
５ 教育課程・教育内容の研究開発 

 

5.1 国際教養の体系化と SGH 

 本校の「国際教養」では、21 世紀を生き抜く力を持った市民として、「国際社会の中で共生・共存す

る力を育成する」ことを大きな目的に、実際にはグローバル社会の現状を理解し、リードし、あるいは

支え、あるいはグローバルに発信できる生徒を育成することを目指し、様々な取り組みが実施されてき

た。それらの中には本校の教育の柱をなす IB（International Baccalaureaut）教育と強く結びついて

いる部分がある一方、IB とは独立して、あるいはさらに発展させて実施する、本校独自の取り組みも

ある。 
 「国際教養」は 1 年（中学 1 年相当）から 6 年（高校 3 年相当）の長期にわたる計画的取り組みで

あり、特に後期課程（高校）では課題研究がその中心に位置づけられている。SGH の取り組みは、こ

の後期課程における課題研究の取り組みを飛躍的に発展させるきっかけとして機能し、貢献している。 
 以下に 6 年間の国際教養の流れと、SGH との関わりを示す。「課題設定」→「情報収集」→「整理・

分析」→「まとめ・表現」→「振り返り」として、3 回の活動のサイクルを設定して課題研究を充実さ

せると供に、「国際６」では「社会への提言」を重視し、課題から実践へという流れを形成している。 
 

 
各学年における「国際教養」の取り組み（WC=ワークキャンプ、Scf＝スクールフェスティバル、Spf＝スポーツ 
   フェスティバル、PP＝IB における Middle Years Programme (MYP)のまとめとしての Personal Project） 
※上図内の実施期間は，現在検討しながら変更を加えている。体系化を進めながらもっともよい実施時期を決定してい

く予定である。 
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5.2 国際 A「国際協力と社会貢献」概要 

“「社会に貢献する」ということはどういうことなのか”、という大きなテーマはそのままに、今年度

は昨年度に引き続き、1 学期は日本の国際協力と国際 NGO について学び、2 学期・3 学期は米国の

Learning By Giving 財団が米国の大学生向けに提供する Learning By Giving プログラムを日本の高校

生向けにアレンジして実施した。 
表 1：講座の概要とゴール 

講座のゴール 日本が行う国際協力と、個人としての社会貢献について自身の言葉で述べられるようにする。 

受講者 6 年生 12 名（男子 3 名：女子 9 名）の選択授業 

講座の進め方 1. ワークショップ形式を中心とした参加型授業。 

2. 課題の資料の読み込みなどについては、ゼミ形式で進める。 

3. SNS を利用して、授業のふりかえり・感想を共有。→ダイアログ（対話）・学びあいの「場」 

 

1 学期：日本の ODA 政策と国際協力 NGO の活動と役割 
表 2：年間の授業スケジュール（1 学期：21 講座） 

2016/04/13 第 0 講 オリエンテーション   

2016/04/15 緊急講 1 熊本地震① 支援金と義捐金のちがい 

2016/04/18 緊急講 2 熊本地震② 募金活動の計画 

2016/04/25 第 1 講 日本の ODA①リサーチ 『ODA 白書 2014』で日本の ODA 政策の特徴を読み解く 

2016/05/06 第 2 講 日本の ODA②共有 第 1 講をふまえての共有・深掘り&テーマ決め 

2016/05/09 第 3 講 日本の ODA③共有 プレゼン：第 2 講のシェア 

2016/05/13 第 4 講 日本の ODA④フカボリ ３チーム（広報、支援の仕方、支援のその後）にわかれて

2016/05/16 第 5 講 日本の ODA⑤フカボリ ３チーム（広報、支援の仕方、支援のその後）にわかれて

2016/05/20 第 6 講 日本の ODA⑥チームまとめ ３チーム（広報、支援の仕方、支援のその後）にわかれて

2016/05/23 第 7 講 日本の ODA⑦シェア ３チーム（広報、支援の仕方、支援のその後）にわかれて

2016/05/27 第 8 講 日本の ODA⑧資料作成 ３チーム（広報、支援の仕方、支援のその後）にわかれて

2016/05/30 第 9 講 講義：NPO と NGO NPO／NGO の役割とは 

2016/06/03 第 10 講 日本の ODA⑨JICA の役割 
講師：独立行政法人国際協力機構 

広報課主任調査役 加瀬晴子氏 

2016/06/06 第 11 講 日本の ODA⑩ふりかえり 日本の ODA を評価する 

2016/06/13 第 12 講 国際協力 NGO① 国際協力 NGO に関するリサーチ① 

2016/06/17 第 13 講 国際協力 NGO② 国際協力 NGO に関するリサーチ② 

2016/06/20 第 14 講 国際協力 NGO③ 
講師：認定 NPO 法人国境なき医師団日本  

会長 加藤寛幸氏 

2016/06/24 第 15 講 国際協力 NGO④ 
講師：特定非営利活動法人 ACE  

ガーナ・プロジェクトマネージャー 近藤光氏 

2016/06/27 第 16 講 国際協力 NGO⑤ふりかえり   

2016/07/01 第 17 講 1 学期総ふりかえり   

2016/07/15 特別講 熊本地震③ 講師：社会福祉法人全国社会福祉協議会 園崎秀治氏 

講座開始直後に平成 28 年熊本地震が発災したため、緊急講として熊本地震の発災からの支援の推移
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などを見守りながら、支援金と義捐金の違いやどのような支援に関われるのか、現地に行った際にボラ

