
４ 研究開発の実績 

4.1 仮説Ⅰ 課題研究 
4.1.1 ISS チャレンジ 
⑴ 特色・背景 

本校では 6 学年を通して設置されている国際教養の時間において，生徒の探究活動や課題研究が進め

られてきたが，学年により指導担当者が異なるために，生徒の課題研究を持続的に進めることが難しく，

また体系的な支援体制が確立されていないため，生徒の課題研究も断続的になりがちであった。その他

にも部活動や外部コンテストなどへの参加を目指した有志団体，もしくは個人で，さまざまな課題研究

や探究活動をすすめられている。これらの地道な課題研究は，現状では適切に評価される機会がない状

況にあった。これらの主体的な課題研究を効果的に支援し，正当な形で評価し奨励する機会を設けるこ

とで，潜在的に活動している生徒の課題研究を顕在化させ，学校全体の生徒の自律的な課題研究を活性

化させる。その方法として校内課題研究コンテスト「ISS チャレンジ」を設け，参加した生徒の課題研

究を物的・人的両面で支援することを目指した。 
 
⑵ 目的及び目標 

ISS チャレンジ校内課題研究コンテスト事業を通して，生徒が個人もしくはグループで独自に実施し

ている課題研究を全校的に取り上げ，その地道な活動を顕在化する。コンテストは 3 段階（セミファイ

ナリスト＞ファイナリスト＞賞）で実施し審査の過程において審査講評（校内）や外部評価などにより

適宜，研究の改善・推進をおこない，審査をとおして研究を高めることを目的とする。あわせて，授業

など学校の既存の制度のもとで教員等の指導を受けていない，生徒の自発的な研究活動に対して外部機

関との連携等で研究活動を支援するしくみを制度化する。 
①ISS チャレンジの目標 
生徒個人および団体による独自の研究活動の奨励および活性化をめざし，生徒の研究成果（活動）を評

価し，優秀な研究を表彰する。また，生徒研究成果発表会などの校外における研究発表や本校授業研究

会での研究発表の選考という意味合いも兼ねており，競争的原理をもとに生徒の優秀な課題研究を促進

させる。 
②研究支援の目標 
生徒が自発的に実施している研究活動を物的・人的に支援をおこない，生徒の発想に基づく独創的な

課題研究を活性化させる。 
 
⑶ 対象となる研究及び応募資格 

①対象となる研究 
 基本的に人文科学および社会科学に関する研究を対象とし，本校の SGH 課題研究の大テーマ（リス

ク，葛藤と軋轢，教育）のいずれかと必ず関連させて研究を進めるものとした。また，国際教養（PP
や課題研究Ⅰ，課題研究Ⅱなど）などの時間を利用して研究を進めた研究成果や個人研究，部活動によ

る研究成果，授業等での課題研究の成果をもとに発展させたものも対象とした。 
②応募資格 
東京学芸大学附属国際中等教育学校に 2016 年度在籍している生徒（全学年）。応募形態は個人・団

体は問わないが，個人が複数の研究テーマで応募することは原則認められない。 
4 年次の生徒について，Personal Project（PP）に関連した研究成果を応募することできる。ただし，

PP として提出した作品そのものを改善したり，PP 提出締切後に改善したりしたものをPP 作品等とし

て再提出することはできない。 
また，応募する生徒が学校外の団体や組織で行っている研究活動に基づいた研究テーマをもとめたも

のであってもエントリーすることはできるが，研究支援や優秀作品の選考など条件によっては一部制約
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を受ける場合もある。 
⑷ 実施運営形態 

ISS チャレンジ内に二つの部門（SSH 部門とSGH 部門）を設け，生徒はどちらの部門に応募するこ

とも可能とした。各部門の運営・生徒指導のマネジメント等はSSH 委員会・SGH 委員会が分担して行

った。応募時期・2 次選考・最終選考の日程は両部門で合わせ，優秀研究の最終審査は生徒課題研究成

果報告会における全校生徒の前でのプレゼンテーションとした。 
 
⑸ 2016 年度 ISS チャレンジSGH 部門の取り組み 
①年間スケジュール 

 本年度の ISS チャレンジSGH 部門は以下のようなスケジュールで実施した。 
実施時期 実施した内容 

4 月 13 日 SGH 校内オリエンテーション（2～6年生対象） ※SSH も同時開催 
5 月 20 日 研究実施計画書 オリエンテーション 

＊ISS チャレンジへのエントリー時に提出する研究実施計画書について， 
 その作成方法や注意事項に関するガイダンスを実施。 

6 月 6 日 エントリー締切（研究計画書提出） 
 ＊SGH 部門には 44 グループがエントリーした。 

6 月 16 日 第 1 回研究代表者ミーティング 
 ＊研究計画書の自己評価について 

6 月 18 日 第 5 回公開研究会において，昨年度の成果発表および今年度の中間発表を実施した。

7 月 11 日 第 2 回研究代表者ミーティング 
 ＊研究計画プレゼンテーション 

（4 グループに分かれてプレゼン→意見交換→コメント記入） 
 ＊研究支援についての説明 

7 月 19 日 第 3 回研究代表者ミーティング 
 ＊研究計画書評価のフィードバック 
 ＊フィールドノートの説明・配布 

９月 6 日 第 4 回研究代表者ミーティング 
 ＊スクールフェスティバルにおけるポスター発表について 
 ＊課題研究サポートの実施について 

9 月 17 日

18 日 
スクールフェスティバルにおいて，全エントリーグループのポスター発表を実施。 
（来場者にコメントペーパーの記入をお願いした） 

9 月 24 日 第 1 回課題研究サポート 
10 月 14 日 第 5 回研究代表者ミーティング 

 ＊研究経過報告書の提出について 
 ＊外部評価会について 
 ＊課題研究サポートの実施について 

10 月 20 日 第 2 次審査 締切（研究経過報告書提出） 
追加エントリー 締切 
 ＊SGH 部門には 6 グループが追加エントリーした。（全 50 グループ：表参照） 

11 月 5 日 第 2 回課題研究サポート 
11 月 26 日 ISS チャレンジ外部評価会 
12 月 13 日 第 6 回研究代表者ミーティング 

 ＊本年度は第 2 次審査において，セミファイナリストに絞り込むことはせず， 
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基準以上の取り組みをしている全てのグループを第 3 次審査に進むこととした。

＊研究経過報告書のフィードバック 
＊研究論文の執筆について 

1 月 13 日 第 3 次審査 研究論文提出 締切 
 ＊エントリーしたグループのうち，49 グループが研究論文を提出した。 

1 月 16 日 
17 日 

第 7 回研究代表者ミーティング 
 ＊研究活動の自己評価について 
 ＊フィールドノートの提出について 
 ＊研究成果ポスターの作成について 

2 月 7 日 第 3 次審査 結果発表 
＊提出された研究レポートを審査し，これまでの評価結果をふまえた上で， 
ファイナリスト 4 グループおよびセミファイナリスト 16グループを決定した。

 ＊ファイナリストに対して，生徒課題研究成果報告会に向けたガイダンスを実施。

2 月 13 日 第 8 回研究代表者ミーティング 
 ＊生徒課題研究成果報告会について 

 ＊都内国立校SSH/SGH課題研究成果発表会について 

 ＊外部連携先データの提供・アンケート調査への協力について 
2 月 15 日 研究成果ポスター 提出締切 
2 月 18 日 生徒課題研究成果報告会 

 ＊ファイナリストによる口頭発表を行い，3～5年生による優秀研究を選考する 
公開審査を実施した。 

 ＊本年度の公開審査では，昨年度用いた評価観点を選択する方式から，4 つの評価

  観点についてルーブリック評価する方式に変更して審査を実施した。 
 ＊セミファイナリストによるポスター発表も同時開催した。 
【ファイナリスト発表題目】 
 ①Programming of the kids by the kids for the kids.（4年） 
 ②より良い都市公園のあり方（5年） 
 ③障がい者スポーツを通して，日本での障がい者に対する差別・偏見をなくす（5年）

 ④意味のある消費のための高校生、社会への発信（5 年） 
2 月 19 日 都内国立校合同SSH/SGH 課題研究成果発表会（東京学芸大学主催）において， 

以下の通り，発表を実施した。 
口頭発表：1 グループ ポスター発表：9 グループ 

3 月 22 日 生徒課題研究 表彰 
 
※ISS チャレンジにおいて使用した計画書や評価シートについては，巻末資料を参照のこと。 
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（表）2016年度 ISSチャレンジSGH部門エントリーグループ一覧 
No. 研究テーマ 大テーマ 審査 

1 中高生における米軍基地問題に対する関心を向上させるアプローチの考案 葛藤と軋轢 ○ 
2 障がい者スポーツを通して、日本での障がい者に対する差別・偏見をなくす 葛藤と軋轢 ★ 

3 Refugee Denials in Japan 
リスク 
葛藤と軋轢 

○ 

4 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、観光名所のマナー改善 リスク 

5 
グローバル化はどこから来て、どこへ向かうのか 
－グローバル化のサイクルにおける現在の世界の立ち位置－ 

葛藤と軋轢 ○ 

6 
体育的活動における子どもの自己肯定を促す方法 
－運動会のプログラムの改善案を考えるー 

教育 ○ 

7 女性専用車両の在り方とは 葛藤と軋轢 
8 日本を訪れる外国人をどう日本のテーブルマナーを理解してもらうべきか 教育 
9 先進国における子供の貧困による教育格差を是正する学習支援 教育 ○ 
10 音楽をより被災者の心の支えにするためには リスク ○ 
11 災害時でも打撃を受けない金融システムの構築 リスク 
12 jimoto プロジェクト 教育 
13 不規則発言から考える国会議論のありかた 葛藤と軋轢 ○ 
14 レゴマインドストームを用いたゴミ箱作りによるごみ問題の解決 リスク 
15 映画から見えるLGBTQ への偏見や差別問題とそれにどう向き合うか 葛藤と軋轢 
16 中高生を対象としたアニマルセラピー 教育 

