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はじめに 

 

富士見丘中学高等学校 校長 吉田 晋 

 

 

グローバル・リーダーの育成を目的として平成 26 年度より開始されたスーパーグロ

ーバルハイスクール事業。本校は 27 年度に指定されて以来、国内外の大学、国際機関

のご協力のもと、教職員一丸となって「サステイナビリティから創造するグローバル社

会」をテーマとする教育プログラムの開発に努め、本年度をもってその使命を終えるこ

ととなりました。 

さて、昨今、我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱されている「Soceity5.0」

というキーワードがあります。それは、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間

中心の新しい社会のことです。今年、創立 80 周年の節目の年を迎えた本学園は、今日

まで、Soceity3.0(工業社会)から Society4.0(情報社会)のなかで女子教育に邁進してまい

りました。しかしながら、これからの「人生 100 年時代」を生きる中高生にとっては、

「Soceity5.0」、さらには未知なる「Soceity6.0」を切り開いていく資質と能力を養って

いく必要があります。そのようななか、本年度をもって SGH 指定は終了しますが、こ

の 5 年間、「サステイナビリティから創造するグローバル社会」をテーマとする教育プ

ログラムを実践し、生徒たちはその資質・能力を十分に養ってくれたものと確信してお

ります。全国 SGH 課題研究発表会「SGH 甲子園」において、2 年連続で優秀賞を受賞

したのち臨んだ昨年の大会で、最優秀賞(英語プレゼンテーション部門)の栄冠に輝いた

こともその証左と言えるでしょう。 

この報告書は SGH としてグローバル教育を展開した 5 年間の集大成とするととも

に、次なるステップを踏み出す出発点にしてまいりたいと存じます。これを機に、本校

は来年度より WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアム構築支援事業拠点

校になるべく、着々と 21 世紀型教育の実現に邁進しております。 

最後になりましたが、本研究の機会を与えていただいた文部科学省、事業運営のご指

導・ご助言をいただいた運営指導委員、献身的に本プログラムを支えていただいた連携

大学及び連携機関の先生方、そして何よりも素晴らしく成長した生徒とそれを支えてく

れた保護者の皆様、さらには生徒とともに新たな「学び」を啓発した教職員等、関係の

皆様方に心より感謝を申し上げます。 
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グローバルリーダーを目指す生徒像

サステイナビリティから創造するグローバル社会

授業  /  ピアサポート
台湾
　フィールドワーク

研究レポート

サステイナビリティの視点を有し、課題解決に向け、海外の人々と
協働的な活動を行う上でリーダーシップが発揮できる人材を育成する

目 　的

慶應義塾大大学院メディアデザイン研究科大川研究室　
との共同グローバルワークショップ（年間８回実施）

本校教員による教科横断型授業

必修授業「サステイナビリティ基礎」
（総合的な学習の時間：２単位）

主な連携機関
慶應義塾大学 環境情
報学部  大木研究室
台湾成功大学 防災
研究中心  賴博士

Ⅰ 構想全体概要図

授業  /  ピアサポート
シンガポール
　フィールドワーク

研究レポート
主な連携機関
シンガポール経営大学
藤井研究室
上智大学 文学部
北條研究室

サステイナビリティの視点に立った社会課題への高い問題意識がある
他者と協働して問題を発見し、解決に導く思考力と行動力がある
海外の人と英語で意見交換できるコミュニケーション力がある

１
年
次

２
年
次

３
年
次

スキルアップ
プログラム

スタディスキル
教科学習や LHR、
学校行事で探求学習
スキルを修得する
中２との連携機関
武蔵野美術大学
芸術文化学科
杉浦研究室 

イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
学
び

主な連携機関　　
慶應義塾大学理工
学部伊香賀研究室
地球環境戦略研究
機関 藤野上席研
究員

 

授業  /  ピアサポート
マレーシア
　フィールドワーク

研究レポート

レポート作成、研究発表

 災害と
地域社会

選択授業

「サステイナビリティ
 演習Ⅱ」（２単位）

「サステイナビリティ
 演習Ⅰ」（２単位）

開発経済
と 人 間

選択授業

「サステイナビリティ
 演習Ⅱ」（２単位）

「サステイナビリティ
 演習Ⅰ」（２単位）

環境と
ライフスタイル

選択授業

「サステイナビリティ
 演習Ⅱ」（２単位）

「サステイナビリティ
 演習Ⅰ」（２単位）

岩手県釡石市フィールドワーク

選択授業 選択授業 選択授業

現地高校生との
ディスカッション

現地高校生との
ディスカッション

現地高校生との
ディスカッション

TOEFL Junior
ディスカッション
プレゼンテーション
レポート作成法
でアカデミックな
英語力を伸ばす

英語発信力

行動力
エコ･アクティビティ
ツアー･ボランティア
で ボランティア
 マインドを育てる

世  界  へ  発  信
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Ⅱ 令和元年度 研究開発完了報告書 

 

令和２年 ３月 ３１日  
 
 

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    東京都渋谷区笹塚３－１９－９ 
管理機関名 学校法人 富士見丘学園 
代表者名  理事長 吉田 晋     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 

   平成３１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  富士見丘中学高等学校 

   学校長名 吉田 晋 

 

 

３ 研究開発名 

   サステイナビリティから創造するグローバル社会 

 

４ 研究開発概要 

  生徒がサステイナビリティの観点から社会をとらえ直し、地球規模の課題について海外の

高校生や専門家と対話ができるようになるための教育プログラム「サステイナビリティから

創造するグローバル社会」を構築する。課題研究に向けた取組を行う中で、生徒と共に教

職員、学校全体がイノベーションを行うのが本校の SGH 構想である。 

 研究開発最終年度となる令和元年度の重点項目は、①「サステイナビリティ基礎」「サス

テイナビリティ演習Ⅰ・Ⅱ」の指導法・評価法の完成、②事業終了後に向けた高大連携、国

内外フィールドワーク実施体制の確立、③CEFR の B1～B２レベルの生徒数増加に向けた

取組の強化、④ICT 活用・e ポートフォリオ活用の促進、⑤国内外の研究発表会、留学・海

外研修への参加促進、⑥海外大学への進学支援の強化、⑦他校との合同会議・発表会の開催

（成果普及）である。 
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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 

①支援スタッフの雇用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

②ICT 教育環境整備  〇  〇   〇      

③大学・研究機関との 

連携支援 
○ ○  〇 〇   ○ ○ 〇 〇  

④管理機関による 

事業の管理 
○ 〇 ○ 

運営

指導 
 ○ 〇 ○ ○ ○ 

運営

指導 
○ 

⑤成果の普及 〇 〇 ○ ○   ○ 〇 ○ ○ 
研究

発表 
 

 
（２）実績の説明 

①支援スタッフの雇用 

 ・事業の円滑な運営を図るため、非常勤の事務補助員の雇用を継続した（管理機関負担）。 

 ・英語 4 技能教育の充実を図るため、JETプログラムの外国人補助教員 2 名の雇用と、igsZの

福原正大氏の英語教育アドバイザー契約を継続した（管理機関負担）。 

 ②ICT 教育環境整備 

・個人端末を所持する学年が中 1~高 2 の 5 学年に広がったことに伴い、Wi-Fi 接続をスムーズ

にするため、10月にインターネット回線を大容量 30Mプランに変更した。 

・全教職員対象の ICT 活用講座を開催した。株式会社ディスカバリーズによる「Office 365勉

強会」を 5月、株式会社 LoiLo による「ロイロノートスクール勉強会」を 5月、7月に実施。 

 ③大学・研究機関との連携支援 

 ・慶應大学大学院、慶應大学理工学部、慶應大学環境情報学部、上智大学文学部、明海大学、武

蔵野美術大学、地球環境戦略研究機関との連携協定、共同研究協定を更新した。 

 ・海外フィールドワークについて、現地の協力機関（台湾：国立成功大学、シンガポール：シン

ガポール経営大学、クレア シンガポール事務所、マレーシア：イスカンダル地域開発庁、ジ

ョホール州教育庁）と協議し、プログラムの充実を図った。 

 ④事業の管理 

・管理機関の担当者が SGH責任者として「SGH企画調整会議」（毎月）、「プロジェクトリー

ダー会議」（隔月）を招集し、全校的な事業運営がなされるよう管理した。 

・運営指導委員会を 7月、2月に開催し、専門家からの視点で事業に対する助言を受けた。 

⑤成果の普及 

・第 4回 SGH研究発表会を 2月 18日に開催し、在校生・保護者の他、文部科学省、SGH校を

はじめとした教育関係者 50名にご出席いただいた。 

・日本私学教育研究所、21 世型教育機構等が主催する、以下の 13 の研修会で本学園理事長が

SGHに関する取組と成果を報告した）。 

「京都大学私学経営アカデミー これからの時代に必要な学校での教育」（4 月 26日・27日）、「日本私   

学教育研究所 外国語（英語）教育改革特別部会」（5 月 31日）、「日本私学教育研究所 私学経営研修
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会」（6 月 6 日）、「日本私学教育研究所 教育課程研修会」（6 月 21日）、「日本私立小学校中学校高

等学校保護者連絡会 総会」（7 月 18日）、「中国・四国ブロック 私立中高協会研修会」（7 月 30日）、

「第 67回全国私学教育研究集会 栃木大会」（10月 17日）、「21世紀型教育機構 STEAM 教育フォー

ラム」（10月 27日）、「日本私学教育研究所 イノベーション教育研究部会」（11月 8日）、「日本私

学教育研究所 次世代リーダー研修会」（11月 29日）、「21世紀型教育機構 21世紀型教育カンファレ

ンス」（12月 15日）、「東京都私立中学校父母の会 中央連合会」（1 月 9 日）、「日本私学教育研究所 

西日本英語リーダー研修」（2 月 21日） 

 

 

６ 研究開発の実績 

（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 

①企画調整 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

②サステイナビリティ基礎 

 教科横断型授業 
○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  

③サステイナビリティ基礎 

 釜石フィールドワーク 

準

備 
  

準

備 
 

事

前 
FW 

発

表 
  

発

表 
 

④サステイナビリティ基礎 

グローバルワークショップ 
 

準

備 
○   〇  ○ ○ ○ 〇  

⑤サステイナビリティ演習 

 Ⅰ・Ⅱ「災害と地域社会」 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ FW ○ 

発

表 
○ 

⑥サステイナビリティ演習 

 Ⅰ・Ⅱ「開発経済と人間」 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ FW 

発

表 
○ 

⑦サステイナビリティ演習 

Ⅰ・Ⅱ「環境とライフスタイル」 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ FW 

発

表 
○ 

⑧行動力の向上プログラム 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 〇 

⑨英語発信力の向上 

プログラム 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 

⑩スタディスキルの向上 

プログラム 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 

⑪環境史フィールドワーク ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
発

表 
○ ○ 〇 

中

止 

⑫明海大学との 

連携プログラム 

 
  

準

備 
〇      

準

備 
中

止 

⑬進路開発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 

⑭成果の普及 

研究発表会への参加 
〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

中

止 
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（２）実績の説明 

①企画調整 

・全教員が 14 のプロジェクトチームに分かれ、全校体制で研究開発を行った。SGH 責任者を中

心とする「企画調整」チームがプロジェクトの進捗状況・問題点を確認し、活動を推進した。 

②③④サステイナビリティ基礎（高校 1年生全員・97名対象） 

・本年度も「教科横断型授業」「釜石フィールドワーク（10月 24日・25日）」「グローバルワ

ークショップ（土曜 3・4限）」の 3つの取組を実施した。 

・教科横断型授業は、前年度までの合教科による特別授業方式を改め、1年生の各教科内で釜石フ

ィールドワークや SDGsに関連するテーマの授業を行った。英語、国語、数学、地理歴史、理

科、家庭総合の教科主任が中心となり、探究的な学びのカリキュラム・評価法を共有した。 

・釜石フィールドワークでは、岩手県釜石市で社会課題と向き合う方々の支援を受け、「災害」

「開発経済」「環境」の各テーマに関わりのある場所を訪問し、グループで課題解決策を考え

た。本年度は振り返り学習を充実させ、12月に全グループがプレゼン発表を行った。 

・グローバルワークショップは、慶應大学大学院メディアデザイン研究科の支援を受け、全 8 回

のセッションを実施。昨年度に続き、持続可能な開発目標（SDGs）をメインテーマとする課題

解決型学習をおこなった。最終回は Global Awareness Dayと題し、他学年の生徒や保護者を招

き、グローバル課題への意識向上を呼びかける発表を行った。本年度は、創造的なアイデアを

創出する方法としてスペキュラティブデザインの方法論を新たに取り入れたほか、「21世紀型

スキル」を 4分野 8項目に再整理し、評価基準を改善した。 

⑤⑥⑦サステイナビリティ演習Ⅰ・Ⅱ（高校 2・3年生選択・93名対象 土曜 3・4限） 

・サステイナビリティ基礎で興味を持ったテーマについて、より深く探究し、グループで課題研

究を発展させる授業として、「災害と地域社会」「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」

の 3つのテーマのゼミを開講。高校 2年生 48名、高校 3年生 45名が履修した。 

テーマと履修者 連携した大学の教員・学生 主な研究内容 

災害と地域社会 

2 年 18名 

3 年 16名 

慶應大学環境情報学部の大木聖子准教授

と研究室の学生（毎月来校して指導） 

台湾国立成功大學の頼文基准教授 

「路上生活者の防災対策」「災害遺構」

「PTSD」「ハザードマップの普及」など

災害・防災に関する課題解決策の研究 

開発経済と人間 

  2 年 16名 

  3 年 15名 

シンガポール経営大学の藤井朋樹准教授 

と学生（比較研究・シンガポール FW へ

のアドバイス） 

「教育政策」「観光産業」「労働問題」

「移民政策」などのテーマで、シンガポ

ールと日本の取組を比較研究 

環境とライフスタイル 

  2 年 14名 

3 年 14名 

慶應大学理工学部の伊香賀俊治教授、 

地球環境戦略研究機関の藤野純一上席研

究員（毎月 来校して指導） 

「水質汚染」「海洋ごみ」「パーム油生

産」「ハラル対応」などのテーマで、マ

レーシアと日本の取組を比較研究 

＊上の表のほか、本年度各ゼミの研究活動を支援していただいた企業・機関として、日本台湾教育センター（災

害と地域社会）、自治体国際化協会（開発経済と人間）、サラヤ株式会社（環境とライフスタイル）がある。 

・各ゼミでは、大学の教員、専門の研究者と本校の 2名の教員（1名は英語科）とが連携して指導

にあたり、グループで設定したテーマについて、議論、発表を繰り返しながら、研究を深化さ

せた。ゼミにおける研究指導は、昨年度作成した「研究の進め方」の手引きに沿って進め、評

価はグループ発表と英文レポートについてそれぞれルーブリックをもとに行った。 

・演習Ⅱを履修する 3 年生は、2 年次に作成した研究を個人研究として継続・発展させるととも

に、演習Ⅰを履修する 2年生に助言・指導を行った。 
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・演習Ⅰを履修する 2 年生は、下記の海外フィールドワークに参加。研究テーマについて現地調

査を行うとともに、研究成果を現地の高校・大学で発表した。 

テーマと FW 主な活動（協力機関） 現地の高校・大学との研究交流 

災害と地域社会 

台湾 FW 

2 年 18名 引率 2 名 

12月 19日～23日 

1999 年に台湾中部を襲った集集地震関

連の遺構・教育施設を訪問し、台湾の人

の大震災の受け止め方、震災後の防災教

育や復興についてリサーチした。 

（国立成功大學） 

・南投縣立旭光高級中学 

東日本大震災と各グループの研究に

ついて英語で発表し、旭光高級中学

の生徒も集集地震当時の様子や学校

の防災について英語で発表した。 

開発経済と人間 

シンガポール FW 

2 年 16名 引率 2 名 

1 月 19日～23日 

観光地やリトルインディアなどで「観光

産業」「経済政策」「労働問題」「移民

政策」に関するインタビューを行った。 

（クレア シンガポール事務所） 

（JTB シンガポール支店） 

・ラッフルズ・ガールズスクール 

SDGs に関する議論と交流授業を実

施した。 

・シンガポール経営大学 

英語での研究発表と質疑応答。 

環境とライフスタイル 

 マレーシア FW 

2 年 14名 引率 2 名 

1 月 19日～23日 

パーム農園、マングローブ林、スーパー

マーケットを訪問し、研究課題の現状調

査とインタビューを行った。 

（イスカンダル地域開発庁、ジョホール

州教育庁、MPOCC） 

・SETA高校 

 4 グループずつ同じテーマで相互に研

究発表を行い、意見交換をした。 

・マレーシア工科大学 

 先生方から研究発表への講評。 

・海外フィールドワーク後には、研究成果をパワーポイント資料にまとめ直し、2 月の「第 5 回

SGH研究発表会」で全 12グループが発表を行った。「探究甲子園 2020」で日本語発表を行う

予定の 1グループ以外は、英語で発表を行い、審査の結果、3グループを表彰した。 

・演習Ⅱで「環境とライフスタイル」を履修する 3 年生 3 名が「Global Link Singapore 2019」に参加

し、オーラルセッションと海外の高校生との交流を行った（7月 25日~29日、引率教員 1名）。 

・3年生の研究成果（英文研究レポート）は、担当教員による助言・指導のもと 10月に完成。優

秀賞に選ばれた 5名が 2月の「卒業研究発表会」で発表を行った。 

⑧行動力の向上プログラム 

・生徒会の呼びかけによる社会貢献活動として、コンポストマシンを使用したエコアクティビテ

ィ、ペットボトルのキャップ回収（通年）、スポーツ GOMI 拾い大会（6月・10月）、世界の

グローブ支援プロジェクト（10 月）、ベルマーク回収活動（1 月）、オーストラリア森林火災

への募金活動（1月）を実施した。 

・昨年に続き、文化祭のサブテーマを SDGsとし、参加する各団体が「持続可能な社会の構築に

向け私たちに何ができるのか」を考えることを課題とする取組を実施した。今年は特に「プラ

スチックごみの削減」を主要課題に掲げ、意識向上を呼びかける展示・イベントを行った。 

・東京 2020オリンピック・パラリンピックに向けた「外国人おもてなし語学ボランティア育成講

座」を 6月 9日に本校で実施し、高校 1年生が参加した。 

⑨英語発信力の向上プログラム 

・4月、3月の 2回、英語力アンケート調査を実施し、生徒の英語力の現状を全校で共有。高校 3

年の CEFR B1レベル以上が 74％となり構想調書に記した目標値を達成したが、生徒の英語 4技

能をさらに向上させていくため、ネイティブ教員・日本人教員合同の英語科会議を月１回のペ

ースで実施し、授業改善をおこなった。 

・Online Speaking（中 2～高 2）、英語日記・エッセイライティング添削指導（中 1～高 2）、ロイ
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ロノートを利用した音読・英作文指導（中 1~3）、“Q：Skills for Success”ウェブ版テキストを

使用した 4技能学習（高 1~２）など、1人 1台の PCを活用した授業・課題を拡充した。 

・文化祭において、英語スピーチコンテストと模擬国連部によるミニシミュレーションからなる

「富士見丘の英語 in 文化祭」を実施した。英語スピーチコンテストの参加者は 29名。 

・校外の英語関連コンテストへの参加を促進し、参加生徒への個別指導を行った。   

・創部 4 年目の模擬国連部は、ネイティブ教員 2 名、日本人教員 2 名の指導のもと、部員数が中

高合わせて 41名となった。本年度は第 3回全国高校教育模擬国連大会（8月）に出場したほか、

第 4回広島ジュニア国際フォーラム（8月）他校との合同練習会議（3回）、などに参加した。 

⑩スタディスキルの向上プログラム 

・5月に教員対象の ICT 活用研修と中 1・高 1の生徒対象の ICT 基礎研修を実施した。 

・ICT 活用およびアクティブラーニング関係の外部研修会の情報を教職員に連絡し、参加を促進。

参加した講座については、リポートの作成を依頼し、その内容を全教職員に配布した。 

・探究学習のスキルを向上させるための中学生プログラムとして、「ICT 学習」（中 1・総合的な学

習の時間）、「武蔵野美術大学と連携した美術展づくり」（中 2・LHR 3月～12月）を実施。 

・「ICT 学習」は、探究学習の土台となる ICT リテラシー、グループ学習スキル、プレゼンテーシ

ョンスキルを育成する授業で、情報科教員と学年担当教員がチームで指導した。 

・「21 世紀型教育機構」の調査チームによるアクレディテーションで授業の質を点検し、全教員

にフィードバックを行った。本年度は、「PIL・PBL といったアクティブなスタイルが定着して

いる」が、ICT 活用ではプログラミングなど「高度な活用に課題がある」という評価だった。 

⑪環境史フィールドワーク 

・上智大学文学部 北條研究室との連携による探究学習の授業で、本年度は高校 2年の希望者 4名

が履修。四谷地域、内藤新宿をテーマとして文献調査とフィールドワークを行った。 

・「総合的な学習」として実施していたが、過去 5 年間の活動成果を踏まえ、次年度からは地理

歴史科の必修科目である「地理総合」の中に環境史フィールドワークを導入する予定である。 

⑫明海大学との連携プログラム 

・明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部との連携プログラム Global Management Majour 

Summer Schoolを 8月に実施。ハワイ大学のラッセル・ウエノ教授の講義と、明海大教授陣の指

導による 2日間のプロジェクト学習に、高校 1・2年の希望者 23名が参加した。 

・3月に予定していた「UCLA・明海大学歯学部学生との交流会」は、新型コロナウィルス感染症

流行のため中止となった。 

⑬進路開発 

・サステイナビリティ演習Ⅰ・Ⅱを通じて興味をもった研究テーマを、自身の進路、大学での学

びにつなげるため、演習Ⅱの担当教員と 3年生の担任が連携して進路面談を行う体制にした。 

・5月 21日に「UBCセミナー」（生徒 20人、保護者 10人参加）11月 13日に「海外留学セミナ

ー」（生徒 22人参加）を開催し、海外大学進学の意義、進学準備方法を説明した。 

⑭成果の普及、研究発表会への参加 

・第 5回 SGH研究発表会において、本年度の課題研究・フィールドワークの成果発表、英語プレ

ゼンテーションをおこなった。 

・本校 WEB サイト内に専用ページを設け、SGHの構想と取り組み内容を発信した（日本語・英

語）。また、トップページの「NEWS」に専用カテゴリーを設け、年間で 30件の記事をアップ

し、日々の活動を報告した。 
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・生徒の研究成果の発表の場として、以下の校外イベント・発表会に参加した。 

 

 

７ 目標の進捗状況、成果、評価 

（１） SGH中間評価と改善・対応状況 

 SGH中間評価では「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」との評価をいただき、以下の講評を受けた。 

 その後の研究開発においては、上記①②でご評価いただいた体制、取組を継続しつつ、③のご

指摘にある(ⅰ)「生徒のモチベーションの高め方」(ⅱ)「研究内容の深め方」(ⅲ)「生徒同士によ

る英語活動の工夫」について、以下の改善を行った。 

・(ⅰ) 生徒のモチベーションを高めるための取組として、校内外での生徒発表機会を増加する（平

成 30 年度より文化祭のテーマを SDGsとする 等）、サステイナビリティ演習Ⅰ・Ⅱを選択し

ない生徒が参加できる高大連携プログラムを充実させる（上智大と連携する環境史フィールド

ワーク、明海大学と連携する Global Management Majour Summer School 等）。 

・(ⅱ) 研究内容を深めるための取組として、「教科横断型授業」を合教科特別授業方式から 1年

生の各教科内で実施する方式に再編成する、「グローバルワークショップ」の指導法・評価基

準を改善する、サステイナビリティ演習ⅠⅡの指導法を体系化する（「研究の進め方・ポート

フォリオのまとめ方」の手引き作成 等）。 

① 全生徒へのプログラムの成果普及が図られている点や模擬国連部の創設は英語を活用して国際的グローバ

ル課題を議論させる装置として効果的だと高く評価できる。 

② 英語教員とネイティブ教員が一体となり、教科横断型授業へ取り組むなど工夫・意欲がみえ、将来につな

がる動きと見える。また、SGHカリキュラムの担当者の編成について、全ての教員がローテーションで担

当できるように配慮するなど、学校全体としても意識改革を求める工夫がなされている点が評価できる。 

③ なお、生徒のモチベーションをどのように高めるか、生徒の研究内容をどのように深めるのか、あるいは

生徒同士による英語活動等についてはさらなる工夫が望まれる。 

☆ Global Link Singapore 2019〔7 月 26・27日 シンガポール南洋工科大学〕 

  高校 3 年生 3 名が社会課題部門オーラルセッションに参加（「SGH甲子園 2019 最優秀賞受賞」の副賞） 

  発表テーマは「Shokuiku ~Food Education~」（英語発表）   

☆ 世界津波の日 2919高校生サミット in 北海道〔9 月 10・11日 北海きたえーる〕 

高校 2 年生 2 名が参加 発表テーマは「Disaster prevention around us and the local community」（英語発表） 

☆ 第 4 回関東・甲信越静地区高校生探究学習発表会〔12月 15日 立教大学池袋キャンパス〕 

  高校 2 年生 2 グループ 8 名がプレゼンテーション部門（英語・日本語）、高校 1 年生 3 グループ 11名が

ポスター発表部門に参加  高校 2 年生の日本語プレゼン「生活排水から河川を守ろう」金賞を受賞 

☆ 2019年度全国高校生フォーラム〔12月 22日 東京国際フォーラム〕 

高校 2 年生 2 名が参加 発表テーマは「AIMING FOR THE TOP COUNTRY OF PISA」（英語発表） 

☆ 探究甲子園 2020〔3月 21日・中止 関西学院大学西宮上ヶ原キャンパス〕 

  高校 2 年生 4名がプレゼンテーション部門、3 名がポスタープレゼンテーション部門、高校 1 年生 1 名が

ラウンドテーブル型ディスカッション部門に出場予定 【新型コロナウィルス感染症拡大のため中止】 
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・(ⅲ) 生徒同士による英語活動の工夫として、英語表現ⅠⅡⅢにおいて Webテキストを活用した

4技能学習する（プレゼンテーション作成から質疑応答まで）、ネイティブ教員と日本人教員と

のティームティーチングを拡充する 、模擬国連部の活動を他の部活動と兼部可能な曜日に設定

し、オールイングリッシュでの活動に多くの生徒が参加できるようにする。 

 

（２） サステイナビリティ基礎、演習Ⅰ・Ⅱの成果と効果 

 研究計画の中心である「サステイナビリティ基礎、演習Ⅰ・Ⅱ」の開発は、上記（１）(ⅱ)で述

べた改善を加えつつ、予定通りに進捗した。その成果は、『令和元年度生徒研究論文集』にまと

められるとともに、第 5回 SGH研究発表会において全校生徒の前で発表された。 

 これらの授業で習得すべき能力・資質は、①サステイナビリティに対する興味・関心、②課題

を解決すための探究力・行動力、③英語でのコミュニケーション力・情報発信力の 3項目であり、

毎年 2月に実施する生徒アンケートでその達成度を検証している。 

 サステイナビリティ基礎の振り返りア

ンケートの結果は、5年連続で「授業で身

についた力」として挙げた 6項目の全てで

肯定的な回答が否定的な回答を上回った。

特に本年度は肯定的回答が 90%を超えた

のが 4 項目と、過去最高の数値となった

（表 1参照）。自由記述による感想でも、

「グローバルワークショップで、世界的に

見て日本にはまだまだ課題があるのだと

思った」「環境問題への関心がさらに湧き上がっていく感じがした」「社会問題に向き合い、自

分たちで何ができるかを考え行動していくことは大切だと感じた」というように、社会課題への

興味・関心の高まりを示すものが多く、高校 1 年次の基本目標である「課題研究へのモチベーシ

ョン喚起」は十分に達成できたものと評価できる。 

 サステイナビリティ演習Ⅰのアンケート結果においても、「授業で身についた力」として挙げ

た全項目で肯定的な回答の割合が否定的

な回答の割合を上回った（表 2参照）。授

業の総合評価も、「大変良かった」76％、

「良かった」20％、「あまり良くなかった」

4%。「全く良くなかった」0%と、例年通

りの高い満足度である。否定的な回答をし

た生徒は、「台湾フィールドワークで英語

があまり通じなかった」「他の勉強との両

立が大変だった」という点を理由として挙

げていたが、困難な経験をした分だけ大き

な満足を実感する生徒が多いのが演習Ⅰ

の特徴である。本年度の感想を見ても「研

究することの難しさを知ることできたし、

何かを達成した時の喜びを知ることがで

きた」「自分たちでテーマを決め、一から

表 1「サステイナビリティ基礎」生徒アンケート（R1 年度） 
社会課題への関心が増した 93% 

サステイナビリティについて考えを深められた 93% 

積極的に議論ができるようになった 89% 

人前で堂々と発表ができるようになった 69% 

ICT での情報検索力・まとめる力が増した 93% 

英語の能力を高めたいと思うようになった 90% 

      

表 2「サステイナビリティ演習Ⅰ」生徒アンケート（R1 年度） 

サステイナビリティについて考えを深められた 98% 

グローバルな視点でテーマを考えられるようになった 93% 

積極的に議論ができるようになった 95% 

ICT での情報検索力・まとめる力が増した 96% 

研究テーマについて自分自身で課題を発見できた 98% 

多面的にアプローチできるようになった 85% 

論理的に考えられるようになった 92% 

グループで協力して研究をまとめる力がついた 92% 

社会課題に対して自ら行動しようと思うようになった 94% 

人前で堂々と発表ができるようになった 86% 

英語でのプレゼンテーションができるようになった 88% 

英語での議論ができるようになった 59% 
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研究して発表するに至るまでは大変なことの連続だったが、それ以上に多くの学びを得ることが

できた」等、各自が得た学びと成長について言及するものがほとんどであった。指定 5 年目とな

り、大学の研究室と連携した研究サポート体制、海外フィールドワークはより充実したものとな

り、多様な探究活動が可能になっている。多くの 2 年生が外部の研究発表会・コンクールに出場

したことも、本授業の成果と言える（前項６（２）⑭参照）。 

 サステイナビリティ演習Ⅱは、英語での

研究論文をまとめること、進路との関係で

研究を主体的に捉え直すこと、後輩の履修

者に助言・指導を行うことの 3項目を主な

内容とする。アンケートの結果では英語力

や進路面では授業の効果が表れているが、

後輩への助言・指導については今年度も否定的な回答が 7 割を占めた（表 3 参照）。受験勉強と

の両立という制約があり、「積極的に」後輩の研究活動に関わっていくのはなかなか難しいよう

である。次年度以降の演習Ⅱについては、自己の関心に基づく課題研究の深化、英語論文の書き

方・プレゼンテーション作成法の習得、という大学での学びにつながる内容に限定することも検

討されている。3年生の 75％（91名中 68名）が AO・推薦入試を利用して進学を決定し、演習Ⅰ・

Ⅱで探究した内容がそのまま大学で専攻する学びにつながるケースが多くなっていることは、演

習Ⅱの大きな成果である。 

 

（３） 成果目標の達成度 

本構想において設定した成果目標の達成度を、毎年 2 月に実施する生徒アンケートの結果と各

プロジェクト担当からの実績報告をもとにまとめている。指定 5年目の本年度は、「a自主的に社

会貢献活動に取り組む生徒数」以外の全ての項目で目標を達成することができた。以下に、項目

ごとの実績について述べる。 

「a自主的に社会貢献活動に取り組む生徒数」は、目標値には達しなかったものの、1年目の 72

表 3「サステイナビリティ演習Ⅱ」生徒アンケート（R1 年度） 
英語力の向上に役立った 93% 

進路選択に役立った 71% 

積極的に後輩への助言・指導を行った 31% 

 

表４ 本構想において設定した成果目標と実績 

成果指標 指定前 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 目標 ※ 

a. 自主的に社会貢献活動に取り組む生徒数 74 人 72 人 89 人 100 人 93 人 104 人 150 人 

b. 自主的に留学又は海外研修に行く生徒数 39 人 60 人 75 人 79 人 114 人 132 人 100 人 

c.  将来留学したり、仕事で国際的に活躍した 

いと考える生徒の割合 
29% 67% 64% 66% 68% 68% 60% 

d.  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 
4 人 3 人 13 人 15 人 23 人 24 人 15 人 

e. 卒業時における生徒の４技能の総合的な英語力

として CEFR の B1〜B2 レベルの生徒の割合 
26% 17% 33% 39% 54% 74% 60% 

f. サステイナビリティに関する課題研究に取り組

む生徒数 
43 人 115 人 144 人 179 人 191 人 197 人 165 人 

※ 構想時の目標値は「SGH 対象生徒」と「SGH 対象以外の生徒」に分けて記入していたが、指定 3 年目以降は全校生徒が

「SGH 対象生徒」となったため、目標値も両者を合算したものとした。 
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人から少しずつ増加している。「行動力の向上プログラム」において様々な社会貢献活動への参

加が呼びかけられた結果、スポーツ GOMI 拾い大会、介護・看護体験、高齢者施設訪問といった

恒例の活動のほか、保護猫ボランティア、地域の外国人への日本語指導、おもてなし国際交流、

障害を持つ児童が通う支援施設でのボランティアなど、生徒の活動の幅は広がっている。 

「b自主的に留学又は海外研修に行く生徒数」は、本校が推奨するプログラムが多彩になったこ

とで、指定前から大きく人数を伸ばしている。海外フィールドワーク（台湾 18人、シンガポール

16人、マレーシア 14人）、Global Link Singapore（3人）、姉妹校 3・6か月留学（イギリス 4人、

カナダ 3 人、オーストラリア 5 人）、英国短期留学（18人）、AFS・YFU・国際ロータリーの 1

年留学（イタリア 1 人、アメリカ 2 人、メキシコ 1 人）、等である。なお、本校では 2 年次にア

メリカ西海岸修学旅行を催行しているので、「自主的に」という条件を外せば生徒全員が海外研

修を経験することになる。 

「c将来留学したり、仕事で国際的に活躍したいと考える生徒の割合」は、68%と目標値に到達

しているが、指定 1 年目からの増減はあまり無い。サステイナビリティ演習 1 の履修者に限定す

ると 94％（2年目）、88%（3年目）、86%（4年目）、92%（5年目）とさらに高い数値で安定し

ており、演習Ⅰが生徒のグローバル志向を高めるのに有効であることが示されている。 

「d グローバル課題に関する国内外の大会の入賞者数」と「e卒業時における CEFRの B1～B2

レベルの生徒の割合」は指定 1 年目の実績が目標値を大きく下回っていたことから、重点課題と

認識し、2年目以降に様々な取組をおこなった。その結果、本年度は dの入賞者数（24名）、eの

B１レベル以上の生徒数（74%）ともに過去最高の数値で、目標を大きく上回ることができた。下

級生の英語力も順調に伸びており、1年生は 45%、2年生は 60%がすでに B1レベル以上である。 

以上のような成果は、サステイナビリティ基礎、演習Ⅰ・Ⅱ、英語力の向上プログラム、行動

力の向上プログラム、スタディスキルの向上プログラムで重層的な取組をおこなったことによる

ものであり、大会やコンテストの入賞者数の増加は、校内にさらなる挑戦の機運をもたらしてい

る。「SGH甲子園 2019」の研究成果プレゼンテーション部門〔英語発表〕で最優秀賞を受賞した

ことで、本校から 3年連続の入賞となり、本年度の 1・2年生も「探究甲子園 2020」に 3部門で出

場する予定になっていた。新型コロナウィルス感染症拡大のため今年度の開催が中止になったの

は残念であるが、同大会への参加希望者は年々多くなり、校内での選考も厳しくなっている。SGH5

年間の取組による最大の成果は、本校生徒の「自信」と「挑戦する姿勢」の高まりである。 

 

表 5 令和元年度 グローバル課題に関する国内外のコンテストや大会の入賞者 

 

「第 4 回関東・甲信越地区高校生探究学習発表会」日本語プレゼンテーション 金賞４人（高 2） 

「浦安市国際交流協会事務局 英語によるプレゼンテーション大会」準優勝 3 人（高 1） 

「第 3 回全国高校教育模擬国連大会」実行委員特別賞 3 人（高 1） 

「東洋英和女学院大学レシテーションコンテスト」銀賞 2人（高１）、国連協会特別賞 1 人（高２） 

「世界津波の日 2019高校生サミット in 北海道」若き津波防災大使 2 人（高 2） 

「国際理解・国際協力のための高校生主張コンクール東京都大会」努力賞 4 人（高１・2） 

「税に関する高校生の作文」国税庁長官賞 1 人、渋谷税務署長賞 1 人（高 3） 

「第 58回全国高等学校生徒英作文コンテスト」入選 2 人（高１） 

「キリンスクールチャレンジ」2019年度優秀賞 1 人（高 2） 
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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 

  本校の SGH 事業では、サステイナビリティの観点から社会を捉え直し、地球規模の課題に

ついて海外の高校生や専門家と対話ができるようになるための教育課程の中核として、指定 1

年次に「サステイナビリティ基礎」、2 年次に「サステイナビリティ演習Ⅰ」、3 年次に「サス

テイナビリティ演習Ⅱ」を「総合的な学習の時間」として設定し、4・5 年次には各授業の指導

法・評価法の改善をおこなった。 

 指定 1 年次に開発した高校 1 年「サステイナビリティ基礎」は、本校教員による教科横断型

授業、釜石フィールドワーク、慶應大学大学院メディアデザイン研究科との連携によるグロー

バルワークショップという 3 つの取組が有機的に機能し、課題研究へのモチベーション喚起、

スタディスキルの育成、英語への学習意欲の向上に効果を上げている（前項 表 1 参照）。4 年

次までの教科横断型授業は、「災害と地域社会」「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」

の各テーマで合教科によるティームティーチングが行われ、全教科の教員が指導を担当した。

この方式は、探究学習・アクティブラーニング型の指導法を校内で浸透させることに寄与して

きたが、指導内容を十分に深められないことが課題であった。そこで、5 年次からは教科横断

型授業を各教科の授業時間内で実施することとし、グローバルワークショップで学ぶ SDGs、

釜石フィ―ルドワークでの学びにつながる内容で、各教科における探究学習を実施する方式に

変更した。各教科での学びが、釜石フィールドワーク、グローバルワークショップに統合され

ることで、指導内容のつながりがより明確になった。4・5 年次には、釜石フィールドワークの

事後発表会、グローバルワークショップのプロジェクト発表会の内容を充実させ、生徒の発表

機会をさらに増加させた。 

指定 2 年次に開発した高校 2 年「サステイナビリティ演習Ⅰ」は、大学や研究機関の専門家

が研究への視点、方法を提示し、本校の教員が研究をサポートするという指導サイクルがうま

く機能し、海外フィールドワークを経ることで、研究内容の深化と英語での発表スキルの向上

に大きな効果を上げている（前項 表 2 参照）。「災害と地域社会（台湾 FW）」「開発経済と

人間（シンガポール FW）」「環境とライフスタイル（マレーシア FW）」の各ゼミ 15 名の希

望選抜制であるが、生徒のモチベーションを重視し、32 名→41 名→45 名→48 名と履修者を増

加させてきた。全員が海外フィールドワーク、SGH 研究発表会で英語プレゼンテーションを行

い、校外の研究発表会への参加者も年ごとに増加している。演習Ⅰの履修者は、「SGH 甲子園

2017」英語プレゼンテーション部門で優秀賞・審査員特別賞、「SGH 甲子園 2019」英語プレ

ゼンテーション部門で最優秀賞を獲得している。指定 4 年次には、SGH 甲子園での研究成果発

表の形式に合わせ、「研究の進め方・ポートフォリオのまとめ方」の手引き書を作成し、ゼミ

ごとに不統一であった課題研究の形式を統一した。 

指定 3 年次に開発した高校 3 年「サステイナビリティ演習Ⅱ」は、演習Ⅰを履修した生徒が

研究内容を個人研究に深化させ、英文研究レポートをまとめるとともに、後輩の課題研究への

助言・指導をおこなうものである。後輩への助言・指導については、アドバイスシートを作成

するなどの工夫をしてきたが、受験学年という制約からなかなかうまく機能しない状況が続い

ている（前項 表 3 参照）。演習Ⅱの履修者は、Global Link Singapore 2017、Global Link 

Singapore 2019 の社会課題部門オーラルセッションに参加し、海外の高校生との研究交流を行

っている。「地球規模の課題について海外の高校生や専門家と対話ができるようになるための

教育課程」を開発してきた成果と評価できる。 
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（２）高大接続の状況について 

SGH 事業に関する高大接続の状況については、課題研究に関する連携と進学面での接続に

分けて説明する。 

 ①課題研究に関する連携 

以下の大学（研究室）と定常的な連携を継続し、専門性の高い指導を行ってきた。 

・慶應大学大学院メディアデザイン研究科 大川研究室【指定 1年次より 5年間】 

大川教授と約 20 名の大学院生、留学生が年 8 回

来校し、1 年生全員を対象とした「グローバルワ

ークショップ」を開催。SGGs をテーマとした

プロジェクト学習を行う中で、21 世紀型スキル

を育むプログラムをデザインし、海外の高校生

とオンラインでの交流も実施。本校教員との協

働で、生徒自身が活動を評価するためのキーコ

ンピテンシー、と自己評価ルーブリックを作成

した（表 6 参照）。 

・慶應大学理工学部 伊香賀研究室 

【指定 1年次より 5年間】 

 1 年次は環境問題に関する特別授業。2 年次から

は伊香賀教授と研究室の学生が年間8回来校し、

「サステイナビリティ演習－環境とライフスタ

イル－」の研究指導・助言を行った。 

・上智大学文学部 北條研究室 

【指定 1年次より 5年間】 

年間 4~7 回の特別授業「環境史フィールドワー

ク」を担当し、学生とともに研究への指導・助

言。平成 30 年度は Sophia Open Research 

Weeks で本校生徒 6 名が研究発表を行った。 

・シンガポール経営大学（SMU） 藤井研究室【指定 1 年次より 5 年間】 

 1 年次よりシンガポールフィールドワークでのプレゼンテーション指導、SMU 学生との交流

を行う。2 年次からはスカイプやメールを利用して「サステイナビリティ演習－開発経済と

人間」の研究指導・助言を行った。 

・慶應義塾大学環境情報学部 大木研究室【指定 2年次より 4年間】 

大木准教授と研究室の学生が年間 8回来校し「サステイナビリティ演習－災害と地域社会－」

の研究指導・助言を行った。 

・台湾国立成功大学防災研究中心 【指定 2年次より 4年間】 

賴文基准教授が台湾フィールドワークにおける「集集地震」関連施設の案内と現地交流校を 

紹介。交流授業での講義も担当した。 

・明海大学【指定 4年次より 2年間】 

ホスピタリティ・ツーリズム学部の主催で「Global Management Majour Summer School」

を平成 30 年度と令和元年度に実施。1・2 年の希望者がオールイングリッシュでの PBL と

プレゼンテーション作成を体験する。- 

表 6 GWS で育む Key Competencies 
Key areas Skill / Ability / Attitude 

Ways of Thinking 

Creativity &Innovation 

創造性・革新性 

Critical Thinking 

&Problem Solving 

批判的思考・問題解決力 

Ways of Working 

Communication 

コミュニケーション 

Collaboration 

協働性 

Tools for Working 

Information & 

 Media Literacy 

情報・メディア活用能力 

ICT Literacy 

ICT 関連スキル 

Living in The World 

Global & 

 Local Citizenship 

地球市民・地域市民 

Leadership, Initiative  

& Self-direction 

リーダーシップ・主体性 
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他にも、定常的ではないが課題研究に関する連携を行った大学として、拓殖大学（平成 30