ンティアとして気をつけなければならないこと、ボランティアセンターの役割、などについて考えてい

った。また、講座として募金活動を行いたいとの声があがり、学んだことをふまえて実際の救助活動や

支援活動に使われる支援金として集めることに決定し、校内で 42,655 円を集め、NPO 法人ピースウィ

ンズ・ジャパンと NPO 法人 AARjapan に熊本地震支援金として振り込んだ。その後、1 学期の最終講

として、発災の日に現地入りしボランティアセンターの設置や各機関との調整に携わった社会福祉法人

全国社会福祉協議会の園崎秀治氏をゲストスピーカーとして招聘し、東日本大震災の時との違いなど、

現場でどんなことがおこるのか、3 か月間熊本と東京を行き来して、よりそい続けたからこその葛藤や

やりがいなどをお聞きした。受講生は「被災者」「ボランティア」「行政」など、様々な形で災害に向き

合う時の、"協働"の大切さを実感した。受講後のコメントには、 
園崎さんの講義から、私は、ボランティアというのは自分の善意の気持ちだけで突っ走るのではなく、まず最初に

一度、被災地の現状を俯瞰することが大事なのだと知った。私がみんなに熊本地震の募金活動をしようと言って、動

き出したときは、その俯瞰があまりできていなかったように思う。結局、あの短期間の募金活動で終わってしまい、

長期的な支援をすることができなかった。…この講座の学びを生かして、自分のことだけを考えるのではなく、他の

避難者の人とも協力して、みんなで支えていける体制を取ることができるように、主体的に行動したいと思った。し

かし、東京では人と人の関係が希薄化してしまっており、避難所で協力することができるのかは不安がある。そのた

め、市区町村でみんなで実際に泊まり、炊き出しをする「避難した後」訓練をしてみてもいいのではないか感じた。 

など、自分たちの身に置き換えて考えたことがわかる。 
その後、日本の ODA 政策について「広報」・「支援の仕方」・「支援のその後」の 3 チームに分かれて

フカボリを進めていき、その過程ででた自分たちの意見と疑問を JICA 広報課主任調査役加瀬晴子氏を

ゲストスピーカーに迎え、深めていった。加瀬氏の講義後のコメントでは 
加瀬さんが人道主義・地球規模・外交・相互依存という ODA が必要である 4 つの理由を教えてくださりました。

私は、最初 ODA は日本のためになるとばかり思っていました。ですが、加瀬さんから ODA が必要なのは地球規模・

相互依存という理由を聞き驚きました。1 つの問題は世界の問題であり、1 カ国では対処できない地球規模の問題であ

るということに気づいたからです。また、1 つの国が破綻すると世界が回らなくなる。だから、日本と他国が相互依

存関係にあることに気づきました。私は、広報グループで日本の国益や日本国民の個人益ばかり考えていました。日

本の利益だけでなく、他国との関係ももっと発信することで国民の理解を得られるのではと思いました。 

という意見があった。 
次に、国際協力 NGO の役割について深めていった。ここでは、認定 NPO 法人国境なき医師団加藤

博幸会長、特定非営利活動法人 ACE のガーナ・プロジェクトマネージャー近藤光氏にゲスト講義を頂

いた。加藤会長の講義後のコメントでは、 
お話の中で最も印象に残ったのは、国境なき医師団の活動の意義です。現地での治療活動の生々しいお話が、実際

に起こっている現実の事なんだなと直に感じてかなりショックが大きかったです。…実際に行った人しかわからない

現地の様子というものがあって、それらはあまり世間に公表されていないのではないかと今回のお話を聞いて感じま

した。…国境なき医師団の活動目的の 2 つ目「証言活動」が本当に意味のある活動だと思います。そして、医師団の

皆さんは自分たちにできることの限界を痛感している、しかし、そんなジレンマを抱えながらも、現地での自分たち

にしかできない活動を続けていることに、NGO の活動意義を見たような気がします。政府にも、民間企業にもできな

い NGO・NPO だからこそできる絶対に現地から足を離さない活動を意地でも続ける姿勢に心から感動しました。 

とあり、実際に現地に行くことが難しい自分たちであっても、NPO や NGO の活動に対して理解を深め

ていくことの大切さを認識したことが見て取れる。 
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写真１ ODA の課題についてのダイアログ 写真２ 加瀬晴子氏のゲスト講義 
 
