛りがなくなる分、各教員の得意分野をうまく活かせるようにして負担

感を減らしたい。 （高） ・探究の時間や探究活動の指導が、担当教員の負担が過重にならないような配慮や工夫、手立てが何かないかと思います。

自身の教材研究や授業準備の時間も十分にとれない現状で、さらに専門外の内容・テーマについてや生徒に対してなどの指導をどのようにしていく

か、考えるのはやはり大変です。学年や担当教員まかせにならないような体制が必要と思います。（高） ・ＦＷが予算的に実施できない分は、県立

図書館などの資料活用や、高大連携での指導協力、Skype交流（本校の提携する高校や、大学に紹介していただける交流先があれば？）など、低予

算で行える探究活動に代替して、これまでに準ずる成果を挙げることはできると考えます。（高） ・生徒たちは、やはり成果発表など目標に対しての準

備や互いの発表を見ること、振り返りも含めた一連の活動と通じて、大きく成長していくと思いました。こうした機会が必要だと思います。 ・学校全

体の教育活動とのつながりを意識して進めていければ、より効果的になると思う。（高） ・「日常の授業」をよいものにする（中） ・やはり、日々ある

授業が大切だと思いますので、各教科で扱う題材に関して調べ学習をさせることを、最低年に１度行うといいと思います。その際に、なるべく教科横断

的にできるものを吟味し、教科書で学ぶことを深められたらと思います。（高） ・基本的にはこれまでの流れを踏襲して。その中で、予算の都合で講

師を呼べない部分に関しては、今年度の探究スキル講座のように、自前でできるものを行う。また、これまでは、中高一貫校として特色のある活動を行

う事があまりできずにきましたが、中高の繋がりを感じる事業を取り込んでいくことが望ましいと思う。（具体的なアイディアが浮かびませんが。）

（高） ・今までと同様の活動は難しいかなと思っています。ただし、今まで培った職員のノウハウは大切にして、無理のない形で存続できればと思い

ます。（高）

・教科を越えて生徒の教育活動について意識することができた。今後もこの経験を活かしたい。（高） ・ＳＧＨ活動を通して、身に付いた能力をア

ピールし、大学受験に活かすことができた生徒がたくさんおり、さまざまな場面で関わった多くの先生方に感謝しています。（高） ・年数を経ることに

外部への国際探究の認知度も上がっていき、その結果、国際探究を楽しみに入学してくる生徒達が増え、その生徒達と一緒に取り組めたことはとても

よかったと感じている。（高） ・とても魅力的な事業であり、これを通して超高校生級の力をつけた生徒が非常に多かったと思う。教師側で得たノウハ

ウを活かす計画に沿って、今後指導できるよう中等部生を育てたい。（高） ・大変でした。けど、生徒の可能性を発見できた学習だったと思います。

生徒たちは、まだまだ隠れた才能を秘めていることは間違いないと確信しました。（高） ・大変でしたが、教師として良い経験ができたと思います。

（高） ・担当の先生方お疲れ様でした。素晴らしい成果で、全職員で取り組むことができたと思います。ただ、物理的に膨大な仕事量だったため、職

員、生徒が疲弊したという側面もありました。その部分を今後は考えていく必要があると思います。（高） ・ＳＧＨが終了するこのタイミングで、本校とし

ての指導の方向性や様々な行事に関しての見直しや共通理解を図る機会を持つべきではないか。（高） ・ＳＧＨ事業は、生徒・教員ともに成長の

機会を与えてくれる素晴らしい事業であったと思います。それも、この事業に深く関わることができたからだと思いますし、生徒の成長を目の当たりにす

ることは喜びでもありました。一方、当然のことながら他の校務も手を抜いて行うことはできず、必然的に勤務時間を超過することになったり、本来であ

れば自分がやるべきことを他の職員に頼らざるを得なくなったりするなど、負担も尋常ではありません。最後に生徒が輝く姿を見れば、教師としても苦

労した甲斐があったと感じ、報われた気持ちにはなりますが、一方、終わりよければすべてよしとするのではなく、業務のアンバランスは解消し、気持ち

よく取り組める環境作りが必要だと思います。（高） ・ＳＧＨ以前と比べて、生徒達の変容は強く感じている。一方、中高一貫とＳＧＨという２つの大

きな事業を抱えてきて、非常に負担が大きかった。次々に「やらなくてはならないこと」がやってきて、「なぜそれをやらなくてはならないのか」「それをや

るとどんな効果があるのか」など職員の理解を図るよりもまず事業を進めなくてはならないという多忙感が強かった。そのためＳＧＨ以外の場面で職員

全員で指導の方向性について共通理解をもつ機会が少なかったように思う。
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Ⅲ 運営指導委員会記録 
 