年度）、マレーシア工科大学（平成 28 年度・令和元年度）台湾国立曁南国際大學（平成 30

年度）がある。大学教員および学生等の課題研究活動への参画は、指定前の 70 人から 269

人へと拡大し、課題研究に専門的な視点からの指導・助言を行う体制を確立できた。 

 

表 7 課題研究に関する大学との連携 
活動指標 指定前 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 目標  

課題研究に関して大学教員及び学生等の外部

人材が参画した延べ回数（人数×回数） 
70 人 188 人 249 人 286 人 270 人 269 人 100 人 

 

 ②進学面での接続 

  特に大学の単位履修制度等は設置されていないが、SGH での活動が評価され、AO・推薦入  

試を利用して進学を決定する生徒は増加している。SGH 指定後新たに指定校推薦枠を設定し

ていただいた大学は、関西学院大学、立命館大学、津田塾大学、上智大学の 4 校である。 

 また、海外大学への進学者は、平成 29 年度に過去最高の 8 名となったものの、その後の 2 年

間は 2 名ずつと増えていない。毎年、海外大学進学を促進するセミナーを開催したり、海外研

修の際に海外の大学訪問を行ったりする機会を設けているが、教員の中でも入学準備の方法や

奨学金制度について理解できている者が限られている。まずは、教員間で海外大学進学の意義

と方法を共有していくことが必要である。 

   

（３）生徒の変化について 

5年間で大きく変化したのは、①英語力、②課題探究力・プレゼンテーション力、③社会貢献 

への意識と行動力である。 

 「７ 目標の進捗状況、成果、評価」の項で説

明したように、客観的なデータで伸びが顕著だ

ったのは、「卒業時における CEFRの B1～B2

レベルの生徒の割合」と「グローバル課題に関

する国内外の大会の入賞者数」である。SGH研

究発表会をご覧いただいた運営指導委員から

も、「研究内容、プレゼンテーションスキルと

もに毎年レベルアップしている」とお褒めの言

葉をいただいている。 

 本校生徒の課題研究は、SGH指定以来毎年、

国内外コンテストで入賞を果たし、校内に挑戦

の機運を高めてきた。「Global Link Singapore 

2016 ポスタ－セッション第 1 位」、「SGH 甲

子園 2017 英語プレゼンテーション部門 優秀賞・審査員特別賞」、「SGH 甲子園 2018 ラウ

ンドテーブル型ディスカッション部門 優秀賞」、「SGH 甲子園 2019 英語プレゼンテーショ

ン部門 最優秀賞」と大きな大会での入賞が続き、本年度も「第 4 回関東・甲信越地区 高校生

探究学習発表会 日本語プレゼンテーション 金賞」を獲得した。生徒たちの自信の高まりが、

探究内容とプレゼンテーションスキルの全体的な向上をもたらしている。 

図１ 卒業時における CEFR B1 レベル以上の生徒割合 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度

14



 また、社会課題への関心の高まりが行動力の向上に結びつき、社会貢献活動に取り組む生徒

も増加した。生徒会や生徒の呼びかけによる社会貢献活動は、種類も数も増え、校内に活気を

もたらしている。 

なお、「自主的に留学又は海外研修に行く生徒数」は指定前の 39 人から 132 人に、「帰国

生・留学生の受け入れ数」も指定前の 23人から 64人へと大きく増加した。指定前から国際交

流や帰国生受け入れを推進してきたが、SGH指定を契機に校内の多様性はさらに高まった。 

 

表８ 帰国生・留学生の受け入れ数 

活動指標 指定前 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 目標  

帰国生・外国人生徒の受け入れ者数（留学生

も含む） 
23 人 37 人 45 人 61 人 53 人 64 人 40 人 

 

（４）教師の変化について 

本校の SGH構想は、「課題研究に向けた取組を行う中で、生徒と共に教職員、学校全体がイ

ノベーションを行う」ことを目的としており、事業開始以来、通常の校務分掌とは別に 14 の

SGHプロジェクトチームを作り、全校体制で研究開発を進めてきた。「サステイナビリティ基

礎、演習Ⅰ・Ⅱ」の授業も、可能な限り多くの教員が担当するように配置し、全教科の教員の

べ 42 名が教科横断型授業を経験してきた。その結果、表 9 のアンケート結果に見られるよう

に、「学校全体として組織的に取り組んでいると思いますか」「ご自身の意識に変容が見られ

ましたか」という質問に対する回答は、調査を行った 4年間一貫して 9割前後が肯定的である。

本年度の自由記述でも「全校で取り組むことによって、一部の生徒だけではなく、一人一人の

生徒の探究心、表現力が底上げされてきていると感じた。学校全体が一つの目標に向かって進む

ことによって、大きな成果が出たのではないか。」「教職員・生徒全員が SGHの取組に関わるこ

とで、学校全体に活気がもたらされ、意識が高まった。」など、学校全体での変化に言及する

感想がみられた。 

一方、「自身の教科指導法に変容が見られたと思いますか」という質問に対する肯定的回答

の割合は、他の項目と比べると若干低い。それでも今年度は 8 割以上の教員が教科指導法の変

容が見られたと回答しており、SGH事業による学びの変化が教科指導法にまで浸透してきたこ

とが窺える。 

表 9 SGH 事業に関する教員アンケート結果 
質問内容 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 

本校はＳＧＨ事業に対して、学校全体として組織的に

取り組んでいると思いますか。 
84% 90% 87% 95% 

本校がＳＧＨ事業に取り組むことにより、ご自身の意

識に変容が見られましたか。 
93% 95% 89% 98% 

ＳＧＨ事業の取組に、ご自身が積極的にかかわってい

ると思いますか。 
74% 66% 87% 76% 

ＳＧＨ事業に取り組むことで、ご自身の教科指導法に

変容が見られたと思いますか。 
66% 63% 76% 83% 
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SGH指定後は、「英語発信力の向上プログラム」による英語の指導法改善、「スタディスキ

ルの向上プログラム」を中心とする ICT 研修・アクティブラーニング研修が毎年行われ、教員

の授業スタイルは大きく変化してきた。平成 29 年度は中学 1 年生、30 年度は高校 1 年生が 1

人 1 台のノートパソコンを所持する体制となり、授業スタイルの変化はさらに加速している。

その成果は、教員アンケートによる自己評価だけでなく、21世紀型教育機構（首都圏を中心に

16 の私立学校が加盟する 21 世紀型教育を推進する組織）による第三者評価（アクレディテー

ション）の結果にも表れている。本校は、授業の質を検証するため平成 29年度より同機構によ

る授業調査を受けているが、本年度の調査結果は、授業スタイルについて「一方通行型の授業

が見られず、PIL・PBL といったアクティブな授業スタイルが定着している」という講評があ

り、「ハイクオリティ 21世紀型教育」の高評価を得ることができた。 

 

（５）学校における他の要素の変化について 

①海外交流校・姉妹校の増加 

SGH事業を実施したことで、海外の交流先が広がるとともに多様な交流が可能となった。海

外フィールドワークで交流を実施している学校は、ラッフルズ・ガールズスクール（シンガポ

ール）、南投県立旭光高級中学（台湾）、SMK Sultan Engku Tun Aminah校（マレーシア）の 3

校。本校生徒の 3・6カ月留学や相互交流を実施している姉妹校は、ウェストンバート校、セン

トエドワーズ校（イギリス）サンタサビーナ校、アボッツレイ校、（オーストラリア）、パシ

フィッククリスチャン校（カナダ）の 5 校。さらに次年度からは、グアム、ハワイの高校との

相互交流も開始する予定である。海外交流校の数は、SGH指定以前から倍増した。 

 ②企業・国際機関との連携 

 サステイナビリティ基礎・演習Ⅰの課題研究や国内外フィールドワークを進める上で、大学 

だけでなく多くの企業・国際機関の支援を受けてきた。今年度連携したのは、「釜石フィール

ドワーク」で（株）リディラバ 12人、釜石市の企業・三陸ひとつなぎ自然学校 16人、「サス

テイナビリティ演習Ⅰ」で日本台湾教育センター2 人、自治体国際化協会 2 人、JTB シンガポ

ール支店 1人、地球環境戦略研究機関 1人×8回、サラヤ株式会社 1人×2回、イスカンダル地

域開発庁 4人、マレーシアパーム油認証機関 3 人、ジョホール州教育庁 3人、マレーシアイオ

ン 2 人、である。社会課題と実際に向き合う企業や国際機関の方々との連携が、課題研究にリ

図２  21 世紀教育機構アクレディテーション調査結果報告（抜粋）―授業の分析− 
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アルな視点、専門的な視点を与えてくれている。 

③ICT 教育環境の整備 

  探究学習や 21 世紀型教育を推進する上で ICT 教育は不可欠であり、以下のように環境を整

備してきた。(27年度)生徒用 iPad40台、教員用 iPad20台の購入、（28年度）校内全域の Wi-Fi

完備と専任教員全員へのノートパソコン支給、（29 年度）中学 1 年全員が個人端末を所持、

Office365のアカウントを教員・生徒全員に配布、（30年度）高校 1年全員が個人端末を所持、

教室用モニターを新たに 3台導入、（令和元年度）個人端末を所持する学年が中 1~高 3の 5学

年に広がったことに伴い、インターネット回線を大容量プランに変更。 

 ④中学生の授業の SGH化 

  SGHの研究開発の対象は高校の教育課程であるが、探究学習のスキル向上に全校で取り組む  

ために、指定初年度から中学生の探究学習プログラム、プロジェクト学習を開発してきた。当  

初はロングホームルームの時間に実施してきた「探究学習のスキルアップ講座」を発展させ、

平成 30年度から中学１年「ICT 学習」（総合的な学習の時間・全 27回）を開始した。中学 2年

生には 28年度から、武蔵野美術大学との連携による「美術展づくり」のプロジェクト学習を実

施している。こうした取組によって高校担当の教員だけでなく、中学教員も含め、学校全体で

の授業改善が図られている。 

  

（６）課題や問題点について 

 ①課研究のテーマ（文理融合型への転換） 

  サステイナビリティ基礎・演習Ⅰ・Ⅱは着実にプログラムの充実が図られ、生徒の課題研究

の内容やプレゼンテーションスキルは、年を追うごとに向上してきた。しかし、「災害と地域

社会」「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」の 3 分野での探究を継続してきた結果、

課題研究、フィールドワークの内容にやや変化が乏しくなってきた観がある。また、文系教員

（社会科・英語科）を中心に演習Ⅰ・Ⅱの指導を行ってきたため、科学的テーマ・方法の指導

が不十分であった点も否めない。今後 Society5.0において求められている能力・資質を考える

と、本校の探究指導も科学的な思考力・情報分析力を身につけられる文理融合型の学びに転換

していかなければならない。次年度以降は、校内における STEAM 教育を充実させるともに、

探究テーマに理系的な要素を導入していくことを検討している。 

 ②高大連携の持続性 

本校の SGH 事業は大学研究室との定常的な連携に支えられてきた。生徒たちに多角的な視

点を与え、研究の質を向上させていくことができたのは、各研究室の献身的な指導・助言に負

うところが大きい。しかし、連携の形式が大学との連携協定ではなく、各分野で先進的な取組

をする研究室に個別にご協力をお願いする形であったため、指定期間終了後の持続性には課題

が残った。次年度に関しては、サステイナビリティ基礎で連携する慶應義塾大学大学院・大川

研究室、演習Ⅰ・Ⅱで連携する慶應義塾大学理工学部・伊香賀研究室、環境史フィールドワー

クで連携する上智大学文学部・北條研究室との連携の継続は決まっているが、長期にわたりプ

ログラムを持続させていくためには、より強固な連携協定を締結する大学を増加させたい。 

 ③他校との合同発表会・コンソーシアムの構築 

5年間の研究開発の成果を普及するため、他の SGH校、21世紀型教育推進校と合同で研究発

表会を開催する計画であったが、日程調整がつかず、本年度も本校単独での研究発表会開催と

なった。SGH甲子園、高校生フォーラム等での他校との交流、21世紀型教育機構での合同会議
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は活発化しているので、次年度以降は他校との合同研究発表会をぜひ開催したい。また、その

準備として、オンラインでの研究交流、グローバル教育を推進するコンソーシアムの構築を構

想している。  

 ④海外大学への進学 

  平成 29年度には 8名の海外大学進学者を出すことができたが、その後の 2年は 2名ずつと増

加傾向にない。グローバルリーダーを育成する本事業の趣旨からすると、10名以上の海外大学

進学者を継続的に輩出する体制にしていきたいところであった。海外大学に進学した卒業生を

招いた進学相談会の開催、留学のための奨学金情報の提供など積極的な施策を講じ、海外大学

進学者を増加させていきたい。 

 

（７）今後の持続可能性について 

SGHの 5年間によって、本校生徒の主体性、思考力、英語力は大きく向上した。教員アンケ

ートでも、SGH事業での 5年間を意義あるものとして振り返る回答が多く、教員の意識向上、

教科間の連携を含め「良い取組であったことは疑いない」というのが本校教員の総意である。

一方で、指定期間終了により、学校全体で新たな教育に挑戦していく動きを止めてしまっては、

この事業で得た教育成果もすぐに後退してしまいかねない。これからの社会に求められる能力・

資質を考え、さらなる指導法改善、新たなネットワークの構築に挑んでいくことが必要である。 

次年度以降、管理機関である富士見丘学園は、SGH事業で開発した総合的な探究（サステイ

ナビリティ基礎・演習Ⅰ・Ⅱ）、高大連携、海外フィールドワークを発展させ、富士見丘中学

高等学校を拠点校とする WWL コンソーシアムの構築を目指すことを決定した。したがって、

今後も管理機関の支援の下、「サステイナビリティ基礎・演習Ⅰ・Ⅱ」は新たな要素を導入し

つつ、継続・発展させてくことになる。また、次年度のフィールドワークは、本年度の生徒募

集でも紹介している「釜石、台湾、シンガポール、マレーシア」を継続していく予定であるが、

将来的には演習のテーマ変更に合わせハワイ、グアムを加えることを検討している。 

今後本校が育成していくべき生徒像、新たに設定する目標を再度共有し、学校全体で SGH事

業で得た成果を発展させていきたい。 

 

 

 
【担当者】 

担当課  ＴＥＬ 03-3376-1481 

氏 名 佐藤 一成 ＦＡＸ 03-3378-0695 
職 名 広報部長 e-mail sato@fujimigaoka.ac.jp 
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 　Ⅲ　教育課程表

富士見丘高等学校【教育課程表】

必 修 科 目
単位数

必 修 科 目
単位数

選 択 α
単位数

選 択 β
単位数

必 修 科 目
単位数

選 択 α
単位数

選 択 β
単位数

国語 国 語 総 合 4 現 代 文 Ｂ 3 現 代 文 ・ 古 文 速 読 演 習 2 現 代 文 読 解 4 現 代 文 演 習 2

古 典 Ｂ 3 古 文 演 習 2 古 典 読 解 4 古 典 演 習 2

漢 文 演 習 2 理 系 現 代 文 演 習 4

国 語 総 合 （ α ） 3 国 語 総 合 （ β ） 2 国 語 総 合 演 習 ２

小 論 文 基 礎 2 小 論 文 演 習 ２

理 系 国 語 2

地理歴史 世 界 史 Ａ 2 世 界 史 Ｂ 3 世 界 文 明 史 2 世 界 史 Ｂ 4 世 界 史 Ｂ 演 習 2

日 本 史 Ａ 2 日 本 史 Ｂ 3 日 本 文 化 史 2 日 本 史 Ｂ 4 日 本 史 Ｂ 演 習 2

地 理 Ｂ 2 地 理 Ｂ 演 習 2

公民 現 代 社 会 2 現 代 社 会 演 習 2

政 治 ･ 経 済 演 習 2

倫 理 演 習 2

数学 数 学 Ⅰ 3 数 学 Ⅱ （ α ） 3 数 学 Ｂ 2 数 学 Ⅰ Ａ 演 習 4 数 学 Ⅰ Ａ 基 礎 演 習 2

数 学 Ａ 2 三 角 ・ 指 数 ・ 対 数 関 数 2 数 学 Ⅱ Ｂ 演 習 4 数 学 Ⅱ Ｂ 基 礎 演 習 2

文 系 数 学 Ⅰ Ａ 演 習 2 数 学 Ⅲ 4 数 学 Ⅲ 演 習 2

SAT　MATH 2 SAT　MATH 2

理科 化 学 基 礎 2 化 学 （ α ） 3 化 学 （ β ） 2 化 学 4 化 学 演 習 2

生 物 基 礎 2 生 物 （ α ） 3 生 物 （ β ） 2 生 物 4 生 物 演 習 2

物 理 基 礎 物 理 3 物 理 4 物 理 演 習 2

地 学 基 礎 地 学 3 地 学 4 地 学 演 習 2

保健体育 体     育 3 体     育 3 体     育 3 体 育 実 技 演 習 2

保     健 1 保     健 1

芸術 音  楽  Ⅰ 2 音  楽  Ⅱ 2 美 術 Ⅰ 2 音 楽 演 習 2

書 道 Ⅰ 2 美 術 演 習 2

外国語 コミュニケーション英語Ⅰａ コミュニケーション英語Ⅱａ ADVANCED ENGLISHⅠ 2 コミュニケーション英語Ⅲ ADVANCED ENGLISHⅡ 2

Advanced Langage Arts Advanced Langage Arts INTERMEDIATE ENGLISHⅠ 2 Advanced Langage Arts INTERMEDIATE ENGLISHⅡ 2

コミュニケーション英語Ⅰｂ 2 コミュニケーション英語Ⅱｂ 3 BASIC ENGLISHⅠ 2 英 語 演 習 3 BASIC ENGLISHⅡ 2

英 語 表 現 Ⅰ 英 語 表 現 Ⅱ LISTENING・SPEAKINGⅠ 2 英 語 表 現 Ⅲ LISTENING・SPEAKINGⅡ 2

Advanced English Expression Advanced English Expression Advanced English Expression

EXTENSIVE READING １

※ACADEMIC ENGLISH (2) ACADEMIC ENGLISH 2 ACADEMIC ENGLISH 2

家庭 家 庭 総 合 2 家 庭 総 合 2 調 理 演 習 2 調 理 演 習 2

被 服 演 習 2 被 服 演 習 2

情報 社 会 と 情 報 2 情 報 演 習 3 情 報 演 習 4

サステ イ ナビリテ ィ基礎 2 サステイナビリティ演習Ⅰ サステイナビリティ演習Ⅱ

自主研究５×２ 卒業研究

単位合計 36 23 9 6 16 12 0～6

特別活動 ＬＨＲ 1 ＬＨＲ 1 ＬＨＲ 1

総合計

注）

高　　２ 高　　３

2 2

4 4 4

高　　１

2 2 2

2

総合的

な学習

○単位数にカッコがついているものはアドバンストコースＡ・Ｂ、および同コースからの選抜生徒の履修科目。

○同一名称を持つα科目とβ科目については、同時に履修することは出来ない。

37 39 29～34

○コミュニケーション英語Ⅰａ・Ⅱａには「Online　speaking」（１単位相当）をふくむ。
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 Ⅳ　目標設定シート

１．本構想において実現する成果目標の設定（アウトカム）

f

サステイナビリティに関する課題研究に取り組む生徒数

４３人 １４人 ５人 － － － ５人

目標設定の考え方：授業、自主研究、研修でサステイナビリティ研究を行った生徒の数。

１９１人 １９７人 １６０人SGH対象生徒：

７人

１０１人 １３９人 １７９人

SGH対象生徒以外：

c

将来留学したり、仕事で国際的に活躍したいと考える生徒の割合

29% 64% 65% ー ー ー 30%

目標設定の考え方：現在は高１の生徒の割合が高いが、31年度で対象生徒の60％以上を目標とする。

27%

75% 63% 66% 68% 68% 60%SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

e

卒業時における生徒の４技能の総合的な英語力としてCEFRのB1～B2レベルの生徒の割合

26% 17% 33% － － － 60%

目標設定の考え方：英検２級、ＴＯＥFL57、ＩＥＬＴＳ4.0以上の生徒の割合が60％以上に達するよう英語教育を充実させる。

54% 74% 60%SGH対象生徒：

31%

－ － 39%

SGH対象生徒以外：

a

自主的に社会貢献活動や自己研鑽活動に取り組む生徒数

３０人 ７２人 １００人 ９３人 １０４人 １００人

目標設定の考え方：SGHの取組を通じ、社会貢献への意識を高め、対象生徒の３分の２が何らかの活動を行うようにしていく。

ー ー ー 　５０人７２人 ７４人 ４２人 １５人

SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

b

自主的に留学又は海外研修に行く生徒数

　　３９人 ４７人 １３人 ー ー ー 　　２５人

目標設定の考え方：希望者参加型の留学、海外研修プログラムを充実・発展させ、毎年１００人が参加する体制とする。

　　５０人

１３人 ６２人 ７９人 １１４人 １３２人 　　７５人SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

　３人

目標設定の考え方：SGHでの研究活動と生徒会、文化系部活動のコンテスト等への参加奨励の効果を見込む。

２人

２人 １１人 １５人 ２３人 ２４人 １２人SGH対象生徒：

SGH対象生徒以外：

スーパーグローバルハイスクール 目標設定シート (31年度/2019年度 実績）

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 目標値(31年度)25年度

d

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

　４人 １人 2人 － － －
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２．グローバル・リーダーを育成する高校としての活動指標（アウトプット）

＜調査の概要について＞

１．生徒を対象とした調査について

85% 90% 90%

○ ○ ○ ○

目標設定の考え方：全員が多くの授業でアクティブラーニング型の授業を導入していく。

目標設定の考え方：27年度内に外国語ページをほぼ完成させることを目標とする。

21%

h

先進校としての研究発表回数

１回 ４回 ５回 ７回 ９回

100%

i

９回 ８回

目標設定の考え方：３年目以降は、成果の普及のため発表回数を増やす。

　０回

○△

外国語によるホームページの整備状況

○整備されている　　△一部整備されている　　×整備されていない

△ △

j

生徒が主体となるＰＢＬ等アクティブラーニング型の授業を行っている教員の割合

48% 68% 87%

g

帰国・外国人生徒の受入れ者数（留学生も含む。）

２３人 ３７人 ４５人 ６１人 ５３人 ６４人 　　　４０人

目標設定の考え方：帰国生・外国人生徒の割合を全校生徒の1割まで増加させていく。

１４人

f

グローバルな社会又はビジネス課題に関する公益性の高い国内外の大会における参加者数

１０人 １２人 ２１人 ５９人 ７０人 ６５人 ６０人

目標設定の考え方：最初の３年間は参加者を増やすことを目標とする。

　２人

e

課題研究に関して企業又は国際機関等の外部人材が参画した延べ回数（人数×回数）

８人 ２６人 ４９人 ４５人 ４９人 ５５人

d

課題研究に関して大学教員及び学生等の外部人材が参画した延べ回数（人数×回数）

７０人 １８８人 ２４９人 ２８６人 ２７０人 ２６９人 １００人

目標設定の考え方：コアな連携を行う大学を中心に毎年100人以上の参画を目指す。

０人

２０人

目標設定の考え方：サステイナビリティ研究に関連ある企業、NPO、国際機関との連携を強めていく。

０人

c

課題研究に関する連携を行う海外大学・高校等の数

１校 ２校 ６校 ６校 ６校 ７校 ５校

目標設定の考え方：海外姉妹校1校から連携を開始し、３０年度までに大学１校、高校４校と連携ができるようにする。

０校

b

課題研究に関する国内の研修参加者数

６１人 ９５人 ９４人 １００人 ９６人 ９４人 １００人

目標設定の考え方：27年度から国内フィールドワークは学年行事として必修参加とする。

０人

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 目標値(31年度)25年度

a

課題研究に関する国外の研修参加者数

　　　０人 ９人 ３５人 ４４人 ４５人 ５１人 ５０人

目標設定の考え方：修学旅行、短期留学以外で、ＳＧＨに直接関係した研修の参加者数を５０人にする。

０人

283

387 343 306 279 296 283

SGH対象外生徒数 ー205 82

29年度 30年度 31年度

278

278

ー ー

全校生徒数（人）

SGH対象生徒数 101 197

25年度 26年度 27年度 28年度

296
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Ⅴ 実施報告 

 

１ 第５年次 研究開発実施計画 

研究開発最終年度となる２０１９年度の重点項目は、①「サステイナビリティ基礎」「サステ

イナビリティ演習Ⅰ・Ⅱ」の指導内容・評価法の完成、②事業終了後に向けた高大連携、国内外

フィールドワーク実施体制の確立、③CEFR の B1～B２レベルの生徒数増加に向けた取り組みの

強化、④ICT・e ポートフォリオ活用の促進、⑤国内外の研究発表会、留学・海外研修への参加促

進、⑥海外大学への進学支援の強化、⑦他校との合同会議・発表会の開催（成果普及）である。 

 

〇サステイナビリティ基礎（高 1 総合 必修） ⅰ）教科横断型授業、ⅱ）釜石フィールドワーク、

ⅲ）グローバルワークショップ（土曜３・４限 全８回）の３内容を実施。グローバルワークショ

ップは、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科大川研究室と連携し、「持続可能な開発目

標（SDGs）」をメインテーマとする課題解決学習を行う。 

〇サステイナビリティ演習Ⅰ（高２総合 選択） 「サステイナビリティ基礎」の学習内容を踏ま

え、高校２年生４８名が「災害と地域社会」「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」の３

つのゼミに分かれ、より専門的な課題研究を実施。「災害と地域社会」は慶應義塾大学環境情報

学部・大木聖子准教授、「開発経済と人間」はシンガポール経営大学経済学部・藤井朋樹准教授、

「環境とライフスタイル」は慶應義塾大学理工学部・伊香賀俊治教授と地球環境戦略研究機関・

藤野純一上席研究員のご協力のもと、グループワーク、ディスカッションを中心とした探究学習

を行う。各ゼミが行う海外フィールドワークは、１２月に台湾フィールドワーク（災害と地域社

会）、１月にシンガポール・フィールドワーク（開発経済と人間）とマレーシア・フィールドワ

ーク（環境とライフスタイル）を実施する。 

〇サステイナビリティ演習Ⅱ（高３総合 選択） 前年度「サステイナビリティ演習Ⅰ」を履修し

た高校３年生４５名が、ⅰ）自身の研究を深め、英文レポートを作成、ⅱ）後輩の履修者の課題

研究への助言と指導、を行う。研究レポートの作成・添削指導は、「サステイナビリティ演習Ⅰ」

の担当教員が兼務し、２年次に提出した内容を深化させる。 

〇行動力の向上プログラム  ⅰ）国内外の課題研究発表会、コンテスト等への参加支援、ⅱ）

地元商店街と共同で行う「スポーツ GOMI 拾い大会」への参加、ⅲ）「持続可能な開発目標（SDGs）」

をテーマとする文化祭の企画・実施を行う。 

〇英語発信力の向上プログラム  「卒業時 CEFR の B１、B２レベルの生徒割合を６０％以上に

する」という目標達成に向けて、ⅰ）Online Speaking（中２～高２）、ⅱ）英語日記・エッセイ添

削（全学年）、ⅲ）ICT を活用した指導法改善、ⅳ）英語コンテストへの参加支援、ⅴ）模擬国

連部の活動支援、等を実施する。 

〇スタディスキルの向上プログラム ⅰ）中学 1 年生を対象とした「ICT 学習」、ⅱ）中学 2 年

生を対象とした武蔵野美術大学と連携した美術展の企画・開催、ⅲ）教員・生徒間の情報共有の

ための「富士見丘ポータルサイト」の運用、ⅳ）探究学習における ICT 活用を促進するための教

員研修の企画・実施を行う。 
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２ 事業実施体制 

全教員が、１４のプロジェクトチームに分かれ、全校体制で研究開発を実施した。SGH 責任者

を中心とする「企画調整チーム」が、月に 1 回、プロジェクトリーダー会議を招集し、各プロジ

ェクトの進捗状況・問題点を確認し、活動を推進した。 

プロジェクト名 主な実施事項 プロジェクト 
リーダー 

企画調整 

◎ 各プロジェクトのタスク管理 
◎ 指定５年間の取組、成果の総括 
○ リーダー会招集、議事進行 
○ 大学研究室、企業との企画調整 
○ 実施報告書の取りまとめ 

白鶯訓彦 
（SGH 責任者） 

サス 
基礎 

教科横断型授業 ◎ カリキュラム・評価の再編・実施 関根淳 

釜石フィールドワーク ◎ 釜石フィールドワークの企画・実施 浅古拓人 

グローバルワークショップ ◎ グローバルワークショップの実施 浅古拓人 

サス 
演習 

 

災害と地域社会 
【台湾 FW】 

◎「サス演ⅠⅡ」授業の開発・実施 
○ 台湾フィールドワークの企画・実施 森有希 

開発経済と人間 
【シンガポール FW】 

◎「サス演ⅠⅡ」授業の開発・実施 
○ シンガポール・フィールドワークの 

企画・実施 
松永愛 

環境とライフスタイル 
【マレーシア FW】 

◎「サス演ⅠⅡ」授業の開発・実施 
○ マレーシア・フィールドワークの 

企画・実施 
町田寛未 

課題研究

以外 

行動力の向上 
◎ 研究発表会・コンテストへの参加支援 

◎ ボランティア活動等への参加支援 
〇 SDGs をテーマとする文化祭の企画 

遠藤央 

英語発信力の向上 
◎ 英語 4 技能指導法研究 
○ 英語関連コンテストへの参加支援 
○ ICT を活用した英語指導の促進 

田中裕樹 

スタディスキルの向上 
◎ 探究学習のスキルアップ・プログラム 
○ アクティブラーニング校内研修 
○ 先進校の授業視察 

美濃部直子  

高大連携プログラム 
〇 上智大・北條研究室との連携講座 
  「環境史フィールドワーク」 
○ 明海大学との連携講座 

藤本千恵 

成果普及 

◎ 研究発表会の開催準備 
○ ホームページでの実践報告 
○ 21 世紀教育機構等での他校への発表 
○ 新聞、雑誌等への記事掲載 

佐藤一成 

評価・検証 
（進路開発） 

◎ 事業評価アンケートの作成と実施 
○ 成果目標・活動指標の達成度調査 
○ 運営指導委員会による外部評価 
◎ SGH の成果を進路につなげる施策 

伊藤有 

事務局 
◎ SGH 関連の収支管理 
○ 決算内訳書、収支簿の作成 
○ 関係者への支払い、精算 

岩佐剛 
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◆ ＳＧＨ課題研究 各学年で習得すべき能力 

学年 授業 

サステイナビリティに対する 

興味・関心 

課題解決のための 

スタディスキル・行動力 

英語でのコミュニケーショ

ン力・情報発信力 

１年 

 

サス基礎 

（必修） 

○サステイナビリティの視点

から 3 つ以上の社会課題につ

いて簡単な説明ができる。 

 

◎自ら解決してみたいと思う

社会課題について、根拠をも

って具体的に語ることができ

る。 

【モチベーション喚起】 

 

○課題研究を進めるための

基本的な方法・ルールにつ

いて理解する。 

 

○グループでの活動方法を

理解し、他者と共に積極的

に課題解決にあたることが

できる。 

 

○プレゼンテーション資料

の作成方法を理解し、簡単

な資料を作成できる。 

○グローバルなコミュニケ

ーションの必要性を実感す

ることができる。 

２年 

 

サス演Ⅰ 

（選択） 

○自ら関心を持ったテーマに

ついて、積極的に探究してい

く姿勢をもつことができる。 

 

○グローバルな視点から自ら

の課題を捉えなおすことがで

きる。 

◎課題に対して多面的なア

プローチをすることができ

る。 

 

○課題の解決策について、

適切な根拠・証拠をもって

説明できる。 

 

○社会課題に対し自ら進ん

で行動できる。 

【探究力・行動力育成】 

○自ら関心あるテーマにつ

いて英語で質問・発言する

ことができる。 

 

◎アジアの高校生・大学生

と課題についてグループで

情報交換をすることができ

る。 

３年 

 

サス演Ⅱ 

（選択） 

○進路との関係で、自ら関心

を持ったテーマについてより

主体的に捉え直すことができ

る。 

◎グループワークでリーダ

ーシップをとることができ

る。 

 

○サス演での学習において

下級生に適切なアドバイス

を送ることができる。 

 

○課題解決の提案が、広く

世の中に発信できる形でま

とめられる。 

◎留学生・教員などによる

サポートのもと、自身の研

究内容を英語でまとめるこ

とができる。 

 

○（英語力の秀でた生徒は）

英語での研究発表会、コン

テストなどに参加する。 

 

【英語での発信力育成】 
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３ 課題研究への取組 

（１） サステイナビリティ基礎 

a 目的 

課題研究の基盤となる力を身につけるため、高校 1 年次必修科目として「サステイナビリティ

基礎」（総合的な学習の時間・2 単位）を実施する。学習目的は、サステイナビリティに関わる社

会課題の基本的な理解と研究へのモチベーションの喚起、研究活動に必要な基本的なスタディス

キルの習得に重点を置く。 

研究開発最終年度となる 2019 年度は、前年度までの実施内容を踏まえつつ、指導内容・評価法

の体系化、研究内容の充実を図る。 

  

b 事業内容 

Ａ 授業の概要・ガイダンス 

ⅰ 授業の概要 

本校教員が教科を超えて連携、指導する「教科横断型授業」、社会課題を現場で学ぶ「釜石フィ

ールドワーク」（10 月 24 日・25 日）、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科と連携して 21

世紀型スキルを育成する「グローバルワークショップ」（土曜 3・4 限 全 8 回）の 3 つの内容を

実施している。 

「教科横断型授業」は、前年までの合教科による特別授業方式を改め、1 年生の各教科の授業内

で、SDGs と関連させ「災害と地域社会」「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」に関わるテ

ーマの授業、探究学習の基礎となるアクティブラーニング形式の授業を行った。 

「釜石フィールドワーク」では、東日本大震災の被災地である岩手県釜石市を訪問。本年度も復

興に取り組む地域の方との交流を行い、グループで社会課題の解決策を考えた。 

「グローバルワークショップ」は、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科の大川恵子教

授と大学院生・留学生 20 名が来校し、ICT を活用したプロジェクト学習を実施した。本年度は

「持続可能な開発目標（SDGs）をテーマに計 8 回のワークショップを行った。 

 

ⅱ ガイダンス  4 月 16 日（火）7・8 限 

場所：本校プレイルーム 

対象：高校 1 年生全員 

内容：授業の概要説明と目標の提示 

   担当教員が「サステイナビリティ基礎」の授業の目標、概要について説明した後、昨年度

「サステイナビリティ基礎」を経験した高校 2 年生が、釜石市でのフィールドワークの成

果をまとめたプレゼンテーションを披露した。 
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Ｂ 教科横断型授業 

 ■2015～2018 年度の授業 

   上記の過去４年間において、全ての教科の教員のべ４２名が教科横断型授業を担当した。こ

の累計数は専任教員の数を上回っており、多くの教員がサステイナビリティ基礎の授業に関わ

ってきた。授業内容は「災害と地域社会」「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」という大

きなテーマの中で各担当者が自由に設定できるようになっており、この点が多くの教科担当者

の創意工夫を可能とした。また、複数の教員がグループワークをおこなうことによって、他教科

の教授法を相互に学ぶとともに、探究学習・アクティブラーニング型授業の指導法を校内で共

有、発展させることができた。 

 

「サステイナビリティ基礎」教科横断型授業・担当教員 

年度 災害と地域社会 開発経済と人間 環境とライフスタイル 

2015 年度 地歴２、理科１、芸術１ 地歴２、公民１、国語１ 理科１、英語１、数学１ 

技術家庭１ 

2016 年度 国語１、英語２、数学１ 地歴１、国語２、数学１ 理科１、国語２、数学１ 

2017 年度 地歴１、国語１、英語１ 地歴２、理科１ 保健体育２、英語１ 

2018 年度 地歴１、英語１、数学１ 理科１、国語１、数学１ 地歴１、保健体育１、芸術１ 

累計 地歴１０名・公民１名、国語９名、数学６名、英語５名、理科５名 

保健体育３名、芸術２名、技術家庭１名                 ４２名 

 

 ■探究学習をめぐる校内の状況 

①SDGs の浸透 

本校の校内には各所にその場に関連する SDGs のポスターを掲示しており、生徒への理解と

浸透を図っている。これら日常の意識づけを基盤として、次項目「教科横断型授業の再編」に

示すように、教科横断型授業を SDGs の項目をもとに再編することとした。 

  ②新指導学習指導要領への対応 

   教務部と進路指導部の共催によるカリキュラム会議を、各教科主任（英語科・国語科・数学

科・理科・社会科、技術家庭科・保健体育科・情報化・芸術科の各主任）出席のもと、以下の

日程で実施した。 

  第１回 2019 年 7 月 5 日（金）13:00-14:00 

第２回 2019 年 11 月 29 日（金）13:30-14:30 

第３回 2019 年 1 月 31 日（金）16:15-17:15 

    第３回 2020 年 3 月 2 日（月）13:00-14:00 

高等学校の新学習指導要領への対応と各教科における探究学習指導がテーマであり、その際

に議論された主な内容は次の通りである。 

     ・新学習指導要領の趣旨を踏まえた探究的な学びの強化 

     ・WWL 申請を前提とした文理融合型のカリキュラム 

     ・探究学習指導と進路指導の関連づけの強化      
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■教科横断型授業の再編 

①特別授業から通常授業へ 

   従来の合教科による特別授業形式では、探究学習指導を十分に深められないとう反省から、

2019 年度の教科横断型授業は、１年生の各教科の授業時間内で実施することとした。教科横

断型授業の再編の方針は以下の通りである。 

    ・１年生の各教科の授業において、従来の教科横断型授業を発展させた授業を展開する。 

    ・「災害と地域社会」「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」の３分野を意識する。 

    ・その指導法は教科横断型授業のノウハウを生かした探究的な学びとする。 

    ・学習内容が SDGs のどの項目に該当するか意識する。 

    ・定期試験にその内容を反映させて、生徒の評価に反映させる。 

    ・探究的な学びの指導法・評価法については、教科主任会議で共有する。 

 

  ②各教科の指導内容 

   上記①の方針の下、教科横断型授業として以下の内容を実施した。 

   【英語科】SDGs７：エネルギーをみんなに、そしてクリーンに 

        SDGs11：住み続けられるまちづくりを 

    コミュニケーション英語Ⅰa（4 単位）にて実施。釜石フィールドワークにおける「環境と

ライフスタイル」と関連する学習を行った。釜石でエコハウスを運営する山田周生氏のバ

イオディーゼル車での世界一周について書かれた英文を読み、１クラスを３グループに分

けて調べ学習を実施。そのまとめとして、次の三つの英文レポートを課題とした。 

     ・「学校で取り組める eco-friendly activity」 

     ・「Introduce Shusei Yamada and his activity」 

     ・「釜石市の震災からの復興と観光資源」 

    釜石フィールドワーク終了後には、生徒４名が１チームとなり英語プレゼンテーションの

発表会を行った。生徒同士で相互評価をおこなうとともに、ネイティブ教員の審査により

優秀賞を決定し、表彰をおこなった。  

 

【国語】SDGs17：パートナーシップで目標を達成しよう 

 国語総合ａ（２単位）にて実施。グローバルワークショップ、釜石フィールドワークの事前

指導として「持続可能な社会のあり方」について学習し、考えを深めた。また、探究学習の

基礎となる、活発なディスカッションを行うための討論の方法、論文作成のための話し言

葉と書き言葉における論理構造の違いを学習した。 

 

【数学科】SDGs７：エネルギーをみんなに、そしてクリーンに 

SDGs13：気候変動に具体的な対策を 

 数学Ⅰ（３単位）・数学Ａ（２単位）にて実施。釜石市と東京都の気温・降水量・電気使用 

 量をデータとして比較し、これを分析。課題研究の基礎となるデータ分析法の指導をおこ

なうとともに、パソコンを用いて分析結果をグループごとに発表した。 
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【理科】SDGs３：すべての人に健康と福祉を、SDGs９：産業と技術革新の基盤をつくろう 

SDGs14：海の豊かさを守ろう、SDGs15：陸の豊かさも守ろう 

    生物基礎（２単位）・化学基礎（２単位）にて実施。体内環境を整える体液や臓器、自律神

経・ホルモンなどを学んだ後、身体をまもる免疫の種類やシステムについて各自が調べ、発

表をおこなった。原子や酸・塩基、還元反応についての学習では、それらが実社会において

どのように役立っているかを調査した。また、植生の分布と時間経過による変化について

学び、現状の調査から今後の変化を予測してグループ発表をおこなった。 

 

【社会科】SDGs４：質の高い教育をみんなに、SDGs５：ジェンダー平等実現しよう 

SDGs10：人や国の不平等をなくそう、SDGs13：気候変動に具体的な対策を 

SDGs14：海の豊かさを守ろう、SDGs15：陸の豊かさも守ろう 

    世界史Ａ（２単位）・日本史Ａ（２単位）にて実施。夏期休暇の共通課題として「女子留学

生と女性教育の発展」についての調査とレポート作成を課し、論文指導をおこなった。ま

た、釜石フィールドワークの事前指導として、「災害と危機対応」のトピックを用いて危機

管理についてのグループ発表とディスカッションをおこなった。世界史Ａでは「古代文明

と自然環境」、日本史Ａでは「海外への視察と留学」について調査、考察をおこない、各自

がパソコンを用いて発表した。 

 

【技術家庭科】SDGs５：ジェンダー平等実現しよう、SDGs８：働きがいも経済成長も 

          SDGs12：つくる責任、つかう責任 

    家庭総合（２単位）にて実施。家族・家庭、女性の労働環境について調査、研究を行い、各

自が発表をした。また、消費者の権利と責任について学び、経済社会への意識の向上を図っ

た。実生活と関連させて「開発経済と人間」、「環境とライフスタイル」のテーマに結びつく

学習をおこなった。 

 

   【保健体育科】SDGs３：すべての人に健康と福祉を 

    保健（１単位）にて実施。「感染症とその予防」、「薬物乱用」、「飲酒喫煙」の三つのテーマ

から調査する内容を選択させ、グループディスカッションとプレゼンテーションをおこな

った。世界各国と日本の現状を比較するなどグローバルな視点でリサーチするように指導

した。 

 

   【芸術科】SDGs14：海の豊かさを守ろう、SDGs15：陸の豊かさも守ろう 

    音楽Ⅰ（１単位）にて実施。自然を題材にした楽曲を班ごとに選び、作曲の背景（自然への

憧憬・賛美・畏怖など）を探る。その後、その自然環境が現在かかえる問題を考え、これを

もとにその楽曲のＢＧＭとしての画像、映像を作成し、班ごとに発表した。 
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Ｃ 釜石フィールドワーク 

■概要 

「サステイナビリティ基礎」の一環として、10 月 24 日・25 日の 2 日間、高校 1 年生全員が岩

手県釜石市を訪問し、フィールドワークを通じて社会課題について学ぶプログラムを実施した。

2011 年の東日本大震災で甚大な被害を受けてから 8 年が経過した釜石において、復興及び将来の

釜石の発展を目指し多岐にわたる課題と向き合う方々との交流を通し、社会課題に対する当事者

意識を高めることを目的とした。生徒は、①「災害と地域社会」、②「開発経済と人間」、③「環境

とライフスタイル」の 3 つのテーマのいずれかのグループに分かれ、それぞれが課題を設定し、

現地でのリサーチ、グループディスカッションを経て、自ら解決策を考えていく。スタディツア

ーの手配、事前学習のサポートには、社会課題の可視化に取り組む企業・株式会社リディラバの

支援を受けた。 

 