2 学期・3 学期：日本版 Learning By Giving プログラム 
表 3：年間の授業スケジュール（2 学期・3 学期：30 講座） 

2016/09/02 第 18 講 

Unit1 

社会貢献に関する現代日本の意識 

これまでのボランティア・寄付体験① 

2016/09/05 第 19 講 これまでのボランティア・寄付体験② 

2016/09/12 第 21 講 

Learning By Giving キックオフ 

「高校生はなぜ社会貢献するの？」 

ゲスト講師： 日本ファンドレイジング協会 

 代表理事 鵜尾雅隆氏 

2016/09/23 第 22 講 

Unit2 

非営利組織はなぜ必要とされるのか 

『寄付白書 2015』を読む 

2016/09/26 第 23 講 『NPO の教科書』第 2 章を読む  

2016/09/30 第 24 講 NPO の評価基準作り① 

2016/10/03 第 25 講 NPO の評価基準作り② 

2016/10/07 第 26 講 NPO の評価基準作り③ 

2016/10/14 第 27 講 

Unit3 

社会変革とお金の使い方① 

寄付の可能性 

『社会を変えるお金の使い方』 

第 2 章・第 6 章を読む 

2016/10/17 第 28 講 Unit2+ 

「NPO の評価について」 

ゲスト講師：日本財団 CANPAN センター 

代表理事 山田泰久氏 

2016/10/21 第 29 講 Unit3 『ファンドレイジングが社会を変える』を読む 

2016/10/24 第 30 講 Unit2+ NPO の評価基準再考 

2016/10/28 第 31 講 Unit3  

「コミュニティ財団の役割と可能性」 

ゲスト講師：あいちコミュニティ財団 

代表理事 木村真樹氏 

2016/10/31 第 32 講 Unit4 

社会変革とお金の使い方② 

寄付の集め方 

おもしろい、人に勧めたい寄付のアイディアコンペ

2016/11/04 第 33 講 
クラウドファンディングのプラットフォームリ

サーチ 
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2016/11/07 第 34 講 

 

Unit4 

「地域×クラウドファンディング FAAVO」 

ゲスト講師：株式会社サーチフィールド 

      八木輝義氏 

2016/11/11 第 35 講 

Unit5 

寄付先を決定する 

評価項目の作成とアンケートの作成① 

2016/11/14 第 36 講 評価項目の作成とアンケートの作成② 

2016/11/18  寄付先候補団体への訪問 

2016/11/21 第 37 講 各分野別寄付先候補についてのダイアログ① 

2016/11/22  

日本ファンドレイジング協会主催：ファンドレイジング・サロン 登壇 

「東京学芸大学附属校から始まる日本初の社会貢献教育の流れ 

～米国・社会貢献教育プログラムの実践～」 

2016/11/25 第 39 講 Unit4 

「クラウドファンディングの集め方」 

ゲスト講師：一般財団法人ジャパンギビング 

事務局長 宮本聡氏 

2016/11/28 第 40 講 

Unit5 

各分野別寄付先候補についてのダイアログ② 

2016/11/30 第 41 講 各分野別寄付先候補についてのダイアログ③ 

2016/12/2 第 41 講 各分野別寄付先候補についてのダイアログ④ 

2016/12/3  文部科学省主催：平成 28 年度後期文部科学省寄附フォーラム 登壇 

2016/12/5 第 42 講 
Unit5 

寄付先決定へのダイアログ①  

2016/12/15 第 43 講 寄付先決定へのダイアログ② 

2017/1/13 第 43 講 

Unit6 

社会貢献とこれからのキャリア 

全体のふりかえりと報告書の作成① 

2017/1/20 第 44 講 

「21 世紀に求められる社会人基礎力とは」 

ゲスト講師：久米繊維工業株式会社 

会長 久米信行氏 

2017/1/23 第 45 講 全体のふりかえりと報告書の作成② 

2017/1/27 第 46 講 
ゲスト講師：株式会社ファンドレックス 

      イノウエヨシオ氏 

2017/1/30 第 47 講 最終ふりかえり 

2 学期・3 学期は、米国の Learning By Giving 財団が米国の大学生向けに提供している Service 
Learning プログラムを日本版にアレンジして「Our Life & Social Contribution」というタイトルで実

施した。目的として、①社会貢献（ボランティア・寄付など）に関する様々な知識と理解を深め、②社

会貢献（ボランティア・寄付など）を通して、現代社会が抱える課題について把握し、③市民として「社

会貢献（ボランティア・寄付など）」の力を認識し、活用できるようになる、とし、この 3 点を通して、

自身と社会貢献の関わり方を学び、今後のキャリアに活かされることを期待した。 
本プログラムでは、ボランティアと寄付を軸に「社会に貢献する」仕組みや、「社会貢献」を取り巻