17 
持続可能な社会実現に向けて 
－日本企業にCSV導入を促すために高校生ができることとは－ 

葛藤と軋轢 ○ 

18 慢性栄養不足に対して持続可能な栄養改善とは リスク 
19 英語のレベルをあげる勉強方法とは？ 教育 
20 中高生の社会参画の可能性ー部活動のNPO 法人化を通してー 葛藤と軋轢 ○ 
21 動物福祉を広めるためにはどうするべきか リスク 
22 The Connection Between Food Waste and the Environment 葛藤と軋轢 ○ 
23 近隣諸国との未来をひらく歴史教育 教育 
24 インドの農村部で野外排泄をなくす方法に関する研究 リスク 
25 陸上競技場におけるパラリンピック選手のための改善案を立てる リスク ○ 
26 より良い都市公園のあり方 リスク ★ 
27 多文化共生実現に向けた新たな学習方法の提案 教育 

28 
フィリピンにおけるマイクロファイナンス 
－マイクロファイナンンスを活用した教育機会の提供－ 

葛藤と軋轢 
 

29 視覚・嗅覚障害を持つ人に料理はどれだけの心理的貢献ができるか。 リスク 
30 地震などの災害から聴覚障がい者と共に生き延びるために必要なこととは リスク 
31 法と社会環境による問題解決 葛藤と軋轢 ○ 
32 フィリピンで太陽光発電を普及させるためには リスク 
33 小さい子のクリエイティビティを育てる絵本 教育 
34 外国にルーツをおく子供の幸福度UP大作戦 葛藤と軋轢 
35 ピアノと教育の関係性 教育 
※「審査」欄において，★はファイナリスト，○はセミファイナリストを示す 
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No. 研究テーマ 大テーマ 審査 

36 意味のある消費のための高校生、社会への発信 
リスク 
葛藤と軋轢 

★ 

37 Programming of the kids by the kids for the kids. 教育 ★ 
38 世界に必要なよりよい食育とは 教育 
39 日本の社会におけるSOGI教育の手法検証 教育 
40 バングラデシュにおいてどう水ビジネスを展開すべきか 葛藤と軋轢 
41 正しい教育のために私たちにできることとは 教育 
42 私たちが原発を選び続けることの意味とは リスク ○ 
43 ファストフードの影響とこれからの食事 リスク 
44 日本サッカーから差別をなくすには？ 葛藤と軋轢 

45 
ダイグロシア諸地域の比較による二面性の考察 
－4地域の言語的特性から日本の言語問題の改善を目指す－ 

葛藤と軋轢 ○ 

46 ムスリム観光客が日本で過ごしやすい環境を作るには 葛藤と軋轢 
47 現代の日本の性に対する寛容性を歴史的観点から探る 教育 ○ 
48 機械リサイクルによる新しい価値の創造から持続可能社会を作る リスク ○ 
49 留学生のためのポジティブ心理学 葛藤と軋轢 

50 
日本において子供が普段の生活の中で周りの大人に与える影響には 
どのようなものがあるのか。それは日本全体に影響を与えうるのか。 

教育 
 

※「審査」欄において，★はファイナリスト，○はセミファイナリストを示す 

 
②研究成果・表彰 
 本年度の ISS チャレンジ SGH 部門にエントリーした生徒の研究成果については，ファイナリスト及

びセミファイナリストを中心に 24 グループの研究成果を研究論文集としてまとめた。また研究成果ポ

スターとして作成したものの中から優秀な作品をポスター集としてまとめた。 
 2017 年 2 月 18日に開催した生徒課題研究成果報告会において実施した公開審査の結果をふまえ，フ

ァイナリストの中から最優秀グローバル研究賞，泉旺会同窓会長賞，優秀リサーチ賞，同窓会賞を選出

した。また，セミファイナリストによるポスター発表の中から SGH 委員会の審査によって奨励賞を選

出した。本校の前身である東京学芸大学附属大泉中学校同窓会「泉旺会」および本校PTA のご厚意によ

り受賞者には副賞が授与された。 
 
③成果と課題 

 今年度，ISS チャレンジは 2 年目を迎えたが，昨年に引き続きSSH 部門とSGH 部門の 2部門が設け

られ実施された。SGH 部門には 50 グループがエントリーしたが，部門全体として前年比 21 グループ

増となった（下表）。学年別にみても 5 つの学年で前年度よりも多くのエントリーがあった。 

 今年度エントリーした生徒に対するアンケートによると，SGH 部門にエントリーした理由として多く

の生徒が昨年度行われた ISSチャレンジにおける先輩の活動や実際の発表をみたことによって興味を持

ち，自分でも取り組んでみたいをいう意識を持った生徒が多くみられた。また，学年ごとのエントリー

数をみると，3 年生および 4 年生でエントリーするグループが最も増加した。本校では国際バカロレア

のカリキュラムの中で，3 年次から 4 年次にかけて PP を実施しており，ここで取り組んでいるもしく

1年 2年 3年 4年 5年 6年 計

2015年度 2 1 2 5 16 3 29
2016年度 2 2 8 12 21 5 50
前年比 0 +1 +6 +7 +5 +2 +21
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は取り組もうとしている段階において，課題研究に興味をもち 5 年次以降へのつながりを考えながら挑

戦している生徒も多くみられた。中等教育学校である特徴を活かしながら，後期課程（高等学校段階）

における課題研究に向けた橋渡しがスムーズにできつつあると考えることができる。 
 昨年度の ISS チャレンジを終えた段階で整理された課題として，評価のフィードバックや事後指導の

充実と途中でドロップアウトしてしまう生徒へのケア，生徒の外部連携に関するサポート等が挙げられ

ていた。こうした点をふまえ，今年度の ISS チャレンジでは研究実施計画書や研究経過報告書，研究論

文といった生徒から提出される評価課題について，各段階における評価結果のフィードバックを確実に

実施した。また，エントリーしている研究グループの自己評価もあわせて実施し，自身の研究をメタ認

知することを意識させる仕組みをつくった。これにより，生徒と指導教員，SGH 委員会との間で研究の

状況や課題が共有され，研究を途中でドロップアウトしてしまうグループは減らすことができた。しか

しながら，研究の深化については大きなばらつきがみられることから，課題研究に対して動機付けが働

かない生徒に対して，どのように取り組ませるかには努力の余地がある。来年度以降の課題として改善

を図っていきたい。 
 生徒の課題研究を支援する仕組みには，昨年度から開催している外部評価会に加えて，今年度から課

題研究支援セミナーと課題研究サポートが実施されたことにより，生徒の課題意識の高まりや課題研究

そのものの深化を促す仕組みを充実させることができたのは大きな成果である。こうした取り組みに参

加する生徒も徐々に増加してきており，生徒の活動において ISS チャレンジや課題研究が浸透してきて

いることをうかがわせる。 
 課題研究の評価については，昨年度から実施しているルーブリック評価について，その内容を修正し

ながら実施した。また，今年度からは研究計画書，研究経過報告書，研究論文に加えて，フィールドノ

ートについても，研究論文作成後に提出してもらい，評価材料の一つとして加えた。評価については，

昨年度と比較し，より研究全体の取り組みを適切に評価できるようになったといえる。これはルーブリ

ック評価 における項目の修正とフィールドノートの評価が一定の成果を出していると考えられる。 
 次年度に向けた課題として，課題研究の指導体制の見直しと再構築が挙げられる。2 年間の取り組み

の中で，指導教員と生徒との情報共有がうまくいかなかったり，両者の考え方に隔たりがあることによ

って，十分な指導や支援が受けられなかったりする状況もいくつか生まれている。教員間における指導

の格差を是正するために指導教員間の情報共有を積極的に行っていくことや，現在の指導体制を抜本的

に見直し，新たな仕組みをつくっていくことを含め考えていく必要がある。来年度はSSH や IB の活動

とのバランスを考慮しながら改善を目指したい。 
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4.1.2 課題研究サポート 
 昨年度のISSチャレンジSGH部門を通して明らかとなった課題として「生徒の幅の広い活動に対する対応」が挙

げられる。ISSチャレンジではグループごとに指導教員がついて指導・助言にあたっているが，教師の専門分野とは

離れたテーマで取り組んでいるグループに対しては適切な指導・助言が難しい場合もみられた。今年度はそうした状

況を少しでも改善し，生徒にとって適切な指導・助言を受けられる機会をより多く提供することを目指し，いくつか

の新たな取り組みをはじめた。その中の一つが「課題研究サポート」である。 
 課題研究サポートは本校卒業生で組織しているFacebookグループ「SGHサポーターズクラブ」の構成メンバーを