 ■事前学習１「釜石について学ぶ」  10 月 9 日（水） 

  フィールドワークで釜石を訪れるにあたって、釜石という街の地理的・歴史的背景を学習した。

生徒が生活する東京から遠く離れた東北地方にあって古来より漁業が盛んであり、製鉄業で国の

経済成長を支え活況を呈したかつての繁栄した側面と、経済成長を終え高齢化が進行して再建が

待たれる近年の状況との両面を理解させた。また、東日本大震災発生当時の釜石の様子を映した

動画を閲覧して、実際の被災状況を把握し、それぞれが当事者意識を持ち、現地の人々が抱える

現在の課題は何かを考える土台を築いた。報道などで得られる間接的な情報ではなく、自らが現

地へ足を運び、現地の人々から一次情報を得ることがフィールドワークの意義であることが説明

された。 

 

 ■事前学習２「東日本大震災について考える」  10 月 16 日（水） 

  フィールドワークでは実際に被災した方々から実体験を伺うので、被災者が災害に対してどの

ような備えをしてきて、現在どのような生活をしているかを知るために画像や文献等の資料を使

用して学習した。しばしば大規模な震災を受けてきた三陸地方に伝わる「てんでんこ」という言

葉から、現地の人々は津波が発生した場合は各自が自分の命を自分で守るという教訓を受け継い

でいることを学んだ。「釜石の奇跡」とよばれる出来事も、この教訓を生かして避難が速やかに行

われた背景があり、地域社会が災害の経験を次世代に継承する場合、伝承や記録も有効な手段で

あることを理解した。 

 

 ■事前学習３「課題設定ワークショップ」  10 月 19 日（土） 

  翌週に行われる釜石フィールドワークに先立ち、釜石市の現状を学び課題設定・解決策につい

て考えるワークショップを実施した。 

はじめに、今回のフィールドワークの協力企業であるリディラバのスタッフから、「これからの

社会で人間に求められる力」について講話があった。課題を発見すること、感情共感すること、他

者と協働して調整することは人工知能には向かず、人間の価値として残っていくものであると説

明をうけた。続いて釜石フィールドワークの意義が語られた。社会の複雑さを理解して釜石のケ
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ースからサステイナビリティの観点を身につけること、課題解決に向け取り組む人々の姿を見て

社会問題を自分の事として捉えること、現地でしか得られない一次情報を編集して自ら考えるこ

とが強調された。与えられた問題を解くのではなく「自分で問題をつくる力」が重要だというこ

と、問題に対して当事者意識をもつ必要があるということ、マクロ（社会全体）とミクロ（現場）

の視点をもって考察することが、ポイントであることが確認された。 

その後「災害と地域社会」3 班、「開発経済と人間」3 班、「環境とライフスタイル」3 班の計 9

班に分かれ、各テーマについて釜石市の現状を学んだあと、約 2 時間のディスカッションが行わ

れた。9 班それぞれに、大学生・大学院生のファシリテーターが 1 名つき、「課題は何か、自分だ

ったらどうするか、社会として解決するには誰がどうすべきか、現場で何を聞いてくるか」など、

グループごと活発に議論し、発表を行った。 

  翌週のフィールドワークに向けて、それぞれのテーマへの問題意識を深めることができた。ど

のテーマも問題は重層的かつ複雑であることを実感し、フィールドワークを実施する際の着眼点

を得ることができた。 

  

■釜石フィールドワーク  10 月 24 日（木）・25 日（金） 

  高校 1 年 90 名、引率教員５名、リディラバのスタッフ・ファシリテーター12 名が参加して、2

日間のプログラムを実施した。引率教員は「災害と地域社会」に岡本、楢山、「開発経済と人間」

に志水、津田、「環境とライフスタイル」に浅古を配置した。 

 

 【1 日目】 

初日は東京駅から新幹線とバスを乗り継いで釜石へと移動し、釜石港に面する陸中海岸グラン

ドホテルに到着。昼食後に一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校代表理事の伊藤聡さんに『被災

時の体験』について講演していただいた。東日本大震災の発生時に釜石市根浜地区にある旅館「宝

来館」に勤務されていた伊藤さんは、津波に追われるように逃げた裏山で九死に一生を得た。震

災直後から旅館の再建と地域の復旧活動に奔走し、その活動を通じて全国から訪れるボランティ

アや地元釜石の人たちと関係を深めて「三陸ひとつなぎ自然学校」を設立。ボランティアツーリ

ズムから観光復興につながる事業に打ち込んでいる。現地のニーズに沿ったボランティア活動を

継続的に行うことの難しさを実体験から学ぶことができた。 

かつてラグビーの街として知られたこの地に釜石鵜住居復興スタジアムが建設され、フィール

ドワークの 1 カ月前にはラグビーワールドカップが開催された。復興スタジアムでは生徒達と同

年代の高校生が語り部となる伝承活動がおこなっていることを知り、“破壊と再生を繰り返して強

くなる街”という言葉が強く心に刻まれた。講演終了後は、3 つのテーマ毎にバスに分乗してスタ

ディツアーへ出発。クラス混成の 9 班でフィールドワークを開始した。 

 

「災害と地域社会」をテーマとする１～3 班は、津波で大きな被害を受けた根浜地区を訪れ、被

災に遭われた方々のお話から、被災当時の状況と現在の復興の様子を知るスタディツアーを実施

した。まず、津波で大きな被害を受けた旅館「宝来館」を訪れ、女将さんである岩﨑昭子さんから

被災当時の様子、そして復興に努めている現在の生活を伺った。実際に津波にのまれたものの、

30



 

そこから脱出して、被災した人々を自分の旅館で炊き出しなどして支え続けた岩崎さんのお話は

湧き上がるエネルギーと深い人間愛に根差した迫力あるものだった。本来であったら白砂清松の

美しい景色が広がる根浜であったが、現在は津波を逃れてその居住区が高台に移されている。次

は、その居住区に向かい、地域復興に努めている元町内会長さんや民宿の女将さんたちのお話を

伺った。特に印象的であったのは新しく居住区を決める地区割りの時に、災害時に高齢者を助け

ることを想定した区画割にしたこと、居住者すべてが納得するまで住む家を決めない合意形成の

やりかた、また回覧板も必ず顔を見て渡すなど日常のコミュニュケーションによって意識的に地

域の共同性が構築されている様子などであった。「自然災害は必ず起こるもので、それは善でも悪

でもない。問題はその後の人間の在り方だ」という「根浜マインド」監事の佐々木雄治さんの言葉

が印象的だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「開発経済と人間」をテーマとする 4～6 班は、唐丹町小浜漁港を訪れ、震災後に建設された防

潮堤（建設途中）を見学し、400 人のボランティアを受け入れている漁師の久保宜利さんから仮設

住宅でのボランティアの人との関わりや全国各地との繋がりについてのお話をうかがった。その

後、釜援隊の齋藤孝信さんから釜石の水産業の現状と課題についてのお話をうかがい、後継者不

足だけではない地方経済の課題について考えるきっかけとなった。釜石の水産業は震災後の海況

変化が顕著であり、品質低下や価格の低迷が問題となっている。漁業における水産資源の生産・

加工・流通・消費の構造の中で様々な課題があることを教えていただき、持続可能な水産業につ

いて、様々な分野が連携し総合的な力となって課題に向き合っていくことが必要だということを

学ぶことができた。また、風評被害への対応、今すぐ私たちにできることなど、生徒から出た質問

にも丁寧に対応して頂き、課題への向き合い方を改めて考える機会となった。 

 

「環境とライフスタイル」をテーマとする７～9 班は、一般社団法人ユナイテッドグリーンの山

田周生さんが運営する橋野エコハウスを訪問した。送電系統を使用せず、風力・太陽光などの自

然エネルギーやバイオエネルギーを自給する自作のシステムで電力をまかなうオフグリッド生活

は、災害時にも自立して電力を確保できる。災害に強く環境保全の観点からも優れたライフスタ

イルを実体験した生徒は、抱いていたエコ生活のイメージを一新させた。発電システムの説明を

うけたあと、エコハウス内で山田さんがバイオディーゼル車で訪れた世界を巡る旅と、その旅先
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で直面した地球規模の環境悪化の現状についてお話をうかがった。他人事ではなく自分自身の問

題として、バイオエネルギーを普及させようと地球規模で活動する山田さんの姿に多くの生徒が

強く心を動かされた。質疑応答では、地球環境の保護に対して高校生の立場からどのような行動

をおこせるかとの問いが出るなど、山田さんのグローバルな行動力に大いに刺激を受けた様子で

あった。 

 

各テーマのスタディツアー終了後、陸中海岸グランドホテルに帰着。夕食・入浴の後に２時間に

わたるワークショップをおこなった。「災害と地域社会」のグループは “根浜の人々が幸せに暮ら

せる持続可能な地域コミュニティをつくる施策を提案せよ！”、「開発経済と人間」のグループは 

“釜石の水産業が持続可能な産業となるための施策を提案せよ！”、「環境とライフスタイル」のグ

ループは “釜石が地域の人々にとって安心して暮らせる持続可能なエネルギー先進地域であるた

めの施策を提案せよ” という課題をそれぞれ与えられた。10 年後の社会をイメージし、どうなっ

ていることが理想状態で、現実の状況がどうであるのかを整理した。当日フィールドワークで見

聞きした一次情報をふまえて各班が課題の背景や解決策についてグループディスカッションをお

こなった。大学生・大学院生のファシリテーターのサポートを受けながら、様々な意見が飛び交

って白熱した議論が展開された。全ての班員の主張をすり合わせて合意形成し、解決法を考案す

るまで意見交換は夜遅くまで続いた。 

 

 

 【2 日目】 

2 日目は、朝食後にホテルを出発し、産業育成センターにて前日のワークショップの続きを再開

した。2 時間に及ぶ議論を経て、各班は課題設定とその解決策をポスターにまとめていった。2 日

間の集大成となるポスターセッションは、全体を 2 グループに分けて各班がワークショップで考

え抜いたことを発表しあった。自分とは異なるフィールドワーク見学地の様子を知ったことは、

釜石を多面的に理解して自身のテーマを考察する上でも大変有意義であった。生徒間の質疑応答

も次第に活発になり、忌憚のない意見交換が繰り広げられた。 

発表後には釜石市オープンシティ推進室長の石井重成さんから「釜石の地方創生～持続可能な

まちづくりを考える～」と題する講演をいただいた。50 年間で 6 割の人口が減少する釜石で市民

有志と若手市職員が協力して「つながり人口（関係人口）」を生かす地方創生を考案したり、次世

代を担う高校生向けキャリア教育を充実させて郷土の将来に貢献したいと思う高校生を増やした

り、釜石の未来を明るくする話題が多く紹介された。 

東京の都会生活から一転して釜石の復興に関わる人生に方向転換した石井さんから、「目の前に

ある現実は変えられる」と生徒へ熱いメッセージが送られた。自分らしく自由なキャリアをつく

るために「変革は半径 2ｍからはじめる」「情報発信は最大の情報収集」「心の声にしたがう」こと

などを挙げられた石井さんのお話は、様々な社会課題を発見し、解決策を模索してきたこのフィ

ールドワークの締めくくりとして生徒の胸に深く刻まれるものだった。 
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 ■事後学習「プレゼンテーション」 

 10 月 30 日（水）・11 月 6 日（水）・13 日（水）・12 月 4 日（水）・11 日（水） 

   

釜石フィールドワークの振り返り学習として、12 月 4 日（水）及び 11 日（水）にパワーポイ

ントを使用したプレゼンテーションを実施した。各班を 2 グループに分割して 4～5 人の少人数編

成とし、現地でおこなったポスターセッションの内容を再検討して、より具体的な解決策を提示

できるよう討議した。 

10 月 30 日（水）・11 月 6 日（水）・13 日（水）にグループワークの時間を設け、釜石で入手し

た情報をもとに再度課題を設定しなおして、その解決策を話し合い、根拠となる客観的データを

書籍及びパソコンで調べた。この発表では、都会の日常生活に戻った生徒達が「私たちに今から

できること」を提言することに重点を置き、現地で実施したワークショップと発表の内容をふま

えた上で、「私」を主語にして、社会課題は何か、問題解決に向けて自分自身がどう行動するのか

を班員で議論した。 

12 月 4 日（水）及び 11 日（水）の発表会では、「災害と地域社会」「開発経済と人間」「環境と

ライフスタイル」の各テーマ 6 グループ計 18 グループが、2 教室に分かれてプレゼンテーション

を実施した。各グループがまとめたパワーポイントの資料は論点がよく整理され、発表内容も被

災地の現状改善に対しデータで客観的根拠を示して解決策を提唱しており、説得力があった。生

徒は講評シートに各グループに対する講評を記入し、評価の共有化を図った。この発表会で各テ

ーマの最優秀班に選ばれた 3 チームが、2 月 18 日に本校で開催されるＳＧＨ研究発表会の発表者

となった。３週にわたって準備してきたプレゼンテーションを通じて、釜石の経験はより強く生

徒の心に残り、当事者の視点で社会課題をとらえる姿勢が確かなものになっていった。 

 

 ■成果・評価 

  今回で 5 年目を迎えた釜石フィールドワークは、現地の方々との連携及び協力関係がより強化

され、2 日間という短期間だが充実した内容のプログラムであった。スタディツアー訪問先も社会

課題を可視化できる場所を再検討し、「開発経済と人間」のテーマにおいて復興に取り組む漁港の

視察と建設中の巨大な防潮堤の見学を選定した。報道や知識として間接的に獲得する二次情報で

はなく、現地に足を運び自分の眼で観察し自分の耳で関係者から話を聞き感得する経験の貴重さ
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は計り知れない。フィールドワークや講演時の質疑応答やワークショップの場面での生徒の発言

は従来に比して数量内容ともに数段向上した。 

以下に掲載する生徒アンケートの結果からは、社会課題への関心の向上、課題研究へのモチベ

ーションの喚起、他者と協働して学ぶ態度の涵養といった学習目標は高い水準で達成されている

ことがうかがえる。 

 

 

■釜石フィールドワーク参加者アンケート（作成・分析リディラバ） 

10 月 25 日に帰りの新幹線の中で事後アンケートを実施した。 

回答の番号は「非常に当てはまる」を５、「全く当てはまらない」を１とした。割合は小数点第

2 位以下を四捨五入した。 

 

◇ フィールドワーク 

社会課題の現場に出て、言葉にできない体験ができた 

開発経済と人間 環境とライフスタイル 災害と地域社会 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0.0% 6.9% 17.2% 51.7% 24.1% 0.0% 6.5% 25.8% 32.3% 35.5% 0.0% 0.0% 13.3% 40.0% 46.7% 

＊各フィールドワークで 7〜8 割の生徒が非言語的な一次情報を得ることができたと感じている。特に

「災害と地域社会」をテーマとするグループでその傾向が顕著であった。 

 

社会課題の現場で得た疑問について、誰かに質問をした 

開発経済と人間 環境とライフスタイル 災害と地域社会 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

34.5% 6.9% 20.7% 24.1% 13.8% 9.7% 38.7% 22.6% 16.1% 12.9% 26.7% 10.0% 20.0% 16.7% 26.7% 

＊「開発経済と人間」、「災害と地域社会」において、4 割以上の生徒が質問を行っており、一定の学習

効果があったと見込める。「環境とライフスタイル」は、1（全く当てはまらない）と回答した生徒の

割合が低いことが特徴的である。 

 

社会課題の現場に入った経験に満足した 

開発経済と人間 環境とライフスタイル 災害と地域社会 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3.4% 0.0% 24.1% 41.4% 31.0% 0.0% 3.2% 19.4% 35.5% 41.9% 0.0% 0.0% 6.7% 36.7% 56.7% 

＊フィールドワーク全体で 7 割以上、「災害と地域社会」では実に 9 割以上の生徒が４・５と回答して

おり、各フィールドワークの満足度は非常に高い。また、再び社会課題の現場に入ってみたいかどう

かを聞いた別の質問では、上記の満足を問う質問よりも５の回答が多くなっており、生徒の意欲向上

にもつながっていることがわかる。 
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◇ グループワーク 

グループワークで積極的に自分の意見を話すことができた 

開発経済と人間 環境とライフスタイル 災害と地域社会 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3.4% 10.3% 24.1% 48.3% 13.8% 0.0% 19.4% 29.0% 32.3% 19.4% 3.3% 6.7% 26.7% 30.0% 33.3% 

＊フィールドワークでの満足度が高かった「災害と地域社会」のグループで特に活発な意見交換がなさ

れた様子が見て取れる。 

 

グループワークで自分とメンバーの意見を足し合わせて新しいアイデアを出せた 

開発経済と人間 環境とライフスタイル 災害と地域社会 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0.0% 0.0% 10.3% 65.5% 24.1% 0.0% 6.5% 41.9% 38.7% 12.9% 0.0% 6.7% 13.3% 43.3% 36.7% 

＊「開発経済と人間」において、１・２と回答する生徒が 0%であり、9 割近くの生徒が４・５と回答

していることは特筆すべきことである。「環境とライフスタイル」は、「釜石の」持続可能性という観

点でのアウトプットに苦慮しており、新しいアイデアを出す手前の試行錯誤で時間切れになっている

状況だった。 

 

グループワークに満足した 

開発経済と人間 環境とライフスタイル 災害と地域社会 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3.4% 0.0% 13.8% 51.7% 31.0% 0.0% 6.5% 19.4% 41.9% 32.3% 0.0% 0.0% 10.0% 23.3% 66.7% 

＊グループワークの満足度は 7-9 割が４・５と非常に高い結果となった。中でもフィールドワークでの

体験とグループワークの議論がうまくかみ合った「災害と地域社会」の満足度が 9 割と高かった。 

 

◇ 自己評価 

自分には社会課題を解決する力がある 

開発経済と人間 環境とライフスタイル 災害と地域社会 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0.0% 6.9% 72.4% 13.8% 6.9% 3.2% 9.7% 51.6% 35.5% 0.0% 0.0% 10.0% 50.0% 33.3% 6.7% 

＊「開発経済と人間」、「災害と地域社会」において、５の回答者が出ていることは、社会課題解決を行

うチェンジメーカーへの成長が期待される。 
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Ｄ グローバルワークショップ 

■概要 

グローバルな視点に立って様々な問題解決を図ることを目標に、高校 1 年生全員を対象とした「21

世紀型スキル」を育む計 8 回のワークショプ。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科の大川

恵子教授と大学院生・留学生約 20 名が来校し、6 月～翌年 2 月の土曜日の 3・4 限に実施した。 

本ワークショップでは、ICT を活用し Discussion based Learning、Playful Learning、Hands-on 

Workshop の手法を用いて、高校生自らが考え、学び、発信する「21 世紀型スキル」を育むことを

目的とする。昨年度までは、創造的なアイデアを創出する方法としてデザイン思考の基礎を体験す

るプログラムを採用してきたが、本年度は新たな試みとして、従来の価値や信念にとらわれず起こ

り得る未来を思索・推測して問いを創造するスペキュラティブデザインの方法論も採り入れた。ま

た、生徒自身が「21 世紀型スキル」を自己評価できるような仕組みづくりのために、キーコンピテ

ンスを下記の 4 分野 8 項目に再整理した。 

 

 

GLOBAL WORKSHOP2019 で育む Key Competencies 

Key areas Skill / Ability / Attitude Description 

Ways of Thinking 

Creativity &Innovation 

創造性・革新性 

既存の知識を利用して新しいアイデアや今ま

でなかったものを生み出すことができる 

Critical Thinking 

&Problem Solving 

批判的思考・問題解決力 

問題を見分け、系統的な解決法を用いて情報を

批判的に分析することができる 

Ways of Working 

Communication 

コミュニケーション 

口頭及び記述形式で自分の考えを効果的に伝

えることができる。 

Collaboration 

協働性 

チームで活動し、メンバーに貢献し学び合うこ

とができ、共感して関係を発展させられる 

Tools for Working 

Information & 

 Media Literacy 

情報・メディア活用能力 

自分に必要な情報を効率よく見つけ、適切に取

り扱うことができる 

ICT Literacy 

ICT 関連スキル 

さまざまなデジタルツールを使ってコミュニ

ケーションし、他者とつながることができる 

Living in The World 

Global & 

 Local Citizenship 

地球市民・地域市民 

SDGs の課題を意識して社会に貢献しようとい

う意欲を持つ 

Leadership, Initiative  

& Self-direction 

リーダーシップ・主体性 

目標に向けて主体的に計画を実行し、考えを行

動に移す行動力を身につける 
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■全体の構成 

本年度も主たるテーマを「持続可能な開発目標（SDGs）」とするが、アプローチの仕方を昨年と

は逆にした。昨年度は生活者から地球市民へと、生徒たちの視野を段階的に広げていくというアプ

ローチをとったが、本年度は最初に地球市民としての意識を喚起することからスタートした。世界

各国が合意した SDGs のコンセプトを提示し、世界市民としての自覚を喚起してから、国内の課題、

身近な問題へと視点を移し、最終的には生徒自らが提案するプロジェクトを実現していく。 

 具体的なテーマとしては、SDGs の 17 項目の中から、現在日本の達成度が不十分であり、かつ生

徒の日常生活にも関連の深い 4 項目（「5．ジェンダー平等を実現しよう」「12．つくる責任つかう責

任」「13．気候変動に具体的な対策を」「14．海の豊かさを守ろう」）に焦点を絞った。 

 

 

 

 

       世界    日本  日常生活 生徒 

 

 

 

 

 

 

 

【第１回】2019/6/15 『世界におけるＳＤＧｓ』 

最初にワークショップの目的として、将来より良い生活を送るために地球市民の一員として社会

を自ら改善する姿勢の重要性と、持続可能な社会を実現する目標としての SDGs の説明がおこなわ

れた。初回のセッションは 20 チームに分かれて「ポジティブな未来をデザインする」という課題が

与えられた。SDGs が実現した 2030 年の社会のベストシナリオを想像し、チームごとにそのイメー

ジをコラージュの手法で視覚化して表現した。 

 最後はグループ間で完成品を発表してコンセプトを説明しあった。ファシリテーターとして参加

する留学生との英語でのコミュニケーションにも積極的に取り組んだ。 
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【第２回】2019/6/29 『日本におけるＳＤＧｓ』 

SDGs の諸課題に対して active citizen（行動的市民）としてどのように関わるのかを考えた。 

人間と動物の共生や二酸化炭素排出量の削減などの問題を挙げ、多様な立場や状況を想定して改

善できることをグループで討論し、持続可能な社会へのロードマップを作成。まず理想的なゴール

を考え、ゴール達成のために何が必要かを列挙して、今現在出来ることを具体的に明示する、とい

う「未来から現在へ」時間を巻き戻してとるべき行動を決定した。 

ロードマップの完成後、active citizen として夏休みまでの自分の決意を英語で発表。その決意を

イラスト化し、缶バッジを作成して SDGs に能動的に関与する態度を表明した。 

 

【第３回】2019/9/21 『日常生活におけるＳＤＧｓ』 

身近な社会課題として今回のセッションではジェンダー平等を取り扱った 

はじめにジェンダー平等についてのアンケートを実施し、世界中で児童婚する女性の割合や日本

における国会議員の男女比等の問いを通じ、グローバルな視点からこの問題をとらえ直した。 続い

て、グループごとに協働して解決策を模索した。カードゲームを使用して誰か（家族、コミュニテ

ィ、NGO、学校などの立場のいずれか）になりきり、課題を抱えている女性（デート DV、「ガラ

スの天井」、ハイヒール問題）を救済するための具体的方策を考え、チーム内でシェアした。 

 同一の問題に対して立場の違いにより関与の仕方が全く異なり、問題改善のためにはより多くの

多様な視点に主体的に関与することが必要だと実感するセッションとなった。 

 

【第４回】2019/10/5 『生徒によるＳＤＧｓ』 

前回に引き続き、「グローバルシチズンとして、ジェンダー平等を理解しすべての女性の能力強化

をおこなう」ことを目標とする。最初におこなったアンケートでは、リストアップされた様々な職

業に対し、男性・女性どちらの職種というイメージを持つかを回答し、自分や周囲の人々が職業と

ジェンダーにどのような関係性を感じているかを明らかにした。続くグループワークでは、主に男

性または女性が就くとイメージされている職業の共通点や理由などを言語化していき、グループご

とに発表しあった。最後に、性差をめぐる日本社会の現状と SDGs の Goal5 の達成に向けた今後の

展望を共有し、自分達が将来活躍できる社会を実現するために、女性自身の行動が必要であること

を確認した。 
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【第５回】2019/11/16  『Life on Earth プロジェクトの構想』 

今回のテーマ「Life on Earth」が提示され、それを理解するための４択のクイズを実施した。SDGs

の Goa12・13・14 に関連する「フードロス」「プラスチックの使い捨て」「ファストファッションの廃棄」

「エネルギー消費」「海洋ゴミ」についての問いかけである。 

 続いて行われたゲームでは、架空の 5 人家族のプロフィールを各班が設定し、それぞれ生活様

式の違うキャラクターたちが上記の５テーマについてどう対応すべきかのアイデアを出し合った。

自分の班が設定したキャラクターに対して他の班が提示したアドバイスの中で優れたものを選び、

全員で共有した。こうして、国境をこえて生じる環境問題に対しては、アイデアを出しあい合意形

成することで改善への対策が増えていくことを確認した。 

 

【第６回】2019/12/14 『プロジェクトの制作』 

最終回のワークショップにおいて、生徒自らがグローバルな課題への意識向上を人々に呼びかけ

る Global Awareness Day を開催することが説明された。 

その準備として、生徒が Food Waste（フードロス）、 Fast fashion（ファストファッション）、 

Gender Equality（ジェンダー平等）、Marine Litter（海洋ゴミ）の４テーマに分かれ、テーマへの

理解を深めるためのショートフィルムの撮影、啓発のためのポスターの作成、関心を高めるための

フォトブースの作成を次回にわたって行っていく。３部門に分かれてアイデアを練りつつ、チーム

全体でコンセプトを共有し、統一性を保つよう留意して協働学習をすすめた。 

 

〈成果例〉生徒が制作したポスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

【第７回】2020/1/11 『プロジェクトの完成』 

前回の続きを行ったが、この日は教授や大学院生・留学生との質疑や助言がオールイングリッシ

ュとなる“English Day”とした。  

どのように工夫すれば来場者の問題意識を高めることができるのか、積極的にファシリテーター

と英語で相談する様子が多く見られた。制作したポスターや短編映画を通じて人々が行動を起こす

契機となるように、説得力のある情報を収集。どうアピールすれば強い印象を及ぼせるかを議論し

ながら作品の制作をすすめた。初期に比べて生徒たちの ICT の活用能力は飛躍的に向上している。 
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【第８回】2020/2/8 『プロジェクトの発表会“GLOBAL AWARENESS DAY”』 

最終回は“GLOBAL AWARENESS DAY”と題して１年間のグローバルワークショップの集大成

となる発表会を開催した。「フードロス」「ジェンダー平等」「ファストファッション」「海洋ゴミ」

問題に焦点を当て、生徒自身が active citizen として意識向上の啓発活動をおこない、より良い未来

の在り方を提案するイベントである。当日は保護者や他学年生徒など多数の来場者で賑わった。 

最初に全員で鑑賞した『ムービー』部門は、英語のナレーションがついたもの、アニメーション

で表現したもの、「ロミオとジュリエット」のストーリーに倣ったものなどバラエティに富み、自由

な発想と表現方法が印象的であった。その後『ブース』部門と『ポスター』部門を相互に鑑賞しあ

い、研究成果の説明に対して質疑応答を行った。最後に生徒及び参観者全員の投票により各部門の

優秀作品が選出された。 

全 8 回のワークショップを通じて、生徒はボーダーレスな社会問題に対する意識を高め、他者と

交流して異文化を理解し、協働で問題を解決する貴重な経験を積むことができた。 

 

〈成果例〉“GLOBAL AWARENESS DAY”で作成したブースおよびムービー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈生徒プレゼンテーションの様子〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成果物アップロード先 http://bit.ly/gw19shortmovie 
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Ｅ アンケート結果と実施の効果 

 「サステイナビリティ基礎」の 1 年間の振り返りとして、2020 年 2 月 19 日（水）に高校 1 年生

を対象にアンケートを実施した。アンケートの結果とその評価を以下に述べる。 

  高校 1 年生の振り返りアンケートでは、5 年連続で「身についた力」として挙げた６項目の全て

で「強くそう思う」「そう思う」という肯定的回答が否定的回答を上回った。本年度は肯定的回答

が 90％を超えたのが 4 項目（「社会課題への関心が増した」93％、「サステイナビリティについて

考えを深められた」93％、「ICT での情報検索力・まとめる力が増した」93％、「英語の能力を高

めたいと思うようになった」90％）と、過去最高となり、高校 1 年の基本目標である“課題研究へ

のモチベーション喚起”は十分達成できたものと評価できる。 

  最も印象に残った学習は、5 年間で初めて「グローバルワークショップ」がトップとなり、釜石

フィールドワークを上回った。釜石フィールドワークの満足度も低くない（p 参照）ので、グロ

ーバルワークショップがより達成感の得られる内容となったためであろう。 

■「サステイナビリティ基礎」（授業、ワークショップ、釜石 FW）で身についた力 

  

強く 

そう思う 

そう思う 

あまり 

思わない 

全く 

思わない 

回答計 

（人数） 

社会課題への 

関心が増した 

39% 54% 4% 3% 80 

サステイナビリティに 

ついて考えを深められた 

44% 49% 5% 3% 80 

積極的に議論が 

できるようになった 

40% 49% 10% 1% 80 

人前で堂々と発表が 

できるようになった 

24% 45% 28% 4% 80 

ICT での情報検索力・ 

まとめる力が増した 

44% 49% 5% 3% 80 

英語の能力を高めたいと 

思うようになった 

54% 36% 6% 4% 80 

 

■「サステイナビリティ基礎」の内容で特に印象に残っていること 
 

「サス基礎」の中で 

最も印象に残る学習 

 

教科横断型授業 

グローバル 

ワークショップ 

釜石 

フィールドワーク 

回答計 

（人数） 

5% 53% 42% 80 

 

「サス基礎」の授業で 

最も印象に残るテーマ 

 

災害と 

地域社会 

開発経済と人間 

環境と 

ライフスタイル 

回答計 

（人数） 

26% 38% 36% 80 

 

41



■自由記述による回答 （高校 1 年「サステイナビリティ基礎」を通して学んだこと、感じたこと） 

A 組 

・入学時は SDGs に関して何も知らなかったのですが、今ではとても関心が持てるようになりました。日本史

の授業で SDGs を踏まえたうえでレポートを書けるようになったり、英語のプレゼンで SDGs に関連した

話題を取り上げて社会問題について話せたりするようになりました。私生活でも、子ども国連が主催する

SDGs について考える会などに自主的に参加するようになったり、買い物をしていてふとした時に、これは

SDGs について考えられた商品だな、などと思ったりするようになりました。 

・世界にいる貧困の人の現状や、どれくらいのプラスチックや食べ物が捨てられているかを知ることができた。 

・今日本では、コロナウィルスの話ばかりだが、何年も前にあった災害によっていまだ苦しんでいる人がたく

さんいるということを忘れてはいけないと感じた。 

・クラスメイトとともにアプリを使って一つのポスターを同時に作り上げることは、初めて経験したことなの

で、新しい技術を身につけられたと思う。 

・中学の頃から SDGs の項目に興味があり、グローバルワークショップを通してもっと深堀して知識を増やす

ことができた。違うクラスの人や大学の人と交流して意見交換するのが楽しかった。 

・世界の様々な問題は絡み合っていること、誰かではなくて私たちにできることがあるのだということを実感

した。 

・以前より環境問題に興味を持つようになり、エコバッグを持っていく、なるべくビニール袋をもらわない、

ごみをなるべく作らないようにする、など意識的に取り組むようになった。 

・グループで協力して調べ、まとめ、話し合うことの難しさをとても強く学ぶことができました。また、富士

見丘高校には外国に住んでいた経験のある人がたくさんいるので、話し合いを通して文化や価値観、意見の

主張の仕方の違いも学ぶことができました。 

・グローバルワークショップでは、数人で小さなグループになり、お互いに意見を出し合うことが出来た。

SDGs の問題について細かなことまで様々なことを学んだ。最後に同じ教室の人と大人数で協力しながら映

像の案を出したりするのも楽しかった。 

・土曜日に行われる GWS は、世界基準、100 年単位で考えた問題が多く、私たちが普段ニュースを見ていて

得る情報とは違うものもあり、面白かったです。世界の問題を知ることで視野が広くなり、グループワーク

をすることで一つの意見にとらわれずに柔軟な思考ができるようになりました。釜石 FW では、被災地の現

状を肌で感じることができ、自分がどれだけ被災地のことを知らなかったのかに気づかされました。 

・釜石フィールドワークの優秀チームに選んでいただき、SGH 研究発表会で発表したことは自分にとってと

ても大きな経験でした。釜石市を活性化させるために立てたプランを行政の方に連絡をしたところ、実現可

能だと思うというお返事をいただいたときは本当にうれしくて自分の研究に自信が持てました。 

・私は SDGs についてあまり知りませんでしたが、このプログラムを通して SDGs に触れる機会が増え、日

常でも考えたりするようになりました。一番印象に残っているのは GLOBAL AWARENESS DAY です。海

洋問題について調べ、発表をしたことで、私の意識も大きく変わりました。今では、世界の環境問題に少し

でも貢献できればいいなと思い、海洋問題への小さな対策として水筒を持ち運ぶようになっています。 

・グローバルワークショップでは、SDGs で掲げられている目標のために自分が今何ができるのか、何をすべ

きなのかを考え、学ぶことができました。また、自分の知らなかった、地球や社会で起きている問題を知り、

興味を持って目を向けられるようになったことで、自分自身も成長できたのではないかと感じました。 
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・サステイナビリティ基礎を通して学ばせて頂いたことは、他のクラスの人を含めた様々な人との交流の大切

さ、世界に今現在潜んでいる問題の深刻さとそれらの解決策を考えていくための力です。これらを踏まえて

私は、差別やいじめられている人々のために解決策を考えていこうと決意しました。 

・入学したばかりの頃はサステイナビリティというのがまずわからなくて、最初は先生方が何を言っているの

かがわからなかったのですが、先生方やグローバルワークショップでお世話になった大学生の方々、釜石

FW で話をしてくださった皆さんのおかげでとても興味深く感じられるようになりました。 

・授業も楽しく、積極的に参加することが出来、高校一年生で社会問題に興味を持てるようになりました。家

でもニュースを見ることが楽しくなり、積極的に見ることが増えました。また、サステイナビリティ基礎を

やっていなかったら、SDGs についても知らないままでいたと思います。いろいろな場面で SDGs の項目を

考えることが出来、学びを深めることが出来ました。 

・自分の気になった事柄に対して徹底的に追及していくということを一年続けた結果、そのつながりから他の

こともいろいろと知ることができ、知識の幅が広くなった気がする。 

・物を買ったときにビニール袋の使用を断る、ストローを使わない、など日常的に自分から環境問題の改善に

貢献できるような行動ができるようになった。 

・特に印象深いのは、釜石 FW です。この FW は自分にとってとても良い刺激となりました。釜石 FW でも、

GWS でも、授業を重ねていくごとに、同じグループの方たちと意見を共有していくことができました。一

年間のサステイナビリティ基礎の授業で学んだことは、自分が思ったこと、考えたことをしっかり伝え、相

手の意見を受け入れ、解決策を共に考えていくことです。来年度選択するサステイナビリティ演習につなが

るだけでなく、これからの自分の人生のプラスになる良い授業だったと思います。 

Ｂ組 

・SDGs の目標には何があるのかだけでなく、その目標を達成するためにはどうすればよいかをみんなで具体

的に考えられ、それを通して自分の視野が広がったような気がした。今後にも生かしていきたい。 

・SGH 研究発表会の発表者でしたが、課題設定からの解決策までの流れが発表前日までなかなかまとまらず、

大変でした。この経験は来年のサステイナビリティ演習につながると思います。 

・知らなかった世界の問題が本当にたくさんあり、もっと一人一人が問題意識を持たなければいけないという

ことが再確認できた。 

・SDGs についてよく知ることができた。 

・先輩の発表を見て、高校生でも団体と協力して活動したり公の場で活動を広めたりすることができ、決して

小さな場だけで動いているだけではないと勇気づけられました。 

・環境に対する活動には思っていた以上にいろいろな取り組みがなされていることを知ることができたので、

その点は良かったと思います。以前よりも少し視野が広がりました。 

・一人では調べようと思わない問題を、サス基礎を通してもっと知りたいと思うようになりました。 

・釜石の経済について学ぶことができて良かったです。 

・釜石 FW で仲間と一緒に議論したのが印象的です。 

・釜石でいろいろな人のお話を聞いて、同じ東日本大震災を経験したといっても、被害の大きさが違い、災害

に対する考え方も全然違うのだと実感しました。 

・災害からの復興は大変なんだと思った。 

・自分で現地に足を運んで感じてみることが大事だと思いました。 
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・SGH 研究発表会をみて、世界的なイシューとされている問題は、案外私たちが今すぐできることが沢山あ

るということに気づきました。 

・今までは世界の問題にあまり関心がなかったけれど、サステイナビリティ基礎で様々な問題の現状を知り、

自分で考えたり、友達と話したりするようになりました。 

・GWS などで SDGs に触れたことで、私たちがつくる環境汚染・破壊を本当に深く反省させられた。 

・この学校に来て初めて SDGs の存在を知りました。そして、模擬国連やグローバルワークショップを通し

て、私たち個人が世界をよりよくするために SDGs の取り組みが必要で重要だということを学びました。 

・被災地がどのように復興してきたか、震災の影響で漁業などにどのような課題があるかを学ぶことができた。 

グループワークで意見交換することは、釜石 FW で慣れました。" 

・環境問題や社会問題などについて深く知り、それについて自分で考えたり調べたりする力がつきました。 

C 組 

・SDGs についての知識が増えた。 

・いろんな社会問題に対して、高校生がどのように意識し意見を持つのか、それを知ることが面白く刺激にな

った。 

・まだまだ私たちの知らない環境や人々の生活にかかわる大きな問題があると感じた。国内の一つの地域を切

り取っても、沢山の課題が浮かび上がってくるので、世界に目を向けるときっともっと多くの問題が出てく

るんだろうなと思った。" 

・今までとは異なる視点から物事の判断ができるようになり、とても良い経験でした 

・想像していた以上に再生可能エネルギーが実用化されていないことを知った。 

・世の中について深く学ぶことができたと思う。 

・GWS で、世界的に見て日本にはまだまだたくさんの課題があるんだと思いました 

・サステイナビリティ基礎で釜石 FW を経験したことで、以前は関心の無かった社会問題について自分で積極

的にかかわろうと思うようになった。 

・社会性がついたと思います。 

・グループのみんなで多くの問題を話すことができて楽しかった。 

・授業の中で現代の様々な問題に関われるので、世界で起きている問題に敏感になった 

・普段の自分だったら考えなかったことも深く学べたと思う。釜石 FW では実際に現地に行って課題の現状を

理解できた。 

・グローバルワークショップは、全体のテーマは毎回一緒なのに個々のテーマは毎回違っていてつも驚きがあ

りました。 

・マスメディアの情報だけではわからないことがたくさんあると知った。 

・フードロスについてもっと学んでいきたいと思うようになった。 

・私は釜石 FW で山田さんのエコハウスを訪問し、その結果を SGH 研究発表会で話しました。発表までの過

程では、自分たちで問題を見つけ、その解決策を立案するということを行いました。とても大変なことでし

たが、社会問題を解決していくにはこうした取り組みを行うことが大切なのだと知ることができました。 

・釜石 FW やグローバルワークショップを通して、持続可能性について考えることの重要性を知りました。 

・SDGs について知り、さらにそれについて自分の考えを深めることができました。 

・国内であっても私たちが住んでいる東京から釜石までは遠いです。だから、そこでの出来事や問題などはニ
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ュースでしか知ることができません。しかし、実際に現地へ行くことでニュースだけでは知りきれないこと

を見聞きして学ぶことができました。 

・グローバルワークショップで今まで知らなかった世界の問題について詳しく知ることができた。 

・今の社会問題を知ることができ、社会全体で大切なことは何かを学ぶことができました。 

・どんな物事も、人と人との繋がりの上に成り立っていることを学んだ。 

Ｄ組 

・普段学ばないことを実際に釜石に行くことで肌で感じることが出来て良かった。 

・観光力でこれからの世界を大きく変えられるのではないかと考えるようになりました。 

・エコハウスの普及を達成するにはどうすればよいのかを班で一生懸命考え、たくさんのことを調べることが

出来ました。 

・釜石に行きいまだに残る被害などについて知った。 

・社会問題の現状を深く理解することが出来てよかった。 

・他のチームの発表を見て、私が思いつかなかった具体的な対策を考えていてすごいと思った。 

・さまざまな情報の選択の仕方、ものの考え方をもっと勉強していきたいと思うようになった。 

・社会に向けての広い視野を学べただけでなく、協力してなにか物事を作り上げたりお互いのプレゼンを聞き

あったりすることで学べたことも多かったと思います。 

・地球規模の課題について自分たちで考え解決策を導き出すのはとても大変だったが、やりがいを感じたし、

社会の一員という自覚が持てた。 

・プレゼンメンバーに選ばれたので、釜石 FW が特に印象に残っています。日本社会の課題が、釜石 FW に行

く前と比べてだいぶ理解できたと思います。 

・グローバルワークショップや釜石 FW を通して、SDGs がこれからの日本、世界に必要なものであるという

ことがわかりました。そして、最後の GLOBAL AWARENESS DAY で実践(ポスター制作、映像制作)した

ことでさらに理解を深められたと思います。 

・社会問題の何が問題でどう対応すればよいかを知り、また、解決することの難しさを学んだと思う。 

・ジェンダー平等についてもっと多くの人に知ってもらいたいと感じた。そして自分自身も、もっとジェンダ

ー問題について関わっていきたいと強く思った。 

・いろいろな環境問題について身近に知ることができて、とても貴重な体験ができたと思う。また釜石 FW で

は現地の人から直接話が聞けたので、より真剣に考えるきっかけになった。グローバルワークショップでは、

楽しみながら学ぶことができ、世界の問題が身近なものに感じられた。 

・SGH 研究発表会を終えての正直な感想は、釜石に一回行っただけで解決策を実践せずに発表するのは難し

いということだ。来年は実践した内容で発表をしたい。 

・今の社会の問題に向き合い、自分たちで何ができるかを考え行動していくことは大切なことだと感じました。

しかし、それを実行するのは簡単なことではないので、行動力と忍耐力が必要だと思いました。 

・みんなで問題について話したり意見交換をしたりすることで、今まで思いつかなかったような意見が出てき

たことから、多くの人の意見や発想を取り入れることが大事だと思った。また知ることで終わりにせず行動

していくことが問題解決のために必要だと思った。 

・サステイナビリティ基礎の学習を通して、環境問題への関心がさら沸き上がっていく感じがしました。この

関心を次に生かしていきたい、自分自身がさらに挑戦していきたいと思えるような内容で良かったです。 
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（２）サステイナビリティ演習Ⅰ 

a 目的 

高校１年次の「サステイナビリティ基礎」で興味をもったテーマについて、より深く探究し、

グループで課題研究を発展させていくため、高校 2 年次の選択科目「サステイナビリティ演習

Ⅰ」（総合的な学習の時間・２単位）を実施する。 

大学の研究室、専門の研究者と連携したゼミ形式の授業により、各テーマにおける課題研究を

深化させ、情報検索力、論理的思考力、コミュニケーション力など探究学習に必要な学習スキル

を向上させる。また、各テーマについてよりグローバルな視点で学ぶため、海外 3 地域でフィー

ルドワークを実施する。事前・事後学習、現地の高校・大学との交流授業などを通して、英語で

の情報発信力・コミュニケーション力を育成する。 

 

b 事業内容 

Ａ 授業の概要・ガイダンス 

ⅰ 授業の概要 

「災害と地域社会」「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」の各テーマで課題研究を希望

する高校２年生（４８名）が、３つのゼミに分かれ、グループ研究を進める。 

各ゼミでは、大学の教員、専門の研究者と本校の 2 名の教員（1 名は英語科）とが連携して指

導にあたり、グループで設定した研究テーマについて議論、発表を繰り返しながら、研究を深化

させていく。１２月又は１月に実施する海外フィールドワークでは、研究テーマについて関連施

設を視察・インタビューを行うとともに、これまでの研究成果を現地の高校・大学で発表し、交

流授業を行う。研究成果は、英文レポートとパワーポイント資料にまとめ、２月に実施する

SGH 課題研究発表会でルーブリックによる評価を行う。 

 