く現状や課題を学んだ。そして、自身の行動選択の軸として「社会貢献」を評価・検証するスキルを身

につけ、講座参加者のダイアログにより、自身の考えを深め、今後のキャリアにおける「社会貢献」と

のつながり方を身につけることを目標とした。各 Unit において、外部から講師を招き、受講者の理解

をより促進していった。 
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写真３ グループでの寄付先候補団体の検討 

表 4：寄付先候補団体（協力団体） 
こども 認定 NPO 法人フローレンス、認定 NPO 法人日本グッドトイ委員会、公益財団法人あすのば 

医療 公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティ

ーズ・ジャパン とちぎハウス、特定非営利活動法人 シャイン・オン・キッズ 

動物 特定非営利活動法人日本補助犬情報センター、公益財団法人ヒューマニン財団、ピース・ワンコ・ジャパン

（認定 NPO 法人ピース・ウィンズ・ジャパン） 

Unit1 で、高校生である自分たちがなぜボランティアや寄付という行為をするのか、についてこれま

での経験をもとにふりかえり、あわせて日本の寄付の現状を統計データ等で把握。次に Unit2 では、『寄

付白書 2015』や『NPO の教科書』を読み、感想や意見をシェアするなどして NPO など非営利組織の

役割や意義について考えていき、またこうした NPO を評価するための項目を作成し始めた。Unit3 で

は寄付の可能性について『社会を変えるお金の使い方』、『ファンドレイジングが社会を変える』を読み

あい、ダイアログを進めた。Unit4 では、寄付を集める仕組みについて「人に勧めたい寄付のアイディ

アコンペ」やグループに分かれリサーチしたクラウドファンディングのプラットフォームについてのプ

レゼン、実際にクラウドファンディングについて運営する側からの想いや意図についてゲスト講義を行

った。 
並行して、日本ファンドレイジング協会より資金提供を受け、3 分野 9 団体の NPO の協力を得て、

実際に寄付先を決定するプログラムを実施。講座で学んだことをふまえて、評価項目を作成し、それを

もとにしたアンケート、メール等でのヒアリング、一部の団体については訪問も実施し、評価を進めた。

評価項目の観点として「団体・組織」・「事業」・「効果・影響」・「将来性」・「市民性」の 5 つを挙げ、そ
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生徒Ｂ

生徒Ａ

れらの項目を評価する為にフカボリアンケートを作成し、各団体に協力を頂いた。 
結果として、2 団体に寄付を行うことが決定された。この時の様子は、「30 万円どこに寄付する？高