中心に卒業生に声をかけ，大学生の立場から在校生の課題研究に対する指導・助言を行ってもらうものである。普段

から接している指導教員とは別の立場・視点から意見を聞ける試みとして企画した。今年度は計2回の開催となった

が，いずれも多くの卒業生の協力を得ることができ，充実したものとなった。 
 
［開催概要］ 
目的： 
本校卒業生と課題研究に関する意見交換ができる機会を設定し、課題研究に対して大学生の立場からあるいは 

研究活動やさまざまな取り組みを行っている先輩としての立場からのアドバイスを得ることで、生徒自身の課題 
研究の発展・深化をうながす。 
実施形態： 
 グループごとに研究の進捗状況をプレゼンテーションした後，参加者からアドバイスやコメントをもらって共有 
 
第1回：2016年9月24日（土） 
 会場：本校E棟 
 参加在校生：ISSチャレンジにエントリーしている11グループから19名 
 参加卒業生：7名（1回生：4名 2回生：2名 4回生：1名） 
 
第2回：2016年11月5日（土） 
 会場：本校E棟 
 参加在校生：ISSチャレンジにエントリーしている8グループから16名 
 参加卒業生：7名（1回生：1名 2回生：2名 3回生：1名 4回生：3名） 
 
参加した在校生のコメントを紹介する。 
 ・発表のために準備する過程で自分の研究を見直すことができた。客観的にみてもらうことで，調査が不十分な 

ところや論理的に不自然な部分をみつけられ，研究をより有効なものにできた。 
  ・高校生とは違う視点からの意見はとても有用で，研究の助けになった。 
  ・客観的な意見をもらえるいいチャンスになった。つっこまれて落ち込む部分もあったが，しっかりと進めてい 

かないといけないと思うきっかけとなった。 
 
生徒は課題研究サポートに参加することによって，自身の課題研究を小括する機会ができ，それまでの取り組みを

メタ認知することで，研究をより発展・深化させていると考えられる。また，卒業生による意見や助言は，普段から

指導にあたっている指導教員のそれと異なり，生徒にとってより受け入れやすいものとなっていると考えられる。今

年度の取り組みにあたって，開催回数が限られたことで参加できなかったという意見も聞かれた。次年度は，協力し

てくれる卒業生を確保しながら，年度の早い時期から定期的に開催できるように努力していきたい。 
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4.1.3 課題研究支援セミナー 

今年度から新たに課題研究支援の場として課題研究支援セミナーを開催し、生徒がより高度で専門的

な内容に触れる機会を国際教養の授業時間内に体系的に設けることとした。 
目的：大学や研究所等の外部機関から専門家を招き、生徒の課題研究に資する講演会やワークショップ

を開催する。高度な専門的内容に触れさせることで生徒の探究心を高めるとともに、研究の方法論

の基礎を学ばせること、グローバル化社会の諸相を総合的に捉える力をつけること、課題研究の大

学での研究への連続性を理解させることを目的とする。 
実施形態：毎週水曜日５限の「Personal Project」（４年生）・「課題研究」（５，６年）の時間帯に校内

にて開催し、希望生徒が受講する。実施内容は以下の通りである。 
 

日時 講師 講義テーマ 場所 受講数

 

 

 

 

平成 28 年 

6 月 29 日 

（水） 

早稲田大学  

文化構想学部 

柳下惠美 先生 

20 世紀前半に世界を魅了した 3 人の日本人舞踊

家 

Three Japanese Performers Who Fascinated the 

West in the First Half of the 20th Century 

― ピ カ ソ も ロ ダ ン も 熱 狂 し た Japanese 

Performers― 

N 棟１階 

国際連携室

8名 

東京学芸大学 

岸 学 先生 

「心理学と統計」 

Psychology and Statistics 

―人の心理はデータから読み取れるか？― 

N 棟 2 階 

総合実習室

21 名 

東京学芸大学 

狩野 賢司 先生 

「生と性」 

Life and Sexuality 

―行動生態学の見地から読み解く― 

E 棟１階 

E102 

5 名 

三井製糖株式会社 

宮坂清昭 先生 

「研究と企業」Study and Business activity 

―砂糖の企業は甘くない？ 

「食」の企業にとって研究が持つ意味とは― 

C 棟１階 

総合メディ

アセンター

16 名 

9 月 21 日 

（水） 

上智大学 

総合グローバル学部 

David Wessels 先生 

Your World: Global Peace, Global Conflict 

内容：Introduction to Global Studies: 

Conflicts and Peace in International 

Relations; Contemporary Topics 

E 棟１階 

E102 

20 名 

10 月 12 日 

（水） 

立教大学 

社会学部 

長 有紀枝 先生 

「難民・国内避難民問題の捉え方・考え方」 

第二次世界大戦以来最悪といわれる今日の難民

問題を、私たちの身近にひきよせながら考える。 

E 棟１階 

E201 

31 名 

11 月 30 日 

（水） 
日本 IBM 株式会社 

土田 泰徳 先生 

小川 愛 先生 

IBM Corporate Services Corps 

―新興市場における経済発展の支援と社員の人

材育成― 

 

E 棟１階 

E102 

18 名 

平成 29 年 

1 月 25 日 

（水） 

慶應義塾大学 

文学部 

佐川 徹 先生 

 

「敵」と友だちになる方法 

―アフリカの牧畜民から学ぶ共生のあり方― 

牧畜民が「他者」をどのような存在として捉え、

いかなる関係を結んでいるのかを明らかにする

ことで、私たちの社会における共生のあり方を考

えなおしてみたい。 

N 棟 2 階 

総合実習室

14 名 
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1 月 25 日 

（水） 

早稲田大学 

社会学部 

本多 美樹 先生 

 

 

「人の移動と国際社会の対応」 

国際移民の現状を概観するとともに、移民受け入

れ国の葛藤と受け入れ国と送り出し国の軋轢に

注目する。その際に、アメリカ、ヨーロッパ、そ

して日本の移民政策について触れる。 

E 棟１階 

E102 

 

 

 

15 名 

 

 

 

 

2 月 22 日 

（水） 

上智大学 

国際教養学部 

林 道郎 先生 

「リベラル・アーツ教育の可能性と今後の社会に

ついて」 

グローバル化する社会の現状と今後の展開にお

いて、リベラル・アーツが持つ可能性について話

をし、その過程で、個人的な経験の数々にも触れ

ながら、異文化との出会いから生じる相互理解や

その裏側につきまとう葛藤や軋轢という問題に

も触れる。 

E 棟１階 

E102 

20 名 

 
本事業への評価： 
 事後の生徒アンケートを分析すると、課題研究支援セミナーを受講して、①知的探究心が高まった ②

課題研究での新たな視点が得られた ③基礎的な研究の方法論を理解した ④教科の学習や課題研究をグ

ローバルな視点から俯瞰的に眺められるようになった ⑤進路をより具体的に考えるようになった、とい

った生徒の変容が見られる。外部機関と連携して各分野の第一人者から講義を受けることはやはり生徒

たちにとって大きな刺激であり、課題研究や将来の進路へ示唆を受ける機会となったようだ。 

 一方、運営面でいくつか課題も見られた。まず、50 分という枠では時間が足りず、講師の講義のみに

終わり生徒を巻き込んでのディスカッションまで至らない場合が多かった。また、本校では外部講師の

お話をうかがうチャンスに恵まれていることが裏目に出て、最初は受講希望者が思うように集まらない

こともあった。しかし、課題研究支援セミナーの実施が定着するにつれて、どの講座も参加者が集まる

ようになってきている。今後も事後の生徒アンケートの分析を活かしながら、課題研究支援セミナーを

継続し、より多くの生徒を巻き込んで実施できるよう、実施形態や募集の方法を改善していきたい。 

 

生徒事後アンケートより（抜粋） 

◯20 世紀前半に世界を魅了した 3人の日本人舞踊家 

                ―ピカソもロダンも熱狂した Japanese Performers― 

・ 私は課題研究で、外国人だけでなく日本人にもあまり知られていない伝統工芸品を広めるというよ

うなことをしようとしている。今回のお話を聞いて、英語で伝えていないのに（相手が言葉を理解

していないのに）、日本舞踊の魅力があんなにも伝わっていたということに驚いた。もともとはフリ

ップなどを用いて海外の方に魅力を伝えようと思っていたが、なるべく実物を使って伝えるように

伝え方を変更したいと思う。 

 

◯心理学と統計 ―人の心理はデータから読み取れるか？― 

・ 統計の見方として、関係性を見つけることと違いを見つけることの２パターンがあることや、アン

ケートの取り方にも様々な方法があると分かった上に、自分は研究でどのようにデータを取ろうか、

使おうかを考えるきっかけとなった。 

 

◯生と性 ―行動生態学の見地から読み解く― 

・ 動物の性について新たに知ることが多くて面白かった。特にマウスの性格が子宮内の位置に関係し

ているという研究は、人間も何かしら同じような理由で我々の性格が形成されているのではないか

と考えさせられた。 
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◯研究と企業―砂糖の企業は甘くない？『食』の企業にとって研究が持つ意味とは― 

・ 企業は、自社の利益のために単独で商品開発や研究を行っていると思っていたが、そうではなく、

社会や世界のために共同でさまざまなアプローチから貢献していると知ることができた。 

 

◯Your World: Global Peace, Global Conflict 

・ 心に響く講義だった。人間の持つ様々な要素についての洞察は目を見張るものだった。 

今ある世界は過去に作られたものであり、過去を知ることが今を知ることにつながる、そしてひと

口に「世界」といっても個人によって異なる意味があるのだと気づいた。 

平和と紛争解決を、幅広く、かつ偏見のない視点から考える、多くを得られる講義だった。 

 