ⅱ ガイダンス  ４月 16 日（火）7・8 限 

場所：本校ペントハウス 

対象：サステイナビリティ演習Ⅰを履修する高校 2 年生 

内容：授業の概要説明 目標と課題研究の進め方の提示 

サステイナビリティ演習Ⅰを選択した高校 2 年生に、1 年間の授業の流れと目標、課題研

究の進め方を説明した。目標や研究の進め方について全体で確認した後は、３つのゼミに

分かれてスケジュールの確認を行った。 

 

 

 

「サステイナビリティ演習Ⅰの目標」 

1．自ら関心を持ったテーマについて深く探究していく姿勢を持つ。 

2．課題に対して多面的なアプローチをすることができる。 

3．課題の解決策について適切な根拠・証拠をもって説明できる。 

4．選んだテーマについて英語で発表、質疑ができる。 

5．アジアの高校生と課題についてグループで情報交換をすることができる。 
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Ｂ 災害と地域社会（台湾フィールドワーク） 

■概要 

過去３年間の実績を踏まえて、サステイナビリティ演習Ⅰの一環として、高校 2 年生の履修者
18 名で台湾フィールドワーク（以下、FW）を実施する。この FW は１学年次における釜石 FW を
踏まえ、日本と同様の地震国である台湾を訪れ、特に 1999 年 9 月に台湾中部を襲った「集集地
震」をテーマに、地震の傷跡や復興の足跡を辿るものである。滞在中、南投県草屯に所在する旭光
高級中学を訪問し、今後の防災や地域復興のあり方について同年代の生徒と意見交換をおこなう。 

FW の実施前には、慶應義塾大学環境情報学部 大木研究室のサポートを受けながら、「災害と地
域社会」をテーマとする課題研究を進めていく。課題研究を通して思考力・探究力を養うととも
に、防災へのアクションプランを作成することで課題解決力・行動力を向上させる。また、現地で
の発表、2 月の課題研究発表会を通じて、英語でのプレゼンテーション力、コミュニケーション力
の向上を図る。 

 
■担当教員・協力 

  森有希（国語科）・松澤一徳（英語科） 
   授業全体の構想と進度計画、生徒の課題研究、制作活動の助言・指導を担当する。 
  大木聖子（慶應義塾大学環境情報学部地震災害研究室 准教授） 
   地震防災に関する講義、生徒の課題研究に対する助言・市道を担当する。 
  賴文基（台湾国立成功大学防災研究中心 副主任） 
   台湾 FW における「集集地震」関連施設・遺構を訪問し、見学する際の案内、及び現地校に

おける講義と生徒プレゼンテーションの企画運営を担当する。 
  林敬三（名古屋産業大学環境情報ビジネス学部 教授、日本台湾教育センター顧問） 
   台湾 FW における現地での行程調整を担当する。 
  郭艷娜（日本台湾教育センター主任 日本事務所所⻑） 
   台湾 FW の事前講座として、台湾事情に関する講義と中国語講座を担当する。 
 

■ＦＷ前の授業内容 

➀４月 16 日（火）15:15-16:00 
  『高校 3 年生による授業ガイダンス』 

サステイナビリティ演習Ⅱで「災害と地域社会」を選択している高校３年生が、研究テーマで分
かれたチームごとに、昨年１年間の研究活動と海外フィールドワークのポイントをパワーポイ
ントで後輩たちに説明した。先輩からは、「どこにフォーカスするか決めるのが大変」「FW が 12
月実施なので、準備する時間があまりない」「自分たちで段取りを決めて進めるのは大変だけど、
一つのことをやり遂げて得るものは大きい」というアドバイスをもらった。 

 
➁4 月 27 日（土）10:35-12:15 

  『本校担当教員によるガイダンス』 
  サステイナビリティ演習Ⅰの授業の目標と台湾フィールドワーク、課題研究発表会までのスケ
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ジュールを担当教員から説明。昨年度担当教員からも、「一番大切なことはグループワークであ
り、いかに協力できるかが問われる」というアドバイスを受けた。後半は「サステイナビリティ
演習『災害と地域社会』を選んだ理由」「関心のある研究テーマ」をシートに記入させた上で、
自己紹介を行った。 

 
➂5 月 18 日（土）9:30-11:30 

『防災体験』 於：池袋防災館 
防災に関する基礎的な事項を理解するため、池袋防災館での防災体験ツアーに参加し、消火、煙
のコーナーを体験した。消火のコーナーは“訓練用の消火器を使って、スクリーンに映し出され
た炎を消す体験”、煙コーナーは、“部屋に煙が充満しているなかで出口を探し、避難する体験”
である。（今回、地震のコーナーも体験する予定だったが、我々の直前で起震装置の不具合が生
じ、体験できなかった。）最後に首都直下型地震をテーマにしたビデオを見て、感想・意見を「振
り返りシート」に記入した。 

 
➃６月 22 日（土）10:35-12:15（大木先生、研究室学生 4 名来校） 

    『研究テーマ・グループの決定』 
  地震・防災学が専門の大木先生の自己紹介から、「地震学の研究意義」を学ぶ。高校の時の阪神

淡路大震災、博士論文を書くときに起きた新潟中越地震、そして東日本大震災、という地震災害
に際したときいつも感じる「自然現象は止められなくても災害は減らすことができる」という
思いを胸に「家族、友達、全員を生き残らせるのが目標」であるという先生の言葉から、課題研
究を進める指針が与えられた。 

  後半は、研究室の学生が作成した「南三陸町立⼾倉⼩学校」のドキュメンタリー映像を見て、一
人ずつ何に興味を持ったかを出し合った。各自の関心をもとにしたキーワード（「復興」「コミュ
ニティ」「備え・周知」「風化を防ぐ・語り継ぐ」）から４グループのメンバーを決定し、リサー
チクエスチョンと仮説を設定してくることを次回までの課題とした。 

 
➄７月 19 日（金）10:35-12:15（大木先生、研究室の学生 4 名来校） 

  『リサーチクエスチョン・仮説の設定』 
  前回決定した４グループが、⑴研究の方向性、⑵リサーチクエスチョン、⑶仮説 の３点を発

表し、大木先生と研究室の学生からアドバイスをいただいた。災害後の人びとの心に焦点をあ
てた「心の復興」をキーワードにしたグループには、PTSD を切り口にしたセミナーに参加す
ること、「コミュニティ」のグループには「貧富の差と災害の関係性」を調べる際に高慢な目線
にならぬよう注意すること、「外国人への防災の周知」のグループには、高校生の目線で取り組
むこと、「災害遺構の残し方」のグループには、諸外国の災害遺構に対する意識アンケートをす
ること、などのアドバイスをいただいた。 

  後半は自身の課題をどのようにリサーチしていくか、夏休みの計画を策定した。 
 

48



➅９月 14 日（土）10:35-12:15（大木先生、研究室の学生 6 名来校） 
『夏休み中の研究の進捗発表』   

  夏休みの研究の進捗状況を各グループが発表し、大木先生と研究室の学生からコメントをいた
だいた。各グループの発表内容は以下の通り。 

  グループ１：「PTSD」…災害後の心のケアを避難訓練にも盛り込む必然の提言。 
  グループ２：「2020 年東京オリンピックの防災対策」…防災マップの周知徹底。 
  グループ３：「路上生活者の防災対策」…路上生活者の実態調査。自治体の協力。 
  グループ４：「災害遺構の残し方」…遺構の賛否、残し方の工夫における考察。 
  最後に、「世界津波の日 2019 高校生サミット in 北海道」（後述）に参加した生徒が、分科会で

発表したプレゼンテーションを披露し、英語発表に関するアドバイスをいただいた。 
 

➆10 月５日（土）10:35-12:15 
  『グループ研究、進捗状況の確認』 
  前回の授業で大木先生に指摘していただいた点を中心に、研究の進捗、今後の調査・研究につ

いて発表した。他の履修者はコメントシートに記入した感想や質問を発表し、フィードバック
を行った。後半は、それぞれのグループに分かれて研究を進めた。次回までにパワーポイントを
作成すること、日本語でプレゼンを行う準備をすることを課題とした。 

➇10 月 19 日（土）10:35-12:15 
  前半は担当教員が各グループとの面談を行った。進捗状況を確認し、課題解決の方法について

相談を受けた。この面談により「2020 年東京オリンピックの防災対策」のグループは、「ハザー
ドマップ」に焦点を絞ることとした。後半は各グループが日本語によるプレゼンを行った。 

 
➈10 月 19 日（土）13:00-15:00（郭艷娜先生 来校） 

  『台湾・中国語講座１』 
  12 月の台湾 FW に向けて、台湾についての情報と基礎的な中国語を学ぶ「台湾・中国語講座」

を実施。日本台湾教育センターの郭艷娜先生にご来校いただき、基礎的な中国語を学んだ。中国
語の「四声」の発音に苦労しながらも、各自が自己紹介程度はできるようになった。 

 
プレゼンテーション練習 

 
大木先生からのアドバイス 
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➉11 月 16 日（土）10:35-12:15（大木先生、研究室の学生 4 名来校） 
  『中間発表：英語プレゼンテーション』 
  台湾・旭光高級中学での発表に向けて、４グループの中間発表と相互評価を行った。大木先生、

研究室の学生からアドバイスをいただき、研究内容、英語表現における修正点を確認した。全体
的に、台湾の人に日本のことを紹介するとき既知を前提としてはいけないこと、パワーポイン
トの資料には多くの文字を入れ込んではいけないことなどをアドバイスいただいた。 

 
⑪11 月 29 日（金）13:00-15:00（郭艷娜先生、台湾人留学生１名来校） 

  『台湾・中国語講座２』 
  郭先生による中国語基礎講座の 2 回目を実施。前回習った自己紹介、あいさつの復習のあと、

台湾に移住したという日本人アナウンサーが作成した YouTube を視聴し、数字や挨拶をリズム
にのせて楽しみながら学習した。実際の店での場面を想定したやり取りを台湾人留学生と交わ
し、簡単な受け答えを学んだ。 

 
⑫12 月６日（金）15:30-16:30  

  『台湾 FW に関する説明会』 
  保護者も参加して台湾 FW の説明会を実施。目的、訪問地、スケジュール、所持品、諸注意の

説明の後、質疑応答を行った。 
 

⑬12 月 14 日（土）10:35-12:15（大木先生、研究室の学生 4 名来校） 
  『英語プレゼンテーション予行演習』 
  台湾 FW 出発を前に予行演習。パワーポイントのページの見やすさ、プレゼンテーションの速

度、英語発音の的確さなど、念入りに最終チェックをグループ相互に行った。 
 
■「世界津波の日」2019 高校生サミット in 北海道  ９月 10 日（火）・11 日（水） 

  ９月 10 日・11 日の両日、北海道立総合体育センター「北海きたえーる」にて開催された「世界
津波の日 2019 高校生サミット in 北海道」に、「サステイナビリティ演習Ⅰ 災害と地域社会」を
履修する高校２年生２名と引率教員１名（森）が参加した。本校としては、一昨年の「高校生島サ
ミット in 沖縄」、昨年の「高校生サミット in 和歌山」に続き 3 年連続の参加となるが、本年度は
44 ヵ国の高校生 440 名が一堂に会する大きな会議となった。 

  ３テーマ 12 グループに分かれた分科会では、「復興に向け共に行動する〜社会貢献、被災当事
者と支援者の視点」というテーマで、韓国・ハワイ・ミクロネシア・バヌアツから参加した高校生
の発表を聞き、復興に向けたアクションプランを話し合った。本校生徒の発表は「Disaster 
prevention around us and the local community 〜The ability of disaster prevention is the motivation 
for reconstruction〜 」と題するもので、復興に必要なのは第一に地域コミュニティの存在だとい
うことをアピールした。身近な渋谷区の防災と地域の交流を調査し、強固なコミュニティのつな
がりを図る方法としての SNS の有効性などを提案した。2 日目の総会で発表するグループ案には、
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自分たちの意見も反映され、海外生徒との対話の意義を実感することができた。 

 
■関東・甲信越静地区 高校生探究学習発表会〔会場:立教大学〕 12 月 15 日（日） 

  第 4 回関東・甲信越静地区 高校生探究学習発表会に「サステイナビリティ演習Ⅰ 災害と地域
社会」を履修する高校２年生 4 名が出場。「路上生活者の防災対策」を研究テーマとするグループ
が、英語プレゼンテーション部門で「Equal Treatment for the Homeless in Case of Disasters」と題
する発表を行った。出場グループのみならずサステイナビリティ演習Ⅰを履修する生徒全員が見
学し、他の SGH 校の研究成果やプレゼンテーションから刺激を受け、今後の課題の参考とした。 

 
■台湾フィールドワーク 12 月 17 日（火）〜21 日（土） 
（１）参加 

    高校 2 年生 18 名 引率教員２名 
    現地協力者：賴文基（台湾国立成功大学防災研究中心 副主任 18〜19 日） 

（２）行程 
    １日目（17 日） 
      07:30 羽田空港 集合 

09:20 羽田空港 出発 
12:55 台北 松山空港 到着 

     松山空港→（FW➀）石岡ダム→夕食 
20:00 台中 ホテル 

    ２日目（18 日） 
09:00 （FW➁）9.21 地震教育園區 訪問 
14:00 南投県立旭高級中等学校 訪問 

    （賴文基先生の講義、生徒による相互プレゼンテーション、交流） 
19:00 台中 ホテル 

    ３日目（19 日） 
09:00 （FW➂）集集地震関連の遺構、教育施設等 訪問 

 
高校生サミット in 北海道 分科会での発表 

 
  海外から参加した生徒との記念写真 
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     名間傾斜電塔→車籠埔断層保存園區→武晶宮→集集車站→日月譚→桃米社區 
20:00 台中 ホテル 

    ４日目（20 日） 
09:00 台中から台北に移動 
11:30 九份→台北市内（観光と FW➃） 
17:30 台北 ホテル 

    ５日目（21 日） 
07:30 ホテル→桃園空港  
10:00 桃園空港 出発 
14:30 成田空港 到着 

（３）学習内容 
➀集集地震関連の遺構、教育施設等 訪問 

   晴天にも恵まれ、事前学習で調べて訪問先を丁寧に巡った。初日は、最初の訪問地の石岡ダ
ム（台中北部）に向かった。1999 年の地震では、断層のズレによりダムが決壊するという被害
を受けた場所である。崩壊した状況も一部保存されており、被害の大きさがうかがえた。 

   ２日目からは、成功大学の賴文基先生がバスに同乗し、見学先の遺構、教育施設について解
説をしていただいた。まず、集集地震の全容を学ぶことができる 9.21 地震教育園區を見学した。
もとは中学校だった場所にできた博物館だが、倒壊した校舎、隆起したグラウンドを目の当た
りにすることができた。災害遺構をテーマに研究するグループの関心度は特に高く、施設の学
芸員に積極的に質問していた。 

3 日目はまずバス車内から名間傾斜電塔を見学し、次に車籠埔断層保存園區で地震のメカニズ
ムについて説明を受けた。つづいて、改装された集集車站（集集駅舎）を車内から見学した後、
倒壊した建物をそのまま残した武晶宮、復興のシンボルである日月譚を訪れた。特に武晶宮は、
災害遺構としてそのまま残すことの意味についての考えを深めることができた。最後に、阪神淡
路大震災とゆかりの深い桃米社區（Paper Dome）を訪れ、生徒は日本と台湾の絆を改めて強く
感じていた。 

 

 
武晶宮 

 
9.21 地震教育園 
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➁南投県立旭光高級中学校での交流授業 
南投県立旭光高級中学校の訪問は、４年目となる。本年度も、旭光高級中学の生徒 50 名と交

流し、賴文基先生の「集集地震と東日本大震災」に関する特別講義の後、本校の生徒全員が、こ
れまで研究してきた課題について英語プレゼンテーションを行った。⑴“PTSD” ⑵“Disaster 
Remains” ⑶“To prepare for earthquake” ⑷“Equal Treatment for the Homeless in Case of 
Disasters” の順番で発表を行い、各発表に旭光高級中学の生徒の皆さんから大きな拍手が送ら
れた。旭光高級中学の生徒も集集地震が台湾の防災や教育に与えた影響について発表し、質疑応
答の中で相互理解が得られた。双方の発表後にはバディの生徒に案内され校内を見学した。笑顔
の交流が続き、名残惜しまれながら旭光高級中学校を後にした。 

 
（４）FW の成果・評価 
  生徒のアンケート結果（P.76 参照）では、「現地での体験や取材の重要性が理解できたか」

「現地での交流、体験によって大きな刺激を受けたか」「異なる文化や価値観についての理解が
深まったか」という問いに対して、9 割以上の生徒が肯定的な回答をしており、台湾の地震関連
施設のフィールドワークや現地での交流は、今年もまた生徒たちの大きな刺激となったことが
うかがえる。 

  一方で、今年もまた台湾フィールドワークの課題となったのは英語でのコミュニケーション
である。日本と同じく、第二外国語である英語を使ってのコミュニケーションであるため、生徒
のなかには調査や取材に躊躇する面も見られた。事前学習としての「台湾・中国語講座」は、本
年度は２回とも全員が参加し熱心に学んでいたが、発音・語彙習得に難儀しており、中国語での
コミュニケーションという点では課題が残った。来年度はさらに中国語の学習機会を増やすと
ともに、事前に質問事項を伝えておくなどコミュニケーションの工夫が必要である。 

グループ研究の進め方という点では、夏休み以前に課題の明確化はできたものの、⻑期休みを
活用して調査を進めることのできなかったグループも見受けられた。⻑期休みを以下に使うか
という計画性にも課題が残った。 

  

 
旭光高級中学との交流記念写真 

 
本校生徒のプレゼンテーション 
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 《生徒感想文『台湾 FW を終えて』》 
【M.M さん】 
 1 日目に行った石岡ダムからは、遺構ならではの迫力を感じました。橋が壊れたままで残されており、保
存方法はとても簡易的なように感じ、強度面で大丈夫かと思いましたが、日本でも反映できるのであれば、
コスト削減につながり、遺構を残すことがもっと現実的になると思いました。２日目に訪れた 921 教育園區
はまず子どもたちがたくさんいたことに驚きました。結構衝撃的なものもあるなか、⼩学生の子どもたちが
見学していました。台湾では、地震を学ばせるということに積極的なのだと感じました。教育園區の中で印
象的だったのは、グラウンドが地割れを起こしているのが残っていることでした。交流校でプレゼンを行っ
たとき、遺構を残すことに賛成の人が多かったことにも驚きました。日本では震災を受けた人の気持ちを尊
重することが多いので、こんなに賛成の人がいるのがとても新鮮でした。３日目の断層保存區では、とても
詳しく地震が起こる原因や断層から分かることは何かを聞くことができました。地震が同じく多い日本より
も詳しいように感じました。また、武晶宮では、残した遺構の隣に新しく元通りのものを建てることで、震
災による被害のイメージがより湧いてきました。日本では単体で遺すことがほとんどなので、いいアイデア
だと思います。今回の台湾 FW は、なかなかか言語が通じないというのが大きな壁でしたが、言語がなくて
も伝わる何かが台湾の遺構にはありました。見て、何かを感じるという遺構を日本に残し、知ってもらえる
ようにしたいと思いました。 
 
【M.T さん】 
 真剣に考え取り組んだことを発表までもっていくことがとても大変でした。私たちのグループは構成を 4
回ほど変えて、今の「ハザードマップを広めよう」という発表になりました。初めて訪れた台湾では思うこ
とがたくさんありました。建物の古さや密集している建物が多いと感じ、もし、9.21 以上の地震が訪れてし
まったら、台湾は崩れてしまうのではないかと心配にもなりました。「地震は危険！」というところで留ま
っている気がして、ハザードマップの重要性を伝えたかったのですが、交流校で発表した時、台湾ではハザ
ードマップの認知度は低く、それほど重要視されていなかったことにショックを受けました。これではいけ
ません。もっと世界にハザードマップを広めたいと強く思いました。 
 
【H.O さん】 
 台湾 FW でたくさんの歴史的な場所を見学した。自分たちが知らないことだらけであったが、台湾につい
て知るいい機会だった。台湾へ行くのも初めてだったので、日本との違いに驚いた。12 月なのに夏を思わ
せるような暑さであり、日本との気温差が激しかった。また、地震などで倒壊してしまった建物の残し方に  
も違いがあった。現地ではほとんどそのまま残しているものが多く、当時の様子がうかがえるようになって
いた。対して、日本は記憶がよみがえるなどという理由で遺さないようにする傾向にある。しかし、台湾で
はダム、神社、地層などあらゆるものを残しているので、「考え方、捉え方」の違いがあるのだと思った。
書物だけでは伝えられないリアルで見ないとわからないような何かがあるので、現物を保存すべきだと思
う。リアルで遺すことによりどれだけ酷かったのかが伝わってくる。台湾の人びとは実物を敢えて遺すこと
で地震の怖さを教えているのだ。被災者の気持ちを慮ることも無しには考えられないが、災害被害を後世に
伝えるためにも災害遺構の意義を改めて深く心に刻んだ。 
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■ＦＷ後の授業内容 

➀１月 11 日（土）10:35-12:15（大木先生 来校） 
 『台湾 FW のリフレクション』 
 各グループが旭光高級中等学校で行ったプレゼンをそのまま披露し、台湾 FW で学び得たこと

を発表した。学んだことをどのように盛り込んで 2 月 18 日の SGH 研究発表会につなげるか、
大木先生からアドバイスを受けた。 

 
➁１月 28 日（火）16:10-17:45 
  『研究発表会準備１』 
 SGH 研究発表会用に準備したプレゼンテーションを実施し、担当教員が個別に指導。台湾 FW

での調査発見をどう盛り込むか、７分の制限時間に苦慮しているグループが目立った。 
 
➂２月４日（火）・2 月７日（金）16:10-17:45 
 『研究発表会準備２』 
 前回の内容から練り直したプレゼンテーションを実施。発表者の位置、目線、間の取り方など表

現の仕方についても再確認した。 
 
➃２月 15 日（土）10:35-12:15 
 『研究発表会リハーサル』 
 ４グループが発表会場のメインアリーナでリハーサルを行い、学校⻑や理事⻑補佐からも表現

方法に関するアドバイスを受けた。後半は教室に戻り、相互に助言を行った。 
 
➄２月 18 日（火）13:30-16:30 
 『ＳＧＨ研究発表会』 

台湾 FW の成果を踏まえて、以下の全４グループが英語で発表を行った。 
グループ１ “Equal Treatment for the Homeless in Case of Disasters”   

       「災害時における平等な社会の実現」 

グループ２  “Disaster Remains” 
「災害遺構」 

グループ３ “PTSD” 
         「ＰＴＳＤ ～心の復興～ 」  

グループ４ “To prepare for earthquake” 
「ハザードマップを広めよう」     

  
➅２月 19 日（水）12:20-12:50 
 『SGH 研究発表会を終えて・英文レポート』 
 一年間の研究の総括を行った。ＳＧＨ研究発表会の振り返りを行うとともに、継続的な探究活

動による成果として、考察内容・英語表現に向上が見られたことを担当教員がコメントした。そ
の後、英文レポートの作成方法、提出期限の指示をした。 
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Ｃ 開発経済と人間（シンガポール・フィールドワーク） 

 ■概要 

過去４年の実績をふまえて、サステイナビリティ演習Ⅰの一環として高校２年生の履修者 16 名

でシンガポール・フィールドワークを実施する。フィールドワーク（以下、適宜 FW と略称）の

前提となる課題は「開発経済と人間」という視点から行う日本とシンガポールの比較研究である。

最初に生徒が自分の興味関心のある分野を提示し、その上でテーマごとの関連性を考慮した上で

グループを編成し、グループワークによる協業力の向上も目標の一つとした。 

事前の課題研究で取り組んだ成果をシンガポールでの実地調査と関連づけて考察し、現地でし

か得られない情報をプレゼンテーション資料（英語）に反映することによって、今後の研究意欲

を高め、問題発見能力・解決能力を身につけさせるのは例年通りである。また、ラッフルズ・ガー

ルズ・スクール（以下、適宜 RGS と略称）の生徒、シンガポール経営大学（以下、適宜 SMU と

略称）の学生との交流を通じて「開発経済と人間」というテーマをより深く考察させ、英語でのコ

ミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を向上させることも目的の一つである。 

 

 ■担当教員・協力 

松永愛（地歴科）・田中裕樹（英語科） 

関根淳（地歴科） 

藤井朋樹（シンガポール経営大学経済学部 准教授） 

 

過去４年と同様に、基礎知識の獲得から考察の視点の形成、方法論の構築などのためにさまざ

まな文献にあたり、これを「開発経済と人間」というテーマ、現地フィールドワークの実施という

視点から整理して生徒に随時紹介した（本項末「参考文献」参照）。生徒はこれらの図書・論文を

読み、指摘された事項に留意して自分の研究テーマに関する考察を進め、自身でもデータ、研究

論文の収集に努めた。また、グループ内において連携をはかり、協業を促す計画を立てた。 

課題研究やその方法、プレゼンテーションについては昨年度に引き続き、SMU の藤井朋樹准教

授の協力を得た。また、昨年度の履修生（高校３年生）が引き続きサステイナビリティ演習Ⅱを履

修しており、下級生が研究過程においてアドバイスを受けられる体制が整えられている。 

 

■ＦＷ前の授業内容 

 ①4 月 18 日（木）15:15-16:00 

  課題研究と FW のポイントについて、３年生（サステイナビリティ演習Ⅱ履修）と２年生（同

Ⅰ履修）で移動式のグループ・ワークをおこなう。３年生のコメントを随時メモで書きとり、現

時点での自分の興味を伝えることによって、より具体的な研究課題へのアプローチができるよ

う工夫した。活発な交流により２年生は大きなヒントを得ている。 

  

②4 月 27 日（土）10:35-12:15 

担当教員からシンガポール FW と課題研究に関するガイダンスをおこなう。学校全体としての

研究課題である「サステイナビリティから創造するグローバル社会」を「開発経済と人間」とい

う視点で考えていくことを伝える。参考として昨年までの研究テーマを紹介し、興味関心のあ

る分野を自分で探すように促した。課題図書として岩崎育夫『物語 シンガポールの歴史』（中

公新書、2013 年）を紹介し、各自で興味をもったところを課題研究と関連づけるよう指示した。 
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③5 月 18 日（土）10:35-12:15 

日本とシンガポールに関して各自が興味をもったことを画像・動画資料を使用して発表。生徒

同士で感想を述べ合い、意見交換を行った。研究テーマの設定に関して担当教員２人がアドバ

イスしたほか、3 年生からもテーマ設定や研究のポイントなどについて助言を受けた。また、ス

ライドの作成にかかわるグーグルスライドの使用方法について生徒たち自身で確認を行った。

ICT の活用は単に利便性の面からだけではなく、今後の社会において必要なスキルとして意識

しており、この点でも生徒の技術の向上を図っている。 

 

 ④6 月 22 日（土）10:35-12:15 

前回の授業で発表したテーマ・問題をグループ研究にするため、担当教員の助言に基づいて 3～

5 人の仮グループを構成した。各グループに対して研究の方向性をアドバイスし、これをもとに

各自の研究テーマをすり合わせ、第１回目のプレゼンテーションを日本語で行った。この時点

での研究テーマは、「カジノについて」、「日本とシンガポールの働き方について」、「教育につい

て」、「訪日観光客について」の４つであり、これが今後のグループ研究の基礎となった。 

 

 ⑤7 月 20 日（土）10:35-12:15 

各グループの発表内容と研究の方向性を再度確認し、その改善点を指摘した。また、夏休み中に

生徒が自発的にグループで研究を進めることができるよう、教員から課題を提示するとともに、

生徒間で協業のためのスケジュールを計画するように指示し、これを確認した。 

 

 ⑥夏休み中 

上記⑤で計画した内容に基づき、シンガポール観光局の訪問や各種イベントへの参加など、休

暇中にこそできる研究材料の収集を行った。グループごとに設定した課題については、担当教

員との面談で進捗状況を確認し、助言を行った。夏期休暇の最終週は、ほとんどのグループの生

徒が登校し、グループでの自発的な話し合いと研究活動を行った。 

 

⑦ 9 月 14 日（土）10:35-12:15 

夏休みを経過しての各グループの研究発表。この時点でのテーマは、「カジノ」「教育」「働き方」

「訪日観光客」の４つであるが、テーマに対する掘り下げが不十分なグループも見受けられ、研

究の方向性や現時点での問題点を整理するよう教員から助言を行った。また、根拠となるデー

タの獲得、基本的な参考文献をあらためて提示し、今後の課題を共有した。 

 

⑧10 月 19 日（土）10:35-12:15 

グループのメンバー構成と研究テーマを以下の通りに決定した。 

グループ１「シンガポールの教育制度を踏まえて、日本の教育改革を目指す」 

  グループ２「持続可能なカジノ」 

  グループ３「日本の働き方を改善するために」 

  グループ４「外国人の受け入れ方」 

  これに基づき、研究の現状整理を兼ねて再度各グループの中間発表を実施した。発表に関する

教員及び生徒からのフィードバックに基づき、シンガポール FW の際に訪問する場所の希望調

査も同時に行った。 

 

⑨～⑩11 月 16 日（土）、12 月 14 日（土）10:35-12:15 

各チームのプレゼンテーションを通じてこれに関する事例報告や意見交換、ディスカッション

を行った。この頃からは、放課後等にグループごとに自発的に生徒が集まり、各自の研究につい

て話し合う姿が多くみられるようになった。 
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 ⑪冬休み中 

チームごとに課題研究を進め、各グループ２回以上設定した面談日に担当教員に対して研究の

進捗状況を報告した。シンガポールへの渡航が迫り、現地での研究に関してより踏み込んだ具

体的な助言をし、研究の進んでいるグループには論理構成のためのいくつかの視点を与えた。

また、シンガポール経営大学でのプレゼンテーションに向けて、この先の研究発表はすべて英

語で行うことを伝え、生徒は英語でのスライドと台本の作成を開始した。 

 

 ⑫⑬1 月 11 日（土）10:35-12:15、1 月 17 日（金）15:15-17:00 

各グループの課題研究、プレゼンテーションに関する最終的な仕上げを行った。ただし、シンガ

ポールでのインタビュー結果を考察して最終的な結論を出すので７～８割程度の仕上がりを想

定。問題設定と仮説を打ち立て、それを論証するためのインタビューなどの現地活動の計画に

ついて確認した。各グループはこの間に継続して研究を進めるとともに、英語の運用面に関し

ても担当教員からアドバイスを受けた。また、ネイティブ教員も同席して英語での質疑応答の

練習を繰り返し行い、臨機の対応力を磨いた。 

 

 

■関東・甲信越地区ＳＧＨ課題研究発表会〔会場：立教大学〕 12 月 15 日（日）9:00-17:00 

第 4 回関東・甲信越静地区 高校生探究学習発表会を履修者全員で見学した。英語プレゼンテー

ション、ポスターセッションに関し、自校のみならず他の SGH 校の課題研究、プレゼンテーショ

ンを見学することにより、自分たちの今後の課題研究の参考とするようにした。 

 

■2019 年度全国高校生フォーラム〔会場：東京国際フォーラム〕 12 月 22 日（日）10:00-17:00 

教育をテーマに研究を進めるグループが出場。進行や発表その他、すべてのプログラムが英語

で行われた。発表タイトルは“Aiming For The Country Of PISA”。午前中のポスターセッショ

ンは４分間の制限時間内に研究内容を説明、スマートフォンを手に持ちながら教育における ICT

スキルの重要性などを訴えた。発表だけでなく、審査員との質疑応答にも十分に対応でき、後に

受け取った審査結果は、10 段階中９の評価をいただけた。また、出場したグループ以外の履修者

も全員が見学し、自身の研究と関わりのある発表についてメモを取って聞くようにした。生徒た

ちは自分たちのテーマを深めるとともに、シンガポールでのプレゼンテーションのイメージを醸

成することができた。 

午後の部では、出場グループは教育に関するグループディスカッションに参加。取りまとめの

発言を担うなど、グループの議論の中心となっていた。また、生徒間交流ではポスターセッショ

ンを準備する上での研究の事例報告や意見交換も行われ、SGH 校としての学びの意義を感じ取る

時間となった。 

ポスターの制作及び発表の練習に際しては、生徒の練習を動画に収め、シンガポール経営大学

の藤井朋樹准教授に送信し、複数回の助言を受けた。本校教員のみならず、大学の研究者の視点

で指導を受けられたことは生徒にとって意義深いプロセスとなった。 
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■シンガポール・フィールドワーク 1 月 19 日（日）～ 23 日（木） 

（１）参加  高校２年生１６名 引率教員２名 

（２）行程 

１日目（19 日）  

07:10 羽田空港、集合       → 08:50 出発 

   15:25 チャンギ空港、到着  

17:30 シンガポール国立博物館見学→ 20:00 ホテル到着 

 

２日目（20 日） 

   08:45-09:30 第二次世界大戦の慰霊塔、ラッフルズホテルの見学 

   10:00-14:30 フィールドワーク① ユニバーサルスタジオ・シンガポール 

   15:00-16:30 フィールドワーク② マリーナベイ・サンズ 

   17:00-19:00 リフレクション、プレゼン資料作成（クレア事務所） 

   21:00    プレゼン原稿作成（各自） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日目（21 日） 

   09:30-11:30 ラッフルズ・ガールズ・スクール 交流授業 

   13:30-15:00 企業訪問（JTB シンガポール支店） 

   15:00-16:30 フィールドワーク③ リトルインディア 

   17:00-19:00 リフレクション、プレゼン資料作成・練習（クレア事務所） 

   21:00    プレゼン原稿作成・練習（各自） 

 

４日目（22 日） 

   08:00-10:45 プレゼン練習 

   12:00-15:00 シンガポール経営大学 

プレゼン・質疑応答、藤井准教授・参加大学生によるアドバイス 

   15:00-19:00 マレーシア FW 組と合流 

マリーナベイ・エリア、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイの見学 

   19:30-21:00 マリーナベイ・エリアの観光ショーの見学 

21:45    チャンギ空港、到着 →23:55 出発 

５日目（23 日） 07:30 成田空港、到着。解散 

  

 

クレア事務所にてインタビュー シンガポール国立博物館にて歴史を学ぶ 
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（３）学習内容 

①フィールドワーク 

グローバル教育に必要なこと、日本へ外国人観光客をより多く招くにはどうしたらよいか、

日本のカジノはどのようにあるべきか、今後の日本の働き方改革に必要なこと、というテー

マからフィールドワークを実施した。マリーナベイ・サンズやリトルインディアといった例

年訪問している取材場所に加え、本年度はさらに日系企業訪問として JTB シンガポール支店

を訪れるなど積極的な取材を実施した。 

海外でのフィールドワークには現地の事情を把握することやその土地に対する慣れも必要

である。この点は昨年度までと比較して一層進展していると言える。生徒たちは現地での取

材に基づいて課題研究の内容を発展させ、インタビューもこれに応じてその都度考案した。

臨機応変の対応力は現地でこそ習得が可能であり、フィールドワークの特性を十分に生かし

た課題研究となった。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     マリーナベイ・サンズにてインタビュー     JTB シンガポール支店に企業訪問 

 

②リフレクション 

FW、交流授業、施設見学の後に自治体国際化協会（クレア）のシンガポール事務所をお借

りし、その日に取材した事の感想や意見を生徒同士で交換した。プレゼンに活用できる発見

や議論を PC、スマートフォンを用いてその場で整理・改善。現地での取材を課題研究に活か

すという意味において非常に有意義な時間となった。今年度は、スクリーンを使用してプレ

ゼンテーションの練習もおこなった。参加者生徒が一堂に会して意見交換をおこない、教員

が全体を見渡して指導できる場はとても貴重である。 

 

③ラッフルズ・ガールズ・スクールでの交流授業 

    今回の訪問では、現地生徒との授業として SDGs をテーマにしたグループディスカッショ

ンを行った。日本語を第三言語とする RGS の生徒と、「生活の質を向上させ持続させるには、

いかなるツールを重視すべきか」という観点から、検討項目に沿って意見を交換し合った。さ

まざまな意見が出され、それらを挙げた理由の提示も求められたことで、要求されている思

考力の高さを感じた。 

知識の多寡にもとづく交流ではなく、相互理解の心情や創造性といった内面を問う内容の

授業であり、昨年度までからの進展が見られる。また、論理的な根拠を提示するというロジカ

ル・シンキングの訓練でもあり、取り上げた平易な事象の本質を考えさせる非常に高度な内

容であった。また、交流中に自らの研究テーマに関する質問をするなど、授業以外の面でも発

展的な内容をともなうものであった。生徒同士で連絡先を交換しており、今後の個人的な関

係の発展が見込まれる。同校との連携は次年度以降も継続される予定である。 
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       RGS 生徒と意見交換              RGS 生徒との記念写真 

 

なお、RGS との交流についての生徒アンケートの結果は以下の通りである。 

 

◎生徒の反省（アンケート回答 自由記述） 

     良かった点 ・最初のゲームで親しくなることができた。 

・積極的な発言が出来た。 

・友達になって会話が弾んだ。今後も連絡を取り合う予定。            

     悪かった点 ・バディの日本語に頼ってしまった。 

           ・自分の意見をうまく表現できなかった。 

           ・他のメンバーと似たような提案になってしまった。            

  ◎生徒自己評価 

 

 

 

 

 

④シンガポール経営大学におけるプレゼンテーション 

例年と同様に、SMU の藤井朋樹准教授と SMU の大学生 11 名に対して、本校生徒がプレ

ゼンテーションを行った。このセッションは発表から質疑応答まですべて英語で行われた。

生徒は４つのグループに分かれ、事前に作成したスライドをパワーポイントに変換して１グ

ループにつき 15～20 分程度の発表と質疑応答を行った。全体の終了後には藤井准教授およ

び SMU の学生から質問と助言を受けた。 

各グループとも、スライドおよび発表原稿は出発前の段階で７～８割程度完成させていた

が、シンガポールに到着後に実地調査やインタビュー活動を行い、最終的にはその取材結果

を原稿やスライドに反映させた。現地での精力的な取材と考察はプレゼン内容の大きな改善

をもたらし、活動へのモチベーションを上げることに貢献した。発表当日は朝から正午ごろ

までスライドの改善及び発表の練習を繰り返し、開始時間ぎりぎりまで力を尽くしていた。 

SMU の大学生からはそれぞれの発表に対して多くの質問が出され、生徒たちはもちうる知

識と現地での経験を基に回答した。フレキシブルに対応しなければならない質疑応答におい

ては、その質問の意味を理解していても、英語でスムーズに回答することは容易ではない。こ

の点は一層の改善を要する点であり、関連する知識や語彙力の重要性も再確認された。 

藤井准教授からは主に研究発表における論理構成の改善が指摘された。発表後は今後の改

善点を個別にご指導いただき、より効果的な根拠の示し方や論理の飛躍している点などをご

指摘いただいた。教育的な指摘や助言が多くみられ、今後、英文レポートを作成する上でも大

きなヒントになったと考えられる。各グループの発表内容は次の通りである。 

  

よく出来た       ５ 

まあまあよく出来た  １０ 

あまりよく出来なかった １ 

よく出来なかった    ０ 
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   （グループ 1）“Thinking about Singapore’s education system and raising  

Japanese’s consciousness on studyng” 

グローバル化が進む日本でどのような教育が必要か考察した。アジアのなかでもっとも高

度な教育がおこなわれているシンガポールの諸制度、インタビューを通じた実態調査をも

とに、新たにコンピテンシーを養成するシステムが必要と考える。そのために必要なのは

幼少期からの多言語教育と探究学習をもとにした教育システムであるという結論に達した。 

 

   （グループ２）“CASINO SUSTAINABILITY” 

日本ではグローバル化が進んでいるがカジノ導入に関しての評価には賛否ある。この現状

を改めるため、シンガポールや韓国でのカジノ導入後の経済効果に焦点を当て、その有用

性について研究した。日本国内、修学旅行先のアメリカ、シンガポールと３か国でインタビ

ューを実施し、「日本独自のカジノ」を積極的に導入するべきという結論に達している。 

 

   （グループ３）“To improve the Working Environment in Japan” 

日本の働き方改革として、外国人労働力の普及を予測して日本におけるその受容の方法を

考察した。その身近な契機として、テレワークに焦点をあて、その利便性について研究し

た。実際に JTB シンガポール支店に企業訪問したこと、クレア事務所でのインタビューを

もとに、外国人労働力とテレワークを積極的に導入するべきという結論に達している。 

 

   （グループ４）“How to Accept Foreign People”   

    増加する日本への移民、外国人労働者の、日本側の受け入れ姿勢についての解決案を提示

した。その際、外国人の受け入れに寛容なシンガポールとドイツの政策を参考にした。現地

では積極的なインタビューを行い、実態調査をもとに、英語力、コミュニケーション力の早

期からの養成を提案し、店頭での多言語対応の更なる強化を求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、SMU でのプレゼンテーションについての生徒アンケートの結果は以下の通りである。 

 

◎生徒の反省（アンケート回答 自由記述） 

     良かった点 ・最初は緊張したがグループで協力できたので良かった。 

           ・スクリプトなしで発表することが出来た。 

           ・臨機応変にインタビューの内容を変えて発表に反映出来た。 

     悪かった点 ・原稿を覚えていたはずなのに本番ではそれが飛んでしまった。 

           ・質疑応答で準備不足を痛感した。事前に質問を想定すればよかった。 

           ・質問の英語を聞き取ることが出来なかった。 
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  ◎生徒自己評価 

 

 

 

 

 