校生が授業、悩んで決めた」（『朝日新聞デジタル、2017 年 1 月 9 日』）と発信された。寄付先決定にた

どりついた生徒たちのふりかえりとしては、 
最後の決め手は、私たちが寄付をする意義がどこにあり、それが寄付先の団体さんのストーリーの中にどう入り込

み馴染めるか？を考えた時に、最もしっくりきて今後を期待できるところにきめました。ダイアログのなかでも、様々

な観点で各々の団体を推していたけれど、やはり最後の方に話題に上がった『私たちが寄付をする意義』が、このプ

ロジェクトの根本にあるのではないかなと思いました。 
いろいろな角度から団体を評価し、シェアしあってきたからこそ出せた答えだったと思います。ダイアログでは 3

グループから様々な意見が出て、それぞれ推している団体や重点を置いているところが違ったとしても、自分たちが

寄付する 30 万円が一人でも多くの人の役にたってほしいという、向かっている方向は同じだったと、ダイアログ終了

後に感じました。今回、寄付でこんなにも悩んだのも初めてですが、なによりも人や団体を評価することがこんなに

も難しいものなのだとは想像もしていませんでした。良いか悪いかを判断するだけなら、簡単です。それは日常生活

で私たちが無意識に人や物事を判断するときにやっていることだと思います。しかし、団体を詳細に調べ良いところ

だけをピックアップし、さらにその中から一つ選ぶ、というのは、真剣にやればやるほど迷い、長引き、終わりの見

えない作業でした。 

とあり、考えぬいて合意形成をしていくことの難しさと、達成感を同時に得たことがわかる。 
 
成果と課題 

年間を通しての成果は、一人一人が自らの軸を立てて、選択することの必要性を体感したことにある。

社会貢献について学び、実際に「寄付をする行為」を通して、物事の判断基準を形成し、自ら選択を行

い、さらに合意形成をする、という経験ができる。課題としては、多くの NPO と協働する為に連携を

密にすることや、こうした教育への理解を得る必要がある。今回のプログラムがモデルとなり、他校・

他地域でも実施されることが望まれる。 

写真４ 団体の評価の視覚化 写真５ 木村真樹氏のゲスト講義 
 

－ 87 －



5.3 国際Ｂ「ファシリテーション実践」概要 

2016 年度に引き続き、ファシリテーションスキルの獲得とその実践を通して、チームビルディング

の形成、「場」づくり、ダイアログなど、実社会において必要とされる事項についてワークショップ形

式で理解していくことを目的とした。 
表 1：講座の概要とゴール 

講座のゴール ファシリテーターとしてワークショップを企画実施する。 

受講者 6 年生 16 名（男子 2 名：女子 14 名）の選択授業 

講座の進め方 1. ワークショップ形式を中心とした参加型授業。 

2. SNS を利用して、授業のふりかえり・感想を共有。 

学期 

の 

内容 

1 学期 ファシリテーションの基礎 テクニックと体験 

ファシリテーションとは何か、またそのスキルについて体験しながら学ぶ。 

2 学期 

3 学期 

ファシリテーションの実践 

自身で話しあいたいトピックスをとりあげ、F と FG をひたすらトレーニングし、ワークショップ

の実践。 

1 学期の課題は、「チームビルディングとファシリテーションの関

係性－『チーム・ダーウィン 「学習する組織」だけが生き残る』

を読む－」とし、2016 年度と同様に『チーム・ダーウィン』を課

題図書とした。また、今年度は生徒の課題エッセイ集を出版社を通

して、著書の熊平美香氏に送ることができた。以下の生徒のエッセ

イのように、ファシリテーターには状況や段階において複数存在し、

その役割は多様であることを理解したことがわかる。 
 

それをもとに考えると、3 人の人物は作品中ではそれぞれ “サポーター”、“リーダー”、“コーチ”と明記されているが、

どの人物もファシリテーターとしての役割を果たしていた。その中でも、マスターは松田理子のファシリテーターを、

松田理子は主に会議の進行役としてのファシリテーターを、東郷部長はチーム全体のファシリテーターをしていた。

彼らは、上司のようにただ命令や答えを与えるのではなく、自分たちで考えさせることで、より強いチームを作るこ

とに成功していた。このことから、ファシリテーションはチームビルディングの際、非常に効果的であるということ

がわかる。 

 

２学期は、３チームに分かれてそれぞれが「税と社会保障」

「本当のおもてなしとは」「18 歳って何？」をテーマにワー

クショップをつくり、実践した。アイスブレークやダイアロ

グをふかめていく工夫などが随所にみられ、ロールプレイン

グなどに挑戦したチームもあった。ファシリテートする能力

が身についていっていると感じられた。３学期は、ワークシ

ョップのふりかえりを行い、自分たちの今後のキャリアにど

ういかしていくかについてダイアログを深めた。 
ロールプレイング（ISS 村選挙）の様子 

ふせんを利用したアイディアだし 
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5.4 Global Issues の概要 

 Global Issues とは国際関係論をベースにした紛争や貧困といった国際問題について学ぶ科目

である。運用言語は英語で 4、5 年の国際教養の選択科目として開講されている。SGH プロジェ

クトが始まる前の開校時から実施していたが、SGH プロジェクトが開始したことによって、生徒

も教員もより意識的に課題研究に取り組むことができるようになった。課題研究に必要なスキル

を育成し、本校の課題研究のテーマ（リスク、軋轢と葛藤、教育）に関するより深い理解を促す

ことができるようになった。 

 
表 1 概要 
受講者 4 年生 20 名 5 年生 19 名 

4 年次 

学期の内容 

 

1 学期 国際関係の基礎的概念 - 国民国家の形成、ナショナリズム 

2 学期 外交交渉シミュレーションⅠ  

トルコとシリアのダム建設問題、難民の受け入れ 

3 学期 外交交渉シミュレーションⅡ インドとパキスタンカシミール紛争 

資料分析 

5 年次 

学期の内容 

1 学期 国際連合の成り立ちと仕組み、今後の課題 ルワンダ内戦と国連 

2 学期 南北問題とその解決方法 

3 学期 BOP（Base of the Pyramid）独自のビジネスプラン作成・発表 

 

Global Issues では現在起こっていることを理解すること以外に、その理解を別の状況にも当

てはめて物事の分析ができることを目指している。基礎知識を国際情勢の基礎知識を培う目的で

週刊誌『エコノミスト』を用いて毎週国際ニュースの小テストを行う。現在起こっていることは

もちろんのこと、これから起こること、他のニュースとの関連性を考える。 

更に世界の諸問題を表層的な理解に止まらず、その多面性や難解さを実感してもらうために、

外交官として他国との交渉シミュレーションを行っている。生徒はグループで複雑な問題の解決

策を模索することによって、グループ作業の技法、建設的な議論の流儀などを学ぶ。 

 

SGH との関連 

表 2 SGH テーマと Global Issues との関連（例） 

リスク 構造的なリスク、国民国家の成り立ち、国際機関 

軋轢と葛藤 トルコとシリアのダム建設問題、インドとパキスタンカシミール紛争、ルワンダ

内戦と国連 

教育 BOP ビジネスプラン 

 

SGH プロジェクトの施行によって Global Issues での学びがより能動的になった。受講生の多

くは当講座の理解を元に SGH 課題研究を行っている。 
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Global Issues・生徒作品例：プラスチックを分解するキノコを用いたビジネスプラン
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Lesson 8 Not So Long Ago  