 
１．令和元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  令和元年１０月２４日（木）１６時４０分～１７時３０分 

 

２ 場 所  秋田県児童会館 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 

              全国農業協同組合連合会秋田県本部営農支援部長 斉 藤  恭 史 

              秋田県農業協同組合中央会営農農政担当部長  梅 川 東志郎 

              聖園学園短期大学教授        五十嵐 隆文  

            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（※欠席） 

              秋田銀行 取締役執行委員      土 屋 真 人（※欠席） 

高校教育課  英語教育推進班 副主幹(兼）班長   下 橋   実 

              英語教育推進班 指導主事       青 山 博 輝（進行） 

       秋田南高校  校 長（運営委員会 総括責任者）   眞 壁 聡 子 

              副校長（企画委員会 委員長）     渡 邉 政 徳 

              教 諭（「グローバル・イシュー」研究班長）  林   克 至 

              教 諭（「国際探究Ⅱ」研究班長）  戸 坂 圭 子 

              教 諭（「国際探究Ⅰ」研究班長）  木 村 太 郎 

              教 諭（探究部統括主任・ＳＧＨ事業主担当） 關   友 明 

 

 

４ 資料  

第１回運営指導委員会次第、ＳＧＨ事業令和元年度のポイント、高３グローバル・イシュー生徒

アンケート集計概況、ＳＧＨ通信「Broad Horizons」第１号  

 

５ 記録 

（１）開会行事 

○秋田南高校長あいさつ（眞壁聡子校長） 
○秋田県教育委員会あいさつ（下橋実英語教育推進班副主幹（兼）班長） 
 

（２）報告・協議 

①公開成果発表会について 

（戸坂）今年度の２年生の取組の特色について。学年部の担当職員にＳＧＨ「２周り目」の経験の

ある職員も多く、県立大教員ともコミュニケーションをよくとり指導にあたってくれていた。生徒

は発表の勝ち負けにこだわって取り組む面も見られた。 

（五十嵐委員）発表内容や英語でのプレゼンに高い評価。全ての班が素晴らしい発表であった。競

争の側面があるのは仕方ないが、受賞しなかった班や、校内選考で選に漏れた班に対してもぜひ声

がけを。何かが不足していたわけではない。審査の内容で励ましになるようなコメント、良かった

ところなど生徒に伝えていければ。 

（吉村委員）大学連携について。県立大学以外の大学との連携はどうなっているか。特に秋大医学

部とは連携を深め、医学部進学者も出していってほしい。 

（關）昨年度に引き続き、専門講座で医学部の先生に来ていただいており、医学部志望の生徒が刺

激を受けているようだ。今後も継続したい。 

 

②令和元年度までの事業概要について 

（資料に沿って説明） 
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③令和元年度事業計画及び事業進捗状況について 

（五十嵐委員）英検の取得実績について。１級・準１級取得者数など県内の高校では非常に優秀。も

っと発信を。 

 

④今後の方向性について 

（關）今年度で指定終了。現状では文科省の後継事業には申請予定なしだが、ＳＧＨの取組は職員間

でも成果が認められており、引き続き生徒の課題研究と教員の授業研究について継続する予定。県

内各機関との連携を継続・強化しつつ県内他校とも連携しながら、独自に事業を進める。現在計画

策定中。 

（吉村委員）独自事業で予算なしというのは厳しい話。県内連携事業などで県教委で支援してもらえ

れば。教員の多忙化にもつながる話で人的支援もほしいところ。何とか知恵を絞って工夫したい。 

 

（３）運営指導 

（五十嵐委員）これまでの実績を見ても、従来型の進学校ではない、骨太の人材を育成する進学校と

いうようなものになってきているのでは。ＡＯなどでも強みになる。この方向性を維持してほしい。

県内他校にもこの成果を広める意味でも、指定終了で終わりではなく、県内３大学との連携も深め

て頑張っていただきたい。先生方の献身的な指導がこの成果を生んでいる。本当にお疲れさまと言

いたい。 

（斉藤委員）生徒が生き生きと活動している。研究テーマも面白い。企業が飛びつくものもあるので

は。地域と海外を結びつけた素晴らしい事業でＪＡとしても協力する。ともに海外に羽ばたく人材

を育成できれば。 

（梅川委員）人材育成の観点から引き続き継続しつつ、長期的な視点での成果検証も行ってほしい。 

 