（４）FW の成果・評価 

成果としては主体性と行動力、学習意欲の向上が挙げられる。生徒のアンケート結果（P.76 参

照）では、「研究テーマを調べるために主体的に行動できた」「異なる文化や価値観についての理

解が深まった」という項目で全生徒が、「現地での体験や取材の重要性が理解できた」「現地の状

況に合わせて臨機応変に行動できた」という項目で 90％以上の生徒が肯定的な回答をしている。 

FW の目的は自分で課題を設定してこれに取り組むこと、自分の目で確かめてそれを考察の材

料にすること、他者と協業して自分のアイデアを広げること、などである。これらの面では参加

生徒全員が大きな変化をみせており、その目的を達成できたと評価できる。英語での質疑応答の

改善などさらなる課題はあるが、課題研究を進める過程で研究分野に関する語彙（日本語・英語）

や知識も確実に増えている。 

以下は、FW 直後にとった生徒アンケートにおける生徒の感想である。 

 

・初めはいろいろ戸惑ったがグループで協力できたので良かった。 

   ・大変なことも多かったが、それ以上に多くの学びを得ることができた 

・悩んだり、難しい問題を考えたり大変だったが、逆にそれが楽しかった。 

   ・いろいろな人にインタビューでき、多民族、多文化を実感できた。 

   ・現地の人たちと会話でき、その後も SNS でつながっているのでその点でも良かった。 

   ・自分から行動することが大事だと分かった。 

   ・フォーラムへの参加をふくめてかなり大きな刺激を受けた。 

・英語の重要性を実感でき、今後の課題が明確になった。 

 

 

■ＦＷ後の授業内容 

①1 月 28 日（火）15:15-18:00 

 SGH 研究発表会（2 月 18 日）にむけての課題と予定の確認。全グループに対して SMU で行な

ったプレゼンテーションに対して受けたフィードバックを反映し、制限時間７分のより密度の

濃い英語プレゼンテーションに再構成するように指示をした。 

 

 ②2 月 4 日（火）15:15-18:00 

  上記①に引きつづき SGH 研究発表会に向けて課題研究、プレゼン資料・英語原稿の改善。プ 

レゼンテーション練習を実施。また、これに加え、ネイティブ教員との練習をこの１週間で各グ

ループ最低２回は行うこととし、英語運用面での助言を得た。 

 

 ③2 月 15 日（土）10:35-12:15 発表会リハーサルⅠ 

上記①②に引きつづき SGH 研究発表会に向けて課題研究、プレゼン資料・英語原稿の改善をは

かった。最後に会場でのリハーサルをおこない、相互に助言を行った。また、希望するグループ

に関しては、担当教員立会いの下で午後も練習を継続した。 

  

よく出来た       ５ 

まあまあよく出来た   ７ 

あまりよく出来なかった ３ 

よく出来なかった    １ 
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 ④2 月 17 日（月）16:10-18:00 発表会リハーサルⅡ 

  SGH 研究発表会に向けて、課題研究、プレゼン資料・英語原稿の改善を図り、会場での最後の

リハーサルを行った。加えて、会場練習の割り当て時間以外はネイティブ教員との練習を行い、

英語面で不安なく臨めるように万全の準備をした。 

  

 ⑤2 月 19 日（火）13:30-16:00 SGH 研究発表会 

SMU でのプレゼンテーション後の研究成果を加えてスライドを再構成し、以下の 4 つのテーマ

をスクリプトなしの英語で発表した。 

  （テーマ１）“Thinking about Singapore’s education system and raising  

Japanese’s consciousness on studyng” 

        「シンガポールの教育制度を踏まえて、日本の教育改革を目指す」 

   

（テーマ２）“CASINO SUSTAINABILITY” 

      「持続可能なカジノ」 

 

（テーマ３）“To improve the Working Environment in Japan” 

      「日本の働き方を改善するために」 

 

（テーマ４）“How to Accept Foreign People” 

      「外国人の受け入れ方」 

 

中学生もふくむ全校生徒の前で実施された研究発表会であり、一年間の研究の集大成となっ

た。テーマ４の“How to Accept Foreign People”「外国人の受け入れ方」は、サステイナビ

リティ演習Ⅰ課題研究発表会の最優秀賞を受賞した。 

 

 

■参考文献 

田村慶子編『シンガポールを知るための６２章』第２版（明石書店、2008 年） 

橋本和孝『シンガポール・ストリート－超近代都市を見つめて－』（ハーベスト社、2010 年） 

岩崎育夫『物語 シンガポールの歴史－エリート開発主義国家の 200 年－』（中公新書、2013 年） 

岩崎育夫『シンガポール国家の研究－「秩序と成長」の制度化・機能・アクター－』 

（風響社、2005 年） 
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Ｄ 環境とライフスタイル（マレーシア・フィールドワーク） 

 ■概要 

慶應義塾大学の伊香賀俊治教授、地球環境戦略研究機関の藤野純一先生の協力を得て、高校２

年生のサステイナビリティ演習Ⅰの履修者 14 名でマレーシア・フィールドワークを実施する。

フィールドワーク（以下 FW）の前提となる課題研究は、「環境とライフスタイル」という視点

から行う日本とマレーシアの比較研究である。 

生徒たちは、各自の関心のあるテーマに応じて４グループに分かれて課題研究を進めた。伊香

賀先生、藤野先生に毎月ご来校いただき、研究の進め方、深め方、プレゼンテーションの組み立

て方などの指導を受け、課題研究の取り組み方を学ぶと共に課題への理解を深める。 

１月の現地 FW では、マレーシアの高校生、専門家、市井の人々と研究に関する交流・対話を

行い、よりグローバルな視野での課題理解を促進し、帰国後は、現地での経験・取材を踏まえた

内容に研究をまとめ直す。現地での発表、２月の課題研究発表会を通じて、英語でのプレゼンテ

ーション力、コミュニケーション力の向上をはかる。  

 

 ■担当教員・協力 

 〔本校担当教員〕 

 町田 寛未（英語科）・美濃部 直子（家庭・情報科） 

    授業全体の構想と進度計画、スケジュール管理、生徒の課題研究・制作活動への助言・指導 

を担当する。 

 〔連携大学・研究機関からのアドバイザー〕 

伊香賀 俊治（慶應義塾大学理工学部 教授  専門：建築・都市環境工学）  

 日本とマレーシアの住環境における現在の課題・取組についての講義、生徒の課題研究に対 

する助言・指導を担当する。 

藤野 純一（地球環境戦略研究機関 上席研究員 専門：持続可能社会システム） 

   イスカンダル地域開発計画と低炭素都市計画についての講義、生徒の課題研究に対する助

言・指導、マレーシア FW の企画運営協力を担当する。 

加藤 秀弥（慶應義塾大学大学院理工学研究科開放環境科学専攻 修士２年、伊香賀研究室） 

馬場 暁子（慶應義塾大学大学院理工学研究科開放環境科学専攻 修士２年、伊香賀研究室） 

 〔連携企業からのアドバイザー〕 

  代島 裕世（サラヤ株式会社 取締役、コミュニケーション本部 本部長 兼 コンシューマー事

業本部 副本部長、認定 NPO 法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン 理事） 

    

■ＦＷ前の授業内容 

①4 月 18 日（木）授業（１）15:15-16:10 

サステイナビリティ演習の１年の流れとマレーシア FW の概要についての説明を実施。また、

昨年度 FW に参加した 3 年生（演習Ⅱ履修者）より下記項目について発表してもらった。 

１ 研究内容（研究テーマ・研究方法・研究の成果など） 

２ 残された課題 

65



３ マレーシア FW の魅力 

４ サステイナビリティ演習を通じて成長できたこと、どのような姿勢で臨むか 

上級生の研究過程が具体的にイメージでき、さらに本演習への熱意をうかがい知ることができ、

大変有意義なガイダンスとなった。次回までに、今年度自分が取り組みたいテーマを考え、テー

マ設定の理由などのプレゼンテーションの準備をすることを指示した。 

 

②4 月 27 日（土）授業（２）10:35-12:15 

  14 名の生徒が各々の関心のある研究課題について、動機や研究指針を発表するプレゼンテー

ションをおこなった。 

 

③5 月 18 日（土）授業（３）10:35-12:15 

前回の発表をもとに、関心の方向の近似するメンバーで、以下の研究グループを結成した。 

グループ１「ジョホール川に見る水質汚染とその解決」 

グループ２「プラスチックごみと生態系への影響」 

グループ３「パーム油とその危険性」 

グループ４「他民族国家の食生活」 

  担当教員より課題研究の手法について説明し、次回の演習までに、各チームで１）研究テーマ 

２）テーマの根拠３）研究目的４）仮説５）研究手法について概要を A４レポートにまとめ、

中間報告の準備をすることを指示した。 

  

④6 月 22 日（土）授業（４）10:35-12:15（伊香賀先生、藤野先生来校） 

  作成したレポートをもとに、各グループが研究の指針を発表。両先生からご助言を頂いた。各

グループの課題研究の方向性を固めることができたとともに、情報取得の方法など貴重なアド

バイスを頂けた。 

 

⑤7 月 19 日（金）授業（５）10:35-12:15 

前回のアドバイスを受けて修正した研究方針の中間報告、先行研究やデータの取りまとめを実

施した。後半は、夏期休暇中の研究プランの策定（アンケートを実施するグループはアンケー

トの内容の検討、訪問先の調査など）と文化祭での企画内容を検討した。 

 

⑥夏休み期間中 

各グループが校内外で調査・研究を進めた。校外での活動は下記の通りである。 

・8 月 24 日（土）：プラスチックごみ問題の研究グループが、「どすこいビーチクリーン」（海

さくら in 海と日本プロジェクト、江の島）に参加。海洋ごみを減らすキャンペーンやイベ

ントを直接経験し、学校や地域で取り組めそうな環境保全運動のあり方を探った。 

＊「どすこいビーチクリーン」とは、海の問題や社会課題の解決に取り組む 日本財団「海と日本

PROJECT」の活動の一環として、清掃活動にイノベーションを起こしてきたゴミ拾い団体「NPO

法人 海さくら」が実施する体験・体感型のイベントである。 
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・8 月 1 日（木）：食の共生の研究グループが、フレンチレストラン「EPICURE」（元麻布）

を訪問し、ハラールに対応したフレンチコースの試食を体験。「ケアリングフード」創案者

でオーナーシェフの藤春幸治氏から、食材調達や調理、食空間の演出など留意すべき点を学

んだ。 

・９月３日（火）：食の共生の研究グループが都内最大のモスク・トルコ文化センターである

東京ジャーミー（代々木上原）を訪問。館内、礼拝の見学を行い、ムスリムの生活様式や配

慮すべきライフスタイルを探った。館内スタッフのジャルダシュ美寧氏からは、日本在住あ

るいは旅行で日本を訪ねたムスリムの食材調達の苦労などについての話をうかがった。 

 

⑦9 月 14 日（土）授業（６）10:35-12:15 

夏期休暇中の成果を発表し、後半は文化祭での展示・プレゼンテーションの準備を行った。 

 

⑧9 月 28 日（土）29 日（日）文化祭 

サステイナビリティ演習の展示教室に４つのブースを設け、グループ研究の中間発表を行っ

た。ポスターセッションやプレゼンテーション、アンケート回収などを実施し、校内外の人と

セッションを持てたことで、研究の軌道修正の機会を得、新たな情報に出会うことができた。 

 

⑨10 月 5 日（土）授業（７）10:35-12:15（伊香賀先生、藤野先生来校） 

文化祭での発表から各自が学んだことを織り交ぜ、研究の中間報告をした。伊香賀、藤野両先 

生からそれぞれの課題と今後の研究の方向性についてアドバイスを頂いた。 

 

⑩10 月 19 日（土）授業（８）10:35-12:15 

発表内容の修正について話し合い、調査・作業を進めた。 

 

⑪11 月 16 日（土）授業（９）10:35-12:15 

中間発表と意見交換を行った。 

 

⑫11 月 18 日（月） 

サラヤ株式会社の代沢取締役が来校し、パーム油の研究グループと対談した。RSPO（持続可

能なパーム油のための円卓会議）に加盟する企業、ならびに環境保護活動を行う NPO 法人役

員の双方の立場からお話ししていただき、パーム油認証についての知見を得ることができた。 

 

⑬12 月 14 日（土）授業（１０）10:35-12:15 （伊香賀先生、藤野先生来校） 

マレーシアで行うプレゼンテーションの「日本語版」の最終発表を行った。内容や展開、プレ

ゼンテーションの見せ方やテクニックなど細かいご助言を頂いた。 

15:00-15:45 には、保護者も参加してマレーシア FW の説明会を実施。目的、訪問地、スケジ

ュール、所持品と諸注意などを説明した。 
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⑭1 月 11 日（土）授業（１１）10:35-12:15（伊香賀先生、藤野先生来校） 

マレーシアで行う英語プレゼンテーションについて、両先生からのアドバイスを受けた。 

 

⑭1 月 17 日（金）授業（１２）16:15-18:00 

FW のプレゼンテーション、調査事項について最終確認。英語プレゼンテーションについて

は、３年生がサポートし、英語の発音や、強弱、効果的な聞かせ方などの助言をもらった。 

 

■関東・甲信越静地区 高校生探究学習発表会（立教大学）12 月 15 日（日）10:00-16:00 

第４回関東・甲信越静地区 高校生探究学習発表会に、「環境とライフスタイル」で水質汚染の

研究を行うグループが出場。日本語プレゼンテーション部門で「生活排水から河川を守ろう～

MAIENZA の普及と私たちの行動改善～」のテーマで発表し、金賞を受賞した。 

 

 

  

 

 

■マレーシア・フィールドワーク  1 月 19 日（日）～23 日（木） 

（１）参加 

   高校 2 年生 14 名 引率教員 2 名 

 

   現地協力者 

    ①Johor State Education Department（ジョホール州教育庁） 

     Ms. Aerma Nurazalina 

     訪問校の選定と訪問校での交流会の内容の打ち合わせの中継ぎ的な役割を依頼 

 

    ②Iskandar Regional Development Authority(IRDA)（イスカンダル地域開発庁） 

     Mr. Boyd Dionysius Joeman Ms. Shahidah Syed Ahmad 

        パームヤシ農園訪問先の選定、マレーシアパーム油認証機関（Malaysian Palm Oil 
Certification Council）関係者へのインタビューの設定 

 

    ③Malaysian Palm Oil Certification Council（MPOCC）（マレーシアパーム油認証機関） 

     Mr. Ne'ryez Singh Randhawa 
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（２）行程、 

１日目（19 日） 

   07:10 羽田空港、集合 

   08:50 羽田空港、出発 

   15:25 チャンギ空港、到着 

   17:30 ジョホールバル・ホテル到着  

２日目（20 日） 

    9:00 ジョホールバルの中学高等学校 SMK Sultanah Engku Tun Aminah(SETA)

訪問 

   12:30 イオンモール Tebrau City 店インタビュー 

   17:30 ホテル着 

３日目（21 日） 

   09:00 Felda Taib Andeak 村パームやしプランテーション・パーム油搾油工場見学 

       マレーシアパーム油認証機関（MPOCC）関係者とのディスカッション 

   15:00  Tanjung Piai National Park（タンジュンピアイ国立公園）見学 

   18:00 ホテル着 

４日目（22 日） 

   09:00 ジョホールバル市内見学（アブバカール・モスク） 

      10:00  ヌサジャヤ・ウォーターフロント開発地域見学 

   13:30  シンガポール アラブストリートのモスク見学 

   15:30 シンガポールＦＷ組と合流 

   16:00 マリーナベイエリア見学  

   20:00  SPECTRA（水と光のショー）見学 

   22:00 チャンギ空港、到着 

23:55 チャンギ空港、出発 

５日目（23 日）  

07:30 成田空港、到着 

 

（３）学習内容 

①SETA 高校での交流授業 

    本校の 4 グループ、SETA 高校の 4 グループが共通のテーマで課題研究のプレゼンテーシ

ョン、次いでそれぞれの内容への質疑応答を行った。予め SETA 高校に本校の生徒の研究テ

ーマを知らせ、研究に関する内容のアンケートにも協力してもらっていたため、共通の内容

で研究発表会ができ、お互いに研究内容の理解を深めることが出来た。また、このプレゼンテ

ーションをジョホール州教育庁の方々やマレーシア工科大学の先生方にも聞いていただく機

会を得て、貴重なフィードバックを頂戴した。各グループの発表内容は以下の通りである。 

 

（グループ１）「持続可能なパーム油の普及」 

    マレーシアの主幹産業であるパーム油が、実は森林破壊や生物多様性の喪失、パーム農園で

の労働問題等、深刻な社会問題を引き起こしている事実に着目し、その解決に向けて自分た

ちが出来るアクションは何かを追究し、提案した。具体的には、新たな森林伐採をせずに開発

されたパーム農園から産出された“持続可能なパーム油”に付けられる認証、“RSPO 認証”

についての知識の普及と、RSPO 認証マークのついた商品を積極的に購入することで、森林

とそこに住む生物を守ろうというエシカルな消費を促した。 
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（グループ２）「海洋プラスチックゴミ問題の解決に向けて」 

   海洋プラスチックゴミ問題の現状と、マイクロプラスチックが海洋生物や人体に与える影響

について 紹介し、知識を共有。また富士見丘の生徒の実態として、マイボトルは持ち歩く生

徒が多いが、レジ袋を断らない生徒が大半である事実を伝え、現在取り組んでくる富士見丘

オリジナルのエコバックの取り組みについて紹介した。 

 

（グループ３）「日本におけるハラール対応のあり方」 

   マレーシアの人口の６割を占めるムスリムは、日本にもすでに多く在住しているが、2020 年

のオリンピックをきっかけに訪問者もますます増加していくと予測される。食に様々な禁忌

を抱えるムスリムの方が安心して日本を訪問できるよう、日本のレストラン、スーパー、大学

の学食でのハラール対応の現状を伝えた。次年度の本校の文化祭でハラールフードの屋台の

出店を目標に掲げる本グループは、その実現に向け SETA 高校の生徒や先生にハラール対応

が可能な６種類の日本食を提示し、最も食べてみたい日本食に関してアンケートを実施した。 

 

（グループ４）「家庭排水による水質汚染から河川を救う」 

   ジョホールバルの農村部は今なお、生活排水を河川に垂れ流しにしているという現状を受け、

世界においても水質汚染の原因の７割を占める「家庭排水」をいかにきれいな状態で排水す

るかということを、日本、マレーシアの共通の課題として掲げた。その上で、マレーシアのス

ーパーマーケットでも簡単に入手できる材料で、家庭で手軽に作ることができる、微生物を

利用した水質浄化液である「マイエンザ」の作り方とその効果を紹介するとともに、日本から

持参したマイエンザを小瓶に入れて SETA 高校の先生や生徒に配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②イオンモールテブラウシティ店での FW 

パーム油普及の研究グループは、スーパーの売り場を調査し、スーパーで取り扱いのある

RSPO 商品を調べるとともに、店員や買い物客に対して RSPO 認証マークについての認知度

を調査。パーム油産油国であるマレーシア現地での認知度が限りなくゼロに近いという現状

が分かり、日本のみならずマレーシアでこそ RSPO 認証の認知度を積極的に上げていかなけ

ればいけないという新たな課題を得た。 

マイエンザを SETA 高校で配布 
 

 
SETA 高校でのプレゼン 
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ハラール対応の研究グループは、スーパーの売り場やフードコートを視察し、いかにして

「ハラールとノンハラール商品の売り場」や、「ハラールレストランとノンハラールレスラン」

を同じ建物内に共存させているかを調査。徹底した販売スペースの分離や、買い物カゴまで分

ける徹底ぶりに、日本でハラール対応をする際の難しさを改めて実感させられた。 

    

③Felda Taib Andeak 村パームやしプランテーションでの FW 

パームやしプランテーションの村、Felda 村を訪問し、パームヤシの木からパームヤシの赤

い実を収穫する様子を見学後、パーム油搾油工場の工場長よりヤシの実からパーム油が作ら

れるまでの行程の説明を受けた。その後マレーシアパーム油認証機関（MPOCC）関係者２名

とディスカッションを行い、パーム油の研究グループはマレーシア独自のパーム油認証基準

である MSPO 認証について質問し、疑問点を解消した。 

また、水質汚染の研究グループは、Felda 村の村民にマイエンザを配布し、その作り方と効能

を説明し、家庭排水による水質汚濁の現状改善に寄与するための普及活動を行った。 

 

 

④タンジュンピアイ国立公園での FW 

FW3 日目の 1 月 21 日に、イスカンダル地域開発庁（IRDA）の環境教育担当の Sharifah

さんのコーディネイトにより、ユーラシア大陸最南端の地タンジュンピアイ・ジョホール国立

公園を訪問。国立公園内の干潟にはムツゴロウや数種類のサルなど多様な生物が生息してお

り、それらの大自然を間近で観察できた一方で、満潮時に流れ込んだプラスチックゴミが、マ

ングローブの根に捕らえられて公園内に残って散乱していた。海洋プラスチックごみ問題の

現状を目の当たりにすることとなった。 

                

⑤ハラールレストランでの FW 

  ハラール対応のあり方を研究するグループは、ハラール対応レストランの店主に、本校の文

化祭でハラールフードの屋台を出す際の注意点について質問をした。ノンハラールの料理と

食器や調理器具を分けること、キッチンを分けることに加え、「必ずムスリムの人に監修して

もらうこと」という新たな課題が見つかった。 

 
MPOCC 関係者との対談 

 
Felda 村の方々と 
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⑥「イスカンダル地域の低炭素都市開発」に関する FW 

イスカンダル開発計画とは、マレーシア政府及びジョホール州政府が 2006 年に開始した国 

家プロジェクトで、東京都とほぼ同面積のイスカンダル地域を高度に経済開発する計画であ

る。東南アジアで最大級の複合開発プロジェクトであり、2009 年には持続可能な発展をはか

るため「低炭素社会」というコンセプトを新たに打ち出し、日本の大学や国立環境研究所など

が協力して「2025 年低炭素社会計画」を策定した。今回の FW では、その開発地域のうちヌ

サジャヤ・ウォーターフロント地区を訪問し、マリーナエリアやレゴランド、インターナショ

ナルスクールが整備され、巨大コンドミニアムが林立する様子を視察した。 

 

⑥サルタンモスクの見学   

  ムスリムにとって、モスクでの礼拝は欠かせない。ムスリムの方の宗教的な生活習慣を理解

するために、シンガポールのアラブストリートに建つサルタンモスクを訪問した。モスク内部

にも入り、礼拝の様子を見学した。 

 

（４）FW の成果・評価 

   生徒アンケートの結果（p76 参照）では、「現地での交流・体験によって大きな刺激を受けた

か」という問いに対し、「強くそう思う」が 79%、「そう思う」が 21%で、参加者全員がこの FW

の意義を感じ取っている。短期間ではあるが、様々な訪問地で積極的にコミュニケーションを

とった結果、「現地での体験や取材の重要性が理解できた」、「異なる文化や価値観に対する理解

が高まった」、「現地の人のコミュニケーションが十分にできた」の３項目も全生徒が肯定的な

回答をしている。伊香賀先生、藤野先生をはじめとした様々なアドバイザーの指導のもと、事前

の探究活動、プレゼンテーション準備を十分に積んできたからこそ、このような達成感を味わ

えたのではないだろうか。 

マレーシアの高校生との研究交流も、本年度は予め本生徒の研究テーマを知らせ、研究内容の

アンケートにも協力してもらっていたため、共通のテーマでの発表交流が出来、例年以上に深い

交流となった。次年度以降もマレーシアの高校生との交流を継続し、本校生徒の英語でのプレゼ

ンテーション・コミュニケーションスキルを向上させる機会としていきたい。 

 

 《マレーシア FW に対する生徒の感想 / 自由記述》 

 ・できることなら、来年も行きたいと思うくらい楽しかった。 

・現地校訪問では、お互いのプレゼンで意見交換をして参考になることも聞けたし、イオンでの店員さんの

インタビューではプラスチックごみを出さない工夫なども聞くこともできました。また、国立公園に行っ

て、プラスチックごみがあるのを実際に見られたし、今現在の状況を知ることができたので貴重な体験が

出来て良かったです。高校生の時しか体験できないことができた FW でした。 

・メリハリをつけながら、やる時はしっかりとやることを心がけました。とても楽しかったです！ 

・実際にマレーシアを訪れてみて、イスラムの文化について深く知ることができたという達成感がありまし

た。世界の文化の実態について興味を持つきっかけになったので、良かったと思います。 

・事前学習をしっかりとしてフィールドワークに行ったので、知りたかったことやわからなかったことを知

ることができてすごく楽しかった。FW 自体も楽しかったが、なにより学ぶことが楽しかった。 

・日本で調べただけでは分からなかった事が、現地での状況やインタビューを通して詳しく知れ、とても理

解を深められました。楽しいことだけでなく、辛いこともたくさんあったけどそれを乗り越えたからこそ、

72



良い経験になりました。 

・現地校やイオン、パーム油農家の人々と、共通の課題について考え、英語で交流をし、私たちの解決策を

提案したことは意味のある取り組みであったと確信できた。また、交流の中で出た課題や仮説との相違点

を解決、展望につなげるなど、本当に貴重な経験となり有意義な時間を過ごすことができた。 

・サス演でマレーシアＦＷを選択してよかったと思った。チームも仲が良くて研究していて面白いし、自分

たちで動くことがとても楽しかった。 

・非常に充実していた。事前の研究をしっかり行ったうえで現地に向かったので、必要だった情報をしっか

り得ることができて満足のいくフィールドワークになった。フィールドワークでは研究についてだけでな

く、現地での生活を体験したり、多くの方々と話すことができるので、異文化を体験できる経験にもなっ

たので良かった。   

 

 

 ■ＦＷ後の授業内容 

①1 月 28 日（火）16:15-18:00 

 FW の振りかえり、今後の課題・予定の確認、SGH 研究発表会にむけての準備をおこなった。 

 

②2 月 4 日（火）16:15-18:00 

SGH 研究研究発表会の準備をおこなった。 

 

③2 月 15 日（土）10:35-12:15 

  SGH 研究発表会の準備、プレゼンテーションの練習をおこなった。 

 

 ④2 月 19 日（火）13:30-16:30 『SGH 研究発表会』 

サステイナビリティ演習Ⅰの履修者１１グループが、台湾、シンガポール、マレーシアの各国で

行った FW をふまえそれぞれの研究成果を英語で発表する課題研究発表会を実施した。「環境と

ライフスタイル」からは、4 グループ中、３グループが出場し、「家庭排水による水質汚染から

河川を救う」の発表をしたグループが最優秀賞、「日本におけるハラール対応のあり方」の発表

をしたグループが優秀賞を受賞した。 

3 月 21 日に開催予定の「探究甲子園２０２０」の日本語プレゼンテーション部門に出場が決定

していた「持続可能なパーム油の普及」のグループは、英語ではなく日本語でプレゼンテーショ

ンを披露し、１年間ご指導いただいた藤野先生から大会向けての具体的な助言をいただいた。 

  

＊「探究甲子園２０２０」は新型コロナウィルス感染対策のため中止となり、残念ながら大会に出場する

ことはできなかった。 
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Ｅ アンケートの結果と実施の効果 

 「サステイナビリティ演習Ⅰ」の振り返りとして、2020 年 2 月 19 日（水）にアンケートを実施

し、履修者 48 名から回答を得た。アンケートの結果とその評価を以下に述べる。 

 

■「サステイナビリティ演習Ⅰ」で身についた力 

 

      
強く 

そう思う 
そう思う 

あまり 

思わない 

全く 

思わない 
計(人数） 

問１ 社会課題への関心が増した 

災害 50% 44% 6% 0% 18 

経済 50% 50% 0% 0% 16 

環境 86% 14% 0% 0% 14 

計 60% 38% 2% 0% 48 

問２ 
サステイナビリティについて 

考えを深められた 

災害 44% 50% 6% 0% 18 

経済 44% 56% 0% 0% 16 

環境 86% 14% 0% 0% 14 

計 56% 42% 2% 0% 48 

問３ 

 

グローバルな視点でテーマを 

考えられるようになった 

災害 50% 33% 17% 0% 18 

経済 50% 50% 0% 0% 16 

環境 86% 14% 0% 0% 14 

計 60% 33% 6% 0% 48 

問４ 

将来、留学したり、 

仕事で国際的に活躍したいと 

思うようになった 

災害 56% 33% 11% 0% 18 

経済 50% 44% 6% 0% 16 

環境 64% 29% 7% 0% 14 

計 56% 35% 8% 0% 48 

問５ 
積極的に 

議論ができるようになった 

災害 28% 67% 6% 0% 18 

経済 44% 56% 0% 0% 16 

環境 36% 57% 7% 0% 14 

計 35% 60% 4% 0% 48 

問６ 
ICT での情報検索力 

まとめる力が増した 

災害 44% 44% 11% 0% 18 

経済 50% 50% 0% 0% 16 

環境 79% 21% 0% 0% 14 

計 56% 40% 4% 0% 48 

問７ 
研究テーマについて 

自分自身で課題を発見できた 

災害 33% 61% 6% 0% 18 

経済 38% 63% 0% 0% 16 

環境 64% 36% 0% 0% 14 

計 44% 54% 2% 0% 48 
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問８ 

研究テーマについて 

多面的にアプローチできる 

ようになった 

災害 11% 67% 22% 0% 18 

経済 13% 75% 13% 0% 16 

環境 50% 43% 7% 0% 14 

計 23% 63% 15% 0% 48 

問９ 
論理的に考えられる 

ようになった 

災害 11% 72% 17% 0% 18 

経済 38% 63% 0% 0% 16 

環境 57% 36% 7% 0% 14 

計 33% 58% 8% 0% 48 

問１０ 
グループで協力して 

研究をまとめる力がついた 

災害 39% 44% 17% 0% 18 

経済 50% 50% 0% 0% 16 

環境 64% 29% 7% 0% 14 

計 50% 42% 8% 0% 48 

問１１ 

社会課題に対して 

自ら進んで行動しようと 

思うようになった 

災害 28% 56% 17% 0% 18 

経済 31% 69% 0% 0% 16 

環境 71% 29% 0% 0% 14 

計 42% 52% 6% 0% 48 

問１２ 
人前で堂々と 

発表ができるようになった 

災害 28% 56% 11% 6% 18 

経済 50% 38% 13% 0% 16 

環境 57% 29% 14% 0% 14 

計 44% 42% 13% 2% 48 

問１３ 
英語でのプレゼンテーション

ができるようになった 

災害 33% 56% 6% 6% 18 

経済 38% 50% 13% 0% 16 

環境 50% 36% 14% 0% 14 

計 40% 48% 10% 2% 48 

問１４ 
英語での議論ができる 

ようになった 

災害 6% 44% 44% 6% 18 

経済 13% 56% 25% 6% 16 

環境 29% 29% 36% 7% 14 

計 15% 44% 35% 6% 48 

問１５ 
英語の能力を高めたい 

と思うようになった 

災害 67% 22% 11% 0% 18 

経済 75% 25% 0% 0% 16 

環境 86% 14% 0% 0% 14 

計 75% 21% 4% 0% 48 
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■海外フィールドワークについての自己評価 

 

      
強くそう

思う 
そう思う 

あまり思

わない 

全く思わ

ない 
計(人数） 

問１ 
研究テーマを調べるために 

主体的に行動できた 

災害 39% 50% 11% 0% 18 

経済 44% 56% 0% 0% 16 

環境 71% 29% 0% 0% 14 

計 50% 46% 4% 0% 48 

問２ 
現地での体験や取材の 

重要性が理解できた 

災害 50% 39% 11% 0% 18 

経済 50% 44% 6% 0% 16 

環境 86% 14% 0% 0% 14 

計 60% 33% 6% 0% 48 

問３ 
英語でのプレゼンテーション

が上手にできた 

災害 11% 61% 17% 11% 18 

経済 14% 64% 21% 0% 14 

環境 29% 43% 14% 14% 14 

計 17% 57% 17% 9% 46 

問４ 
英語での質問や議論が 

十分にできた 

災害 6% 39% 44% 11% 18 

経済 0% 63% 25% 13% 16 

環境 29% 50% 21% 0% 14 

計 10% 50% 31% 8% 48 

問５ 
現地の人とのコミュニケーシ

ョンが十分にできた 

災害 11% 39% 39% 11% 18 

経済 31% 50% 19% 0% 16 

環境 29% 71% 0% 0% 14 

計 23% 52% 21% 4% 48 

問６ 
異なる文化や価値観に対する

理解が高まった 

災害 50% 50% 0% 0% 18 

経済 63% 38% 0% 0% 16 

環境 64% 36% 0% 0% 14 

計 58% 42% 0% 0% 48 

問７ 
現地の状況に合わせて 

臨機応変に行動できた 

災害 39% 61% 0% 0% 18 

経済 38% 56% 6% 0% 16 

環境 57% 36% 7% 0% 14 

計 44% 52% 4% 0% 48 

問８ 
現地での交流・体験によって

大きな刺激を受けた 

災害 28% 61% 11% 0% 18 

経済 63% 31% 6% 0% 16 

環境 79% 21% 0% 0% 14 

計 54% 40% 6% 0% 48 
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 本年度も、サステイナビリティ演習Ⅰの授業に対する満足度は非常に高く、生徒の授業評価は、

「大変に良かった」76％、「良かった」20％、「あまり良くなかった」4％、「全く良くなかった」0%

という結果であった。「あまり良くなかった」という否定的な評価をした生徒は、「台湾 FW で英語

があまり通じなかった」、「他の勉強との両立が大変だった」という点をマイナスの理由として挙げ

ているが、困難な経験をした分だけ大きな学びが得られるのが、サステイナビリティ演習の学びな

のではないだろうか。1 年間継続してグループ研究を行い、海外フィールドワーク、英語プレゼンテ

ーション、英文レポート作成を成し遂げたことは、多くの生徒の「自信」と極めて高い授業満足度に

つながっている。 

「身についた力」についての質問でも、全ての項目で肯定的な回答の割合が否定的な回答の割合

を上回っており、特に「環境とライフスタイル（マレーシア FW）」を選択した生徒は、各項目で自

身の成長を強く感じていることがうかがわれる。SGH 指定 5 年目となり、本校教員と大学・研究機

関との連携による研究サポート体制、海外フィールドワークはより充実したものとなり、多様な探

究活動が可能になっている。関東甲信越地区探究学習発表会、全国高校生フォーラム、高校生サミ

ット in 北海道など、本年度の 2 年生が多くの外部発表会・コンクールに出場したことも、本授業の

成果と言えるだろう。 

 

■自由記述による回答（「サステイナビリティ演習Ⅰ」を通して学んだこと、感じたこと） 

災害と地域社会 

・グループで何度も話し合い、お互いの意見に同意したり、指摘し合ったりたりすることができるようになり

ました。自分の意見を積極的に発言することで相手に自分が何を考えているのかが伝わり、研究がスムーズ

に進むきっかけになりました。 

・インタビュー調査をする中で、地震を体験したことがないという外国の方が多いということに驚きました。

また、災害遺構を残すか残さないのかという問題は、とてもセンシティブな話題であるということより感じ

るようになりました。日本では遺構が受け入られにくいという漠然とした感覚だけでなく、本質的な理由を

考えることが大切だと感じました。 

・このプログラムは先生の話す内容を聞く普段の受け身的な授業とは異なり、課題設定をする最初から発表を

仕上げる最後までグループで自主的に行うことが求められた。ICT を利用する力やプレゼン力も身につく

が、自主性を身につけられのが大きいと思う。 

・SGH に指定されているからこそできるサス演は、私にとってとてもプラスになりました。日本では今後も

大変良かった

76％

良かった

20％

■ 総合評価（授業満足度） 

あまり良くなかった４% 
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課題とされ続けるであろう災害・防災について研究することができ、実際に台湾の地震関連施設を訪問する

ことで、研究を深くほりさげていくことができてよかったと思います。 

・海外との比較など、世界的な視野が手に入ると思った。 

・グループで議論することや海外の人とコミュニケーションをとることでコミュニケーション能力が高めら

れたと思います。 

・サステイナビリティ演習Ⅰで「災害と地域社会」を選択したが、テーマもチームワークも個人的にはとても

良かったと思う。しかしながら、台湾 FW での現地の高校との交流会は、少し物足りなく感じた。台湾の生

徒が私たちの英語を理解してくれず、研究テーマについての交流が不十分だったことが残念だった。 

・震災遺構のことを深く考え学ぶことで新たな発見ができた。いろいろな良い経験ができたと思う。 

・自分たちで設定した問題について徹底的に調べ、たくさんの知識を得られた。 

・良い研究発表を作るには、本やネットで得られる情報だけではだめだということを学んだ。実際にその場所

に行ったり、電話で問い合わせをおこなったりしたことで良い研究になっていったと思う。 

・PTSD の正しい知識が正しく知られていないことを学びました。また、良いプレゼンをするためには、グル

ープでの協力がとても大事になると思いました。 

・普段では経験のできないような実のある学習ができた。 

・台湾 FW で現地の人の意見を聞けたのは良かったのですが、現地の高校生との交流で英語があまり通じず、

翻訳機を使って何とか会話をしました。中国語での会話をもう少し勉強してから行きたかったです。 

・サステイナビリティ演習を通して、PTSD や災害問題についてたくさん知ることができた。新たな経験とな

り、良かったです。 

 

開発経済と人間 

・チームのみんなと協力して、たくさんの議論を繰り返しながら自分たちのベストの結論に至ることができた

と思う。一つのことに集中して一年間調べ、深めることができた。 

・自分たちでテーマを決め、一から研究して発表するに至るまでは大変なことの連続でしたが、それ以上に多

くの学びを得ることができました。シンガポールに住んでいる方や現地校の生徒の意見を聞いたりして、新

しい視点を発見することもできました。 

・一年間通して同じテーマについて研究することはなかなかないので貴重でした。当初自分が思い描いていた

結果とは全く別の結果になったことは驚きでしたが、このようなこともあるのだなと自分の中での新しい経

験になりました。 

・私はあまり人前で発表が出来ませんでした。しかし、サス演の授業の時に毎回話し合いや発表を繰り返して

いたので、自然と意見を言えるようになりました。頑張って取り組めば、結果はついてくると思いました。 

・シンガポールの現地の人たちはとてもフレンドリーでした。チームワークの大切さを学びました。 

・何もないところから自分で課題を見つけて自力で答えを見出すことの難しさを学んだ。 

・最後の最後まで解決案を考え直したりなど大変でしたが、ここまで一つの課題について調査したのは初めて

だったので、発表が終わった後は大きな達成感を感じました。また、現地での調査で積極的に質問をするこ

とで新しい発見があると思いました。 

・日本での研究はすごく大変だったが、様々な資料を通してカジノに対する理解を深めることができ、さらに

その知識があったからこそ実際に現地でカジノを見学したりお話を聞いたりしたときに受けた衝撃が大き
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くなった。本当にすごくいい体験ができたと思う。 

・私は英語がとても苦手で、またチームには帰国生もおらずとても不安だった。自分の英語を過小評価して、

今ある実力よりできないと思い込んでいたのだが、絶対的に英語を使わないといけない環境で英語を話して

いるうちに自分の英語は思ったよりも通じることに驚いた。研究を通して成長したところはもちろんたくさ

んあったが、自分の英語に自信を持てたことが一番大きい。 

・周りの意見や、他国の人々の意見を知ることのできるチャンスだと思います。また、アンケート調査をする

ことがとても大変だと知りました。 

・英語で話すことに対する抵抗が少なくなった。 

・一年通して仲間たちと発表の準備をし続けたことでプレゼンをつくる力を養うことができました 

 

環境とライフスタイル 

・自分と違う意見をどう受け止めるか、役割分担の大切さを学んだ。 

・「環境とライフスタイル」をテーマにして、プラスチックごみについて研究をしてきた。調べていくうちに

プラスチックごみが増え続けていると大きな被害が起こることやプラスチックごみを減らすための消費行

動を知り、自分でも実際に実践するようになった。この研究をして良かったと思う。 

・チームで研究をすることで、いろいろな視点から研究に取り組むことができた。 

・グループで協力することの大切さがわかりました。 

・本当に大変で何度もやめたいと思うことはあったけれど、そのつらさに共感してくれる仲間はいるし、泣い

た分だけ強くなれるのは本当だなって思うことができた。人間として本当に強くなれると思う。 

・研究するということの難しさを知ることができたし、何かを達成したときの喜びも知ることができた。 

・情報収集能力、論理的思考力、プレゼンテーション能力が身についたと強く感じる。なによりも、大会での

発表を重ね、自信が持てるようになった。何事も経験で上達できるのだと思った。このような機会を得るこ

とができ感謝している。 

・何も知らなかった状態から調べたり、実際に動いたりできて楽しかったです。 

・サステイナビリティ演習での研究で学んだことは①「グループで協力すること」②「事前調査にしっかり取

り組むこと」です。①は、高２になって思っていたよりずっと忙しくなったのですが、サス演の研究がお互

いの負担にならないようにグループで話し合い効率良く進めていくことが大事だったからです。②は、フィ

ールドワークが満足いくものになったのは、研究で取り上げた問題にしっかり向き合い、それをもとに必要

としていた情報を現地でとることができたからです。 

・チームで一体となって研究に取り組むことがいかに大変なのかということを学んだ。この経験を経たからこ

そより自分自身の様々なスキルが向上したと強く感じる。 

・メンバーで協力することの大切さを学んだ。 

・一年間同じテーマで研究するのは大変だと思っていましたが、仲間と協力して研究をまとめたり、様々な場

所への訪問などいろいろな経験ができました。何度も挫折しそうになりましたが、最後まで頑張って良かっ

たです。 
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（３）サステイナビリティ演習Ⅱ 

Ａ 授業の概要 

■目的 

前年度「サステイナビリティ演習Ⅰ」を履修し、海外フィールドワーク・課題研究を経験した高

校３年生が、「災害と地域社会」「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」の各テーマで課研究

を継続・発展させ、英文で研究レポートをまとめるための講座が「サステイナビリティ演習Ⅱ」で

ある。 

演習Ⅱの履修者は、自身の研究を深め、論理的な研究レポートを作成するとともに、後輩履修者

への助言と指導を行うことで、研究テーマをより主体的に捉え直し、リーダーシップを養ってい

く。また、研究成果を積極的に外部発表会・国際大会で発表するための指導、進路選択に活かして

いくための指導もあわせておこなっていく。 

 

■概要 

 「サステイナビリティ演習Ⅱ」は、下記の４つの取組に対する指導を主な内容とする。 

① 昨年度の演習Ⅰでおこなった課題研究レポート（英語又は日本語）の継続・発展 

    ② 本年度の演習Ⅰを履修する２年生への助言と指導 

    ③ 演習ⅠⅡでの研究を自身の進路、社会との関係で捉え直すこと 

    ④ 外部発表会（グローバル・リンク・シンガポール）への参加 

 