CROWN English CommunicationⅠ(三省堂) 

5.5 外国語科の取り組み 

外国語科では“Communicator”を一つの目標とし授業設計を行っている。本校ではその 3 要素を「考えや情報を

理解することができる」「自信をもって創造的に表現することができる」「他者の考えを尊重し、協力し合い、成

果を生み出すことができる」とし、授業の中で Discussion/ Debate / Interview 等を行っている。 

以下はその一例として挙げる、高校１年生コミュニケーション英語Ⅰの実践である。  

単元  Lesson 8 Not So Long Ago CROWN English CommunicationⅠ(三省堂) 

Inquiry 

Question 

(例) 

What’s in a photo?  

What kind of messages or stories do you think photographs tell? 

Why do you think photographs are so important in journalism? 

Discussion 

プロセス

と概要 

 一枚の写真をもとに、印象や描写等を話し合う 

 当時の時代背景を考慮し、被写体となっている人物の人生や戦時中の生活について考える 

 現代社会とのつながりや違いに意識を向け、「今の世界」をどうとらえるかを議論する 

  様々な資料 (visual materials )を提供し、表現力を応用・運用するとともに、それらを通してジャ

ーナリズムの在り方について探究し議論する 

Discussion Topics  

 How did the war change the boy’s life? What kind of a life do you think the boy had before the war? 

 What kind of life do you think the boy had after the war? 

 What kind of a world do you think we live in today?   

 What kind of problems or issues (currently or in the past) did you find through these photographs? 

 What kind of problems or issues do you know that is happening in the world today? 

 Do you feel that you live at a time of peace? Why or why not? 

 What kind of messages or stories do you think photographs tell?  

 Why do you think photographs are so important in journalism? 

Extra materials (visual material )  

2016 Photo Contest: World Press Photo http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2016  

AP Photographers: Pulitzer Prize Winners 

http://www.apimages.com/Collection/Landing/AP-Pulitzer-Prize-Winners/a4c6409b4b4f42ce963d8c1687c33612  

Pulitzer prizes 2015: the winning photographs, from Ferguson to Liberia 

http://www.theguardian.com/books/gallery/2015/apr/20/pulitzer-prizes-winning-photographs-ferguson-liberia  

10 Pulitzer Prize-Winning Photos and Their Stories 

http://listverse.com/2013/01/22/10-pulitzer-prize-winning-photos-and-their-stories/  

16 Pulitzer Prize-Winning Photos That Shocked the World 

http://www.businessinsider.com/pulitzer-prize-winning-photography-2014-8?op=1  

 

外国語科の授業では、現代社会へのつながりを意識し、論理的・批判的思考力の育成を根底においた授業デザ

インと運用力育成のための課題設定を行っている。今年度、本校で実施した、「英語力を伸ばすためにどのよう

な学習活動が役に立っていますか」という質問に対して、「役に立つ」という生徒の回答は 90％以上を占めた。

特に意見・考え・感想などを英語で発表すること（スピーチ・プレゼンテーション）、生徒同士で英語を使って

やり取りすること、ディベートやディスカッションをすること、への生徒の意識は高く、これらの力は研究発表

のポスターセッションやリサーチプレゼンテーションにいかされている。アウトプットと言う面では「書くこと」

への意識づけも行っており、Academic Writing やパンフレット作成など等実践力を養う授業も展開している。 
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5.6 特色ある教材・学習内容 

5.6.1 研究ガイダンス 

 本年度の4年生を対象に研究ガイダンスを体系的に実施する試みを行った。本校4年生は，3年次から計画してき

たPersonal Project（IBMYPにおけるPDCAサイクルを伴った探究学習）を4月から9月にかけて行い，10月以降

にSSHもしくはSGHに関する課題研究に取り組むスケジュールとなっている。今回は10月上旬からおよそ1か月

にわたって課題研究Ⅰに向けた研究ガイダンスを実施した。このガイダンスは毎週水曜日5時間目の「国際4」を使

って，全6回にわたって行ったものである。生徒はPersonal Project開始時にもガイダンスを受けているが，高等学

校段階において，初めて課題研究に取り組んでいくため，改めて研究活動に関する基礎知識・スキルを取り上げた。

実施形態は各時の内容によって異なるが，多くはクラス単位の活動とし，クラス担任が指導にあたった。 
 以下にガイダンスの流れ（教員用）を示す。 

 実施形態 内容・手順 担当者 
① 学年全体 ＊Personal Projectのフィードバック 

＊研究の意義 
担当者 
学年主任 

② クラス単位 ＊自分の興味・関心・問題・事象を「研究課題」として設定 
するには？ 

＊「研究課題」に落とし込むには？ 
【手順】 
①教員から本時のテーマ・目的を説明する。 
②クラス内を小グループ（4～5人）に分ける。 
③グループ内で，それぞれ今興味・関心のある問題を 