（４）開会行事 

○秋田県教育委員会あいさつ（下橋実英語教育推進班副主幹（兼）班長） 
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２．令和元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  令和２年２月２７日（木）１６時００分～１７時００分 

 

２ 場 所  秋田南高校 会議室  

 

３ 出席者  運営指導委員 東北公益文科大学 学長       吉 村   昇 

              エスペック株式会社上席顧問、名古屋大学客員教授  佐 藤   登 

              秋田銀行 取締役執行委員      土 屋 真 人 

              秋田県農業協同組合中央会営農農政担当部長  梅 川 東志郎 

              聖園学園短期大学教授        五十嵐 隆文 

              全国農業協同組合連合会秋田県本部営農支援部長 斉 藤  恭 史（※欠席） 

       高校教育課  英語教育推進班 副主幹(兼）班長   下 橋   実 

              英語教育推進班 指導主事       青 山 博 輝（進行） 

       秋田南高校  校 長（運営委員会 総括責任者）   眞 壁 聡 子 

              副校長（企画委員会 委員長）     渡 邉 政 徳 

              教 諭（「国際探究Ⅱ」研究班長）  戸 坂 圭 子 

              教 諭（「国際探究Ⅰ」研究班長）  木 村 太 郎 

              教 諭（探究部統括主任・ＳＧＨ事業主担当） 關   友 明 

 

４ 資料  

第２回運営指導委員会次第、令和元年度秋田南高校ＳＧＨ事業の特色ある取組について、進路概況 

 

５ 記録 

（１）開会行事 

○秋田南高校長あいさつ（眞壁聡子校長） 
１０月の２年生の発表で最優秀賞を受賞したグループが探究甲子園の本選に出場する。３年ぶり。このグループは

先日ＳＳＨ合同発表会にも招いていただき発表した。ブラッシュアップしていた。今日の発表について。１年生たち

が、これまでの先輩たちの発表を参考にしながら、自分たちらしさ、新しい視点なども出してくれて、良い発表にな

ったのではないか。ＳＧＨ事業は今年が指定終了となる。これまでのご指導に感謝申し上げる。来年度の計画は大

筋で決めているが、これまでの成果を引き継いでいけるよう取り組んでいきたい。 

（その後、探究甲子園はコロナウイルスの影響で開催中止が決定した。） 

 
○秋田県教育委員会あいさつ（下橋実英語教育推進班副主幹（兼）班長） 

本日は大変素晴らしい発表だった。質疑の質問、その対応も素晴らしいものがあった。入学後１年の生徒だが、Ｓ

ＧＨ校という高い意識が感じられた。２月上旬の秋田県教育研究発表会があり、関西学院大学の佐藤真教授講の

演があった。その中で、「秋田県の教育が目指すべき理想的な姿」として、平成２８年度のＳＧＨ甲子園の最優秀賞

を受賞した秋田南高校の生徒のプレゼン動画を紹介していただいた。生徒の堂々とした姿、表現力。今見ても素

晴らしかった。様々な力が含まれていた。ＳＧＨ指定以来、先生方も手探りから始めて、今やこのようにＳＧＨとして

名をとどろかすことができた。先生方と生徒との並々ならぬ努力があったかと思う。県内大学や連携機関、運営指

導委員の支えもあってのこと。５年目を迎える。今日はご指導よろしくお願いしたい。 

 

（２）報告および協議 

①国際探究Ⅰ成果発表交流会について 

（木村）今日の発表に至るまでの１年生の取組について説明する。初期の講座群に今年初めて探究スキル講座を実

施した。探究学習の基礎を身に付ける取組。生徒たちは意欲的に取り組んでいた。その後、夏休みの個人レポー

トを基に班編制し、グループ研究。ＦＷをへて１月に中間発表を実施した。今日は午前に教室ですべての班が発

表した。午後は代表グループの発表をご覧いただいた。生徒はよく頑張ったと思う。１年間通して見てきたが、毎週

成長が見られた。思っている以上に子どもたちの能力が高いことを実感した。高校生の潜在能力は計り知れない。

今日も、直前までより良いものをと、準備していた。リハの中でも伸びた。子どもたち自身もやりきったことに達成感
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を得ていたのではないか。ここに至るまで、前の学年から色々と改善しながら取組を進めてきた。先輩たちから学び