○難民・国内避難民問題の捉え方・考え方 

・ 「難民」という言葉に 2種類の意味があることを初めて知った。メディアで難民という時大体は広義

の意味で使われていると思うが、これから自分が、「難民」と聞く時どのような意味で使われている

のか注意して聞こうと思うようになった。「地雷」問題は特に衝撃的だった。その除去がこれほど大

変なものだとは知らず、技術で除去しきれると思ったが、そうでないと初めて知った。にもかかわ

らず、今でも使おうとしている国があり、世界的に深刻度が増していると分かった。自分もこの話

題に直面し、解決に向けて活動し、世界にその悲惨さ、重大さを発信していきたいと思った。 

 

○IBM Corporate Services Corp ―新興市場における経済発展の支援と社員の人材育成― 

・ これから国境に対する意識が薄れる中でいかに外国の人と協調共存するか鍵になると思う。効率的

に働き、かつ他人と協調していく方法として効果的だと感じた。 

 

○「敵」と友だちになる方法 ―アフリカの牧畜民から学ぶ共生のあり方― 

・ 先生の講義をうかがう前は、アフリカに対して、紛争の多い地域、貧困の地域というイメージを持

っていたが、講義をうかがって、アフリカの独自の文化を認識し、尊重することで、今まであまり

見慣れていなかったアフリカの文化にもっと興味を持つことができた。ある問題を解決するために、

それに反対するような人を排除しようとするのではなく、その中にいる、そうでない考えを持つ個

人から平和への道を築くヒントをもらうという言葉はこれからもずっと忘れないと思う。 

 

○人の移動と国際社会の対応 

・ 難民をはじめとした国際移民の問題について触れる機会はあるが、今回はじめて国家という視点か

ら問題について考えさせられた。そして、移民の分類方法として、legal という言葉を使うのではな

く、regular という言葉を用いることで、意味が考慮されると思った。過去に難民をテーマにしたデ

ィスカッションを高校生と行い、日本で難民を受け入れることについて全員で考えたが、現代社会

のあり方を考えて難しい問題だと感じた。講義内で提示されていた課題なども踏まえて今後も考え

ていきたい。 

 

○リベラル・アーツ教育の可能性と今後の社会について 

・ 今回の講義で、今まで自分の中にあった culture や identity がまた別の意味に変わった気がした。 

・ identity という言葉をよく耳にするが、深く考えたことはなかった。これから自分を見失わないよ

うに hybridity をキーワードに色々なことを吸収していきたいと思った。自分を見つけるきっかけ

となった。 

 

 

 

 

－ 27 －



課題研究支援セミナーが生徒にどのような影響を与えたかは以下に示すアンケート結果に表れている。 

第 1回および第 6回のアンケート結果を参考として掲げる。 

 

＜分析＞ 
6 月に実施した第 1 回は、完全希望制とした。非常に動機の高い生徒が集まったため、３①の興味関心

の度合いも高くなっている。特に研究の初期段階であるということもあり、動機としては「課題研究に

役立てたい」という動機が強いことが分かる。ただ、期待したような内容と違っていた点もあったよう

で、３④の課題意識の部分については、「新たな課題意識」に結びついた割合は 1/3 程度であった。 
 
 
 
 
 

人

4

18

5

15

21

23

6

1
ISSチャレンジに役立てたい   1

心理学に興味があったから   1

33

9

0

0

38

4

0

12

16

14

0

0

14

9

15

4

SGH課題研究支援セミナー(第１回）事後アンケート（のべ人数）　　                                 2016年7月19日更新

①テーマが面白そうだったから

②課題研究に役立てたいと思ったから

③自分の進路に関わるから

1

Question

2

参加した講義

講義に参加した理由

④先生に勧められたから

3

 1早稲田大学 文化構想学部 柳下惠美先生

　　　「20世紀前半に世界を魅了した3人の日本人舞踊家」

 2東京学芸大学　岸　学先生  「心理学と統計」

 3東京学芸大学　狩野賢司先生 「生と性」

 4 三井製糖株式会社　宮坂清昭先生 「研究と企業」

⑤その他

ア 面白かった

 イ まあまあ面白かった

ウ あまり面白くなかった

エ 面白くなかった

ア 新たなことを知った

④課題意識 

講義に参加して

どうでしたか？

ウ 既存の課題意識を確認した

エ 課題意識には影響しなかった

ア 新たな課題意識を持った 

イ 既存の課題意識がより強く（明確に）なった

イ 既存の知識が深まった

ウ 既存の知識が確認できた

ア 役立つと思う　

イ 部分的に役立つと思う

ウ 間接的に役立つと思う

①興味・関心

　②知識の深まり

・広がり

③研究課題

との関わり

エ 役立たたないと思う 

オ その他
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＜分析＞ 

第 6 回は、年度の最終回であった。参加生徒は自ら希望した生徒が半数、課題研究の指導教員に勧め

られて興味をもった生徒が半数程度となった。しかし、結果としては３①の興味関心は高い割合を示し

ている。また、大変興味深いのは、この段階に来て「新たな課題意識を持った」と答えている生徒が半

数以上いるということである。年度の終盤に来て自分たちの課題研究が深化したからこそ、新たな課題

に視野が開かれたと推測される。 
 

人

上智大学

国際教養学部 林　道郎 20

12

0

3

10

0

14

4

1

0

13

6

0

1

8

10

0

オ その他　　　　　　　　　　　　　　　 0

13

2

4

0

④課題意識 

講義に参加して

どうでしたか？

ウ 既存の課題意識を確認した

⑤その他

SGH課題研究支援セミナー(第6回)事後アンケート（のべ人数）　　         2017年3月3日更新

①テーマが面白そうだったから

②課題研究に役立てたいと思ったから

③自分の進路に関わるから

Question

1 講義に参加した理由

④先生に勧められたから

ア 面白かった

 イ まあまあ面白かった

ウ あまり面白くなかった

エ 面白くなかった

ア 新たなことを知った

参加した講義

①興味・関心

　②知識の深まり

・広がり

③研究課題

との関わり

エ 役立たたないと思う 

エ 課題意識には影響しなかった

ア 新たな課題意識を持った 

イ 既存の課題意識がより強く（明確に）なった

イ 既存の知識が深まった

ウ 既存の知識が確認できた

ア 役立つと思う　

イ 部分的に役立つと思う

ウ 間接的に役立つと思う

2
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4.1.4 Global Café 

 課題研究の支援および成果の発信の場として、今年度も引き続き、Global Café を開催した。生徒がス

ピーカーやファシリテーターを務める生徒主体型と外部講師招へい型の両者を開設している。 
生徒主体型（第 1 回～第 6 回、第 9 回、第 10 回）は主として「経験・体験」の共有を目的としている。

外部講師招へい型（第 7 回、第 8 回、第 11 回、第 12 回）の目的は「専門的見地からの意見・情報の獲

得」である。開催時期と内容は以下の通りである。 
 
第 1 回 Global Café『起震車を体験してみよう！』 
日時：2016 年 4 月 21 日（木） 
場所：本校総合メディアセンター 
ファシリテーター：6 年 2 名 

昨年度共同で課題研究を進めていた 6 年生 2 名が、自分たちの研究をきっかけに起震車

体験及び練馬区防災学習センターの方による講話を企画し､当日もファシリテーターとし

て運営を行った。練馬区防災学習センターの方から練馬区で想定される地震被害とその対

策について具体的にうかがうことができた。 

          
  第 1 回 Global Café「起震車体験」        第 2 回 Global Café「企画生徒のプレゼン」 
 
第 2 回 Global Café『WORLD CUP-FOOD FES 報告会』 
日時：2016 年 5 月 18 日（水） 
場所：本校総合メディアセンター 
発表者：5 年 3 名 

「WORLD CUP-FOOD FES」でフィンランド料理を企画し、商品化のためフィンランド料理

店へのインタビューや試作を行ったことやフィンランド大使館にも英語とフィンランド語

で広報をお願いしたことなど綿密な準備の様子の報告があり、さらに「WORLD CUP-FOOD FES」

で審査員特別賞を受賞することで参加権を得たタイのイベントで現地の高校生と商品開発

を行ったことについてプレゼンテーションを行った。 

 
第 3 回 Global Café『ベトナム高校生との交流会』（交流委員会共催） 
日時：2016 年 6 月 13 日（月）             
場所：本校 E 棟 201 室                   

6 年の生徒がまず日本の高校に関するプレゼンテーションを行い､続いてベトナムの高校生（Trun 
Vuong 高校・Hoang Hoa Tham 高校）によるプレゼンテーション・日本語の歌の披露がなされた。その

後、両校のプレゼンテーションをふまえた交流会を行った。 
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   第 3 回 Global Café「高校に関するプレゼン」  第 3 回 Global Café「交流会の様子」 
 
第 4 回 Global Café『ISS 生としてファッションをどうやって楽しむ？』 
日時：2016 年 7 月 13 日（月） 
場所：本校総合メディアセンター 
発表者：5 年 2 名 

昨年度からエシカルファッションについて課題研究を進めている 5 年生がファストファ

ッションブランドの裏側にある問題を提起し、中高生であってもファッションに関してど

んなアクションを起こすことができるか、参加者と一緒に考え、最後に意見交換を行った。 

       
   第 4 回 Global Café「企画生徒のプレゼン」    第 5 回 Global Café「講習会の様子」 
 
第 5 回 Global Café『護身術講習会』（石神井警察防犯課）           
日時：2016 年 9 月 5 日（月） 
場所：本校 E 棟 201 室 
ファシリテーター：6 年 2 名、5 年 1 名 