  ①については、演習Ⅰの履修時にグループワークでまとめた研究内容を個別に探究し、個人の 

課題研究として深化させることを目的とする。演習Ⅰと違いグループではなく個人で探究を進

め、前年度の研究内容をより主体的に発展させていく。レポートについても、２年次に提出した

ものを単純にリライトするのではなく、新たに調査した内容を取り入れ、別の論文として作成す

るよう指導した。使用言語は英語を原則とするが、進路との関係で大学側から求められる課題の

形式が日本語の場合は日本語での作成も認めることとした。 

②については、後輩に適切な助言・指導を与えるために、自らの経験・研究を捉え直すことが

ポイントとなる。教員による指導ではなく、年齢の近い経験者による助言・指導は同じ生徒同士

の目線でのものであり、演習Ⅰ履修者にとっても効果が大きい。また、演習Ⅱ履修者にとっては

適切な指導・助言を考えることでリーダーとしての資質を磨くことになる。 

 ③については、演習Ⅰ・Ⅱを通じて興味をもった研究・社会課題を自身の進路、大学で学ぶべ

き内容との関係で積極的に捉え直すことを目的とする。課題研究と大学での学び、将来の職業と

「サステイナビリティ演習Ⅱの目標」 

1．課題研究の内容を深め、論理的な英文でまとめることができる。 

2．後輩の履修者に対し、適切な助言・指導をおこなうことができる。  

3．課題解決のための提案が、広く世の中に発信できる形でまとめられる。 

4．自ら関心を持ったテーマを、進路との関係で主体的に捉え直すことができる。  

5．研究成果を積極的に外部発表会・国際大会で発表する。 
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のつながり、グローバルな進路選択について考察するよう助言・指導をおこなう。 

④については、研究成果を積極的に外部発信することで、行動力・英語発信力を育成すること

を目的とする。今年度は、SGH 甲子園・英語プレゼンテーション部門の最優秀賞の副賞として

「グローバル・リンク・シンガポール」への出場権が得られ、環境とライフスタイルから３人の

生徒が参加した。また、研究成果の発表機会としては、２月に「卒業研究発表会」を実施し、サ

ステイナビリティ演習Ⅱを履修していない生徒を含め、進路の決定した３年生が研究成果のプレ

ゼンテーションを行い、優秀者を表彰した。 

 

 ■担当教員 

課題研究部門 森有希・松澤一徳（災害と地域社会 選択 16 名） 

  松永愛・田中裕樹（開発経済と人間 選択 15 名） 

町田寛未・美濃部直子（環境とライフスタイル 選択 14 名） 

  進路開発部門 山口理恵（国語科）・松澤一徳（英語科） 

長谷川翠（保健体育科）・石丸義之（数学科） 

 

課題研究の指導は、サステイナビリティ演習Ⅰの各テーマの担当者が演習Ⅱの担当を兼務し、

研究内容の発展をうながした。各テーマに所属する英語科教員が英語論文の助言・指導をおこ

なった。進路開発の面では、高校３年の担任が履修者に面接を行い、２年次よりの課題研究への

取組・成果を進路に活かせるよう指導にあたった。課題研究と大学での学びを結びつける指導、

グローバルな進路選択を可能とする指導を心がけ、各テーマの授業担当と連携した。 

 

 ■実施内容 

 ①4 月 16 日（火）15:15-16:00 

サステイナビリティ演習Ⅰのガイダンスで、各テーマの代表生徒 2 名ずつが昨年度の活動内

容を報告。台湾、シンガポール、マレーシアでの各フィールドワークについてはパワーポイント

を用いた説明でイメージを共有した。 

 

②4 月 19 日（金）15:15-16:00 

３月に提出した自身の英文レポートについて、英語科教員から改善の方向性についてのアド

バイスを受けた。また、次回の演習Ⅰでの履修者（２年生）への研究アドバイスに関して各授業

担当者と打ち合わせをおこなった。 

 

③4 月 27（土）10:35-12:15 

   演習Ⅰの授業に参加し、履修者の発表に対してその感想を述べ、各今後の研究の進め方につ

いてアドバイスをおこなった。同日、自身の英文レポートのリライトを提出し、英語科教員がこ

れを添削。後日、一人ひとりに返却してその内容について改善を行った。 

 

④5 月 18（土）10:35-12:15 

「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」の履修者は、演習Ⅰの授業に参加し、自身の研

究の進捗状況について報告した。演習Ⅰ・Ⅱのそれぞれの履修者で、重なっているテーマ、関連
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するテーマに関心を持つ生徒がおり、お互いの刺激になった。「開発経済と人間」の履修者は演

習Ⅰ履修者とともに池袋防災館で行われた防災体験ツアーに参加した。 

 

 ⑤7 月 19 日（金）13:00-14:00 

   夏休みを前にして自身の研究テーマの考察の課題を担当教員に報告。個別にアドバイスを受

けた。進路に関係する研究テーマを選択している生徒も多く、前記の担当教員以外にも専門知

識、関連知識を有する教員が適宜アドバイスをおこなっている。これらを学級担任と連携して

おこなうことにより、大学進学後の専攻にもつながる指導となっており、研究の発展性、継続性

をうながしている。 

 

 ⑥夏休み期間中 

   上記①～⑤の活動をもとに自身の学習と関わりの深い演習Ⅰの履修者とメールアドレスを交

換し、演習Ⅰ履修者の夏休みの課題研究にアドバイスをおこなった。 

英文レポートについては、自身の追加した考察を織り込みつつ、適宜登校、またはメールを通

じてリライトを続けた。また、学級担任との進路面談を通じて自身の学習内容を志望動機や提

出書類に書込み、卒業後の大学における専攻研究を考える材料とした。 

 

 ⑦⑧10 月 5 日（土）・19 日（土）10:35-12:15 

   演習Ⅰ履修者の発表を聞いてこれにアドバイスを与えた。演習Ⅰ履修者の発表内容が具体的

になってきたため、自身の経験と知識がより生かされる授業となった。履修者の中には一般入

試をひかえている者もいたが、スケジュールを上手に組み立て両立が図られている。 

英文レポートもこの時期にはほぼ仕上がっている。専攻を希望する学問分野に関するレポー

トも多く、専門語彙の習得という面でも大学進学後につながる取り組みとなった。 

 

 ⑨⑩1 月 27 日（月）・2 月 7 日（金）15:15-16:00 

  SGH 研究発表会の企画運営会議を実施した。大学進学内定者３名（「災害と地域社会」、「開発

経済と人間」、「環境とライフスタイル」から各１名）が 2 月 18 日（火）の発表会に向けて意見を

提出。教員と協力して発表会の準備にあたった。 

 

 

 ⑪SGH 研究発表会 2 月 18 日（火）13:30-16:30 

本年度もサステイナビリティ演習Ⅰの課題研究発表会の運営と司会を担当。司会は、「災害と

地域社会」「開発経済と人間」「環境とライフスタイル」から各 1 名が担当し、自身の経験をふ

まえて、各分野の研究と海外フィールドワークの概要を説明した。その他の演習Ⅱ履修者も、適

宜後輩を指導しつつ会の円滑な運営に貢献した。また、自分たちが一年間にわたって助言、指導

をしてきた成果発表を聞き、ルーブリックで評価をおこなったことは、自身の指導力を振り返

る機会にもなった。 
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⑫卒業研究発表会 2 月 26 日（水）08:45-10:00 

  推薦入試等で進路の決定した生徒には、大学で専攻する学問領域に関わる卒業研究の論文作

成を課題とした。サステイナビリティ演習Ⅱでの研究内容を発展させたものを含め、70 名の論

文が提出され、優秀賞に選ばれた 5 名が発表をおこなった。大学で専攻する学問領域に関わる

ことを条件としたため、演習Ⅱ履修者の卒業論文のテーマは必ずしも演習Ⅰからの課題研究を

継続させたものではない。しかし、いずれも、サステイナビリティ基礎、演習Ⅰ・Ⅱで得られた

問題意識、研究方法を駆使したものであり、その成果がうかがわれる。 

  今年、印象的だったのは活発な質疑応答である。さまざまな研究発表に対して、いずれもテ

ーマに応じた複数の質問が出され、それに対する応答も適切であった。研究活動そのものを支

える探究学習と日常的に数多く行われるディスカッション、プレゼンテーションがその土台と

なっているものと評価できる。 
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Ｂ グローバル・リンク・シンガポール 

■目的と概要 

サステイナビリティ演習Ⅱでは、研究成果の外部発表・国際コンテストへの参加を目標の一つ

としている。本年度は「環境とライフスタイル」を履修する３年生３名が「グローバル・リンク・

シンガポール 2019」に参加し、英語プレゼンテーションと海外の高校生との交流をおこなった。

本校 3 年生の「グローバル・リンク・シンガポール」への出場は 2016 年、2017 年に続き 3 回目

となるが、今年度は 3 月に開催された「SGH 甲子園 2019」において最優秀賞（英語プレゼンテ

ーション部門）を受賞したことにより参加権を獲得したものである。4 月から 7 月までを準備期

間とし、研究内容を深化させた上で現地研修・発表に臨み、帰国後は全校生徒に成果を報告した。 

 

■担当教員 

町田 寛未（英語科） 伊藤 有（地歴科） 

 

■事前準備 

① 4～5 月：コンテスト参加要項を確認し、本プログラムの目的や意図を把握した。その後、担当

教員も交え話し合いを行った。その結果、２年次の演習Ⅰにおいて取り組んだ２グループの研

究テーマ「Physical Activity and Learning Efficiency」と「FOOD LOSS」を再構成して研究

をまとめ直すことを決定し、参加生徒３人の分担を決定した。 

 

② 6 月：発表するプレゼンテーションのタイトルを「Shokuiku ～Food Education～」と決定し、

英語の発表原稿を作成。担当教員が表現を確認し、審査員（大学教員を中心とする研究者）だけ

でなく英語を母国語としない参加者（タイ、ヴェトナム、インドネシア、日本）も自由に見学で

きるため、できるだけ平易な表現を用いることを心掛けるように指示をした。 

 

③7 月：担当教員だけでなく、英語科のネイティブ教員も参加して、プレゼンテーションシートを

完成させ、最終確認を行った。発表の際の形式的な点（目線・発表のスピード・呼びかけの仕方

など）と想定問答などの内容的な点から指導を行った。また、サステイナビリティ演習Ⅱの他

の履修者にも実際に発表を見てもらい、生徒目線からのアドバイスを受けた。 

 

〈作成したプレゼンテーションの一部〉 
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■現地研修 ７月 25 日（木）～29（月） 

（１）参加 

 高校３年生：３名  引率教員：１名 （伊藤 有） 

 

（２）日程 

１日目（7 月 25 日） 

 10:00 東京国際（羽田）空港 出発 

 16:40 チャンギ国際空港 到着 

   18:30 ホテル 到着 

    ２日目（7 月 26 日） 

     08:00 シンガポール見学（Merlion Park、Gardens by the Bay） 

 11:30 Nanyang Technological University キャンパス見学 

   14:00 オーラルセッション（リハーサル） 

 17:30 ネットワーキングディナー 

３日目（07 月 27 日、土曜） 

   09:00 オープニングセレモニー 

   09:10 基調講演（Dr. LYU Chen） 

 09:45 オーラルセッション パート① 発表 

 13:00 ポスターセッション＆ブースセッション見学 

 15:00 オーラルセッション パート② 見学 

 18:00 審査結果発表・表彰式 

       20:00 フェアウェルディナー  

４日目（7 月 28 日、日曜） 

   09:00 特別講演（Head of Education WWF Ms.Chitra Venkatesh） 

   10:00 National University of Singapore キャンパス見学 

 12:30 スタディツアー（NEWater visitor centre、Robotics Research Centre） 

 16:00 シンガポール見学（Orchard Road、Little India） 

 23:00 チャンギ国際空港 出発 

５日目（7 月 29 日、月曜） 

 06:30 東京国際（羽田）空港 到着 

 

（３）成果 

  プレゼンテーションの内容から鑑みるに、サステイナビリティ演習Ⅰで進めてきた研究をさ

らに発展させ、世界的な環境問題に対して意識を拡大させることができたという点で、大きな

成果を得られたものと判断できる。「グローバル・リンク・シンガポール 2019」オーラルセッ

ション部門においての入賞にはつながらなかったが、英語によるプレゼンテーション力ならび

に質疑応答も含めた十分なコミュニケーション力を、国際大会出場レベルまで向上させられた

点も高く評価できる。 
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Ｃ 英文研究レポート（英語論文指導） 

■目的と概要 

サステイナビリティ演習Ⅱでは、課題研究の内容を深化させ、論理的な英文でまとめることを

目標の一つとしている。本年度の演習Ⅱでは、「災害と地域社会」「開発経済と人間」「環境とラ

イフスタイル」を担当する英語科教員が、英文による研究レポートの継続・発展を指導し、生徒

研究論文集を完成させた。 

 

■指導内容 

①英語研究論文の基本的な型に則ってまとめること。「序論」→「研究手法」→「結果・考察」  

→「結論・展望」の構成にし、最後に引用文献・参考文献を明記すること。 

②英語論文を作成する際の、以下のようなルールに則ること。 

   A 一人称を主語にしない。受動態や無生物主語構文を用いて、一人称を避ける。 

B don’t , isn’t などの短縮形を用いない。 

C 論文における、時制のルールを徹底する。 

D 論の流れ示す接続詞やフレーズを用い、論理構成を明確にする。 

②インターネットの情報のみに偏ることなく、学術書・専門書にあたる、関係各所へのインタビ

ューを実施する、など追加の調査・研究を経て、オリジナリティのある提言を行うこと。 

 

■英文研究レポートのテーマ（２０１９年度生徒研究論文集掲載 ） 

（１）災害と地域社会／台湾 FW 

  ① Geographical names and Disasters 

② Natural Disasters in Asia 

③ Disaster prevention without depending on language 

④ What should we take during an emergency?  

 

（２）開発経済と人間／シンガポール FW 

① Coexistence with human and AI  

② What is the Japanese Theme Park that foreigners studying in Singapore desire 

to come?  

 

（３）環境とライフスタイル／マレーシア FW 

① Trashed Treasures -FOOD LOSS-  

② Aiming for more environmentally friendly communities  

 ③ The Relationship between Physical Activity and Learning Efficiency  

 ④ The relationship between the food habits  and obesity  
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Ｄ 実施の効果 

  サステイナビリティ演習Ⅰから課題研究を継続・発展させ、英文での研究レポートをまとめる

講座が演習Ⅱであるが、今年度も生徒研究論文集を完成させることができ、講座の主たる目的を

達成した。サステイナビリティ基礎、演習Ⅰ、演習Ⅱのカリキュラムすべてを履修することによ

って、課題研究と英語プレゼンの作成法、英語研究論文の書き方という、大学生、社会人になって

も必要なスキルを十分に習得させることができた。 

今年度の３年生は AO・推薦入試を利用して大学進学を決定した者が昨年より多く、その際にサ

ステイナビリティ演習Ⅰ・Ⅱでの体験や課題研究を生かすことができた。「災害と地域社会」で学

んだ生徒が建築学や地方行政学へ、「開発経済と人間」で学んだ生徒が観光学や地域行政学へ、「環

境とライフスタイル」で学んだ生徒が生活科学や環境問題の研究の道へと、高校時代に研究した

内容がそのまま進路につながるケースがますます増えている。 

高校３年間における一貫した課題意識・方法論にもとづくカリキュラムは非常に効果的であり、

生徒自身もさまざまな面で将来にわたる効果を感じ取っている。以下、生徒アンケートの結果を

もとに、英語力、進路選択、リーダーシップの 3 つの観点から演習Ⅱの効果を述べる。 

 

 ■英語力の向上 

いかに英語で論理的に考えるかを学ぶとともに、各テーマの専門用語を中心に語彙力が向上し

た。高校 3 年生の CEFR の B1、B2 レベル以上の割合が 74％に向上した（昨年度の高校 3 年は

54％）のも、サステイナビリティ演習Ⅰ・Ⅱの取組の成果と言える。また、拙いながらも、論文形

式で学術的な英文を書くことを経験したことで、大学でのレポート作成にも応用できる力と自信

を培った。英語に苦手意識を持っていた生徒もいたが、英語教員による繰り返しの添削、リライ

トによって、論文という形に完成させることができ、その達成感から英語への学習意欲が大いに

向上した。 

 

〇「サステイナビリティ演習Ⅰ・Ⅱが 

        英語力の向上に役立ちましたか？」 

 

 

 

■進路選択 

昨年度の課題研究を個人で発展的に追究したことで大学の推薦・AO 入試の志望理由書などで

もこの研究内容は生かされた。今年度も AO 入試、推薦入試でこれを生かした生徒が多く、自身

の関心のあるテーマを研究することの学習効果は大きい。高校時より大学進学後の専門研究への

視野が広がることは非常に有意義であり、より一層の進路指導との連携が期待される。 

 

 

 〇「サステイナビリティ演習Ⅰ・Ⅱが 

進路選択に役立ちましたか？」  

 

 

とても役立った    １２ 

まあまあ役立った   ２０ 

あまり役立たなかった  ７ 

役立たなかった     ６ 

とても役立った    ２３ 

まあまあ役立った   １９ 

あまり役立たなかった  ３ 

役立たなかった     ０ 
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■リーダーシップ 

「積極的に後輩への助言・指導をおこないましたか」という質問に対し、肯定的な回答は必ずし

も多くはなかった（４５人中１５人）。後輩の履修生への助言、指導をおこなうことでリーダーシ

ップを養成することを意図したが、取組が断続的、かつ個別的という限界が依然としてある。個

人的なつながりのある生徒間では活発な交流がなされていたが、そうでない生徒間では授業内の

みにおける単発的なアドバイスに終わってしまった。 

受験勉強という制約があるなかで、演習Ⅱを履修する生徒がより積極的に後輩の研究に関わる

ことができるようアドバイス・シートの活用や富士見丘ポータルサイトでの成果の共有などを進

めたが、十分に機能したとは言えなかった。次年度は、授業内で演習Ⅱと演習Ⅰの履修者の交流

機会を増やし、より直接的な関係を構築することによって上記の課題の解決を目指したい。 

 

 

 〇「サステイナビリティ演習Ⅱで積極的に 

後輩への助言・指導を行いましたか？」  

 

 

 

積極的に行った     ６ 

まあまあ行った     ９ 

あまり行わなかった  ２１ 

行わなかった      ９ 
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４ 課題研究以外の取組 

（１） 行動力の向上プログラム 

a 目的 

課題研究を進める上で必要な「行動力」や「他者と協働する力」を育成する取組を実施する。生

徒会、部活動、学年など校内の様々な主体が、社会貢献活動や国際交流活動に参加する企画を積

極的に推進した。 

 

b 事業内容 

Ａ 生徒会の呼びかけによる社会貢献活動 

Ｂ SDGs をテーマとする文化祭 

Ｃ 高 2 の呼びかけによる社会貢献活動 

Ｄ 介護・看護体験 

Ｅ 合唱部による高齢者福祉施設訪問  

Ｆ 外国人おもてなし語学ボランティア育成講座  

  

 Ａ 生徒会の呼びかけによる社会貢献活動 

①エコ・アクティビティ【通年】 

環境問題への関心を高めるべく導入したコンポストマシンを使用して、平成 24 年度から、

地域の商店街から回収した生ごみで堆肥を作る活動を行っている。本年度は、近隣のコンビ

ニエンスストアなどからコーヒー殻を提供していただき、生徒会役員が回収。製品化された

肥料は文化祭で販売した（後掲Ｂ②参照）。 

②ペットボトルのキャップ回収【通年】 

より多くの生徒が貢献できる活動を行うため、ペットボトルのキャップの校内での回収を１

年間通して実施し、その費用をポリオワクチンに変えて世界の恵まれない子供たちに貢献す

るという活動を行った。 

③スポーツ GOMI 拾い大会【6 月・10 月】 

地元の商店街と共同で行う「スポーツ GOMI 拾い大会」に、選手・運営スタッフとして参加

を続けている。5 人以内のチームをつくり、笹塚から幡ヶ谷までのエリアのゴミを拾い、ス

ポーツとボランティアを兼ね合わせる。運営スタッフとしても、地域の方々と交流を図り、

他者と協働する力を養う機会ともなっている。本年度は、6 月 2 日に開催された第 12 回大会

に 8 チーム 34 名が参加し、高校 1 年生のチームが見事優勝、また 10 月 27 日に行われた第

13 回大会には 12 チーム 49 名が参加し、高校 1 年生のチームが第 3 位に入賞した。 

④世界の野球グローブ支援プロジェクト【10 月】 

全校生徒に呼びかけて、中古の野球道具を集め寄贈する「世界の野球グローブ支援プロジェ

クト」に参加した。 

⑤ベルマーク回収活動【1 月】 

 全校でベルマーク回収活動をスタートした。順調に回収ができている。 
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⑥オーストラリア火災への募金活動【1 月】 

オーストラリア森林火災に対する募金活度を行い、姉妹校である Santa Sabina College に

＄1000 を寄付した。贈呈時に同校へ 3 カ月留学中であった高校 1 年生 2 名が、現地での贈

呈式に臨み、被災に対するお見舞いを伝えた。 

 

 Ｂ ＳＤＧｓをテーマとする文化祭の開催 

  富士見丘の文化祭は、昨年度より SDGs をテーマの一つとし、参加する全団体に「持続可能

社会の構築に向けて私たちに何ができるのか」について考えることを課題としている。今年度

は、特に「プラスチックゴミの削減」を主要課題に掲げ、以下のような取組が実施された。 

①SDGs スタンプラリー  

  文化祭全参加団体は、それぞれ SDGs1～17 のいずれかのグローバル目標をテーマとし、団

体ごとにスタンプを用意した。そして、それぞれの団体を訪れた来場者はスタンプを集め、

一定数集まると景品と交換するという企画を行った。小学生を中心とする多くの来校者が参

加し、校内外の方たちに SDGs を身近に感じる機会が提供できた。 

②エコリン販売 

コンポストマシンを利用したエコ・アクティビティから作った肥料を、「エコリン」という

名称で文化祭実行委員が販売した。日常生活の中で環境問題や SDGs について考える、富士

見丘の取組を来校者に知ってもらう契機とした。 

  ③ペットボトルを再利用した校門装飾 

  「使用済みのペットボトルはただのゴミではない」ということを来場者に感じていただくた

めに、校内で使用されたペットボトルを使用し、大きなオブジェを作成した。文化祭期間中

は SDGs をテーマとする行事を象徴する門として存在し、文化祭終了後はすべてリサイクル

すべく回収し、３R（リサイクル・リデュース・リユース）について考えるきっかけとなった。 

④プラスチックゴミ削減を目標とする模擬店 

  高校生を中心に食品を販売する模擬店において、リユース食器を使用するなど、意識的にプ

ラスチック製品の使用を避けた。ごみの削減とともに、来場者の意識向上に貢献した。 

⑦リサイクルファッションショー 

 全校に呼びかけ、全学年生徒に提供してもらった紙袋やペットボトル、端切れなどを用いて

高校 2 年の有志の生徒たちが衣装を制作し、それを着用したファッションショーを行った。   

⑧英語スピーチコンテスト 

  例年行っている「英語スピーチコンテスト」の発表テーマを SDGs に関連する内容とした。

昨年同様、数多くの出場者が、自然災害に関する問題提起や、その他 17 の目標のいずれかに

関係するテーマでスピーチを披露した。 

⑨模擬国連部による討論 

  模擬国連部の模擬討論のテーマも、SDGs に関わる「二酸化炭素削減」「南北問題」「移民受

け入れ問題」など地球規模の問題に関わるもので、各国の立場に立って議論を展開した。 
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Ｃ 高２の呼びかけによる社会貢献活動 

本年度の高校 2 年生は、昨年に引き続き SDGs に貢献するための具体的なアクションを考

えてきた。その意識と行動を校内全体に広げるため、以下のような様々な活動に参加し、全校

への呼びかけをおこなった。 

①WFP チャリティエッセイコンテスト 2019 

 応募 1 作品につき途上国の給食 4 日分が寄付協力企業より国連 WFP に寄付され、学校給食 

支援に役立てられる。「おなか空いた、なに食べよ！」というテーマに関するエッセイを学

校全体に呼びかけ、中学１年生から高校 2 年生までの計 5 学年の生徒全員が応募した。 

②ISI「おもてなし英語サマースクール」 

高校 1 年生が参加し、日本語学習のための短期サマーキャンプに訪れている海外の学生と

交流し、東京を案内するボランティア活動を行った。 

③国際医療福祉大学主催「高校生作文コンテスト」 

 「多様性を認め合う社会を目指して」というテーマに関する作文を高校 2 年生 41 名が応募

する。応募作文の作成を通して、多様な価値観を持つ人々が皆互いを認め合って暮らせる

「共生社会」をどのようにして築き上げていくかについて思考を深めた。 

④東邦大学大森病院「ひまわりの会」ボランティア活動 

 低体重で生まれたために、大森病院周産期センターに入院されているお子さんとそのご家族

を支援するための活動に、高校 1 年生が参加した。 

⑤きらめき未来塾 

 NPO 法人「きらめき未来塾」が主催する、将来の日本を支えるリーダー育成を目的とする

合宿研修に高校 2 年生が参加。「グローバル国際社会を生きるー世界との対話と自己変革

ー」をテーマとし、日本を代表する講師の方々の話を聴くことで「リーダーはいかにあるべ

きか」について学ぶとともに、全国から集まった同世代の参加者たちとディスカッションを

繰り返し、未来の日本のあり方について考えを深めた。 

  ⑥キリン・スクール・チャレンジ 

   KIRIN が主催する、「キリン・スクール・チャレンジ」に高校 2 年生が参加した。「豊か

な地球のめぐみを将来につないでいくためにどうすればよいか」を、同世代の他校の仲間と

議論し、意見を発信するというプロジェクトで、本校生徒が属したグループのプレゼンテー

ションが最優秀賞を受賞した。 

  ⑦環境フォトコンテスト 

   渋谷ライオンズクラブが主催する「環境フォトコンテスト」に参加し、多数の生徒が賞を獲

得した。日常の風景を「環境」という観点から意識的に見つめることにより、SDGs につい

て考えるきっかけとなった。 

  ⑧「パレスチナ子どものキャンペーン」ボランティア 

   シリア難民支援やガザ緊急支援などを行っている NPO 法人「パレスチナ子どものキャンペ

ーン」の国内ボランティアに高校 2 年生が参加した。会報発送作業などの事務作業を中心と

した活動を行った。 
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⑨「プラン・インターナショナル・ジャパン」ボランティア 

   公益財団法人「プラン・インターナショナル・ジャパン」の活動に高校 2 年生が参加。主に

途上国の女子を支援する活動のボランティアとして、英語の手紙の内容チェックや、事務作

業を行った。 

  ⑩高校生新聞「国際班担当高校生記者」 

   現在、メキシコに留学中の高校 2 年生が、「高校生新聞」の国際班担当高校生記者として活

動している。LINE ニュースやヤフージャパンにて「世界一危ない麻薬都市のスラム街で見

つけた小さな幸せ」「女性の権利って何？～性差別をなくそう～」といった記事を掲載して

いる。 

 

Ⅾ 介護・看護体験 

本年度も大田病院、小豆沢病院、中野共立病院本校での看護介護体験への参加を募り、長期

休暇中に「看護一日体験学習」を実施した。高校 1～3 年の計 6 名が参加した。 

 

Ｅ 合唱部による高齢者施設訪問 

合唱部は 1 月 31 日に「渋谷区ケアステーション笹幡 高齢者在宅サービスセンター」を訪問

し、合唱を披露した。3 年連続での施設訪問となり、施設利用者さんとの交流を促進している。  

 

 

Ｆ 「外国人おもてなし語学ボランティア」講座 

  東京都が東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据えて取り組む「外国

人おもてなし語学ボランティア」育成講座が 6 月 9 日に行われた。外国人とのコミュニケーシ

ョンに関する基礎知識と外国人に対する「おもてなし」の心を身につけるための講座に、高校

1 年生が参加した。 

 

ｃ 成果・評価 

エコ・アクティビティ、スポーツ GOMI 拾い大会などの定着した活動に、学年や部活動が企

画した新たな活動が加わり、社会貢献活動への参加者数も増加した。高校 2 年生の全校生徒へ

の呼びかけや生徒が企画する国際交流会などのように、生徒が主体的に行動する動きは、SGH

の授業・課題研究との相乗効果と評価できる。今後も生徒の積極的な取組を促進していきたい。 
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（２）英語発信力の向上プログラム 

a 目的  

①構想調書に記した「平成 31 年度（2019 年度）までに、卒業時の CEFR の B1、B2 レベルの

生徒の割合を 60%以上にする」という目標値の実現に向け、4 技能の総合的な英語力を向上

させる施策を実施する。 

②「サステイナビリティ演習Ⅰ・Ⅱ」における課題研究の英語プレゼンテーション、質疑応答が

十分に行えるよう、生徒の英語発信力・コミュニケーション力を養成する。 

 

b 事業内容 

Ａ 英語力の現状調査 

  「卒業時の CEFE の B1、B2 レベルの生徒の割合を 60％以上にする」という本校の SGH とし

ての目標達成に向け、生徒の英語力の現状と施策の妥当性を検証するため、本年度も年度初め（4

月）と年度末（3 月）の計 2 回、英語力に関するアンケート調査を実施した。 

以下は、2019 年度末における CEFR のレベル別人数割合（表１）と、過去 2 年間の年度初めと

年度末の CEFR のレベル人数割合を比較したグラフ（表２）である。 

 

【表１】CEFR レベル別人数割合（単位：％） 

中 学 

C2 

0  

C1 

0  

B2 

8.3 

B1 

15.6 

A2 

14.6 

A1 

61.5 

高 校 0.4 5.2 8.5 45.0 30.6 8.1 

中 高 計 0.3 3.8 8.4 37.3 26.4 22.1 

              

中 1 

C2 

0 

C1 

0 

B2 

9.7 

B1 

0 

A2 

6.5 

A1 

83.9 

中 2 0 0 3.3 10.0 13.3 73.3 

中 3 0 0 11.4 34.3 22.9 31.4 

高 1 0 1.1 7.7 36.3 37.4 15.4 

高 2 0 3.4 10.3 46.0 35.6 3.4 

高 3 1.1 11.0 7.7 53.8 19.8 5.5 
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【表２】CEFR ４月度と３月度のレベル別人数割合の比較（単位：％） 

 

 

  【表 1】が示す通り、高校 3 年生の B1 レベル以上の割合は、73.6%（B1： 53.8%、B2： 7.7%、

C1： 11.0%、C2： 1.1 %）と過去最高を記録し、構想調書に記した目標値を達成するに至った。

SGH 指定の 5 年間における高校 3 年生の B1 レベル以上の割合の推移は【表 3】に示す通りであ

る。この間に行った英語発信力の向上に関する施策が実を結び、本校生徒の 4 技能の英語力は着

実に向上してきたことがわかる。 

下級生も順調に英語力を伸ばしており、高校 1 年生は 45.1%、2 年生は 59.8%がすでに B1 レベ

ル以上に達している。どちらもこれまでの同学年で最も高い数値であり、今後もさらなる伸びが

期待される。SGH 指定終了後は、さらなる高い目標（卒業時の B1 レベルの生徒の割合 80％以上）

を設定し、引き続き「英語発信力の向上」に関する施策を継続していきたい。 

  

C1

1.0 

B2

8.3 

B2

4.0 

B2

7.7 

B2

5.7 

B1

15.6 

B1

8.1 

B1

18.3 

B1

5.7 

A2

14.6 

A2

10.1 

A2

19.2 

A2

7.5 

A1

61.5 

A1

35.4 

A1

45.2 

A1

52.8 

平成31年度

年度末

平成31年度

年度初め

平成30年度

年度末

平成30年度

年度初め

◆中学 CEFRレベル別人数割合

C2

0.4

C1

5.2 

C1

2.5 

C1

2.2 

C1

1.1 

B2

8.5 

B2

7.6 

B2

6.6 

B2

5.4 

B1

45.0 

B1

27.5 

B1

34.7 

B1

22.7 

A2

30.6 

A2

32.2 

A2

31.4 

A2

43.2 

A1

8.1 

A1

17.4 

A1

9.2 

A1

14.4 

平成31年度

年度末

平成31年度

年度初め

平成30年度

年度末

平成30年度

年度初め

◆高校 CEFRレベル別人数割合
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【表３】卒業時における CEFR B1 レベル以上の生徒割合 －指定５年間の推移－ 

 

 

Ｂ Online Speaking の実施 

≪実施内容≫ 

本年度も中学 2 年～高校 2 年の生徒を対象に（ネイティブ教員の取り出し授業対象生徒は除く）、

週に 1 コマの Online Speaking を実施した。Online Speaking は、スカイプによる通信で海外のネ

イティブスピーカーと 1 対 1 の英会話を行うものである。学習段階に応じて難易度に差があるテキ

ストを用意し、これに基づいて導入・アイスブレークを行った後、計 30 分間の英会話を進めていく。

終了後には、学習効果を高めるよう、振り返りシートを活用し、自己評価と次回に向けて使いたい

表現の確認を行った。 

≪成果と課題≫ 

Online Speaking 導入以前には集団指導で十分に確保できなかった「生きた会話」の練習が実践

でき、4 技能スキルのうち、Speaking 力の強化に有効である。導入 4 年目を迎え、継続的な実施の

効果が数値となって表れてきており、高校 2 年生は、GTEC の Speaking スコアにおいて、前年の

高校 1 年次には平均 204.9 だったのに対し、本年度は 262.9 まで急激にスコアを伸ばしている。

Speaking の満点である 320 を獲得した生徒も 6 名おり（72 名の受験者中）、このうち 4 名は中学 2

年次より継続して Online Speaking を受講している。また、今年度の高校 1 年生の Speaking スコ

アも平均 235.4 であり、高校 3 年生の全国平均である 200 を大きく上回っている。 

アンケートの結果を見ても、Online Speaking を受講する中高生の 85％以上が Speaking 力の向

上実感しており（次頁【表４】参照）、この取組が英語を話すことへの「自信」につながっているこ

とを裏づけている。一方で、通信トラブルで会話をスムーズに進行できない場面のあることが今年

度もこのプログラムの課題であった。いくつかのサービスを試行した結果、次年度からは極めて安

定した接続が可能な他の業者に変更し、内容も本校で行う他の英語の授業とより連動させていくこ

とを決定した。  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
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   【生徒の感想 抜粋】 

○ 海外の先生と毎週話すことで、スピーキング力だけでなくリスニング力も上げることができたのではないかと

思います。（中 3） 

○ 一年前と比べ、緊張に負けずに発言できる自分に自信が持てるようになりました。（中 3） 

○ とっさに判断して英語を話さなくてはならなかったので、今まで気づかなかった自分の足りない部分を明確に

知ることができた。（高 1） 

○ 最初は全く聞き取れず苦痛だったけど、1 年でよく聞き取れるようになったし笑顔で話せるようになって、自

分で自分の成長に驚いています。（高 1） 

○ テキストにないこともアドリブで話せるようになってきました。（高 2） 

○ 普段習った単語、文法を実際に自分の口で練習することができでよかったと思います。（高 2） 

○ 毎週担当の先生が変わるので、いろいろな人と話すことはとても楽しいと思いました。（高 2） 

○ その場で答えるべきことを素早く考えるいい練習になった。（高 2） 

○ 1 対 1 なので、絶対に英語を使わないといけない状況で緊張することも多かったが、文法だけではなくて伝え

ようとすることが一番大切なのだと改めて実感した。（高 2） 

 

Ｃ 英語日記・エッセイライティングの添削指導 

≪実施内容≫ 

  本年度も中学 1 年～高校 2 年の生徒を対象に、英語日記あるいはエッセイライティングの添削

指導を実施した。中学生は毎週、高校生は隔週の週末の課題とし、長期休暇やまとまった連休には

複数の課題を与えるなどして、書く機会の拡充を図った。提出された課題に対しては、JET 教員

を含むネイティブ教員と連携して添削指導を行った。また、新たな取組として、高校 2 年生のエ

ッセイに対しては、IELTS のライティング採点基準に基づき 4 項目から採点を行った。添削指導

だけでなく得点を明示することで、生徒の資格試験に対する意欲向上を図ったものである。 

中学生は日記からエッセイライティングへと段階的に課題の難易度を引き上げていき、高校生

は各種資格試験や大学入試で出題されたテーマを課題とし、添削後はリライトの提出を義務づけ

た。また、TOEFL や IELTS の受験者に対しては、個別の課題を追加し、生徒の学習意欲に応え

るよう努めた。 

15%

71%

12%

2%

Online Speakingによる speaking力

向上の手応えについての意識調査

とても力がついた

前よりは力がついた

あまり変わらない

その他

【表４】
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≪成果と課題≫ 

Writing 指導を個別指導型で実施する制度を導入して 4 年が経過し、生徒に十分な練習量を積

ませるために「手間」をかけるこのプログラムが、校内で当たり前のものとして認知された。実施

の効果は数値上も表れており、GTEC の Writing スコアは、高校 2 年生の平均が 236.4、高校 1

年生の平均が 217.0 であり、ともに高校 3 年生の全国平均 203 を大きく上回った。 

継続的に添削指導を行うことは、ネイティブ教員にとっても日本人学習者が修得すべきポイン

トを理解する契機となり、指導の改善に向けて日本人教員と話し合う機会も年々増えている。詳

細な添削コメントが書かれたノートは、生徒にとって大きな財産となっており、「これだけ自分が

書いた」という自信は何物にも代えがたいようである。以下は、この取組に対する生徒アンケート

の結果と自由記述による感想の抜粋である。 

 

 

【生徒の感想 抜粋】 

○ ちょっとずつ長く文章が書けるようになって嬉しかったです。（中 1） 

○ 学校で習ったものとは違う表現で良い文章を書くために、自主的に調べようという意欲が湧きました。（中 2） 

○ 自分では間違ってないと思っていても、ネイティブの先生に見てもらうと間違っていることがわかる時もあ

って、もっと勉強しないといけないなと思いました。（中 3） 

○ 最初は見本を見ながらだったが慣れてくると、次に何を書けばいいのかなどわかってきて、 最後の方は書く

のが楽しみになっていた。（高 1） 

○ 自分の意見を述べるときに、もっと根拠を入れて述べられるようにしていきたいと思った。（高 1） 

○ リライトをすることでよくノートを見直すようになったと思う。（高 1） 

○ 高 2 になってからトピックが難しくなって、英語の知識だけでは解けないものもいくつかあった。それによ

って、ニュースを見てみようとか、社会問題などを考える機会が出来たのでよかった。（高 2） 

○ 先生の添削のおかげで、自分の書いた文章のどこを改善すればいいか正確にわかって勉強になった。（高 2） 

○ IELTS の採点基準で採点してくれたのでためになったと思う。（高 2） 

○ 英検、模試、GTEC など受けた際に去年よりも writing のスコアが大幅に上がった。（高 2）  

○ 書きたい英単語が出てこなかったり、もともと知らなかったりして大変でしたが、言い方やフレーズを変え

るという工夫ができるようになりました。これはエッセイライティングの練習の成果だと思います。（高 2） 

23%

55%

11%

11%

「日記ノート」・「エッセイライティング」による writing

力向上の手応えについての意識調査

とても力がついた

前よりは力がついた

あまり変わらない

その他

【表５】
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Ｄ ネイティブ教員との連携強化 

≪実施内容≫ 

①授業シラバスを全て英語で作成し、ネイティブ教員と日本人教員が互いの目標と指導内容を共

有し、定期的な合同会議によって連携して 4 技能を高めるための施策にあたった 

②「サステイナビリティ演習Ⅰ・Ⅱ」における英語プレゼンテーションと質疑応答について、ネイ

ティブ教員による事前指導を実施した。担当教員との連携により、海外フィールドワーク、課題

研究発表会の実施前のリハーサルとして行った。 

③英検の 2 次試験の前に、ネイティブ教員による「面接練習週間」を実施した。全受検者に対応

するため、JET 教員を含むすべてのネイティブ教員が級別に役割を分担。低学年や面接試験を

苦手とする生徒に対しては、まず日本人教員が練習を行った上で、ネイティブ教員との面接練

習を行うなど、英語科全体で連携をとった。 

④英語日記・エッセイライティング（前記Ｃの項目参照）、英語スピーチコンテスト（下記Ｅの項

目参照）においても連携指導を行った。 

⑤ 定期テストにおける「Listening & Writing」の問題を、ネイティブ教員と日本人教員が連携し

て作成し、日頃の授業・課題に即した適切な難易度の問題で評価が行えるようにした。 

 

≪成果と課題≫ 

定期的に開催している日本人教員・ネイティブ教員の合同会議によって、今年度も多くの授業

改善や新たな取り組みが実施できた。上記の実施内容以外にも、エッセイライティングの採点基

準を合わせるためにネイティブ教員が主導して教員のスキルアップ研修を行うなど、本校の英語

教育においてネイティブ教員が積極的に関与する場面は年々増加している。 

本校生徒の CEFR のスコアが着実に向上したり、各種英語コンテストや SGH 題研究発表会で

入賞者が増加しているといった成果も、ネイティブ教員との連携による指導が寄与するところは

大きい。次年度以降も、日本人教員・ネイティブ教員が密に意見交換し、さらなる授業や施策の改

善を継続したい。 

 

Ｅ 英語コンテスト（英語イベント）への参加支援 

≪実施内容≫ 

 以下の①～⑦の取組を行い、各種コンテストへの参加準備を通し、英語 4 技能の向上を図った。 

 

①文化祭における「英語スピーチコンテスト」の開催と特別講座での事前指導 

模擬国連部によるシミュレーションと英語スピーチコンテストを合わせ、「『富士見丘の英語』

in 文化祭」と題する英語発表会を実施した。英語スピーチコンテスト部門は、下記の日程で特別

講座を実施し、ネイティブ教員と日本人教員のチームティーチングで事前指導を行った。 

 

実施日 講座名 指導内容 

6 月 
3 日 Study 7・8 参加者ガイダンス 

5 日 Study 7・8 優れた作品の研究と書き方の基礎 
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21 日 Study 7・8 第一段落の完成と全体像の構成 

27 日 スピーチ原稿の提出締切 

7 月 
この間はネイティブ教員及び日本人教員による個別指導 

23 日 放課後特別講座 完成原稿を基にした発表練習 

夏期休暇中 ネイティブ教員及び日本人教員との個別練習 

9 月 10～13 日 ネイティブ教員とのマンツーマン練習期間 

9 月 14 日 土曜特別講座 最終リハーサル 

 

 本年度も 29 名が参加する人気イベントとなった。中学生には、ペアやグループでのスピーチも

認め、初々しいスピーチが好評を博した。コンテストは、「グローバルの部（一般生徒対象）」

を文化祭 1 日目、「アドバンストの部（英語取り出し授業履修者対象）」を 2 日目と、分散日程

で開催した。参加生徒にはペーパーレスでのスピーチを要求し、審査基準では流暢さ発音だけ

でなくスピーチ内容の論理性にも重きが置かれた。Power Point スライドを駆使するなど、スピ

ーチにプレゼンテーションの要素を加えて発表する生徒も多かった。 

 

②「ホノルル市長杯全日本青少年英語弁論大会」に向けた指導 

「第 49 回ホノルル市長杯全日本青少年英語弁論大会」への参加を希望した高校 1・2 年生各 1

名に対し、ブロック予選に向けたスピーチ指導を行った。前記①のスピーチコンテスト準備講座

の開講前であったため、ネイティブ教員と日本人教員が連携し、個人指導を実施した。 

 

③上智大学主催「国際機関・国際協力キャリア・ワークショップ」への参加 

上智大学主催キャリア・セッション「国際機関・国際協力キャリア・ワークショップに」高校 2

年生 4 名が参加し、元国連事務次長の赤阪清隆氏の基調講演を聴講した他、参加型ワークショ

ップに参加した。 

 

④関西学院大学・青山学院大学共催「チャーチル杯争奪全国高校生英語弁論大会」に向けた指導 

「第 68 回チャーチル杯争奪全日本高等学校生英語弁論大会」への参加を希望した高校 1 年生 1

名に対し、東日本予選に向けたスピーチ指導を行った。ネイティブ教員と日本人教員が連携し、

原稿作成段階から個別指導の形態を採った。 

 