積み重なっている。５年間の成果があったと思う。教員も学んできた。指定２年目も学年部で関わってきたが、当時

は手探りだった。関わりの薄い先生方もいたと思う。今は皆積極的。この１年間、講座やＦＷなど外部の支援があり

ここまで来ることができた。とはいえ、反省点・改善点はいろいろある。忌憚のないご意見を頂戴したい。 

（佐藤）今日強く感じたのは、発表も素晴らしかったが、質疑応答における質問力。代表以外の生徒による、中身の

濃い質問。訓練されていると感じた。 

（吉村）今年度から高校に中等部一期生が入っている。中入生はどうか。学力差はないか。 

（副校長）中入生は、高い成績が多い。上下差はある。 

（校長）実力テストを見ると英語はそんなに差がなかった。 

（關）相互に刺激し合っている。今日の最優秀グループは、中入生と高入生の混合グループ。高入生に英語得意な

生徒が多い。中高一貫となって英語科が閉科となっても、県内の中学生にはやはり「英語の強い高校」というイメー

ジがあるかもしれない。 

（佐藤）ＳＧＨで具体的に変わったのは何だろうか。 

（關）のちほど報告の中で回答する。 

 

②令和元年度の事業経過報告 

 （關）今年度は指定最終年として成果のまとめと普及の年と位置付けている。成果普及のため、実践事例集のリー

フレットを作成、ひろく配布する。県のグローバルネットワーク事業も活用し、探究学習を通して交流しながら成果を

広めたい。今日も県内４校による発表交流会にて２年生がポスター発表で交流する予定だった。残念ながら（コロ

ナウイルスの影響で）中止となったが、校内でポスター発表は実施した。先ほど班長からもあったが、県の教育研究

発表会の講演で紹介していただいたのは感無量。ＳＧＨの取組について私から口頭発表した。指定終了後はこれ

までの成果を生かし探究学習を継続予定である。 

 今年度の特色について。１年の探究スキル講座。担任陣よく工夫してやってくれた。２年はＳＧＨクラスの生徒が高

い意識をもって取り組んでおり、探究甲子園出場も嬉しい出来事。ＪＩＣＡなど外部の支えあってのこと。３年は、前

期で活動を終えたが、進路に向けて頑張ってくれている。多様な入試制度活かし実績も上がっている。ＳＧＨクラス

の生徒とタイＦＷ経験生徒、２名が医学部医学科にも合格している。東北大ＡＯ合格した生徒は、自分の活動につ

いて資料をよくまとめていた。国際教養大学への合格者は８名と過去最多。すべてＳＧＨクラス。慶應・早稲田のＡ

Ｏにも複数合格。生徒たちは自分たちの強みを理解し、よく考えて使ったといえる。 

 課外活動への取組も引き続き頑張っている。積極性の向上、チャレンジする姿勢が付いたと感じる。 

 

③指定５年間の事業報告 

先ほどＳＧＨで変わったところについて質問いただいたが、５年間を振り返って最も感じるのは、このような生徒の

変容である。ＯＢからも「生徒の質が変わった」と言われる。「積極的に外に出て行くようになった」と。在校生の質が

変わったが、入学生も変わってきたと思う。今年度４月の入学オリエンテーション合宿の際に、新入生にＳＧＨにつ

いて質問するのだが、ＳＧＨについて全員が知っている。「ＳＧＨやりたくて来た」という生徒がたくさんいる。今年は

新入生からいきなり質問された。「来年からＳＧＨはどうなるのですか。ＳＧＨがやりたくて入ってきたんです」とのこと

だった。ＳＧＨへの期待感がすごい。教員の意識も変容した。探究で得たスキルを授業に取り入れて、年々授業改

善への取組も高まっている。授業改善も本校ＳＧＨの柱であり、授業の質が変わったことは生徒のアンケートにも表

れている。課題は多忙化である。生徒は頑張るが、そうした姿にやはり教師も頑張ってしまう。来年度以降は指定

外れ、報告業務など削減されるだろうが、システム的に工夫は必要である。加えて、生徒も多忙。探究ははまるとど

こまでも終わりがない。学習の時間を奪っているかもしれない。探究学習に力を入れている子の学力伸びるという

数字はあるが、忙しくて心理的な余裕がなくなっているという課題も見えてきている。そのほか、伸びたのは英語の

力。英検は明らかに合格者数伸びている。５年間で生徒が変わった。学校も変わった。 

 