昨年度の課題研究を出発点として今年度発足した ISS防災隊を中心に護身術講習会を企画・運営した。 
 
第 6 回 Global Café 『UCL Japan Young Challenge 報告会』 
日時：2016 年 10 月 19 日（水） 
場所：本校総合メディアセンター 
発表者：4 年 2 名 

7 月 22 日から 8 月 1 日にかけて英国で行われた研修に参加した 4 年生 2 名がプレゼンテーションを行

った。研修では災害についてディスカッションを行い、その後のシンポジウムでも海外の同

世代の人たちと交流し、UCL やケンブリッジの教授陣の講義を体験したり、海外で働く日本

人の方々・イギリスで学ぶ大学院生や本校卒業生から様々な話をうかがったりしたことな

ど報告された。自らの進路についてもそれぞれ改めて考える機会となったようである。 
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第 6 回 Global Café「海外研修の報告」     第 7 回 Global Café「講演の様子」 

 
第 7 回 Global Café   
テーマ「立場を変えても通用する議論を！  

－リーガル・マインド（法的思考）の本質とは何か？－」 
日時：2016 年 10 月 25 日（火） 
場所：本校Ｅ棟 101 室 
講師：慶應義塾大学法学部教授 駒村圭吾先生による講演 

法の基礎にある「正しい」という価値判断はどのようなものか、身近な具体例からアメ

リカ最高裁判決の例など取り上げ、生徒とのディスカッションも交えながらご講義いただ

いた。講義後も生徒からの質問が途絶えることなく、参加生徒にとって課題研究への新た

な視点を持つことにつながる講演であった。 

 

第 8 回 Global Café  
テーマ「パラリンピック競技の種目特性を知る －実際の用具に触れてみよう－」 
日時：2016 年 11 月 25 日（月） 
場所：本校本校総合メディアセンター 
講師：立教大学コミュニティ福祉学部助教 安藤佳代子先生による講演 

パラリンピックの歴史や種目等についてお話しいただき、後半には普段使用する車いす

と競技用車いすを比べたり、実際に参加者でボッチャを体験したりした。参加生徒に直接

体験することの大切さを実感させる講演であった。 

       

第 8 回 Global Café「競技用車いすの説明」  第 9 回 Global Café「付箋を用いた交流」 

第 9 回 Global Café 『ドキュメンタリー映画「THE TRUE COST」上映会』 
日時：2016 年 12 月 15 日（木） 
場所：本校本校総合メディアセンター 
ファシリテーター：5 年 2 名 
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課題研究の一環として、5 年生 2 名の企画によるドキュメンタリー映画「THE TRUE COST」

上映会が行われた。最初に映画が制作された背景やエシカルファッションについて説明が

なされ、映画を観た後「映画を観て感じたこと」「ファストファッションや消費に対する

意識の変化」「自分にできることは何か」など参加者がそれぞれ考えたことを付箋に書き、

共有した。参加生徒は映画の内容に衝撃を受けながらも、映画を通して現代の我々が抱え

る問題を深く考える機会となった。 

 
第 10 回 Global Café『トビタテ留学 JAPAN！〈日本代表プログラム〉』 
「トビタテ留学 JAPAN！」2016 年参加生徒（5 年 1 名、4 年 4 名）主催 
日時：2017 年 1 月 13 日（金） 
場所：本校総合メディアセンター 
「トビタテ留学 JAPAN！〈日本代表プログラム〉」の第 2 期生として参加した生徒 5 名がトビタテ留

学 JAPAN の概要を紹介した後、イギリス・ダンス留学、フィリピン・ボランティア留学、

アメリカ・バレエ留学、アメリカ・水泳留学、アメリカ・アカデミック留学についてそれ

ぞれ生き生きとプレゼンテーションを行った。参加した生徒から多くの質問が寄せられ、

活気ある交流会となった。 

 

         
  第 10 回 Global Café「主催生徒のプレゼン」   第 11 回 Global Café「講演の様子」 
 
第 11 回 Global Café  
テーマ「今なぜ食育が必要か？ 食育の社会的意義とは？」 
日時：2017 年 1 月 30 日（月） 
場所：本校 E 棟 102 室 
講師：東京農業大学国際食料情報学部教授 上岡美保先生による講演 

食生活の変化をめぐる諸問題に関して、様々なデータをもとにお話いただき、食料自給

率を上げるために食品廃棄の縮小も有効であることや地産地消の具体的な取り組みについ

て等幅広く知ることができ、食や農業に関わる問題について多面的に考える機会となった。

参加した生徒からは「どのようなことに食と農が関わっているかなどを具体的に知ること

ができたことと、地域別にどのような食生活の変化があるかをデータ（数値化）で見られ

たことが研究に役立った。」など、感想が寄せられた。 

 

第 12 回 Global Café 「塩家吹雪氏（NPO 法人シオヤレクリエーションクラブ理事長、日本パラ陸上競

技連盟普及振興委員、陸上競技クラブチーム AC・KITA 代表）講演会」 
日時：2017 年 3 月 14 日（月） 
場所：本校 E 棟 201 室 
  障がい者スポーツをテーマとして課題研究を進めている 5 年生 2 名が、研究の過程において塩家吹

雪氏にインタビューをしたことをきっかけに、5 年生対象の講演会が実現した。 
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4.1.5 国内研修 

4.1.5.1 UK-JAPAN サイエンスワークショップ 

実施日時：2016（平成 28）年７月 31 日〜8月 6日 

実施場所：名古屋大学（東山キャンパス、鶴舞キャンパス）、知多半島 

主催：名古屋大学 クリフトン科学トラスト 名古屋大学教育学部附属中・高等学校、 

目的：英国の女子高校生と日本の女子高校生が寝起きを共にしながら、名古屋大学が提供

するサイエンスプログラムを体験し、成果を英語で発表するという活動を通して、国際的

に活躍できる女性研究者の育成を目指す。英国のクリフトン科学トラストが主催して 2001

年から行っている「UK-JAPAN YOUNG SCIENTISTS PROGRAMME」の一環であり、今年度は、国

連ウィメン（UN Women）のパイロット事業「IMPACT10×10×10」との関連をもたせて、女

子生徒のみ（英国高校生 16 名と日本高校生 16 名の計 32 名）の参加で開催したものである。

Ｇ７倉敷教育大臣会合応援事業でもあった。 

参加生徒：本校生徒４年生４名（すべて女子）。 

 他に、日本からは名古屋大学教育学部附属中・高等学校／浦和第一女子高等学校／金城

学院高等学校。UK からは County Upper School, Bury St Edmunds／St Mary Redcliffe and 

Temple School, Bristol／Newham Collegiate Sixth Form Centre, East Ham, London／Seven 

Kings School, Ilford, London／Colston's Girls' School, Bristol ／Rikkyo School in 

England／Cambridge Hills Road Sixth Form College の諸校が参加した。 

実施概要： 

7 月 11 日 事前学習１：プログラムの概要説明。関連文献の収集。 

7 月 19 日 事前学習２：ワークショップの選択。エントリーシートの記入。 

7 月 22 日 事前学習３：しおり配布。各自の学習内容の共有。諸注意。 

7 月 31 日 １日目：名古屋へ移動。ウェルカムセレモニー。 

8 月 1 日 知多半島地質学巡検①（指導：名古屋大学 足立守教授） 

                    名古屋城の石垣観察。篠島の花崗岩観察。 

8 月 2 日 午前は知多半島地質学巡検② 礫が浦にて化石採集。 

午後は豊田産業記念館及び徳川美術館見学。 

8 月 3 日 サイエンスワークショップ① 「医学」「保健学」「生命農学」「国際開発」

  「教育発達科学」の５コースに分かれて名古屋大学で実習。 

8 月 4 日 サイエンスワークショップ②「医学」「保健学」「生命農学」「国際開発」 

  「教育発達科学」の５コースに分かれて名古屋大学で実習。 

8 月 5 日 サイエンスワークショップ③  英語での成果プレゼンテーション。 

ノーベル物理学賞受賞者益川敏英先生と懇談。フェアウェルパーティ。 

8 月 6 日 寮の清掃。UK 生徒とともに名古屋市内散策。帰京。 

8 月 10 日 研修報告書のまとめ。活動のふり返り。 
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［UK-JAPAN 話し合いの様子］             ［UK-JAPAN 実習の様子］ 

成果と課題 

 レクチャー、ディスカッション、プレゼンテーションすべて英語で行われたのみならず、

宿泊が名古屋大学体育設備での合宿形式であったため、生徒たちは生活のすべてのシーン

で英語を話す必要があった。英語のスキルについてはもちろん、グローバルな場において

コミュニケーションを取ろうとする意欲が大きく喚起されたものと考える。また、６日目

にはノーベル物理学賞受賞者益川敏英先生との懇談の場面もあり、「科学とは何か」「研究

とは何か」について貴重な示唆を受ける機会となった。成果としては以下の５点が挙げら

れる。 

① 参加生徒がグローバルな場におけるコミュニケーションや自分のリーダーシップに

関して自信をつけたこと。  

② 参加生徒の英語運用能力が上がり、国際的な場面においての積極性が増したこと。 

③ 参加生徒が、UK 生徒から論理的思考やプロジェクトマネジメントの重要性を学んだ

こと。 

④ 参加生徒が、名古屋大学でのワークショップを通して専門的な科学探究の領域に触れ、

自らの課題研究の意義を確認できたこと。 

⑤ 引率教員が、UK 教員との意見交換の中で、日本の教育の現状と課題について認識を

深められたこと。 

 来年度以降改善すべき課題としては、参加生徒の変容について客観的・定量的に測るこ

とができなかった点を挙げたい。引率教員の観察及び参加生徒の事後振り返りにより、上

記「成果」に記したような変容は見て取ることはできたが、客観的・定量的な評価の方法

についてさらに模索する必要がある。 

 