⑤上智大学主催「全国高校生英語弁論大会」に向けた指導 

「第 7 回上智大学全国高校生英語弁論大会 ジョン・ニッセル杯」への参加を希望した高校 1・

2 年生計 7 名に対し、予選に向けてスピーチ指導を行った。参加生徒の大半は前記①のスピーチ

コンテスト準備講座を受講する中で原稿を作成し、練習を重ねていった。 

 

⑥神戸女学院大学主催「絵本翻訳コンクール」に向けた指導 

英語に関して文学的な側面からのアプローチに関心を持つ生徒に参加を促し、高校 1・2 年生計
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18 名に対し、神戸女学院大学主催「第 9 回絵本翻訳コンクール」に向けて、“If I Was a Banana”

の翻訳を指導した。生徒は個人またはグループでの共同作成の形態で作品を仕上げた。 

 

⑦国際ビジネスコミュニケーション協会主催「エッセイコンテスト」に向けた指導 

4 技能のうち、ライティングスキルに特化したコンテストへの挑戦として、国際ビジネスコミュ

ニケーション協会主催「第 10 回 IIBC エッセイコンテスト」に参加する高校 1・2 年生各 1 名

に、個別指導を行った。このコンテストには多くの生徒が参加を希望したが、1 校につき最大 2

名までの応募に限られていたため、事前に代表生徒の選抜を行った。 

 

⑧「全国高等学校生徒英作文コンテスト」に向けた指導 

高校 1・2 年生の全員が夏期休暇中の課題として「第 58 回全国高等学校生徒英作文コンテスト」

に出品する原稿の作成に取り組んだ。その後、必要に応じて原稿改善の個別指導を担当教員が行

い、校内から数点の代表作品を選抜して応募。高校 1 年生 3 名の作品が入選した。 

 

⑨浦安市国際交流協会主催「英語によるプレゼンテーションコンテスト」に向けた指導 

大学生・高校生を参加対象とする、浦安市国際交流協会主催「英語によるプレゼンテーションコ

ンテスト」に高校 1 年生 3 人のグループが出場した。「おせち料理」を題材に東日本と西日本の

文化的・言語的違いに関して外国人が理解できるように説明し、準優勝を果たした。 

 

⑩東洋英和女学院大学主催「レシテーションコンテスト」に向けた指導 

高校 1・2 年生計 13 名が、東洋英和女学院大学主催「レシテーションコンテスト 2020」に応募

した。応募に際しては、ネイティブ教員が録音したモデルリーディングを本校ポータルサイトに

配信し、生徒の自宅学習を可能にした。本年度は新型コロナウイルス感染防止のため予選通過者

による本選が開催されなかったので、応募の際に送付した録音によって審査が行われた。その結

果、第一部（国内生向け）で高校 1 年生が銅賞、第二部（帰国生向け）で高校 1 年生が銅賞、

高校 2 年生が日本国際連合協会特別賞を受賞した。 

 

≪成果と課題≫ 

校内での英語スピーチコンテストは、4 年前の 7 名からスタートし、13 名、26 名、そして今年

度は 29 名と毎年参加者が増加している。積極的に人前での英語スピーチにチャレンジする生徒が

増えていることは、「英語発信力の向上」の各種取組が校内に定着してきた成果と評価できる。 

また、外部の英語コンテストや英語イベントに参加する生徒の数も、SGH 指定の 5 年間に劇的

に増えている。それに伴い受賞者の数も増加し、これが新たな参加者を惹きつける動機づけにも

なっている。この 5 年の間に取り組んだ全校的な施策が、コンテストへの積極的な挑戦の機運を

呼び、一つの成果がまた別の成果を生むという好循環をもたらした。 

次年度以降も引き続き、生徒に活躍の場を提供し、英語による発信力の向上を促したい。 

 

 

 

100



Ｆ 模擬国連部の活動 

≪実施内容≫   

模擬国連部は、地球規模の課題について、英語で資料を読み解き、ディスカッションを行うこと

で、SGH の課題研究、英語発表につながるスキルを育成することを目標とする。創部 4 年目を迎

え、今年度は中高合わせて計 41 名の部員で活動を開始。理事長補佐、日本人英語教員、ネイティ

ブ教員 2 名、の計 4 名の指導体制も定着し、本校で最も部員数の多い部活動になっている。 

今年度は、参加を予定していた大会のうち、「第６回ジャパンメトロポリタン模擬国連大会

（JMMUN）」や「探究甲子園 2020 ラウンドテーブル型ディスカッション」が新型コロナウイ

ルス感染防止のために中止となった他、例年 3 月に開催されている「環太平洋国際模擬国連会議

（PRIMUN）」が 7 月に延期することとなり、生徒の実践機会が減少したことは残念であった。 

一方で、「第 3 回全国高校教育模擬国連大会（AJEMUN・8 月）」に出場した他、数百人規模の

他校との合同練習会議に 3 回出場して模擬国連スキルを習熟する機会を確保した。また、高校 2

年生 1 名が「第 4 回ひろしまジュニア国際フォーラム」の応募審査を突破し、広島での 5 日間に

渡るジュニア版国際会議に参加した。 

 

≪成果≫ 

〇「第 3 回全国高校教育模擬国連大会（AJEMUN）」で高校 1 年生 2 名が実行委員特別賞を受賞 

○「第 4 回ひろしまジュニア国際フォーラム」で高校 2 年生 1 名（模擬国連部部長）が「ひろし

まジュニア国際フォーラム大使」に委嘱  ※英語を使う大規模な国際会議の経験の場として参加 

〇「第 65 回 国際理解・国際協力のための高校生主張コンクール東京都大会」において、高校 1

年生 3 名、高校 2 年生 1 名（計 4 名）が「努力賞」を受賞 

    ※国連の活動への理解と主張を発表する経験の場として参加 

〇「SGH 甲子園」ラウンドテーブル型ディスカッション部門において、高校 1 年生 1 名が予選を

通過し、本選に進出          ※3 月の本選は新型コロナウイルス感染防止のため中止 
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（３）スタディスキルの向上プログラム 

a 目的 

①ICT を活用した学び、協働的な学び、インタラクティブな学びなど探究学習における多様な

学びを実践するうえで必要な「スタディスキル」を研究する。 

②上記の多様な学びを効果的に実施するため、教員研修の企画・実施、ICT を活用する学習環

境の整備を進める。 

 

b 事業内容 

Ａ ＩＣＴ活用の学習環境整備・保守 

・2019 年 5 月、中学 1 年全員にタブレット PC、高校 1 年全員にノート PC を配布 

→中学 1 年～高校２年の５学年が個人端末を保有 

・「富士見丘学園ポータルサイト」の運用（全教員・全生徒が Office365 アカウントを保持し、 

 sharepoint を情報共有のポータルサイトとして活用：2017 年度より） 

 

Ｂ 生徒対象のＩＣＴ研修 

対象：中学１年（後述の「ICT 学習」の授業において 5~6 月に実施） 

高校 1 年（端末配布タイミングの 5 月に計 2 時間実施） 

内容：１）インターネット利用にあたってのルール・マナー（個人端末を利用するにあたっての

注意事項、掲示板や SNS などの扱い、肖像権や著作権についての基礎知識、モラルや

マナーを守る態度の涵養） 

２）パソコンの基本的な使い方（インターフェイスの扱い、写真や画像の取り込みや保

存、ブラウジングなど） 

３）朝日新聞デジタル for school でのニュース検索 

４）ロイロノートスクールや富士見丘学園ポータルサイト（sharepoint）を使ってのイン

タラクティブな授業の体験 

 

Ｃ 教員対象の校内ＩＣＴ研修、アクティブラーニング研修 

１）5 月 22 日「Office365 勉強会①」 

本校教員が各教科の授業やホームルームで Office365 アプリ（sharepoint onenote など）

を活用する事例を紹介し、相互に ICT の活用法を学ぶ。 

発表者：重田（国語）協働学習での sharepoint 

    松澤（英語）HR での成果物の共有  

田中（英語）課題配布・提出物の管理  

岡田（数学）クラスでの伝達の記録  

２）５月 23 日「ロイロノートスクール勉強会①」 

株式会社 LoiLo の上原氏を講師に招き、基本的な使用法、他校での活用事例について学

ぶ。本校の活用事例については、林（理科）松永（世界史）が発表。 
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３）5 月 30 日「Office365 勉強会②」 

 株式会社ディスカヴァリーズの小関氏、太田氏を講師に招き、sharepoint 活用法（会議

資料の保存など）や Teams の活用方法について学ぶ。 

   ４）７月４日「ロイロノートスクール勉強会②」 

株式会社 LoiLo のシンキングツール説明会を、会議用アプリ Zoom を使いオンラインセ

ミナー形式で実施。 

参加者：美濃部 中島 森 岡崎 松永 藤本 町田 

    

 

Ⅾ 中学 1 年「ＩＣＴ学習」 

  ■目的と概要 

SGH の研究開発の対象は高校の教育課程ではあるが、探究学習のスキル向上に全校として取

り組むため、中学入学時からのスキルアップ・プログラムを開発してきた。中学 1 年次につい

ては、2015 年度以来実施してきた「探究学習スキルアップ講座」の発展型として、昨年度より

「ICT 学習」（総合的な学習の時間）をスタートさせ、情報科担当教諭と学年担当教諭とのティ

ームティーチングで週 1 回の指導にあたっている。 

本授業の目指すところは、探究学習の土台となる ICT リテラシー、グループ学習スキル、プ

レゼンテーションスキルの涵養である。利用頻度の高いソフトウェアやサービス（Office ツー

ル、sharepoint、ロイロノートスクールなど）の基本操作の習得も大事だが、それ以上に ICT

を使う意義やマナー、よりよい学習集団になるための態度の理解に重きを置いた。また、学習活

動の成果物だけでなく、その過程も含めて学びの軌跡として振り返ることができる「ポートフ

ォリオ」の蓄積も合わせておこなった。 

 

  ■実施内容 

   2019 年度に実施した「ICT 学習」（総合的な学習の時間）全 27 回の内容は、次頁【表１】に

示すとおりである。 

 

■成果と課題 

情報科担当教員と学年教員とのティームティーチングでの指導は、大変有意義であった。教

材開発を通じ相互にスキルアップを図ることができ、指導・評価を通じて生徒の習熟度への目

線を合わせることができた。こうした実績がほかの授業での ICT 活用へと発展していくことも

が確認できた。 

生徒にとってもパソコン、ソフトウェアが「学習道具」として定着し、教科学習、探究学習な

どでの活用はもちろん、学級活動、学年行事などでの幅広い活用も進んでいる。次年度以降も

「ICT 学習」の授業改善を図り、生徒・教員が主体的に ICT を活用できる基盤を築いていきた

い。 
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【表１】2019 年度中学 1年「ＩＣＴ学習」実施内容 

 

概要 学習活動 ねらい 学習コンテンツ・養うスキルPC利用

1

2019/4/12

オリエンテーション・授業の説

明　インタビュースキル①

「他己紹介」のためのインタビュー

コミュニケーション円滑化・インタビュース

キル向上

インタビュー動画　朝日新

聞けんさくくん

なし

2

2019/4/19 インタビュースキル② インタビュー続き

コミュニケーション円滑化・インタビュース

キル向上

朝日新聞けんさくくん なし

3 2019/4/26 インタビュースキル③ インタビューまとめ 相手の魅力を伝える表現を工夫する 朝日新聞けんさくくん なし

4

2019/5/17 ポストイットを使った協働学習 新聞記事の見出しをグループで考える

協働学習（ブレーンストーミング）・見出し

の効果的な利用

新聞記事　ポストイット なし

5

2019/5/24 端末オリエンテーション① ガイドライン精読

情報端末を使うためのルール・マナーの

理解

「富士見丘学園ガイドライン」なし

6

2019/6/7 端末オリエンテーション② 端末オリエン・電源操作・パスワード管理 デバイスの基本的な使い方の習得 word 〇

7

2019/6/14 端末オリエンテーション③ woｒｄの練習（「ひと」の入力 キーボード入力の基本 word 〇

9

2019/6/28 端末オリエンテーション④ word「ひと」保存

課題提出の方法（ Sharepointの仕組み

の理解　onedriveへのコピー、デスクトッ

プやマイドキュメントなど、保存先の指定

と違い）ファイルやフォルダを知る

sharepont onedrive ファイ

ルとフォルダの構造

〇

10

2019/7/5 協働学習ツールの利用

「歩きスマホ」の弊害を考え、それを抑止

する方法を提案する

意見の可視化　意見交換が容易で情報

を共有できることを体験する

ロイロノートスクール 〇

11

2019/9/13 お気に入りの1冊を紹介①

任意の本の紹介をPowerpointで紹介

powerpointの基礎

基本的操作（文字入力・画像添付など） powerpoint 〇

12

2019/9/20 お気に入りの1冊を紹介② スライド構成のルール説明　制作

よい発表資料とはどのようなものか理解

する

powerpoint 〇

13 2019/10/4 お気に入り1冊を紹介③ スライド作成の説明作成 効果的なスライド作成 powerpoint 〇

14

2019/10/11 お気に入りの1冊を紹介④

スライド作成　できたものは「予備プレゼ

ン」をして意見を求める

クラスの数名に意見をもらい、作品に

フィードバックさせる効果的なスライド作

成

powerpoint 〇

15

2019/10/18 プレゼン① グループ間でのプレゼン・代表者選抜 プレゼンの練習 powerpoint　ポストイット 〇

16

2019/10/25 プレゼン①

伝わるプレゼンを工夫する　アンケート

フォームの活用方法

良いプレゼンとは何か考える　アンケート

フォームの活用について知る

powerpoint　Forms 〇

17 2019/11/8 表計算ソフトの活用① Excelの基礎 表計算ソフトに親しむ　セルの操作 Excel 〇

18

2019/11/15 表計算ソフトの活用② Excelで計算

連続データ入力　書式設定などの基本

操作

Excel 〇

19

2019/11/22 表計算ソフトの活用③ Excelでのデータベース作成、検証

計算式　計算式のコピーによる作業の効

率化

Excel 〇

20

2019/12/6 表計算ソフトの活用④ Excelで分かりやすいグラフ作り

グラフの作り方　効果的な見せ方を工夫

する

Excel 〇

21

2019/12/13 アンケートを作って回答を集めよう

Formsを使ったアンケートの作り方・相手

が答えやすいアンケートとはなにか

Formsの基本操作と情報収集に有効な

使い方を体験する

Forms 〇

22

2020/1/17 ネットリテラシー①

googleより提供された教材「インターネット

の光と影」を視聴　便利さと半面の危うさ

を学ぶ

「影」の部分に目を向けさせる 朝日新聞けんさくくん

googleワークシート

〇

23

2020/1/24 ネットリテラシー②

中学生が陥りやすいトラブルとそれを防

ぐためのテクニックについての紹介

「影」の部分に目を向けさせる 〇

24

2020/1/31 ネットリテラシー③

下級生にネットの危うさを伝えるためのポ

スター制作①（伝えたい内容を確定する）

メッセージと伝える相手を絞り込むことで

効果を高めることを期待する googleワークシート

〇

25

2020/2/7 ネットリテラシー④

下級生にネットの危うさを伝えるためのポ

スター制作①（Powerpointでの制作）

ポスター制作・キャッチコピーなどの工夫 Powerpoint

〇

26

2020/2/21 メールのルールとマナー①

あらたまったメールのマナーを知る　手紙

との違いとは何か　依頼と御礼のメール

の書き方

添付ファイルの方法、ｃｃとtoの違い

outlook

〇

27

2020/2/28 メールのルールとマナー②

良い事例を参考にしながら書き直しをす

る　円滑なコミュニケーションを図れるよう

な文面を考える

フィードバックによりよいメールを作成す

る outlook

〇
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Ｅ 中学２年「武蔵野美術大学と連携した美術展づくり」  

  中学 2 年は、「社会とつながる」を目標に、表現力やコミュニケーション能力を高める企画と

して、武蔵野美術大学とのコラボ美術展を実施した。2016 年度に始まり本年度で 4 回目となる

が、今回の美術展のテーマは『あなたと私の世界(Your and My World)』である。この美術展が

お客様と私たちの感性の触れ合う場になってほしいと願いを込めて名づけ、中学 1 年次末より半

年をかけて企画・準備を行った。  

 

■美術展開催までの歩み  

・春期休暇（3 月）に損保ジャパン日本興亜美術館で開催の「FACE 展 2019」を鑑賞し、ワーク

シートの提出を課し、4 月の HR で各自がパワーポイントを利用して発表した。  

・5 月 9 日～11 日の学年合宿では、ミニチュア模型美術館を作成し、与えられた絵画・材料を使

用し美術館の展示作業を体験することで、美術展開催へのきっかけとした。各グループは

iPad で模型内を撮影しながら、展示の工夫を発表した。  

・5 月 22 日は、東京現代美術館・郷泰典先生の授業で、学芸員の仕事・美術館ならではの工

夫・展覧会の作り方等企画展へ向けての話を伺った。写真や動画の解説などがあり、わかりや

すく楽しく学んだ。  

・６月 1 日は、学年全体で武蔵野美術大学を訪問し、教授・作家・学生とのミーティングを行っ

た。昨年度より引き続き担当していただく、同大学芸術文化学科の杉浦教授から、作品・作

家・今後の流れ等を説明していただき、作家の方からも作品への込められた思い・技法を学ん

だ。その後、同大学美術館で学芸員の説明を伺いながら作品を鑑賞した。  

・6 月 12 日には、同大学の西中教授に来校いただき「ポスターレクチャー」の授業をしていた

だいた。生徒たちは西中教授とのやりとりに加えて、グループディスカッションや発表をする

中でポスターへの理解が深まった。さらに、ポスターの歴史やご自身の作品の説明をしていた

だき、コラボ展のポスター作りに大いに役立った。  

・夏期休暇前には、コラボ展の名称を決定し、生徒の役割を、リーダーズ 3 名（美術展の企画・

運営）とキュレーターズ 31 名（作品説明のため作家と連絡）に分け、リーダーズ・キュレー

ターズの中から 12 名のデザイナーズを決め、夏期休暇中にコラボ展のポスター等を完成させ

ることとした。  

・9 月以降は、杉浦教授、西中教授、米徳教授、アシスタント・キュレーターズの学生、出展作

家の方々に延べ 7 回来校いただき準備を進めた。その間、キュレーターズは作家の方々へメー

ルでの質疑応答、リーダーズは、チラシ作りや近隣の商店街へのポスター掲示の広報活動を行

った。  

・10 月 25 日、コラボ展前日に作品が搬入され、展示作業方法の説明を受けた。その後、教授・

学生と本校生徒が協力し、夕刻まで展示準備を続けた。  

 

■美術展当日  

10 月 26 日（土）11：00～15：00 に美術展「あなたと私の世界(Your and My World)」を実

施。本校学校説明会の開催日と合わせ、小学生を含む 129 名が来場。キュレーターズは、来客へ
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の対応を丁寧に行い、リーダーズは受付や感想ボード等を担当した。展示終了後は、来場者に書

いてもらったコメントボード（カード）を全員で見た後、杉浦教授より全体講評をいただいた。

その後、教授・学生らと共に、作品の片づけ方法の指導を受けながら、撤収・梱包を行った。  

 

■反省会、生徒アンケートの結果  

10 月 30 日にコラボ美術展の反省会を実施した。武蔵野美術大学の教員、学生が来校し、用意

していただいた振り返りシートの記入・発表、そして、作家さんからのメッセージビデオを見せ

て頂いた。生徒たちから協力してくれた学生たちに感謝の気持ちを込めた手作りのメッセージカ

ードを渡すと涙を流して喜んでいただき、武蔵野美術大学の学生と富士見丘の中学生との一体感

を感じる瞬間であった。  

後日おこなった生徒アンケートの結果は、下記【表 2】の通りである。総合評価で「大いにた

めになった」「ためになった」と評価する生徒が 81.3％であり、総合的に見て生徒の満足度は高

い。また、「美術展での気づき・発見」の項目について「とてもあった」「あった」と回答する生

徒が 71.9％となっていることからは、生徒自身がこの活動での学びを実感していることがうかが

える。普段あまり関わることのない方々とのふれあいや多くの美術作品・ポスター等に接し、

『社会とつながる』ことの出来た、有意義な企画であった。  

 

【表 2】2019 年度中学２年「コラボ美術展」生徒アンケート結果 
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Ｆ 21 世紀型教育機構によるアクレディテーション 

本年度の「スタディスキルの向上プログラム」全体の成果・評価として、「21 世紀型教育機

構」の調査チームによるアクレディテーションの結果を報告する。 

「21 世紀型教育機構」とは 21 世紀型教育改革を推進する私立学校が 2016 年に発足させた組

織であり、現在首都圏を中心に 16 校が加盟している。同機構は、英語 4 技能教育、PBL、ICT

活用を実践する「本物の」グローバル教育、21 世紀型教育を進めるため、教育機関の質を保証

する第三者評価（アクレディテーション）を実施している。 

 本校は、2017 年度から 3 年間、アクレディテーションの調査を受けており、「ハイクオリティ

21 世紀型教育実施校」の評価を頂いている。以下は、アクレディテーションの実施方法と本年

度の実施結果である。 

 

■アクレディテーション実施方法 

①21 世紀型教育機構が指定した日を実施日とする（行事や定期テストがある場合は変更）。 

②授業前にアクレディテーション調査チームが本校の担当者と打ち合わせを行う。 

③１・２時限目の授業を調査チームが見学する（15 クラス程度） 

④3 時限目、調査チームがアクレディテーションコードを入力・集計する。 

⑤4 時限目、④の集計結果をもとに授業担当者にインタビュー、今後の課題についてミーティン

グを行う。 

⑥1~2 週間後にアクレディテーションの結果レポートを送付する。 

⑦校内で結果を共有。評価された点と今後の課題を明確にする。 

 

【アクレディテーションの基準】 

    

 

 

 

 

 

 

 

■アクレディテーション実施結果 

2019 年の本校アクレディテーション調査は、2019 年 11 月 18 日（月）に実施され、21 世紀

型教育機構の調査チームが中 1～高 3 全学年の授業を視察した。その結果、次頁【表３】の通

り、総合スコア評価 21.2（満点は 27）、「ハイクオリティ 21 世紀型教育」の評価を受けた。 

授業スタイルについては、「一方通行型の授業が見られず、PIL・PBL といったアクティブな

授業スタイルが定着している」という高評価を得ることができた（【表５参照】）。一方、ICT 活

用については、年々上昇傾向にあるものの 1.2 と、他の評価項目に比べて低い数値である。調査
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チームからは、他校の平均点を上回っているが、プログラミングや論文指導などさらに高度な活

用事例を増やしていくよう助言を受けている。 

アクレディテーションの結果については全教員に報告し、今後の本校の課題を共有した。 

 

【表３】富士見丘 アクレディテーション スコアの推移（2017 年～2019 年） 

評価項目    /     調査年度 2017 年 2018 年 2019 年 

① ＭＦＯ理念（man for others の精神) 3 3 3 

② ＣEFR 英語（英語 4 技能 結果） 2 3 3 

③ 多様性率（帰国生、留学生） 2 2.5 2.5 

④ All English 率 2 2.5 2.5 

⑤ 海外大学進学 1.5 2 2 

⑥ 授業スタイル（PIL・PBL） 2.2 1.8 2.1 

⑦ 思考レベル（応用・論理、批判・創造） 2.3 1.9 1.9 

⑧ ICT 活用（調査、編集～論文・プログラミング） 1 1.1 1.2 

⑨ 思考力入試・英語入試の導入 3 3 3 

平均スコア 2.12 2.31 2.36 

アクレディテーション 総合スコア 19.0 20.8 21.2 

     ※各評価項目を０~３の 4 段階で評価。総合スコアの満点は 27（3 点×9 項目）。 

    

 

【表４】アクレディテーション結果報告（抜粋）① ―授業３項目 スコアの推移－  
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   【表５】アクレディテーション結果報告（抜粋）② ―授業スタイルの分析－ 

 

 

   【表６】アクレディテーション結果報告（抜粋）③ ―各授業別の分析－ 
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（４）環境史フィールドワーク 

■概要 

上智大学文学部・北條研究室との連携による「環境史フィールドワーク」を土曜講座として実施

した。平成 27 年度より 5 年目の実施となるが、本年度は高校 2 年の希望者 4 名が参加した。 

この取組の目的は、「サステイナビリティ演習ⅠⅡ」を受講していない生徒にも、大学の研究室

との連携による特別授業・フィールドワークを体験してもらうことにより、モチベーションを高

めることにある。①環境史の視点や基本的な考え方に触れることで視野を広げること、②レポー

トの提出、フィードバックによって考察の方法、レポートのまとめ方を学ぶこと、を学習目標と

する。 

 

■担当教員・協力 

藤本 千恵（地歴科） 

 講座全体の構想と進度計画、生徒の課題研究・制作活動への助言・指導を担当する。 

北條 勝貴（上智大学文学部史学科 教授） 

 課題研究やその方法に関する講義、生徒の研究に対する助言・指導を担当する。 

 

■授業とフィールドワークの内容 

①4 月 20 日（土）8:25-11:00 

『ガイダンス』 

北條先生が「環境史フィールドワークとは何か」というテーマでガイダンスを行う。 

・柳田國男『山の人生』1925 の事例を提示し、民俗学における口頭伝承の研究について解説。 

→伝承をさかのぼっていくことで事実がわかってくる。伝承は、地域の人々が何を不安だと

思っているかがわかる。 

・「パブリック・ヒストリー」として伝承を活かす。 

民俗学や社会学、宗教学の協働によりフィールド調査を実施する。 

→地域の伝承は、地域において必要のあるもののみが残る。 

→地域の人たちの歴史として定着させるべきである。 

  

②4 月 22 日（月）生徒はガイダンスのレポートを提出。 

 

③4 月 25 日（木）15:20-16:00 

『新宿区の史跡調べ』 

昨年度研究した玉川上水が、暗渠へと分岐する新宿御苑に注目し、江戸時代にあった内藤新宿

を今年度の研究テーマと決定した。そのための事前学習として近世の新宿の歴史について学び、

以下の史跡について各自まとめることとした。 

・甲州街道・四谷大木戸跡・神田上水と玉川上水・内藤氏屋敷跡（新宿御苑）・成覚寺・正受院 

・太宗寺・天龍寺 

〇参考文献：高橋庄 1992『東京史跡ガイド④新宿区史跡散歩』学生社 p.31-60  
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④5 月 6 日（月）生徒は『新宿区の史跡調べ』のレポートを提出。 

 

⑤5 月 16 日（木）15:20-16:00 

『四谷地域のフィールドワーク事前学習』 

・江戸時代に美濃高須藩上屋敷があった四谷荒木町は谷地になっており、都心には珍しい策の

池がある。そこには津の守弁財天が祀られ、近くには金丸稲荷も残され、江戸時代から地域の

人々の信仰を集めている。 

 〇参考文献： 

竹内正浩 2015『地図と愉しむ東京歴史散歩 地形編』中公新書 p.188-194 

青山誠 2008『江戸屋敷 300 藩いまむかし』実業之日本社 p.174-175 

槌谷享信編 2001『江戸 四宿を歩く』街と暮らし社 p.111-118 

  ・四谷の地形的特徴としては、南北に谷地があり、その地域は寺町となっている。特に南側の鮫

河橋谷（若葉の窪地）は、比較的早くから居住地として開発され、江戸からあふれたいわゆる

「その日暮らし」の労働者を受け入れる場の役割を果たしていた。 

〇参考文献 

皆川典久 2012『東京スリバチ地形散歩』洋泉社 p．74-85 

竹内正浩 2016『水系と３D イラストでたどる東京地形散歩』宝島社 p.48-51 

2002『古地図・現代図で歩く 江戸東京散歩』人文社 p.28-29 p.98-99 

内田宗治 2013『水が教えてくれる 東京の微地形散歩』実業之日本社 p.52-57 p.60 

 

⑥5 月 18 日（土）9:00－15:00 

『四谷地域のフィールドワーク』実施 

・曙橋駅から荒木町の津の守弁財天や金丸稲荷をフィールドワークし、「スリバチ地形」を観察

した。金丸稲荷では伊勢丹など呉服店や花街の飲食店の寄進の様子がわかった。 

・新宿歴史博物館で学芸課 後藤様より解説を受ける。内藤新宿の模型を使って宿場の詳細を学

び、博物館建設時に発掘された麹室に関して新しい知識を得た。 

・寺町である須賀町周辺をフィールドワークし、上智大学 北條先生に解説をしていただいた。

映画『君の名は。』で有名な須賀神社をスタート地点として、赤坂川によりつくられた窪地で

ある鮫河橋周辺を歩いた。明治時代においては貧民窟であったことなど近世から近代にいた

る街の変化について知ることができた。 
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⑦5 月 20 日（月）生徒は『四谷地域のフィールドワーク』のレポートを提出。 

 

⑧6 月 8 日（土）14:00-15:00 

『内藤新宿フィールドワーク事前学習』 

4 月に行った新宿区の史跡調べに加え、内藤新宿にいた飯盛女に関連した信仰である閻魔と奪

衣婆についても学習を加えた。 

〇参考文献 

中野純 2010『庶民に愛された地獄信仰の謎』講談社α新書 p.14-38・59-72 

大石学監修東京学芸大学近世史研究会編 2010『内藤新宿と江戸』名著出版  p.163-205  

 

⑨6 月 22 日（土）9:00-11:30 

『内藤新宿のフィールドワーク』 

・新宿御苑前駅を出発し、新宿四谷図書館前にある「四谷大木戸跡」を見学し、新宿御苑（内藤

氏屋敷跡）に復元された玉川上水水路跡をめぐる。5 月の四谷フィールドワークの際に訪れた

新宿歴史博物館で内藤新宿の模型を見ていたので、想像をふくらませて歩くことができた。 

・太宗寺にて内藤家墓所と閻魔像と脱衣婆像、正受院にて脱衣婆像、成覚寺にて子供合埋碑、恋

川春町墓・旭地蔵を見学。飯盛女の供養の様子と、奪衣婆信仰が現在まで続いていることがわ

かった。 

・新宿三丁目交差点で追分を確認し、天龍寺にて時の鐘・やぐら時計を見学。 

   

⑩6 月 24 日（月）生徒は、内藤新宿フィールドワークのレポートを提出。 

・現在の新宿御苑の周りは落ち着いた街並みであるが、太宗寺がある新宿 2 丁目は繁華街が残

っていて、飯盛女が旅龍屋で働いていたという江戸時代の雰囲気を感じた。 

・太宗寺、正受院、成覚寺、天龍寺は、江戸時代と同じ場所に現在も残り、飯盛女の供養墓が残

されているなど、再開発が進む新宿において歴史を感じることができる場所だった。 

 

⑪7 月 19 日（金）13:00-14:00 

『研究テーマと分担』 

・5 月と 6 月のフィールドワークを経て、各自の研究テーマを分担する話し合いをした。 

・分担は下記に決定。夏休みに文献調査を行い、レポートにまとめることとした。 

浅井「甲州街道の地形的特徴」、鈴木「内藤新宿の繁栄」 

箕輪「内藤新宿の廃止と再開」、阿部「閻魔と奪衣婆信仰」 

 〇参考文献 

  新宿区立新宿歴史博物館 1991『内藤新宿の街並とその歴史』新宿区教育委員会 p.7-87 

新宿区教育委員会編 1983『ガイドブック新宿区の文化財９ 民俗・考古』同会 

p.25-26「正受院の針供養」p.27-28「閻魔堂開扉」 

松崎憲三 2012『地蔵と閻魔・奪衣婆―現世・来世を見守る仏―』慶友社 

p.1-3「まえがき」p.11-43「Ⅰ地蔵と閻魔」p.44-68「Ⅱ江戸・東京の閻魔と奪衣婆」 
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⑫9 月 9 日（月）生徒は夏休みに取り組んだレポートを提出。 

 

⑬10 月 3 日（木）10 月 10 日（木）15:15-16:00 

『レポートの読み合わせ』 

4 人が調べた情報を共有し、疑問点を挙げ、再度参考文献にあたって調べる作業をした。 

 

⑭10 月 14 日（木）15:15-16:00 

『新しい文献の読み合わせ・レポートの修正』 

全員で新しい文献を読み、甲州街道の特徴、内藤新宿の旅籠、問屋場、助郷に関する知識を共

有し、意見を交換した。 

〇参考文献 

山口徹 2009『甲州街道を歩く』吉川弘文館 p.1-19 

大石学監修竹村誠編 2011『浮世絵と古地図でめぐる江戸名所散歩』JTB パブリッシング 

 

⑮12 月 2 日（月）～12 月 6 日（金）15:15-18:00 

『プレゼンテーション準備』 

上記レポートをプレゼンテーションとして再構成する。 

 

⑯1 月 9 日（木）生徒はプレゼンテーション資料を提出。 

 

⑰1 月 23 日（木）15:15-18:00 

『プレゼンテーション資料の発表・意見交換①』 

プレゼンテーション作成過程において生じた疑問点をまとめ、新宿歴史博物館の学芸員の方へ

メールで質問を送る。 

 

⑱1 月 30 日（木）15:15-18:00 

『プレゼンテーション資料の発表・意見交換②』 

出来上がったプレゼンテーション資料を互いに発表しあい、改良したほうが良い点を出し合っ

て修正を加える。 

 

⑲2 月 6 日（木）15:15-18:00 

『プレゼンテーション資料の発表・意見交換③』 

新宿歴史博物館の学芸員の方から回答を得て、文献資料でははっきりと示されていない事柄を

時代的背景から推察するなど多角的に歴史的事象を考察するようアドバイスをいただけた。そ

のアドバイスをプレゼンテーシに反映させように修正を加える。また、本校地歴科教員 関根

からは、内容に関しては高評価をいただいたが、説明の言葉が伝わりにくいという指摘を受け

た。事前知識がない人が聞いても理解しやすい表現に直すことを確認した。 
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《生徒の発表概要》 

・浅井「甲州道中の地形的特徴」 

 江戸の西側に広がる武蔵野台地は標高４０m の高台であり、甲州道中は台地の尾根筋を巧みに選んで

通っている尾根道である。この甲州道中と青梅街道が分かれる地点に内藤新宿は位置し、台地上の尾

根道に沿ってできた内藤新宿は、かなり立地条件のよい場所であった。一方、台地がなだらかに続く

江戸城西側は防御が難しかったため、寺院をこの地に移転して寺町を形成し、防御上の拠点とした。

寺の境内と大きな建物群は軍隊の拠点としても、城下町の城壁の代わりとしても期待されたからだ。 

 

・鈴木「内藤新宿の繁栄」 

内藤新宿は、1699（元禄 12）年に開設され、甲州道中において最も新しく設けられた宿駅で、江戸

日本橋から数えて最初の宿場である。宿場には 52 軒の旅籠屋が設けられた。大名や武士達は、参勤

交代など公用で甲州道中を旅した。江戸中期以降は一般民衆にも信仰を兼ねた遊覧の旅が盛んになっ

た。宿場には旅籠屋だけでなく、旅人が利用する馬を管理する問屋場があり、宿場周辺の村々は人馬

が不足した場合に人馬を提供する助郷を義務づけられていた。甲州道中における内藤新宿の繁栄をみ

ると、道路が整備されたことで周辺に人々が集まる場ができ、経済活動が活発化し、人と物の移動が

多くなったことがわかる。しかし、この「大量輸送」を維持するためには、周辺農民が負担している

「助郷」という重い税によって円滑な交通が支えられていたのだ。 

 

・箕輪「内藤新宿の廃止と再開」 

 1718（享保 3)年、宿駅廃止が命令された。廃止理由の１つ目は甲州へのみの道で旅人も少ないため、

２つ目は「飯盛女」の取り締まりのためだった。交通量が少ないというのは表向きの理由で、実際は

宿場の遊興的なありさまが問題になったためではないかといわれる。廃宿後に岡場所としての性格を

失っていった内藤新宿は 1771（明和 9）年の宿場再開とともに飯盛女が特例で 150 人も許され、再び

遊興地として賑わいを取り戻した。この廃止と再開には、幕府の政治方針の変化が大きく影響した。

廃止の時期は、8 代将軍吉宗による享保の改革が行われ、質素・倹約が重んじられていた。一方再開

された時期は、老中田沼意次が商業の活発化による経済の発展を図っていたため再開を許可されたと

考えられる。 

 

・阿部「閻魔と奪衣婆信仰」 

内藤新宿周辺にある成覚寺、正受院、太宗寺の 3 つは、現在も江戸時代と同じ場所にある。成覚寺

は、投げ込み寺と言われ、内藤新宿で働いていた飯盛女が病死すると、米俵に包まれて捨てられ、こ

れを弔うために子供合埋碑が建てられている。また心中をした飯盛女と男性のなきがらを供養した旭

地蔵がある。正受院、太宗寺には奪衣婆像があり、客の衣服を取るという点で飯盛女と共通するた

め、商売繫盛の神として飯盛女の信仰を集めた。太宗寺には閻魔像があり、地獄変相図を掲げて絵解

きをするなど、藪入りの時期に縁日を開き、多くの人でにぎわった。地獄を恐れつつも、怖いもの見

たさに休日をもらった奉公人たちが押しかけてきた。江戸時代の寺院は、現在と同じように死者を弔

う場でもあったが、同時に人々が神や仏のご利益を求めて訪れ、日常を忘れて楽しむことができる娯

楽を提供する場所でもあった。 
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⑳3 月 9 日（月）14:00-17:00 

『上智大学北條研究室訪問』を予定していたが、新型コロナウイルス感染症対応のため訪問を

中止し、メールで下記の講評をいただいた。 

 

北條先生の講評：地形的要因が地域に影響を与え、自然発生的に内藤新宿が成立したことは

まさに「環境史フィールドワーク」を象徴する出来事である。また、内藤新宿の廃止と再開

には江戸幕府の政策方針の転換が背景としてあり、現在も行政の方針により都市構築がなさ

れているため、現代史とのつながりがわかる。 

 

 

■「５×２」自主研究発表会 2020 年 3 月 13 日（金）9:00-10:30 

 環境史フィールドワークの 1 年間の研究内容について全校生徒に対してプレゼンテーションを

行う予定であったが、新型コロナウイルス感染症対応のため中止となった。 

 

 

■成果・評価 

4 月当初、北條勝貴准教授から高校生がフィールドワークに取り組む意味として、特に、アク

チュアリティ（現在性）に問題意識をもつ重要性をあげ、持続可能な社会を実現するためには、

地域の過去の歴史を学び、「パブリック・ヒストリー」として伝承を現在の生活に生かすことが

有効である、とご説明いただいた。 

 この観点から一年間の活動を評価すると、四谷地域のフィールドワークで、地域環境が生活環

境に与える影響を知り、内藤新宿の繁栄と対照的な飯盛女の生活と信仰について文献調査をする

ことを通して、現在の新宿の健全化という名のもとでの再開発事業について考えることができ

た。校内研究発表会でのプレゼンテーションが中止になったのは残念であるが、現在の生活と照

らし合わせて研究活動を進め、集大成としてのプレゼン資料を完成させられた点は評価できる。 

 次年度以降は、高校地理歴史科の必修科目である「地理総合」の授業の中に、環境史フィール

ドワークを導入する予定である。過去 5 年間の研究開発を踏まえ、生徒の生活圏における地域環

境の特色を学ぶ授業を展開したい。 

  

《環境史フィールドワークに対する生徒の感想 / 自由記述》 

〇フィールドワークに関して 

・地形的に新宿通りを中心として左右が低くなっているため、多くの場所で急な階段が見られた。昔の

地図と現在の地図を見比べることで昔はここが何だったのかがよく分かった。路地裏の方に入った

りして像や跡などを見たので、まるで探検をしているようですごくわくわくした。 

・策の池は昔とは違い、小さな池になってしまっていたが、それでもなお、地域に大切に守られている

ことが分かった。丸稲荷神社にもお稲荷さんがお供えされていたり、落ち葉は回収されていたりと、

地域の人々によって、管理がきちんとされていた。商売繁盛の神様のため、周りの石に多くの店の名

前が刻まれており、その中の一つにデパートの伊勢丹もあった。 
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・新宿は現代的な建物が多いと思っていたが、江戸時代と同じ場所に寺院が残されていたり、町の区画

が江戸時代の古地図と同じであったりと、江戸時代の都市開発が現在にもつながっていることがわ

かった。 

〇レポート作成に関して 

・多くの文献資料を要約してレポートにまとめる作業はとても難しかった。かつ、自分の意見を加え

てまとめることがなかなかできず悩んだが、まとめあげた達成感は大きかった。 

・徳川家康の江戸開発において、攻撃に備えて様々な対策が施されていたことに驚いた。さらに、武

家地や寺町の配置をみると、どこに立地しているかにより幕府との力関係が分かると初めて知っ

た。 

・明暦の大火の後の都市計画では、火事の被害を出来るだけ無くすように火除け地を設けるなど都市

改造をするだけでなく、江戸市域が拡大していたことを初めて知った。地形の特徴や土地利用にど

のような役割があったのかを知ることができてよかった。 

〇新宿歴史博物館利用に関して 

・館内に内藤新宿の様子が模型でわかりやすく展示されていたので、事前に史料を読んでいた町並が

視覚的に理解できた。学芸員から展示資料を直接解説していただいたので、理解が深まった。 

・参考文献における疑問点を学芸員に質問し、歴史的考察に関するアドバイスをしてもらい、充実し

たプレゼンテーションとなった。 
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（５）明海大学との連携プログラム 

■概要 

 昨年度より、高大連携協定を結んだ明海大学と共に、本校の中高生がグローバルな大学の学び

やアクティブラーニングを体験する連携プログラムを企画・実施していくこととなった。本年度

は、同大学ホスピタリティ・ツーリズム学部の主催で「Global Management Majour Summer 

School」（8 月）と「UCLA および明海大学歯学部学生との交流会」（3 月）を企画した。- 

 

■ Global Management Majour Summer School  8 月 3 日（土）・4 日（日） 

 明海大学浦安キャンパスにて 2 日間にわたりホスピタリティ・ツーリズム学部主催のサマース

クールが開催され、本校高校 1・２年の希望者計 23 名が参加した。 

同学部の GMM（グローバルマネージメントメジャー）という学科は、専門教科の授業がすべて

オールイングリッシュの PBL（Project baced Learnin）型で行われている。サマースクールはそ

のエッセンスを体験する場となっており、ハワイ大学のラッセル・ウエノ教授の「オリンピック

とツーリズム」の講義を聴いた後、「日本への観光客を伸ばすためには 2020 年東京オリンピック

をどう活用すればよいか」というテーマで、PBL とプレゼンテーションを実施した。 

6 つのチームに分かれた PBL では、各チームに GMM の留学生がファシリテテーターとしてつ

き、ブレストからリサーチ、プレゼン作成まで英語での活発なやり取りが行われた。また、2 日目

午後の最終プレゼンテーションでは、各グループが多角的なアイディアを出し合い、ラッセル・

ウエノ教授、ダニエル教授（マレーシア サンウェイ大学）をはじめ GMM の教授陣からお褒めの

言葉と具体的なフィードバックをいただくことができた。 

■ ＵＣＬＡおよび明海大学 歯学部学生との交流会（中止） 

 3 月 23 日（月）に UCLA 歯学部および明海大学歯学部の学生 20 名が本校を訪問し、本校生徒

との交流会を実施する予定だったが、新型コロナウィルス感染症流行のため UCLA 歯学部の学生

が来日できなくなり、同会も中止となった。 
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５ 成果普及 

（１） 第５回ＳＧＨ研究発表会 

  2020 年 2 月 18 日（火）、研究開発５年次の取組と成果を発表するため、運営指導委員、SGH

校・SGU・近隣の高校などの教育関係者、保護者を招待し、「第５回 SGH 研究発表会」を開催し

た。概要は以下の通りである。 

 

 ■ 第５回ＳＧＨ研究発表会 プログラム 

  

本年度も、高校 1 年「サステイナビリティ基礎」、高校 2 年「サステイナビリティ演習Ⅰ」の研

究成果を発表するプログラムとし、全校生徒が見学した。平日の開催であったが、教育関係者 50

名、保護者 41 名にご出席いただくこともできた。 

「サステイナビリティ演習Ⅰ」の課題研究発表会は、11 グループが英語で発表をおこない、ル

ーブリックによる審査で最優秀賞、優秀賞を決定した。「探究甲子園 2020 日本語プレゼンテーシ

ョン部門」に出場予定のグループを含め、高校 2 年生全体の発表レベルは、SGH5 年間の進化を

感じさせるものであった。ご見学いただいた教育関係者の感想は以下の通りである。 

◆１２：５０  受付開始 （会場：富士見丘学園 メインアリーナ） 

 

◇１３：３０ 【開会式】  

学校長挨拶、プログラムの説明 

 

◇１３：４５ 【第 1 部】 

高校２年「サステイナビリティ演習Ⅰ」課題研究発表会 

        海外フィールドワークを経た課題研究についての英語発表および質疑応答        

①災害と地域社会（台湾フィールドワーク）４グループ 

②開発経済と人間（シンガポール・フィールドワーク）４グループ 

◆１４:５０  休憩 

        ③環境とライフスタイル（マレーシア・フィールドワーク）３グループ 

 

 【第２部】  

◇１５：３０  探究甲子園 日本語プレゼンテーション部門 出場グループによる発表 

◇１５：⑷０  高校 1 年「釜石フィールドワーク」生徒発表 

①災害と地域社会 ②開発経済と人間 ③環境とライフスタイル 

各代表発表  ３グループ  

 

◇１５：５５ 【閉会式】  

「サステイナビリティ演習Ⅰ」課題研究発表会の審査結果発表 

表彰式、学校長挨拶 
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■ 研究発表会への意見・感想（教育関係者） 

・学年の半分が参加した演習の発表として、つぶが揃っていた。ごく一部の生徒ではなく、全体の取り組み

になっているところが評価できる。発表のために、入念な準備をしていたことに敬意を表します。                    

・生徒さんの堂々としたプレゼンテーションに圧倒されました。日本だけでなく台湾やシンガポールで集め

た一次データは、生徒や高校にとっても教育へのヒントを与えてくれるものだろうと推測しました。           

・Each presentation was well researched and understood by the students. Being conscious about your 

surroundings and knowing different things in foreign countries helps to see & know more things in the 

future. There are also a lot of interesting ideas and themes through out the presentation.                                   