（３）事業評価および運営指導 

（吉村）ＳＧＨ、中高一貫校として大成功といえるのでないか。このまま伸びていってもらいたい。医学科合格は進学

校として嬉しい話。ＳＧＨ事業の成果として、グローバルな高校という評判が定着している。 

（佐藤）年々グレードが上がっている。生徒にとっても大きな刺激になったのではないか。だからこそ成果が上がった

といえる。さまざまな経験が社会に出てからの原動力になることを生徒が実感しているだろう。今年度で終了となる

が、ＳＧＨ経験した生徒たちが、社会に出てから本校に戻ってきて講演するとか、相互交流でさらに刺激し高めて
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いってほしい。ここまで続けてきた成果は絶大だ。つなげて、発展させていただければ。 

（五十嵐）今日の発表会、見た中で一番良かったのはＱ＆Ａセッション。高校生が知的な活動に一生懸命取り組ん

でおり、受け答えも堂々としている。こうした姿は、なかなか見ることができない。これがＳＧＨなんだなと改めて感じ

た。生徒が変容している、ということだが、「在校生の変化が入学生の変化に結びついている」とか、「教員の意識

の変化が、授業改善、そして授業の質の変化に結びついている」とかいうのは、よく目標としては聞くが、事実とし

て起きているというのは、あまり聞かない。これがＳＧＨの成果。素晴らしい。先生方が実感しているから、そういう話

になるのだろう。生徒が変容し、職員も変容し、学校も変容していく。先生方の努力があったのだろうなと。外部の

紙面等にも掲載したらどうか。学校視察もぐんと増えるだろう。いいことだ。先輩から学んで後輩が育っていく。そし

て、卒業した後について。高等教育機関に委ねることになるが、つなぎとめて、呼んで、在校生に刺激を与えていく

ということも大事だ。卒業生も、高校でやったことが、そのまま大学で発展するとは限らない。帰ってくることで初心

に返ってがんばれるなどのメリットもあるだろう。卒業生の追跡も必要なこと。グローバルリーダー育成は高校だけで

できることでない。 

（關）卒業生による支援の仕組みができてきている。秋田南ＧＳＯ。昨年、イオン１％クラブのアジアユースリーダーズ

に参加した卒業生が、大学生メンターとして自ら参加した。後輩の役に立ちたいと言ってくれていた。一期生でアメ

リカの大学に進学した卒業生も、帰国のたびに学校に顔を出している。海外進学セミナー実施するなど。つながり

も深まっている。今年の３年生も３０名ほどがＧＳＯ参加を申し出ている。 

（戸坂）一期生は大学進学後も地域の活動等でも活躍している。マスコミでも取り上げられていて、後輩にも刺激とな

っている。 

（梅川）５年間、取組と成果を継続できていることに敬意を表する。ＪＡとして、農業関係を取り上げてくれたこともあり

がたく思っている。来年度以降も様々なテーマで意欲喚起できるような活動を期待したい。この取組は、人材育成

と捉えている。引き続き取り組んでもらいたい。 

（土谷）今日の発表。データを活用して理論的に説明している。最優秀賞を受賞したグループ、佃煮をテーマとして

いたが、秋田には面白い取組をしている若手の佃煮屋がある。６次産業化は面白い。地域の様々な取組とつなが

ってみるとよい。本校の保護者だった視点からも。本校生徒は、急にレベルが上がったのではない。もともと素質が

あったのだと感じている。ＳＧＨが伸ばした。このスタイルぜひ守ってほしい。 

（青山）生徒の取組が、５年間を通して地域に認められたと感じている。生徒の意識の高さと一致した。地域の中学

生が来たいと思える学校になっている。 

 

（４）今後の方向性について 

（關）引き続き、探究的な学習は続けていく。現状、２年からは選択だが、来年度以降はすべての生徒が実施する。

ただし、予算措置がなくなることもあり、特に探究学習を充実させた１クラスを作る（学術探究コース）。それ以外のク

ラスは個人研究として、テーマを定めて将来の学びにつながるものとする（総合探究コース）。キャリア教育的なもの

を考えている。学探コースは、高い進路目標をもった力のある生徒の集まったクラスになる。今のＳＧＨを下敷きとし

て、大学の協力を得ながら、専門的に探究を進めていく。インターネットを活用した他県の教育委員会との連携も

計画中である。これまでの成果をしっかりと引き継いでいきたい。 

（佐藤）多忙化について。民間は色々改革している。教育の現場は遅れているほう。結構負荷が高い現場に、上乗

せした形の負荷だろう。制度的にできないこともあるだろうが、工夫して改善できるとよいと考える。 

 

（５）開会行事 

○秋田県教育委員会あいさつ（下橋実英語教育推進班副主幹（兼）班長） 
５年間の総括となると、思い出話もあって話は尽きない。これからの話となると、グローバルネットワーク事業がある。