4.1.5.2 Global Discussion 2016 

実施日時：2016（平成 28）年 8月 22 日（月）23 日（火） 

実施場所：名古屋大学教育学部附属中・高等学校 

主催：名古屋大学 国際教育交流本部／名古屋大学教育学部附属中・高等学校 

目的：現在のグローバル化に関して、経済学を中心とした社会学的な視点からの学びの 

中で、自分たちが将来のグローバル社会で活躍するためにどのような能力が必要な
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のか、名古屋大学の留学生と一緒に考える。 

参加生徒：本校生徒５年生３名。 

   名古屋大学教育学部附属中・高等学校、大阪教育大学附属高等学校平野校舎 

   神戸大学附属中等教育学校、海陽中等教育学校、 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 以上 5校が参加した。 

実施概要：  

二日間にわたり、学校をミックスしたグループ（4～5 名）単位でテーマに基づいたディ

スカッションを行い、最終的にグループの考えをまとめてプレゼンテーションを行った。

ディスカッションの各グループには、必ず名古屋大学留学生が入り、ファシリテーターを

務めた。グループ活動の他、名古屋大学土井康裕先生によるディスカッションの進め方に

ついての講義や、名古屋大学留学生による様々な国の移民に関するプレゼンテーションも

実施された。本イベントは生徒のグループ活動を含め、原則英語で行われた。 

【ディスカッショントピック】 

「移民を受け入れよう －それまでに私たちがしておくべきこと－」 

8 月 22 日 ＊グループ分け・ディスカッショントピック提起 

＊グループディスカッションの進め方 

            （名古屋大学経済学部准教授 土井 康裕氏） 

＊名古屋大学の様々な国からの留学生による各国の移民に関するプレゼン 

 テーション 

＊グループディスカッション 

＊生徒交流会 

8 月 23 日 ＊名古屋大学留学生による移民に関するプレゼンテーション 

＊グループディスカッション 

＊グループによるプレゼンテーション・大学教員からの講評 

成果と課題 

 生徒たちは積極的に意見を出し、ホワイトボードなども使ってグループの意見をわかり

やすく整理し、中心となってディスカッションを進めていた。そのような中で、最終的に

グループとして説得力のあるプレゼンテーションを完成させることがいかに難しいか、身

をもって経験していたように感じた。本校から参加した生徒はいずれも高い英語能力を有

していたが、それでも問題の背景を漠然として捉えるだけでなく、問題点を焦点化して、

具体的に現実的な解決策や方針を導いていくことに非常に苦心していた。今回の経験は、

今後の課題研究に大きな示唆を与えるものであった。また異なる地域・学校の生徒や名古

屋大学留学生と交流を深める中で様々な意見や考え方に触れ、多くの刺激を受けることが

できた。本研修は SGU である名古屋大学が主導し、SGH 校である附属学校との連携によって

実現していた。来年度も継続して行われる予定であり、来年は事前にどのようなディスカ

ッションテーマにしていくのかについても参加校と連携して進めたいとの意向をうかがっ

た。SGH 校同士がより交流・連携を深めていく上でも意義のある研修であった。   
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4.1.5.3 世界津波の日 高校生サミット 

実施日時：平成 28 年 11 月 25 日（金）～27 日（日） 

実施場所：土佐西南大規模公園体育館、ふるさと総合センター 

主 催：高知県、高知県教育委員会、黒潮町、黒潮町教育委員会 

共 催：国連国際防災戦略事務局（ＵＮＩＳＤＲ）駐日事務所 

後 援：内閣府、外務省、文部科学省、経済協力開発機構（OECD）東京センター 

背景・目的： 

 2015 年 12 月に国連総会で「世界津波の日」（11 月 5 日）が採択されたことを受けて、高

校生の防災意識を向上させることを目的として立案された。今回の高校生サミットは、津

波をはじめ自然災害の脅威や防災の知見を共有し、必要な事前防災、減災、迅速な復旧復

興、国際連携に資する施策を総合的かつ計画的に実行することで、自然災害から国民の生

命・身体・財産を保護し、国民生活及び社会経済に及ぼす影響を最小化できる、将来のグ

ローバルリーダーを育成することを目的に開催したものである。 

参加生徒  本校生徒４年生５名。 

 海外招聘者 234 名  国内招聘者 130 名    総合計 約 500 名 

実施概要： 

10 月〜 校内にて事前学習 

11 月 25 日 1.開会式 ・開会宣言（高校生議長）・OECD 東北スクール発表など 

2.分科会のためのブリーフィング 

11 月 26 日 3.津波避難タワー、安政津波の碑フィールドワーク 

4.高台避難訓練 

5.分科会（グループごとに防災アクションプランを策定する） 

 テーマ自然災害から生きぬくために、次世代を担う私たちができること

     ～自助・共助・公助の視点から～ 

6.記念植樹 

7.総会 ・東日本大震災被災地からの報告  

    ・分科会ごとに策定したアクションプランの報告 

    ・高校生サミット宣言採択 

成果と課題： 

 事後の振り返りシートにおいて、参加生徒全員が「最も有益であった活動」として「発

表のための事前学習」と「分科会で司会をしたこと」を挙げた。多様な国籍の高校生たち

や大物政治家と触れ合った華やかな二日間であったはずだが、生徒たちが重要だと認識し

たのがこの二つの地道な活動であったことは、きわめて印象深い。 

 本校は主催者側から分科会での司会役を指名されたため、その役割を果たせるように、

10 月から事前準備の機会を多数持った。もともと「災害時における障がい者のリスクを低

減する方法」を課題研究のテーマとしている生徒たちが参加していたため、この視点を核

としながら、高校生サミットのテーマ「自然災害から生きぬくために、次世代を担う私た

ちができること～自助・共助・公助の視点から～」に沿ってプレゼンテーションができる
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よう、まずは調査・学習を進めた。次に英語でプレゼンテーションをする練習を重ね、さ

らに海外各校から送られてきたアクションプランを読み込み、分科会でどのような議論が

展開され得るかを想定して議論を適切にファシリテートする準備を重ねた。このような事

前学習は、海外の高校生たちと自信を持ってディスカッションし、議論をとり仕切るため

の具体的なスキルを参加生徒たちに与えた。今回の参加生徒のうち男子２名は、普段さほ

ど積極的に発言したりリーダーシップをとったりするタイプの生徒ではないにもかかわら

ず、当日はしっかりと司会役を務めることができた。これは事前学習を地道に重ねた成果

であり、そこで得たスキルを本人たちが自覚できている点も大きな成果だと思う。 

 また、現地で実際に司会をして、「自分に足りないことに気づくきっかけにもなりました。

分科会でのディスカッションでは、いかに互いの意見や考えを引き出せるかが重要になり、

そのためには、相手の意見を上手に聞きだすための質問の仕方が問われてくるのだと思い

ました」という振り返りをした生徒がいた。ディスカッションを深めるために最も重要な

能力の一つである「より良い質問をする力」に気づけている点、司会をした経験が参加生

徒たちの深い学びになっている証左と言えよう。参加生徒たちは学校に戻ってから報告会

も行っており、本校の生徒全員にとって成果の大きかった事業である。 

                                           

 

［図版］高知新聞 2016 年 11 月 27 日 ＊アクションプランとして全８プランが掲載され、
そのうち⽇本の学校は本校を含め２校だった。 
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4.1.5.4 関西学院大学ＳＧＨ甲子園および神戸研修 

実施日時：2017（平成 29）年３月 18 日〜３月 19 日 

実施場所：関西学院大学西宮上ヶ原キャンパス、 

     阪神淡路大震災人と防災未来センター、海外移住と文化の交流センター 他 

主催（SGH 甲子園）：関西学院大学、大阪大学、大阪教育大学 

目的： 関西学院大学主催「SGH 甲子園」で自らの課題研究を口頭発表ないしポスター発表

し、聴衆や大学教員からの評価を受けることで、自らの課題研究に資する機会を得る。ま

た同年代の他校の高校生と「移民」や「18 歳選挙権」などのテーマでディスカッションす

ることで、自らの知見を高めるとともに人的ネットワークを形成する。加えて神戸スタデ

ィツアーを行い、阪神淡路大震災後の復興や海外移住の歴史について、実地に即した学び

を得る。 

参加生徒：本校生徒４年生６名、５年生７名、合計１３名。 

実施概要：研修そのものは現時点で実施されていないため、予定も含めて記す。 

2016 年 11 月 参加者の募集。「SGH 甲子園」への応募（12/3 締め切り）。 

2017 年２月〜 

  ３月９日 

事前学習。 

講演「阪神淡路大震災と街の復興」早稲田大学教授 浦野正樹先生 

３月 18 日(土) 神戸へ移動。 

阪神淡路大震災 人と防災未来センター 

海外移住と文化の交流センター 

神戸ムスリムモスク、神戸港震災メモリアルパーク 

３月 19 日(日) SGH 甲子園での課題研究発表会に参加。 

●本校生の発表タイトル（ポスター発表） 

「視覚・嗅覚障害を持つ人に料理はどれだけ心理的貢献ができるか」

「jimoto プロジェクト」 

「ムスリム観光客が日本で過ごしやすい環境を作るには？」 

「留学生のためのポジティブ心理学」 

「機械リサイクルによる新しい価値の創造から持続可能社会を作る」

●グループディスカッションテーマ 

1. 日本が外国人労働力として移民を受け入れるにあたっての課題と

解決策について 

2. 日本の学校を９月入学化することの課題と解決策について 

3. 日本における選挙権の 18 歳以上への引き下げについての課題と投

票率を上げるための解決策について 

 