出し合う。 
④その中で「課題設定」の例として話し合ってみたいこと， 

話し合えそうなことを決める。 
⑤どんな「研究課題」が設定できそうか， 

その課題のゴールは何かということを話し合う。 
⑥A3サイズ1枚程度にまとめ，最後にグループごとに 

3分程度で発表して全体で共有する。 
＊興味・関心を「研究課題に落とし込む」という活動が 
実体験できるようにする。 

＊使用する資料はクラス担任が各自作成する。 

クラス担任 

③ クラス単位 
 

君たちは何を知っていて何を知らないのか？ 
‐先行研究や基礎情報の重要性‐ 

基礎情報調査クイズバトル 
＊学年全体にクイズを出題し，クラスごとに解答する。 
①数学上の未解決問題とは何か？それはなぜ未解決で 

あり，その証明をすることはなぜ重要なのか？ 
②COP14とは何か，京都議定書のその後，地球温暖化 

はどのようなことが問題なのか？ 
③難民とはどのような人々のことを言うのか？ 

現在世界中にはどのようなことが原因で難民と 
なっている人が，どの地域に，どのくらいいるか？ 

クラス担任 

－ 92 －



④国歌とはだれがどのように定めるのか？ 
また国歌にはどのようなものがあり，どのようなこと 
を歌っているのか？ 
国歌に関わる問題にはどのようなことがあるか？ 

⑤音響栽培とはなにか。それは何を目的としているか？ 
またそれは真に効果があると実証できるのか？ 

⑥言語（language）と方言（dialect）の違いとは何か 
また，あるコミュニティーが話している「ことば」が 
どちらとみなされるか（言語か方言か）によって， 
どのような利点や欠点があるか。 

⑦「恋に落ちている状態」とは具体的にどのような状態 
と考えられるか？科学的に分析する方法はあるか。 
あるとすればどのような方法か？ 

⑧SNS上のトラブルは何が原因で起こるのか， 
SNSのどういう点が問題なのか？ 

⑨日本を取り巻く領土問題とは何か？ 
領土問題の解決は国家間の関係改善につながるか？ 

⑩核兵器は科学者によって創られたが，その責任は 
科学者にあるのか，それとも他の誰かにあるのか。 
理由とあわせて答えなさい。 

【手順】 
⑴クラスで2つクイズを選ぶ。 
⑵クイズに対する答えを出すために，各クラスでグループまたは

クラス全体で調べる。担任が一緒に行う。 
⑶PCは各クラス6台まで。 
⑷総合メディアセンターに行っても構わない。 
【注意】 
・Wikipediaは，情報の出典として認めない。 
・情報の出典・信頼性を判断すること。 
・出典を必ず明記すること。記し方はPPで習っているはずなの

で，あえて教えない。 
・1点はできるかぎり新しい研究や論文を参照する。 
 CiniiやGoogle Scholarで見られるもので構わない。 
⑸PCで回答を作成し，Office365上にあげておく。 
【審査】 
各クラスから出された回答を主任・副主任・副担任で 
審査し，翌週に発表する。 
【評価基準】 
①情報量   ②整理の仕方   ③回答の表現の仕方 
④情報の正確性・信頼性   ⑤出典の記載の仕方の適切さ 
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④ クラス単位 ＊研究倫理について 
 本校の研究倫理規定に基づいて説明する。 

担当者 

⑤ 
⑥ 

学年を2分割 ＊論文の書き方 
 文系分野・理系分野分かれて，代表的な論文の書き方 
 や資料の収集方法を説明する。 
・文系と理系を全員が聴けるように，2週にわたって実施。 

担当者 

 
 本ガイダンスを通して生徒は，課題研究に向けてイメージしていた個人の興味・関心を，具体的な「研究課題」に

設定していった。また，基礎情報クイズバトルなどを通して，自身の研究における先行研究や基礎情報を収集するス

キルを確認したことで，改めてその重要性を認識できたものと思われる。次年度以降は本年度の取り組みを検証し，

より有効性を高めたガイダンスとなるように工夫していきたい。 
 
5.6.2 フィールドノート 
 昨年度から実施しているISSチャレンジSGH部門において，今年度は本校オリジナルの「ISSチャレンジSGHフ

ィールドノート」を作製した。本校では学校設定科目である「国際教養」において，パーソナルプロジェクトや課題

研究に取り組んでいく際，学年ごとに市販の罫線ノートを購入し，生徒が自身の調査・研究を記録するフィールドノ

ートとしてきた。しかし，ノートに記録する内容については指導教員または生徒個人の力量によって大きな差がみら

れ，十分に活用できる生徒とできない生徒との差がみられた。本年度は，課題研究を進めるにあたり，誰もが必要と

なる情報を整理でき，調査・分析した内容が十分に記録できるノートを提供すべくオリジナルのフィールドノート作

製に踏み切った。フィールドノートの構成は以下の通りである。 
 ノート名：ISSチャレンジSGHフィールドノート（A4版，60ページ） 
  ①2016年度ISSチャレンジ実施要項（2ページ） 
  ②課題研究テーマ記入（1ページ） 
  ③研究経過の記録（8ページ）  
  ④外部連携の記録（8ページ） 
  ⑤5mm方眼ノート（27ページ） 
  ⑥参考文献の検索方法（5ページ） 
  ⑦参考文献の記録（8ページ） 
  ⑧アンケート実施に関するチェックシート（3ページ） 
  ⑨ISSチャレンジ研究論文の執筆要領（裏表紙内側） 
 