来年度も実施する。今日の意見も反映させてより良いものにしたい。全国的に高校では探究的な活動が一般的に

なった。ベネッセの調査では、社会人になって困ったときに、探究的な活動をしていた人ほど対応できる、というも

のがあった。南高の卒業生がこれからどう活躍してくれるか期待している。ＳＧＨ指定は今年度で終了するが、これ

までのご支援に感謝申し上げる。今後もご協力のほどをお願いしたい。 
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Ⅳ ５年間の研究開発を終えて 

 
探究部統括主任・ＳＧＨ事業主担当 教諭 關 友明 

 
 

本校ＳＧＨ事業は、３つの柱から構成されている。生徒の課題研究と、教員の授業研究の２つの研究。そして

地域の大学や諸機関との連携である。本校ＳＧＨ事業は、多くの方々に支えていただいている。ＳＧＵである国

際教養大学、秋田大学、そして秋田県立大学の先生方には、講座や各研究の指導など、本当にさまざまな点

で、ご支援、ご協力をいただいた。ジェトロ秋田、秋田経済研究所には、事業初期より助言いただくなど本校Ｓ

ＧＨ事業の基盤を作っていただいた。ソフトアドバンス株式会社代表取締役の菅原亘様には、プレゼンテーシ

ョン指導において多大なご尽力をいただいている。ここに挙げた以外にもたくさんの方々のご支援をいただい

ており、紙面を借りて感謝申し上げたい。 

 

２月６～７日、秋田県総合教育センターにて、令和元年度秋田県教育研究発表会が開催された。２日目、関

西学院大学関西学院大学学長特命・高大接続センター副長・教授の佐藤真先生（中央教育審議会「児童生

徒の学習評価に関するワーキンググループ」委員）の講演の中で、本校ＳＧＨの取組が紹介された。全国各地

から集まった各校種の先生方を前に、全国スーパーグローバルハイスクール課題研究発表会２０１７「ＳＧＨ甲

子園」において、本校２年生のグループが英語口頭発表部門で最優秀賞を受賞した時の発表映像を、「現在

の教育が目指すべき理想的な姿」として紹介してくださったのである。本校ＳＧＨ事業に取り組んだ生徒、そし

て生徒とともに作り上げてきた本校ＳＧＨ事業の取組に対する賛辞に、胸が熱くなる思いであった。 

 

５年間を振り返ると、試行錯誤と挑戦の連続であった。その中で、生徒たちは素晴らしい成長を見せた。文化

会館大ホールでの英語発表、秋田市役所に出向いての意見交換、ＳＧＨ甲子園やグローバル・リンク・シンガ

ポールでの活躍・・・。研究や発表が思うようにいかず、時に目に涙を浮かべながらも、生徒たちは全力で、や

ったことのないＳＧＨの取組にひたむきに取り組んでくれた。そして楽しんでくれた。 

活動に取り組む生徒たちは、キラキラと輝いて見えた。あっという間に、我々の想定を飛び越えて、全国や世

界の舞台に飛び出していった。生徒たち自身も、自らの成長に自信を深めていたと思う。やがて後輩たちも彼

らに続いた。先輩たちを超えようと一生懸命だった。目の前で生徒が変わっていく経験に、携わっていた教員も

刺激を受けた。「この子たちは、どこまでも伸びるんだ」と感じた。少しずつ、教員の意識も変わっていったと思う。

新しいスタイルの授業が徐々に広がっていった。やがて、入学してくる中学生の意識も変わった。「ＳＧＨがやり

たくて南高に来たんです！」という言葉を何度聞いただろう。ＳＧＨを経験した卒業生たちは、大学に通いなが

ら、そんな後輩たちのために動いてくれている。大げさではなく、学校が変わったと思う。 

もちろんいいことばかりではない。まだまだ課題は多い。ＳＧＨの５年間を「嵐のよう」と評した教員がいた。こ

の後の学校が「嵐の過ぎ去った後」になってはいけない。このＳＧＨの成果を、持続可能な取組にしていくこと

が、本校の次の挑戦である。 

 

最後に、このような機会を与えてくださった文部科学省と、管理機関としてバックアップしてくださった秋田県

教育委員会、ご指導くださった運営指導委員や連携諸機関の方々、応援してくださっている保護者の皆様、そ

して、事業立ち上げから中心となって尽力していただいた腰山潤先生をはじめとする本校教職員の方々と、全

力でＳＧＨ事業に取り組んでくれた生徒と卒業生の皆さんに、心から感謝申し上げる次第である。 
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平成２７年度スーパーグローバルハイスクール構想調書の概要 