 

－ 39 －



4.1.6 海外研修・海外交流  

4.1.6.1 イギリス研修 

SGH 事業報告 海外研修 UCL  Japan-Young Challenge 2016.07.22-08.01 実施       

関連仮説番号 Ⅰ・Ⅱ 
実施日時：2016（平成 28）年 7 月 22 日～8 月 1 日  
実施場所：イギリス ロンドン及びケンブリッジ・ホーシャム 
     United college London・University of Cambridge・Rikkyo School in England 
主催：United College London 
目的：今後世界を担う日英の高校生・大学生が国際社会のリーダーとなる資質を養うことを目的として

開催されるプログラムを活用し、UCL が大学として取り組む社会課題についての知識を深め、文化・背

景の異なる他者との対話を通して、自己の課題研究の充実を図る機会とする。また、今年度は福島県が

後援しての「Facing Disasters: International Disaster Management and Humanitarian Responses」
と題された大規模な公的シンポジウムが催される。このシンポジウムに参加して海外の研究者による「東

日本大震災」関連の研究発表を聴き、自らもその発表に関わることで、国際的な課題意識の共有の機会

を得る。 
参加生徒：本校生徒 4 年 2 名（男女各 1 名）。 
他日本からの高校生 20 名余（福島県立福島高等学校・大妻女子高等学校・滝学園高等学校・愛知県立時

習館高等学校・立教池袋高等学校・かえつ有明高等学校・大宮開成高等学校）。 
現地の高校生 20 名余（Rikkyo School in England・Eton College・The American School・Dartford 
Grammar School ほか）。 
実施概要 

研修の主軸は UCL にての教授陣によるレクチャーとワークショップ・ディスカッションおよび公式シ

ンポジウムへの参加と発表であった。また、ケンブリッジにおいては、ケンブリッジ市内でのフィール

ドワーク・ケンブリッジの教授陣による講義受講や図書館訪問を行った。 
UCL におけるグランドチャレンジの大きなテーマ(大学として設定している研究)は 

・Global Health  ・Sustainable Cities   ・Intercultural Interaction   ・Human Wellbeing 
の 4 つであるが、今回は特にシンポジウム関連で災害について事前にレポートが課された。災害につい

ては上記４つの大テーマのいずれも関連させることが可能である。本校からの参加者 2 名にとっても、

災害と上記４つの大テーマは個人としての課題研究テーマにも関連させることのできる視点であったと

考えられる。UCL Grand challenge 主催者側から課された事前のレポート（エッセイ）の指示は以下の

通り。 
＜Please writing an essay to think about following questions relating to “Disasters”＞ 

*Identify one natural disaster that has occurred in your lifetime and consider the following 
questions／ *What caused the disaster?／ *What were the biggest impact/consequence of the 
disaster?／*Who helped in the recovery from Disaster? 
 研修は全体として昨年度よりも延長され、その分生徒の健康に配慮した日程となっていた。また、講

義も有名教授陣をそろえ、内容が多岐に渡り充実していた。UCL での研修の主軸も「災害と人間生活」

に集約されていた分、日本人の生徒には話し合いや考えを深めるために有効であったと考えられる。 
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 生徒の活動が活発になったのはやはりグループでのフィールドワークやディスカッションの場面であ

った。同世代との会話・交流が彼らに刺激を与えることは明確に見て取れた。一方で研修内容としてそ

の後の発展や展開がどのようになるのか推察しにくいものもあり、今後改善の余地があると考えられる。 
成果と課題 

○他国において「災害」のリスクがどのように考えられているのかを同世代の交流を通して学習できた。 

○知識差／認識差／英語力の差があるグループ内でどのように結論を出すかを体験的に訓練できた。 

○多様な経験や背景を持つ生徒・学生・社会人とのネットワークを生徒自身の力で築く機会を得られた。 

▲事前研修と研修自体の関わりをさらに有機的なものにする余地がある。 

▲教員が研修による生徒の変容をどのように測れるかを検討する必要がある。 

研修経過 

Day1 20160722 
   主として移動 

12:30 発 NH217 便 羽田－ミュンヘン経由－19:40 ロンドンヒースロー着 
   ※ロンドンヒースロー到着後にミュンヘン市内で銃撃事件が発生していたことが判明。日本国内

の保護者に生徒の無事とミュンヘンでの事件の影響が特にないことを連絡。 
   22:00 W.Sussex 州 Horsham 市 Rikkyo School in England 到着。 
   ※翌日の時間等確認の上、すぐに就寝。 
 
Day2 20160723 
   Rikkyo School in England にて研修 
   AM Orientation / Ice-breaking session 
   ※UCL 主催者の大沼教授によるオリエンテーションと

現地の英国人教員がファシリテーターとなっての

Ice-breaking session を行った。使用言語は原則とし

て英語であり、この日から英国側の現地の高校生達も

合流しての活動となった。 
    

PM Sports 
   ※JAPAN@UK宮原氏のコーディネートによる日英男女

混合チームによるサッカー大会を開催した。引率教員

も参加した。指示の声かけやプレー中のコミュニケー

ション・コンタクトなど、スポーツを通じて行うこと

でかなりの生徒がこの時を境に「互いに距離を縮めら

れた」と感じていたようであった。 
 
Day3 20160724 
   AM ケンブリッジへ移動 
   PM ケンブリッジ市内にて班別フィールドワーク 
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     生徒はグループごとにケンブリッジ市内でフィールドワークを行った。大学を中心とした学

園都市の成り立ちと地理的状況・歴史について、その実際を観察しながら学習した。 
 
Day4 20160725 
   AM ケンブリッジ大学にて講義 
      9:00 – 10:45  Room MR3 in Cambridge 

Mathematics      

Centre  
•Prof. John Coates  

“Arts, Literature and Mathematics” 
•Dr. Gabriele Ferrario 
“ The Sun, the Scorpion and the 
Eagle—Alchemy and  magic fromethe Cairo Genizah” 
11:00 – 12:00  University Library 見学 
※冒頭の講義を行った Prof. John Coats（ジョン・コーツ）博士は、フェルマーの最終定

理を証明したことで知られるアンドリュー・ワイルズの師である。コーツ博士自身も「岩

澤理論」を名付けた人物であり、数学者として数々の貢献をした人物である。この日の講

義は、博士自身の興味・関心の在処と日本と英国の関わりを強く意識し、日英の高校生向

けにアレンジされたものであった。最終的には数学上の未解決問題へのアプローチについ

ての話題となったが、日本とアジアの歴史に触れながら、楊輝算法の伝播と日本での和算

の関係に触れながら、数学に挑む人々の話を織り交ぜる等非常に興味深い話となっており、

「研究」とは根本的にどのような動機から始まるのか―ということをよく伝える講義とな

っていた。 
※現在ケンブリッジ大学図書館の Japan collection の主任であるクリスティン・ウィリア

ム氏は日本文学の研究者であり日本への留学経験と東京学芸大学の黒石研究室での研究参

加経験がある。この日に偶然図書館で本研修のガイドを担当された。 
   PM ケンブリッジ大学にて講義 
      14:00-17:00  Biffen Lecture Theatre 

•Prof. Sir. Tom Blundell “Reflections on a Life and Science” 
•Dr. Masashi Narita “Biases in life” 
•Dr Naoya Iwata “Socrates and Philosophy” 
※午後の部最初の講義はトム・ブランデル卿によ

る講義であった。トム・ブランデル卿は英国の女

性科学者ドロシー・ホジキンの教え子でもあり、

現在ケンブリッジ大学内 Dep. of  Biochemistry
の教授でもある。講義はバイオケミストリーの専

門というよりは、高校生向けにアレンジされたも

のであったが、生物学や化学に興味のある学生達
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にとってはブランデル卿とドロシー・ホジキンとの関わり、ブランデル卿の研究経歴と現

在の課題意識も紹介され興味深い内容であったと推察される。 
※二番目/三番目の講義は日本人研究者による講義であったが、いずれもオールイングリッ

シュで行われた。医学と哲学の専門分野の講義であるが、生徒達の既知の内容を踏まえて

よくアレンジされており、簡潔で明解な講義であった。 
※ただし、講義に対する反応・質問・発信に関する力は、英国側の生徒の方がすこぶる優

れており、日本側の生徒の姿勢や意欲と大きな格差が見られた。 
   Evening ケンブリッジ大学内 Murray Edwards College にてレクチャー・ディスカッション 
      Short presentation and panel discussion 

•Hanae Shimo, PhD student 
•Hajime Shinohara PhD student in Physics 
他 1 名 
※ケンブリッジ大学で学ぶ PhD 学生による日本