 本ノートの特徴は主に2つある。一つ目は本校のSGH課題研究を進める上で，記録する必要のある情報をまとめ

るページを設けた点である。課題研究のテーマや研究経過の記録，外部連携の記録は時系列で整理し記録できるよう

に，あらかじめ枠を設けたページを作製した。また，参考文献については記録するページを設けるとともに，参考文

献の検索方法について，本校の図書館司書が「国際教養」のガイダンス用にまとめた内容を本ノートにも収録し，こ

のノートをみれば参考文献に関する基礎情報やスキルを確認できるようにした。この参考文献に関する工夫は，特に

課題研究に慣れていない前期課程や4年生に向けたものである。二つ目の特徴は方眼ページである。一般的なノート

にみられる罫線ページではなく，理系の実験ノートに多く用いられている方眼ページを導入することによって，生徒

がグラフや表，スケッチなどの記録をとりやすくした。方眼ページは生徒がそれぞれのスタイルで活用できるように

本ノートの中で最もページ数を割いた。作製したフィールドノートは ISSチャレンジSGH部門にエントリーした生

徒全員に配布した（グループ研究の場合には構成メンバー全員に配布）。ノートは国際教養の時間や各グループによ

るフィールドワークの際に活用された。 
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フィールドノートを作製したことにより，課題研究の進捗状況を一冊のノートで把握できるようになったことから，

生徒と指導教員の間における情報共有がより円滑になるという効果が得られた。また，SGH委員会において，ISSチ

ャレンジに取り組んでいる生徒がどのように課題研究を進めているのかを把握する際に，フィールドノートを提出し

てもらうことで生徒の取り組みを検証する際に大いに役立てることができた。しかし，実際に使用した生徒からは「自

由に使える方眼ページをもっと増やしてほしい」といった要望も聞かれており，次年度は本年度のノート構成を見直

しながら，生徒にとっても教師にとっても，さらに活用できるフィールドノートを目指して改善を重ねていきたい。 
 
5.6.3 国際教養課題の取り組み 
 第4学年では学校設定科目「国際教養」における取り組みの一つとして，「もの言う数字を探せ！」と題した課題

を年末年始休業にあわせて提示した。この課題は生徒に対して，広い視野で科学的に物事を捉える力を地道に身につ

けることを目標とし，グローバル社会において世界に目を向ける機会を提供することを目指したものである。 
 課題は国連加盟国193か国のうち，くじ引きによって割り当てられた1か国について，定められた内容を調べ，ま

とめるものである。なお担当国については，生徒が知っている国・比較的情報が集めやすい国・有効な考察が可能な

国を基準に，日本を除く国連加盟国の中から生徒数分を地理歴史科教員が選定した。生徒に提示した課題の内容は以

下のようなものである。 
（以下，生徒向けプリントより抜粋） 
①その国の概要を（地理・経済・歴史・政治など）何かに焦点を絞って簡潔にまとめる。 
国旗の画像を必ず入れること。 

 ②その国に関わる数字・データをいくつか選び，そのデータが示すその国の課題・問題を指摘する。 
数字・データは必ず信頼性の高い出典を示すこと。 
なお，いくつかの数字を組み合わせて，自分で計算式を立て，その計算から算出された数字を問題・課題の 
根拠としてもよい。数学が得意な場合は，そういうことをしてみるとよい。 

 ③上記②の課題に対して現状行われている対策や解決策について述べる。 
 ④その国の10年後の姿を推測して述べる。 

★使用言語は日本語でも英語でもよい。書きやすい方で。PCを使用してもよいし，手書きでもよい。 
  ★タイトルは「（国名）の課題－○○（鍵となる数字を単位とともに入れる。％，人，通貨単位など）」 
  ★クラス・番号・名前をタイトルの下に書くこと。 
 
 生徒の中には，これまで全く認識したことのない 
国を割り当てられ，何を調べていいのか戸惑った者 
もみられたが，年末年始休業を使い，参考文献や 
インターネットを駆使して課題に取り組んでいた。 
提出された課題の中には，担当国の置かれている 
現状を意識しながら，特徴を示す数字を導き出して 
いるものが多くみられた。学年末に向けて，各自の 
成果を学年全体で共有していく予定である。 
 

（上写真）生徒が作成した課題レポート 
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