 

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

27～31 ①学校名 秋田県立秋田南高等学校 

③対象学科

名 

④対象とする生徒数 ⑤学校全体の規模 

１年 ２年 ３年 ４年 計 
普通科７１５名 英語科１０４名 

全校  ８１９名 
普通科 ２４０ ４０ ４０  ３２０ 

英語科 ３５ ３５ ３４  １０４ 

⑥研究開発

構想名 
「こまちの里」秋田の高校生が「地球村」の食糧問題に挑む！ 

⑦研究開発

の概要 

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

（３） 国際教養大学（スーパーグローバル大学）との教育連携の推進 

⑧

研

究

開

発

の

内

容

等 

⑧

-1

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ようとす

る態度・姿勢の育成。 

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

力」，「プレゼンテーション能力」，「実践力」の５つの能力の育成。 

(２) 現状の分析と研究開発の仮説 

  ① 現状の分析 

今年度，秋田県の予算措置により，１年生が課題研究活動「国際探究」を行って

いる。食糧問題について郷土秋田の現状から課題を発見し，世界的な視点で問い直

して研究を進め，成果や提言を発信するというもので，ＳＧＨで予定している「国

際探究Ⅰ」を想定した活動である。国際教養大学で開催した成果発表交流会では，

１年次の研究成果が発信され，開催後に実施した生徒へのアンケートからその有効

性が顕著に示された。 

  ② 研究開発の仮説 

学校設定教科「国際探究」による課題研究活動及び問題解決力育成授業研究の推

進により，日常的に思考力や表現力等を高める授業を実践することで，「目標」に

示したグローバルリーダーに不可欠な能力を育成することができる。また，スーパ

ーグローバル大学である国際教養大学との教育連携によって一貫性をもって体系

的にグローバルリーダーを育成することができる。 

(３) 成果の普及 

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

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

を依頼した上で，提案や提言をする。 

・問題解決力育成授業研究の成果を発信する公開研究会を開催する。 

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

る。 

指定当初の構想調書概要（現在では、実施にあたって改善・改良しながら研究開発を進めてきている） 
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⑧

-2

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，研究テーマを題材にした戦略

的表現力講座，食糧問題に関する多様なテーマについての検討交流会，スカイプに

よる国際討論会，徹底したグローバル視点での研究の深化発展，発展的フィールド

ワーク，海外交流拠点での成果発表と意見交換会，地域の公共施設での成果発表会 

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

や学会発表実践講座，学校祭での公開プレゼンテーション，大会場でのＳＧＨシン

ポジウム開催，研究論文集作成 

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

活動報告書，レポート，研究論文，評価アンケート，校外大会参加状況等》 

(３) 必要となる教育課程の特例等 

１年普通科の「現代社会」及び英語科の「政治・経済」１単位と「総合的な学習の

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

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

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

合英語」を１単位減じて「グローバル・イシュー」１単位を設定する。 

⑧

-3

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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研究開発実施計画変更申請書 
 
 

 
１ 変更事項 
① 変更前 

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

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

 
２ 変更の理由 

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

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

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

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

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

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

 
② オーストラリアは，２年次に海外修学旅行で行く生徒もおり，本校や生徒の研究

とのつながりを保持し，学びを継続することが可能である。 
③ タイは，近年本県と教育を通じた交流が盛んであり，本校が定期的かつ継続的な
相互交流を実施できる交流拠点としての高校が三校確保できている。 

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

 
 ３ 変更が事業計画に及ぼす影響及び効果 

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

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

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

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

指定３年目の研究開発実施計画変更申請書 
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平成３１年度(2019年度)　教育課程表 秋田県立秋田南高等学校

H31 H30 H29

科目名

ア ア

※国際探究Ⅰ 2

※国際探究Ⅱ ◆2 ◆2

※グローバル・イシュー ◆1 ◆1

29 ◇26◆27 ◇23◆24 24 22 25

※は学校設定科目

選択　ア(二重線)・・・　(普通科文系)　地理歴史のＢ科目を２科目選択するものは２年生からの選択を継続することとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、地理歴史を１科目にする生徒は公民(倫理・政経)を選択することとする。