・年々、内容がレベルアップしているようです。大人が聞いても感心する内容で、今後も継続して研究して

ほしいと思います。          

・現在進行形の社会問題に学生が取り組むことは、大切なことだと改めて実感しました。素晴らしい取り組

みだと思います。           

・生徒の皆さんが現地の方々や観光客の方々に積極的に働きかけていることが素晴らしいと思います。内容

は、皆さん、とても良いので、あとは話し方や声のトーンを聞きやすくしていくと、全てのグループのク

オリティがさらに上がると思います。 

・生徒の皆さんの活動のすばらしさに感銘致しました。吉田校長のお話にあったように、生徒の皆さんの取

り組みこそ、まさに今、日本で考え行動すべきことだと共感致しました。ありがとうございました。                      

・アンケート、調査がよく行われていて、それを言葉と画面を使って分かりやすくプレゼンテーションされ

ていました。難しいテーマもグループの生徒間で解決しようとする姿勢が発表から伺えました。            

・高いプレゼンテーションスキルにとても驚きました。どれくらいの時間をかけて仕上げたのか、どのよう

な指導を受けたのかについて知りたいと思いました。 

・難しい社会的課題に対して入念な調査、分析、考察が行われており、どのグループの発表にも感心させら

れました。特に海外での体験は課題を自分達のものとして捉える絶好の機会となっていると思います。ま

た、これらの発表が今後の活動につながっている点が素晴らしいと思いました。                      

・1 つ 1 つの班については割愛させて頂きますが、英語の表現力の高さ、課題の設定、発表内容、プレゼン

テーション力の完成度、いずれも素晴らしいと感じました。もちろん、練習あってのこととは思います

が、平素から実践できているからだと思いますし、その証しが今日ここに示されているのだと思います。

将来的には、日本全国の高校生がここまでの力をつけることができたら良いというのが（理想ではありま

すが）率直な感想です。 

・英語を用いたプレゼンテーションが良かったです。生徒もかなり練習をしてきたことだと思います。また

内容も「カジノ」についてなど、面白い内容のものばかりでした。 

・自分たちで課題を発見し、仮説立てをし、検証していく、そしてさらに深堀りをしていくという基本的な

ことがどの発表でもしっかりできていたと感じました。3 つのテーマを明確にしていることで、実際にフ

ィールドワークへ行った際にもしっかりした学びができてきているということも発表を聞いている中で感

じることができました。自分達の研究テーマに対して様々なところへ調査をしに行ったり、話を聞いたり

と行動力の素晴らしさ、さらにはフィールドワークで日本との違いなどもしっかり学べているという印象

を受けました。  

・自信あふれる態度に感動しておりました。積み重ね、意欲の結晶と考えます。                  
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・課題の見つけ方から、その課題を調査し裏づけを整理されており、普段の授業の他に、この様な取り組み

をされている事は大変素晴らしいと思いました。生徒様が学んだ事、発表された事が、実際に大きな取り

組みとして継続されていく事で、これからの地球・社会は良いものに変わっていくと感じました。 

・ほとんどの生徒がメモを見ず、堂々と話している姿に圧倒されました。パワーポイントに無駄な部分が無

く見やすかったです。               

・海外の研修内容だけでなく、憲法など日本の情報をしっかりふまえていることが、高校生の学びとして良

いと思いました。問題提起、現状、ＤＡ，solution、とスピーチのきれいな型がきちんと守られており、よ

く調べ、よく練られていると感心しました。実際に自分たちの足と目をつかってインタビューや調査を行

っていることが、深みのある発表を生んでいると思います。                           

・どの発表も英語ですばらしいプレゼンテーションができていた。今後、これらの提案を実現させていくた

めにどのような活動を続けていくのかについて知りたいと思う。また、台湾への広め方などはどのような

工夫をしていくつもりなのか知りたい。 

・課題に対する調査、分析、提案がしっかりしていた。「自分事」としてのアクションが示されていて、考え

方だけではなく、行動につながっている点が良かった。   

・生徒も先生方も多く準備されてきたことが発表から伝わってきました。生徒さんにとって貴重な学びにな

っていると思います。英語、プレゼンの得意、不得意の生徒が交わりながら発表を行っていることが特に

魅力的です。      

・毎年参加させていただいております。発表されるテーマ、内容がレベルアップされていて、とても楽しか

ったです。探究甲子園で発表する予定のプレゼンは、課題発見からのリサーチ、具体的なアクションプラ

ン、実行している内容を聞き、企業で行っているような思考をもって取り組まれていることに驚きを感じ

ました。高校 1 年生の発表は、釜石に寄りそった内容で、“3.11.を忘れていけない”と改めて感じました。

プレゼンは、緊張している印象をうけたので、来年何かしらで発表している姿をまた見たいです。 

・生徒の皆さんの一生懸命なプレゼンテーションに感動しました。たくさんの準備と練習をされてきた様子

もひしひしと感じました。現状目に見えている課題や問題にとどまらず、その先を見据えた提案がたくさ

んあり、大人としても考えさせられました。個人的には「マイエンザ」にすごく興味を持ちましたので、

早速調べてみようと思います。 

・各グループとも理想論ではなく、現実的な結論を述べていて、とても素晴らしかったです。発表も堂々と

していて、自信をもって研究したことを伝えてくれました。 

・英語での発表内容を完全に理解できたわけではありませんが、みなさん、よく調べ、結論を出されていた

と思います。海外の方へのインタビューの中で日本と異なる考え方に気づき、その結果、表現する言葉を

変える必要があったと言っていたのが印象的でした。 

・どの発表も堂々としており、分かりやすい発表でした。生徒さんの着眼点、問題意識はとても鋭く、私に

とっても沢山の気づきや学びがありました。「英語発表」という大きなハードルに対しても、皆さんしっか

りと練習して本番に臨んでいる様子が窺えました。運営面に関しては、マイクの調子が悪かったのが少し

残念でした。                

・どのプレゼンテーションもよく準備されていて、見ていて興味深かったです。今日までがんばって練習し

てきたことが伝わりました。1 年生が緊張している様子もかわいらしかったです。 

・スライドや英語を適確に使って発表されており、私自身も勉強になりました。                   
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■ 第５回ＳＧＨ研究発表会 教育関係ご出席者 50 名   

出席者（敬称略） 所属  出席者（敬称略） 所属 

藤原 誠 文部科学省  秋池 愛 八雲学園中学校高等学校 

浅田 和伸 文部科学省  伊藤 大介 八雲学園中学校高等学校 

丸山 洋司 文部科学省  鈴木 葉月 八雲学園中学校高等学校 

合田 哲雄 文部科学省  河東田 敦 八雲学園中学校高等学校 

井上 睦子 文部科学省   十良澤 成美 目白研心中学校高等学校 

大久保 享之 文部科学省  市川 アリサ 聖徳学園中学高等学校 

矢田 裕美 文部科学省  岡村 幸広 高知県立高知西高等学校 

塩川 達大 文部科学省  松本 侑樹 高知県立高知西高等学校 

安彦 広斉 文部科学省  中原 晴彦 順天中学校・高等学校 

工藤 駿 文部科学省  鈴木 淳 アドバンストインターナショナル 

佐瀬 哲司 東京私立中学高等学校協会  桜庭 萌里 学研 次世代教育創造事業部 

須藤 勉 東京私学教育研究所  波田 陽樹 学研 次世代教育創造事業部 

川本 芳久 日本私学教育研究所  大川 由香 エデュケーショナルネットワーク 

後藤 彰夫 海外子女教育振興財団  高橋 良和 エデュケーショナルネットワーク 

藤野 純一 地球環境戦略研究機関  宮田 征璽 株式会社アイウエア 

佐野 和正 富士山国際交流会  唐木 伶奈 株式会社アイウエア 

山下 ゆかり 日本エネルギー経済研究所  平山 ひかる 株式会社アイウエア 

加藤 秀弥 慶應義塾大学理工学部  庄司 正義 株式会社リヴィジョン 

馬場 暁子 慶應義塾大学理工学部  五十嵐 慎  株式会社リヴィジョン 

大川 恵子 慶應義塾大学大学院  児玉 修昌 市進学院  

内苑 孝美 明海大学ホスピタリティツーリズム学部  内村 裕紀 市進学院  

田鍋 桂子 明海大学ホスピタリティツーリズム学部  新井 俊朗 市進学院  

遠藤 風貴 明海大学ホスピタリティツーリズム学部  堀 薔子 市進学院  

下之門 直樹 立命館アジア太平洋大学  庄司 理 株式会社ＪＴＢ教育第一事業部 

吉田 光行 Ｙ's パブリッシング  佐伯 謙司郎 株式会社ＪＴＢ教育第一事業部 

 

 

 

（２） その他の成果普及に関する取組 

Ａ ホームページでの継続的な実践報告 

本校 WEB サイト内に専用ページを設け、SGH の構想と取組内容を発信した（日本語・英語）。

また、トップページの「NEWS」に SGH 専用カテゴリーを設け、日々の活動を報告した。 
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 ■２０１９年度のＳＧＨ関連ニュース記事件数：計 30 件 

月 件数 主な内容 月 件数 主な内容 

4 月 1 件 サス基礎・演習 ガイダンス 10 月 2 件 釜石フィールドワーク 

5 月 2 件 環境史フィールドワーク 11 月 4 件 グローバルワークショップ 

6 月 2 件 サステイナビリティ演習の授業 12 月 4 件 関東甲信越静地区 SGH 発表会 

7 月 1 件 グローバルワークショップ 1 月 4 件 台湾 FW、シンガポール FW  

8 月 3 件 ひろしまジュニア国際フォーラム 2 月 3 件 マレーシア FW、SGH 研究発表会 

9 月 3 件 高校生サミット in 北海道 3 月 1 件 学びのポータルサイト活用 

 

Ｂ その他 先進校としての実践報告 

本学園理事長が会長を兼務する「日本私学教育研究所」、会長を兼務する「21 世紀型教育機構」

の研修会等で、SGH に関する取組と成果を報告した。 

①「京都大学私学経営アカデミー これからの時代に必要な学校での教育」（4 月 26 日・27 日） 

②「日本私学教育研究所 外国語（英語）教育改革特別部会」（5 月 31 日） 

③「日本私学教育研究所 私学経営研修会」（6 月 6 日） 

④「日本私学教育研究所 教育課程研修会」（6 月 21 日） 

⑤「日本私立小学校中学校高等学校保護者連絡会 総会」（7 月 18 日） 

⑥「中国・四国ブロック 私立中高協会研修会」（7 月 30 日） 

⑦「第 67 回全国私学教育研究集会 栃木大会」（10 月 17 日） 

⑧「21 世紀型教育機構 STEAM 教育フォーラム」（10 月 27 日） 

⑨「日本私学教育研究所 イノベーション教育研究部会」（11 月 8 日） 

⑩「日本私学教育研究所 次世代リーダー研修会」（11 月 29 日） 

⑪「21 世紀型教育機構 21 世紀型教育カンファレンス」（12 月 15 日） 

⑫「東京都私立中学校父母の会 中央連合会」（1 月 9 日） 

⑬「日本私学教育研究所 西日本英語リーダー研修」（2 月 21 日） 
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６ 評価と検証 

（１） 教員による事業評価 

  2020 年 2 月 25 日～29 日に、本校の SGH 事業とその成果を教員がどのように評価しているか

を調査するために、2019 年度の SGH 事業についての教員アンケート調査を実施した。 

以下は、その結果である（有効回答 41 名）。 

 

   質問内容      ／  回答 

強く 

そう思う 

そう 

思う 

あまり 

思わない 

全く 

思わない 

問１ 

本校はＳＧＨ事業に対して、学校全体として組

織的に取り組んでいると思いますか。 

54% 41% 5% 0% 

問２ 

本校がＳＧＨ事業に取り組むことにより、ご自

身の意識に変容が見られましたか。 

37% 61% 2% 0% 

問３ 

ＳＧＨ事業の取組に、ご自身が積極的にかかわ

っていると思いますか。 

32% 44% 24% 0% 

問４ 

ＳＧＨ事業に取り組むことで、ご自身の教科指

導法に変容が見られたと思いますか。 

37% 46% 17% 0% 

問５ 

本校が「サステイナビリティ基礎」・「サステ

イナビリティ演習ⅠⅡ」に取り組むことで、生

徒の社会課題に対する関心、論理的思考力、コ

ミュニケーション能力、主体的行動力が育成さ

れていると思いますか。 

68% 32% 0% 0% 

問６ 

本校のＳＧＨ事業における取組が、地球的規模

の課題の解決に向けた主体的・協働的に学ぶ授

業体として機能し、生徒の資質・能力の向上に

効果があると思いますか。 

54% 44% 2% 0% 

問７ 

本校のＳＧＨ事業における取組が、生徒の英語

による表現力や国際感覚の育成において効果が

あると思いますか。 

71% 24% 5% 0% 

問８ 

本校のＳＧＨ事業における海外フィールドワー

クおよび、高大連携を通じた指導が、課題研究

の実施にあたり効果的な取組となっていると思

いますか。 

61% 37% 0% 2% 

問９ 

本校のＳＧＨ事業の成果の普及が、積極的かつ

適切に行われていると思いますか。 

18% 58% 22% 2% 
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《５年間の SGH 事業とその成果についての意見・感想（自由記述）》 

・全校で取り組むことによって、一部の生徒だけではなく、一人一人の生徒の探究心、表現力が底上げされ

てきていると感じました。学校全体が一つの目標に向かって進むことによって、大きな成果が出たのでは

ないかと思います。 

・主体的に取り組み、英語によるとても素晴らしい発表を行った生徒たちの姿に感動しました。今年度赴任

したので、5 年のうち１年しか見ることができませんでしたが、自分で問題を発見し解決していく能力が

求められる現代社会において、必要な能力を育むことのできる素晴らしい取り組みだと感じています。一

方で、サス演と普段の勉強の両立ができていない生徒も数人見受けられ、１年間かけて行う大掛かりな探

究学習なので、やり通せる生徒の選別も必要なのではないかと感じました。 

・教職員・生徒全員が SGH の取り組みに関わることで、学校全体に活気が持たされ、意識が高まった。授

業はもちろんのこと、授業以外の行事においてもコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を伸

ばすプログラムを取り入れ、教員生徒ともども力を伸ばしたように思われる。特に英語においては４技能

を意識した教育の成果が大きく表れたのではないだろうか。 

・生徒自身の取り組む姿勢が年々向上し、その成果は SGH の取り組みに留まらず、教科の指導においても

積極的かつ主体的な面を飛躍させたと感じる。とりわけ情報収集および集約力、発信力の向上につながっ

たと感じる。 

・「本校の求める生徒像」のイメージを再度職員間で共有すれば生徒の指導はもっと効果的になると思う。

「どんな教育をしていくのか」を徹底的に話し合ってこそ、学校生活のあらゆる場面で SGH 事業で目す

教育を普及できるのではないか。 

・生徒、教員共に大きな変化がみられたので良かったと思う。 

・生徒の英語力、表現力が非常に高まったと感じます。大勢の人の前で堂々と発表する生徒の勇気は素晴ら

しく、コンテストや大会で誇るべき成果も挙げられていると思います。 

・まさに教職員が一体となり、生徒一人ひとりの資質の更なる向上に努力を傾注し、単なる英語力の向上で

はない新たな学力をしっかりと身に着けさせたものであり、他校に誇れる取り組みであったと考えます。 

・SGH の 5 年間によって、生徒の主体性、思考力、英語力は大きく向上したと思う。また、教員の意識、教

科間の連携にも良い影響があった。とは言え、社会の変化に対応していくためには、さらなる指導法改

善、大学や企業との連携が必要である。SGH のレガシーを活かしつつ、学校全体として新たな取り組みを

続けていくべきと考える。 

・SGH の取り組みによって、自主的に考え行動する中で、生徒は自信を深め、全体として深い学びにつなが

っていると思います。 

・多方面から生徒の充実した学びがあったと思います。 

・SGH 関連の取り組みにおいて、生徒、教員共に各自の学びの差は当然出てくるとは思われますが、人生の

一時期にこのような密度の濃い学びを経験できることは重要と思われます。 

・日頃から現代社会のさまざまな課題に意識を向けられるようになっていると思う。 

・学んだ知識を活用する経験をさせるということはとても有意義である。また外部の方と協働することによ

り、生徒にとっても教師にとっても新しい学びのヒントとなった。 

・生徒達のプレゼンテーション力の向上が年々素晴らしいと思います。生徒の意識も変わってきたと感じて

います。 
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・SGH が学校教育に多様な視点をもたらしたと思う。 

・初期のころは何もかもが手探りの状況でしたが、「継続は力なり」と感じます。自身が初年度釜石フィール

ドワークを引率したり、「環境とライフスタイル」の指導をしていたので、今年度の発表を拝見して成果を

より感じました。 

・5 年間の間の取り組みの間に様々な場面で、試行錯誤やブラッシュアップが図られた結果として、教員間

にも問題意識が醸成され、成果発表とその指導に対してよき変化がもたらされたと思います。 

・1 年間しか見られていませんが、高 2 担当としてサス演で取り組んだことが生徒自身の力になっていると

感じることも多く、大変教育的な内容であったと感じています。 

・良い取り組みであったことは疑いない。生徒教員学校全体にとって成果があった。しかし教員の負担超過

もまた事実である。とりわけ海外 FW に関しては負担が大きく、運営のあり方に関して再考の余地を残す

と考える。 

・サス演は５年間の取り組みの中で、毎年着実にプログラムの充実が図られ、最終年を迎えた今年度は、海

外フィールドワークのプログラム、生徒の課題研究の内容やプレゼンのスキルなど、全てにおいて５年間

の集大成ともいえる内容であったと感じる。５年間で構築してきた海外 FW 先の人脈や、教員の課題研究

の指導のスキルを、次年度以降いかに継続・発展させていくかを考えることが非常に重要だと考える。 

・生徒達の考え方や国際感覚の育成、また表現力などの向上は素晴らしいものだと思うが、生徒のプレゼン

の内容に指導教員が手を加え過ぎではないかという心配もある。 

・高校 3 か年ないしは中高 6 か年通しての流れを描いていくことが必要である。 

・PDCA を回すことによって大きな効果が表れてきた。5 年で培ったことが埋もれていかないようにするこ

とが肝要。魂として息づいていくようなものにすることが大切。 

・生徒に発信力を身に付けさせることができた点が大きく評価される。 

・サス基礎の授業を受け持ち、生徒の社会課題への積極的な取り組みに感心した。 

・今後も SGH の取組を発展して続けていくべきである。 

・SGH の取り組みに深くかかわっていく生徒ほど、さらに英語力や表現力を伸ばしていきたいと感じている

ように思います。 

・進学指導において SGH の持つ効果を実感させられた。 

・今後、教員間のさらなる連携強化が必要とされると実感した。 

・大学教授からの指導は、教員自身が研究活動を思い出し、学習する機会を得た。生徒が主体的に学び、自

己の意見をプレゼンテーションするという形態が本校全体に定着しつつあると思う。 

・ここで得たノウハウをフェードアウトさせるのではなく、次年度以降、（WWL への申請だけでなく）通常

の授業・学校行事においても生かしていくべきだと思います。 

・生徒個々のプレゼンテーション能力がとても向上した。また、大学の合格実績にも影響を与えた。 

・高校１学年担当として２年間 SGH の取り組みに参加した。釜石 FW、GWS、SGH 研究発表会等を通じ

て、生徒の、世界的な諸問題に対しての意識は大きく変化した。釜石の災害復興については、ただのアイ

ディアでなく、行政と連携したり、資金を集めたりするための具体的方策を模索し、学校外にも通用する

プランを考え抜くことができた。GWS では、国際色豊かな慶應大・大川ゼミの大学院生に温かく指導して

いただきつつ、自由な発想を持って未来を創ろうとする姿勢を身に着けることができた。SGH 研究発表会

を通じ、悩み苦しみながらも、他者と協働し一つのことを達成する難しさとやりがいを得ることができ
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た。HR 担任としても、１年間で生徒のプレゼン力は格段に成長したと感じる。何より、自ら行動し実践

することで、自らの未来を形作ることができるのだ、という自信を生徒が持てるようになったと思う。" 

・高校生の時から各テーマに分かれて研究活動に取り組むことができるのは非常に貴重な経験だと思う。課

題への問題意識を持つことで、災害などが起きたときにも感じ方や考え方に違いが出ているように感じ

る。また、発表する機会に恵まれているのでプレゼンテーション能力も身についていると思う。 

・SGH の取り組みによって、在校生の意識に着実な変化が見られたように思う。 

・グローバルイシューに目を向け、自分自身の問題として考え、解決策を探していく姿勢は、SGH プログラ

ムを通じて芽生えたと感じる。ただし、それ以降、独力でひとつのテーマを追究していける生徒は多くな

い。きっかけさえあればあとは自分で探究していく、というのが本来の姿だと思う。 

・取り組む生徒は毎年違いますが、年を追うごとに関心やスキルが上がっているように思います。 

・5 年間の取り組みで「学ぶ」ことに対する教師・生徒の意識が大きく変わったと思う。 

 

【分析】 

「学校全体で組織的に取り組んでいる」95％、「自身の意識に変容が見られた」98％、など本校の

SGH 事業が学校全体の取組として行われ、教員の意識改革に効果があったと捉える教員が多数を

占めた。また、社会課題への関心、論理的思考力、英語による表現力など SGH 事業で目指した生

徒の能力・資質の育成に関する質問（問５~８）でも、全ての項目で肯定的な回答が 90％を超え、

SGH の取組が生徒の能力・資質を向上させたことをほとんどの教員が実感している。 

 自由記述の意見・感想においても、5 年間の取組・成果を意義あるものとして振り返る回答が多

く、「良い取り組みであったことは疑いない」というのが本校教員の共通見解である。一方で、さ

らなる指導法改善、新たな取組の必要性に言及する意見も少なくなく、「SGH 指定期間終了によ

り、この取組が後退してはならない」というのも本校教員のコンセンサスと言えるだろう。 
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（２）運営指導委員会による事業評価 

  本校の SGH 構想「サステイナビリティから創造するグローバル社会」を実施するにあたり、専

門的見地から評価・ご助言をいただくため、国際社会、専門分野で活躍されている方々で構成さ

れた運営指導委員会を設置している。本年度も運営指導委員会を 2 回開催し、本校 SGH 事業の

進捗状況を報告し、各委員から評価と今後の課題についてご助言いただいた。 

 

■第１回運営指導委員会 

 １ 日時 2019 年７月 19 日（金）17:30～19:00 

 ２ 場所 富士見丘中学高等学校 特別会議室 

 ３ 出席者 

  《運営指導委員》  山下 ゆかり氏 日本エネルギー経済研究所 理事 

             栗生 賢一郎氏  慶應義塾大学理工学部研究支援センター 事務長 

松長 昭氏    笹川平和財団 主任研究員 

  《本校出席者》   吉田 晋（理事長 校長）     吉田 成利（理事長補佐） 

            白鶯 訓彦（教頭・SGH 責任者） 重田 稔明（学監） 

           佐藤 一成（広報部長）      関根 淳（教務部長） 

 ４ 内容 

   SGH プログラム進捗状況を報告し、各取組に関する質疑応答をおこなった。また、SGH 指

定最終年度ということで、次年度以降の事業の継続のあり方について助言・提言をいただいた。 

本学園理事長・学校長からは、SGH 事業を発展させ、WWL（ワールド・ワイド・ラーニン

グ）コンソーシアム構築支援事業に応募する可能性も伝え、これについても各委員からご意見

をいただいた。WWL に応募する際のメリット・デメリットが議論されたが、委員の総意として

「富士見丘の SGH プログラムをさらに発展させるためには、これまでの取組をそのまま継承

するのではなく、新たな取組にチャレンジしていくべきである」というご提言をいただいた。 

  

■第２回運営指導委員会 

 １ 日時 2020 年２月 18 日（火）17:30～19:00 

 ２ 場所 富士見丘中学高等学校 特別会議室 

 ３ 出席者 

  《運営指導委員》 山下 ゆかり氏 日本エネルギー経済研究所 理事 

           栗生 賢一郎氏  慶應義塾大学理工学部研究支援センター 事務長 

           松長 昭氏    笹川平和財団 主任研究員            

《連携大学関係者》大川 恵子氏  慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 

北條 勝貴氏  上智大学文学部教授           

   《本校出席者》   吉田 晋（理事長 校長）     吉田 成利（理事長補佐） 

           白鶯 訓彦（教頭・SGH 責任者） 重田 稔明（学監） 

            佐藤 一成（広報部長）     関根 淳（教務部長）  
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 ４ 内容 

開始前に実施された「第５回 SGH 研究発表会」をご覧いただいた各委員・連携大学関係者

からご講評をいただいた後、SGH 事業 5 年間の取組と成果について報告し、質疑応答をおこな

った。運営指導委員に加え、5 年間の SGH 事業を支えてくださった連携大学の先生方にもご参

加いただき、事業の総括と本校の今後の課題についてご提言いただいた。 

 

■運営指導委員・連携大学関係者よりいただいたご意見 

○山下ゆかり氏 

   発表会を見て、年々、社会課題に対するアプローチが具体的になっていると感じる。実社会

とのつながりを念頭におき、身近で具体的なアクションプランを立てることは、重要な学び

方である。生徒たちが楽しんで取り組んでいる点もすばらしい。女子特有の主体性、行動力を

今後も意識し、新しい教育の方向性としてこのような学びを継続していってほしい。 

○栗生賢一郎氏 

   ５年間、学校全体で取り組まれている様子がしっかり伝わってきた。私学の強みを活かした

カリキュラムマネジメントがしっかり構築されている。SGH プログラムのように「考える力」

「伝える力」を養う学びは、高校生を受け入れる大学にとっても魅力的である。今後は、サス

テイナビリティ研究発表会を他校と合同で実施できるような、WWL コンソーシアム構築に

チャレンジすることをお薦めする。   

〇松長昭氏 

   英語力の向上だけでなく、ネットワークの広がり、海外大学進学者の増加、と 5 年間のたゆ

まぬ努力が結実した成果を見せていただいた。あえて注文をつけるなら、フィールドワーク

で得た印象や感覚を客観的なデータで裏づけることをもっと意識してほしい。『生徒研究論文

集』を拝見したところ、それが十分でないものもある。“何となく調べて終わり”にならない

仕組み作りが、生徒のこれからの成長につながるだろう。 

○大川恵子氏 

   毎年グローバルワークショップで高校 1 年生が成長していく姿を拝見しているが、本日の研

究発表会では 2 年生のみなさんが SDGs を意識され続け、研究を深めていることが嬉しかっ

た。高校 2 年で「サステイナビリティ演習Ⅰ」を取っている生徒と取っていない生徒とで、

グローバルコンピテンシーやマインドセットにどのような違いが出たかも調査したいところ

である。次年度以降、WWL でグローバルワークショップを他校に広めていくことには、大い

に関心がある。 

○北条勝貴氏 

   環境と人間の心性の問題は密接に係わっている。単なる自然保護ではなく、人間が生活する 

うえでの精神的な営為として環境問題を扱ってほしい。また、人間以外の動物、植物にとって

も環境は重要である。自分自身を動植物に置きかえてみる「ポジショニング」という手法も取

り入れていってはどうか。高校生特有の感性は今後、課題研究を行う上での重要なポイント

になるだろう。 
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（３）目標の進捗状況 

① 成果目標（アウトカム） 

目標達成シートの「成果目標」の進捗状況は、生徒アンケートの結果と、各プロジェクトの担

当からの実績報告をもとにまとめている。以下は、各項目の結果とその分析である。2019 年

度（31 年度）の生徒アンケートは、2020 年 2 月 20 日~26 日に実施した。 

 

ａ 自主的に社会貢献活動や自己研鑽活動に参加した生徒数         〔目標〕150 人 

〔27 年度〕72 人 〔28 年度〕87 人 〔29 年度〕100 人 〔30 年度〕93 人 〔31 年度〕104 人  

▼ 2019 年度アンケート結果 

 参加した 

参加 

しない 
参加した 

参加 

しない 
回答計 

高 1 46 人 44 人 51% 49% 90 

高 2 34 人 45 人  43% 57% 79 

高 3 24 人 67 人 26% 74% 91 

計 104 人 156 人 40% 60% 260 

 

目標の 150 人には到達しなかったが、27 年度の 72 人から少しずつ増加してきた。「行動力の

向上プログラム」において、さまざまな社会貢献活動への参加が呼びかけられた結果、「スポ

ーツ GOMI 拾い大会」「介護・看護体験」「高齢者施設訪問」といった恒例の活動のほか、「保

護猫ボランティア」「地域の外国人への日本語指導」、「おもてなし国際交流」、「障害を持つ児

童が通う援助施設でのボランティア」など、活動の幅も広がった。詳細は、「行動力の向上プ

ログラム」の項（P89～92）を参照。 

 

ｂ 自主的に留学又は海外研修に行った生徒数               〔目標〕100 人 

    〔27 年度〕60 人 〔28 年度〕75 人 〔29 年度〕79 人 〔30 年度〕114 人 〔31 年度〕132 人 

▼ 2019 年度アンケート結果 

  行った 行かない 行った 行かない 回答計 

高１ 31 人 59 人 34% 66% 90 

高 2 52 人 27 人 66% 34% 79 

高 3 49 人 42 人 54% 46% 91 

計 132 人 128 人 51% 49% 260 

 

■2019 年度に参加した留学・海外研修の内訳 

高 1：「姉妹校 3・6 カ月留学」10 人（カナダ 3、オーストラリア 5、イギリス 2）、「英国短期留

学」18 人、「その他の留学」3 人（イタリア 1、アメリカ 1、マレーシア 1） 

高２：「姉妹校 3・6 カ月留学」2 人（イギリス 2）、「海外フィールドワーク」48 人（台湾 18、シ

ンガポール 16、マレーシア 14）、「その他の留学」2 人（メキシコ 1、アメリカ 1） 

高 3：「グローバル・リンク・シンガポール」3 人、「その他の留学・海外研修」46 人 
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ｃ  将来留学したり、仕事で国際的に活躍したいと思う生徒の割合     〔目標〕60％ 

  〔27 年度〕67％ 〔28 年度〕63％ 〔29 年度〕66% 〔30 年度〕68％ 〔31 年度〕68％ 

▼ 2019 年度アンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

「強くそう思う」「そう思う」を合わせると、68％（1 年生 65％、2 年生 73％、3 年生 67%）

であり、5 年連続で目標数値を上回った。 

 

ｄ グローバルな社会課題・ビジネス課題に関する公益性の高い大会への入賞者〔目標〕15 人 

〔27 年度〕3 人 〔28 年度〕13 人 〔29 年度〕15 人 〔30 年度〕23 人 〔31 年度〕24 人 

 

■2019 年度に入賞したコンテスト・大会 

・「第４回関東・甲信越地区高校生探究学習発表会」日本語プレゼンテーション 金賞４人（高 2） 
・「浦安市国際交流協会事務局 英語によるプレゼンテーション大会」準優勝 3 人（高 1） 
・「第３回全国高校教育模擬国連大会」実行委員特別賞３人（高 1） 
・「東洋英和女学院大学レシテーションコンテスト」銀賞２人（高１）、国連協会特別賞 1 人（高２） 
・「世界津波の日 2019 高校生サミット in 北海道」若き津波防災大使 2 人（高 2） 
・「国際理解・国際協力のための高校生主張コンクール東京都大会」努力賞 4 人（高１・2） 
・「税に関する高校生の作⽂」国税庁⻑官賞 1 人、渋⾕税務署⻑賞 1 人（高 3） 
・「第 58 回全国高等学校生徒英作⽂コンテスト」入選 2 人（高１） 
・「キリンスクールチャレンジ」2019 年度優秀賞 1 人（高 2） 
 

ｅ 卒業時における生徒の 4 技能の英語力（CEFRB1～B2 レベルの生徒の割合 〔目標〕60％  

    〔27 年度〕16％ 〔28 年度〕33％ 〔29 年度〕39% 〔30 年度〕54％  〔31年度〕74％ 

着実に B1 レベル以上の生徒数は増加し、本年度は目標値を大きく超えた。下級生も順調に

英語力を伸ばしており、1 年生は 45%、2 年生は 60%がすでに B1 レベル以上である。 

生徒の英語力についての詳細は、「英語発信力の向上プログラム」の項（p93～95）を参照。 

 

 

 

 

 

 

  

強く 

そう思う 

そう思う 

あまり 

思わない 

全く 

思わない 
回答計 

高１ 39% 26% 31% 4% 90 

高 2 46% 27% 22% 6% 79 

高 3 37% 33% 26% 3% 91 

計 40% 28% 27% 5% 260 
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 ｆ サステイナビリティに関する課題研究に取り組む生徒数            〔目標〕165 人 

   〔27 年度〕115 人〔28 年度〕144 人〔29 年度〕179 人〔30 年度〕191 人 〔31 年度〕197 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 年生は「サステイナビリティ基礎」の授業で全生徒が取り組む。2 年生は「サステイナビ

リティ演習Ⅰ」の履修者 48 人＋「環境史フィールドワーク」の履修者 4 人+自主研究で取り

組んだ生徒 3 人、3 年生は、「サステイナビリティ演習Ⅱ」の履修者 45 人である。 

 

② 活動指標（アウトプット） 

ａ 課題研究に関する国外の研修参加者数                 〔目標〕50 人 

  〔27 年度〕9 人 〔28 年度〕35 人 〔29 年度〕44 人 〔30 年度〕45 人 〔31年度〕51 人 

    台湾 FW に 18 人、シンガポール FW に 16 人、マレーシア FW に 14 人が参加した。 

  

ｂ 課題研究に関する国内の研修参加者数                 〔目標〕100 人 

  〔27 年度〕95 人 〔28 年度〕94 人 〔29 年度〕100 人 〔30 年度〕96 人〔31年度〕94 人 

    釜石フィールドワークに 90 人、環境史フィールドワークに 4 人が参加した。 

 

ｃ 課題研究に関する連携を行う海外大学・高校等の数                      〔目標〕5 校 

  〔27 年度〕2 校  〔28 年度〕6 校  〔29 年度〕6 校  〔30 年度〕6 校   〔31 年度〕7 校 

本年度の海外フィールドワークで連携を行った大学・高校は、以下の 7 校である。 

・大学：国立成功大學、シンガポール経営大学、マレーシア工科大学、ハワイ大学マノア校 

・高校：南投県立旭光高級中学、ラッフルズ・ガールズスクール、SMK Sultan Engku Tun Aminah 

 

ｄ 課題研究に関して大学教員及び学生等の外部人材が参画した延べ回数     〔目標〕100 人 

   〔27 年度〕188 人〔28 年度〕249 人〔29 年度〕286 人〔30 年度〕270 人〔31 年度〕269 人  

本年度の内訳は以下の通りである。 

・「サステイナビリティ基礎・グローバルワークショップ」 

慶應義塾大学大学院 大川教授 9 回、大学院生・留学生 20 人×8 回  ＝169 人 

    ・「サステイナビリティ演習Ⅰ・Ⅱ」 

     慶應義塾大学環境情報学部 大木准教授 7 回、大学生 28 回      ＝35 人  

     国立成功大學 賴准教授 3 回、研究員 3 回                         ＝6 人 

          シンガポール経営大学  藤井准教授 3 回、大学生 11 人         ＝14 人 

  取り組む 

取り組ま

ない 
取り組む 

取り組ま

ない 
生徒数 

高 1 97 人 0 人 100％ 0％ 97 人 

高 2 55 人 31 人 64％ 36％ 86 人 

高 3 45 人 50 人 47％ 53％ 95 人 

計 197 人 81 人 71％ 29％ 278 人 
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     慶應義塾大学理工学部 伊香賀教授 8 回 研究室の学生 12 回      ＝20 人 

     マレーシア工科大学 教授・准教授 3 人                ＝3 人 

   ・「環境史フィールドワーク」 

     上智大学文学部 北條准教授 7 回、大学生・大学院生 15 回      ＝22 人 

   

ｅ 課題研究に関して企業又は国際機関等の外部人材が参画した延べ回数     〔目標〕20人 

  〔27 年度〕26 人 〔28 年度〕49 人 〔29 年度〕45 人 〔30 年度〕49 人 〔31 年度〕55 人 

  目標を達成した。内訳は以下の通りである。 

   ・「釜石フィールドワーク」 

リディラバ 12 人、釜石市の企業・三陸ひとつなぎ自然学校 16 人 

    ・「サステイナビリティ演習Ⅰ」日本台湾教育センター2 人、自治体国際化協会 2 人、 

JTB シンガポール支店 1 人、地球環境戦略研究機関 1 人×8 回、サラヤ株式会社 1 人×2 回、 

IRDA4 人、MPOCC3 人、ジョホール州教育庁 3 人、マレーシアイオン 2 人、 

                  

ｆ グローバルな社会課題・ビジネス課題に関する公益性の高い大会への参加者数〔目標〕60 人 

    〔27 年度〕12 人 〔28 年度〕21 人 〔29 年度〕59 人 〔30 年度〕70 人 〔31 年度〕65 人  

▼ 2019 年度アンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ 帰国・外国人生徒の受け入れ者数                     〔目標〕40人 

  〔27 年度〕37 人 〔28 年度〕45 人 〔29 年度〕61 人 〔30 年度〕53 人  〔31年度〕64 人 

    帰国生：1 年 15 人、2 年 20 人、3 年 27 人。留学生：2 人（オーストラリア、イギリス）。 

 

ｈ 先進校としての研究発表会数                       〔目標〕8回 

  〔27 年度〕4 回 〔28 年度〕5 回 〔29 年度〕7 回 〔30 年度〕9 回   〔31 年度〕9 回 

    校内での研究発表会 2 回、国内の校外発表会 4 回、海外での発表会 3 回 

   

ｉ 外国語によるホームページの整備状況                   〔目標〕〇         

 〔27 年度〕△  〔28 年度〕〇  〔29 年度〕〇  〔30 年度〕〇    〔31 年度〕〇 

 

  ｊ 生徒が主体となる PBL 等アクティブラーニング型の授業を行っている教員の割合〔目標〕100％ 

  〔27 年度〕68％  〔28 年度〕87％ 〔29 年度〕85% 〔30 年度〕90％    〔31 年度〕90％ 

 

  参加した 

参加 

しない 
参加した 

参加 

しない 
回答計 

高１ 28 人 62 人 31% 69% 90 

高 2 30 人 49 人 38% 62% 79 

高 3 7 人 84 人  8% 92% 91 

計 65 人 195 人 25% 75% 260 

132



 

平成 27 年度指定 スーパーグローバルハイスクール 

研究開発実施報告書 第５年次 

令和 2 年 3 月発行 

 

富士見丘中学高等学校 

〒151‐0073 東京都渋谷区笹塚 3 丁目 19 番 9 号 

TEL 03-3376-1481  FAX 03-3378-0695 

URL https://www.fujimigaoka.ac.jp 

E-mail info-mail@fujimigaoka.ac.jp 

 


	
	0-2巻頭言.pdf
	0-3目次.pdf
	報告書P1-132.pdf
	0-4構想概要図.pdf
	0-5研究開発完了報告書.pdf
	0-6教育課程表.xlsx.pdf
	0-7目標設定シート.xlsx.pdf
	Microsoft Word - １ 計画・２体制.pdf
	Microsoft Word - ３（１）Aサス基礎概要.pdf
	Microsoft Word - ３（１）Ｂ教科横断型授業.pdf
	Microsoft Word - ３（１）C釜石フィールドワーク.pdf
	Microsoft Word - ３（１）Ｄグローバルワークショップ.pdf
	Microsoft Word - ３（１）Ｅサス基礎アンケート結果.pdf
	Microsoft Word - ３（２）サス演ⅠＡ概要.pdf
	Microsoft Word - ３（２）サス演ⅠＢ災害と地域社会.pdf
	Microsoft Word - ３（２）サス演ⅠC開発経済と人間報告書.pdf
	Microsoft Word - ３（２）サス演ⅠD 環境とライフスタイル.pdf
	Microsoft Word - ３（２）サス演ⅠＥアンケート結果.pdf
	Microsoft Word - ３（３）サス演Ⅱ.pdf
	Microsoft Word - ４（１）行動力の向上.pdf
	Microsoft Word - ４（２）英語発信力の向上.pdf
	Microsoft Word - ４（３）スタディスキルの向上.pdf
	Microsoft Word - ４（４）環境史FW.pdf
	Microsoft Word - ４（５）明海大学との連携プログラム.pdf
	Microsoft Word - ５ 成果普及.pdf
	Microsoft Word - ６ 評価検証.pdf