１年生：高校から入学した生徒は□の科目・単位数、本校中等部から進学した生徒は■の科目・単位数となる。

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。

合計 32 32 32 32 32

ホームルーム活動 1 1 1 1 1

総合的な学習の時間(Ⅰタイム)
総合的な探究の時間

◇1 ◇1 1 1

8 5

共通教科・科目の単位数の合計 31 ◇30 ◆31 ◇30 ◆31 30 30 30

学校設定教科
（国際探究）

教科・科目(必修／選択)の単位数の合計 2 4 7 6

情報 社会と情報 2 2 2 2

家庭 家庭基礎 2 2 2 2

2

2 2

英語会話 2 2 2

2 2 2

2

○4 ◆3

英語表現Ⅰ 2 2 2 2

○4 ◆3

2

コミュニケーション英語Ⅲ 4 4 4

○4 ◆3 ○4 ◆3コミュニケーション英語Ⅱ 4 4 4

4

3

外国語

コミュニケーション英語Ⅰ 3 3 3

英語表現Ⅱ 4 4 4

※英語教養セミナー

美術Ⅱ 2 2 2

2

2

美術Ⅰ 2 2 2

1

音楽Ⅱ 2 2 2

2

2

2 2

芸術

音楽Ⅰ 2 2 2

1 1保健 2 2 2
保健体育

体育 7 ～ 8

2

3 3 32

※発展生物基礎

2

3

地学基礎 2 2 2

2

2

生物 4 4 4

4

生物基礎 2 2 2 2

2化学 4 4 4

3

化学基礎 2 2 2 2

24 4 4

2

理科

物理基礎 2 2 2

5

物理

※探求数学

2 2

3

4

数学Ａ 2 2 2 2

1数学Ⅲ 5 5 5

4 3数学Ⅱ 4 4 4 □1 ■2

□3 ■2

数学

数学Ⅰ 3 3 3

数学Ｂ 2 2 2

※発展数学

※倫理・政経 3 3

2

② 3 2

公民

現代社会 2 2 2 1

4 3 ② 3

倫理 2 2

日本史Ｂ 4 4 4

2

3 24 3 3

3 2

日本史Ａ 2 2 2

4 3 3世界史Ｂ 4 4 4

2

地理歴史

世界史Ａ 2 2 2

3 2

地理Ｂ 4 4 4

2

古典Ｂ 4 4 4

2 2 3

3 33

国語表現 3 3 3 3

（国文） （私文）

国語

国語総合 4 4 4 4

現代文Ｂ 4 4 4 3

学科名 普通科

教科

入学年度 H31入学生 H30入学生 H29入学生

系 文系 理系 文系 理系

　　　学年（コース）
１年 ２年 ２年 ３年 ３年

科目・標準単位数
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新聞記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 秋田魁新報 2019 年 6 月 8 日                   秋田魁新報 2019 年 6 月 23 日 
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讀賣新聞 2020 年 2 月 1 日 

 

 

 

 

 

 

秋田魁新報 2019 年 7 月 28 日 
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新聞記事（ＳＧＨを経験した卒業生たちの活躍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田魁新報 2019 年 6 月 21 日 

 

 

 

 

 

 

秋田魁新報 2020 年 2 月 23 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田魁新報 2020 年 2 月 16 日 
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秋田魁新報 2019 年 12 月 2 日 

 

 ＳＧＨを経験した卒業生たちが、大学在学中にさまざまな活動に取り組んでいる。確固とした思いや信念を

もって、自らアクションを起こしていくその姿に、グローバルリーダーの萌芽を確かに感じている。 
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生徒成果物 （研究ポスター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際探究Ⅱ ３班                        国際探究Ⅱ ４班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際探究Ⅱ ５班                        国際探究Ⅱ ６班 
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生徒成果物 （研究ポスター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際探究Ⅱ ７班                       国際探究Ⅱ ８班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際探究Ⅱ １０班                       国際探究Ⅱ １１班 



−156− −157−

生徒成果物 （研究ポスター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際探究Ⅱ １２班                        国際探究Ⅱ １３班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際探究Ⅱ １４班                       国際探究Ⅱ １７班 
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生徒成果物 （研究ポスター） 外部発表会出場グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際探究Ⅱ １７班 （全国高校生フォーラム 2019）             Ｇ．Ｉ． ９班 （ＳＧＨ甲子園 2018）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｇ．Ｉ． ９班 （ＳＧＨ全国高校生フォーラム 2018） 
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秋田県立秋田南高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田県立秋田南高等学校 
010-1437 秋田県秋田市仁井田緑町４－１ 

Tel （０１８）８３３－７４３１ （代 表） 

Fax （０１８）８３３－７４３２ （事務室） 

URL http://akitaminami-h.wixsite.com/akitaminami 

E-Mail 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
５
年
次
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
２
年
３
月
　
秋
田
県
立
秋
田
南
高
等
学
校