人生徒のための日本語によるレクチャーが行わ

れた。主としてどのような進路をたどって今日に

至るかというキャリア教育的側面を持つレクチ

ャーとなった。レクチャー終了後は質問の時間が

多く取られた。日本側の生徒たちはそれぞれに進

路についての質問や研究内容・職業観についての

質問を個々に熱心に行っており、時間が超過する

ほどであった。生徒の熱心さと意欲は、内容的に

それほど専門性が高くない話題で、自分のことと

して捉えやすい話題であったということと、日本

語によるコミュニケーションが可能であったと

いうことによるであろうが、話題や使用言語が替

わっても同様の姿勢を保てるようにするための

動機付け・意識付けの仕掛け・仕組みが学校教育

の場において必要であると考えられる。 
 
Day5 20160726 
   AM ロンドンへ移動 
   PM UCL にて講義・ワークショップ・構内ツアー（教

室確認を含む） 
13:00-15:00  Institute of Advanced Studies  
Common grand room 

“Lecture on Shakespeare” 
     Ms. Tina Thompson (Members of UCL academy) 
          ※UCL 初日の講義①はシェイクスピアについての
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講義とワークショップであった。講義はシェイクスピア劇（戯曲）の性質を中心に、悲劇性

と喜劇性の区別、またそれらをどのように描くかなどについて多岐に亘った。後半のワーク

ショップは「リア王」を題材に一場面を多様な劇表現によって表すという手法が取られた。

生徒は日英混合のグループとなり、UCL の学生をはじめとした現地の日本人ボランティアが

ファシリテーターとなってディスカッションとプレゼンテーションを進めた。こうしたグル

ープ活動においてはツールとしての英語の運用能力もさることながら、シェイクスピア作品

についてのある程度深い理解も欠かせない。またほぼ初対面の他者との共同作業となること

から、相手の興味や考えを引き出すような質問・対話の力も必要とされる。知識・スキル・

姿勢の三つが同様に求められる場面として興味深いものであった。 
     15:30-16:30 UCL Tour 
          ※翌日以降の講義等で使用される場所・経路の確認を兼ねた構内ツアーを行った。図書館を

はじめとした施設および構内にあるダーウィンの記念碑や幕末に留学した長州 FIVE の記念

碑、現首相安部晋三氏から William 卿に贈られた感謝状などを見学した。 
   Evening 19:00-21:00  Institute of Advanced Studies Common grand room 
     Lecture1 “The Relationship between UCL and Japan” 

Speaker: Prof. Ohnuma Shin-ichi (UCL) 
Lecture2 “Regarding how/what Japanese International Students study here in London” 
Speaker: Mr. Kentaro Kimura (Student of the University of Sheffield /Participant of this 
event in 2015) 

          ※夜の講義は、UCL の大沼教授による UCL の概要と今年度学生ボランティアとして参加し

ている木村健太郎氏のプレゼンテーションであった。原則として日本人向けだが、英国人の

生徒も数名参加していた。 
      講義・プレゼンテーションでは UCL で学ぶ意義や英国の大学への進学の具体的な方法等が

紹介された。プレゼンテーションを行ったシェフィールド大学の学生の木村氏は本校の４回

生であり、昨年度（2015 年度）に SGH 事業の一環として今回と同じこの研修に参加した。

その時の経験が結果的に英国の大学への進学を決めることとなり、また今回ボランティアと

してこの研修に参加する動機ともなっている。木村氏は本校生徒 2 名の事前学習にも協力し

ており、事前から生徒の課題研究に対して有効な情報や現地の様子などを伝えてくれていた。 
      木村氏の現地の先生方や日本からの引率の先生方の評価は高く、全体への気配りや高校生

を取りまとめつつ、グループの雰囲気を無理なくよりよい方向へ導こうとする姿勢が特に注

目されていた。 
 
Day6 20160727 
   AM UCL にて講義 Institute of Advanced Studies Common grand room 

9:00-9:30 Introduction for Foundation Course by Ms. Anne Moore and MS. Anna Henley 
9:30-10:45 Language lesson by UCL CLIE 
・English Language Class for Japanese Students 
(Institute of Advanced Studies Common grand room) 
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・Japanese Language Level 1 OR2Class for UK Students 
(Foster Court 101 /Foster Court 114) 
 
9:30-10:45 Workshop for Teachers led by Prof. Michel J. Resis 
(UCL Engineering Barlow Room 807) 

           Issues in the UK secondary education faces: pedagogical skills/teaching methods (Active 
methods) that teachers learn in teacher training. 
 
11:00 UCL Roberts 421 
Lecturer Prof. David Bowler: Professor of Physics, UCL 
Understanding the properties of materials is of vital importance to science, industry and 
society. I will explain how we can use quantum mechanics to do this, and describe how 
nanotechnology uses the properties of materials at the atomic scale. I will illustrate the 
lecture with research from UCL on the atomic structure of different materials. 
※教員向けの講義とワークショップについては、今年度からの取り組みであった。初回のこ

の日は教育学を専門とする UCL の教授による、Active Method（アクティブ・メソッド）を

中心とした授業指導論の概説と質疑応答であった。イギリスにおける現在の課題は、日本の

それと共通した部分も持っている。GCSE や GCE-A level の内容は以前に比べてより知識重

視型になってきていると言われ、日本の大学入試と類する傾向を有しているとも言われる。

そうした現状において生徒が主体的に学習に取り組むための Active Method を授業にどの

ように取り入れるか、また教員養成の段階でその指導法をどのように教授していくかが、実

例を踏まえて講義された。具体的授業の取り組み自体は日本でも見られるものであったが、

興味深かったのは、教員を養成する段階でこのメソッドの必要性と意義を理解させることに

重きをおいている点である。日本の教員養成のカリキュラムや教育実習現場での取り組みと

比較することが可能だろうと思われた。 
     ※Prof. David Bowler による物理学の講義はナノテクノロジーについてであった。これまで 

の中で最も専門性の高い講義だと考えられる。知識があり、興味・関心の高い生徒は質問が

出せるが、そうでない生徒の場合は、理解が乏しいように見受けられる。すべての講義に関

心を寄せることは難しいであろうが、少なくともある程度の知識をもって講義に望む準備が

必要である。 
  PM UCL にて Grand Challenge Workshop 災害の被害に対して、人間ができることとは― 
          Institute of Advanced Studies Common grand room 
         13:00-17:00 
     Facillitator: Amanda Scott (Facilitate This) 
          Plenary Speaker: Elisabetta Groppelli (University of Leeds) 
          Illustrator: Jess Milton (Scriberia) 

     Following huge successes of the UCL-Japan Youth Challenge 2015, this year will see 
the second year version of this international event in UCL that hosts roughly 30 Japanese 
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pre-uni students together with their UK counterpart with a similar number. 
     During the ten days, a series of topic-focused workshops will take place.  As the    
highlight, a Grand Challenge Workshop will be held in one afternoon to discuss Humanity 
in Disasters.  This follows the success of Grand Challenge “Pioneers for the Future 
Workshop”in 2015 
(http://www.ucl.ac.uk/intercultural-interaction/results/events/events-accordion/pioneers_fo
r_the_future) and will be aligned with an open symposium “Facing Disasters: 
International Disaster Management and Humanitarian Responses”, which provides 
exceptional opportunities to listen lectures by high-profile UCL academics. 

          This programme is supported by UCL Grand Challenge of Human Wellbeing and  
          The Great Britain sasakawa Foundation. 
         ※6 日目午後に行われたこのワークショップが今回の主軸となる研修の開始である。アマン

ダ・スコット氏がファシリテーターとなり、エリザベッタ・グロペッリ氏が提供された基調

講義をもとに、生徒たちは「災害の種類」「災害による被害」「人の生活を守るため、復旧、

復興させるために必要なこと、できること」をグループで話し合った。講義は高度な内容で

あり、災害を体験して知っている福島高校の生徒をはじめとする日本人の生徒と体験的に知

らない日本人の生徒、英国人の生徒が知識や意識を短時間で共有するのは難しいように思わ

れたが、それぞれが既習の事柄や体験をできるかぎり共有しようという高い意識は見られた。 
      最終的には翌日の発表に向けて高校生の立場から我々に必要とされることを簡潔にまとめ

ており、全体としては一定の結実をみせた。 
     ただし、もう少しこのワークショップでの討議を深めるための事前学習や討議自体の時間が

設けられていれば、さらなる高度な提案が可能であったと思われる。 
   Evening 19:30-21:00  Institute of Advanced Studies Common grand room 
     英国で活躍する日本人によるパネルディスカッション 
     Meeting with established Japanese people in UK 
         “ Learning from Experiences at Abroad” at an university, at living, at working, 

preparation in Japan. 
      Speakers（パネラー） 
    ・Prof. Ohnuma ：Chair in Experimental Ophthalmology, UCL Institute of Ophthalmology 
    ・Dr. Reiko Tanaka ：Lecturer, Imperial College London, Department of Bioengineering 
    ・Ms Emiko Asagoshi ：Managing Director, JAPAN AT UK LIMITED British Council   
     certified counsellor  
    ・Mr. Koki Shimazu, ：Taktopia 
    ・Dr. Hideki Yoshimoto, ：Tangent Design Tangent Design and Innovation Limited  
     Founder,TokyoUniversity, RCA 卒 PhD 
    ・Mr. Akio Kagawa：Resident Representative, Japan International Cooperation Agency  
     (JICA) U.K.Office 
    ・Prof. Chizu Nakajima：Professor in BPP University Law School 
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    ※大学教授のみならず、企業人としてイギリスで学び、働く日本人によるキャリア教育的なパ

ネルディスカッションとなった。個人の話はそれぞれ生徒に刺激を与えることができていたと

思われるが、結局のところ事後の質疑応答の時間がとりにくくなった点を鑑みると、人数と時

間のバランスを考える必要があるように思われる。ただし、海外の大学に進学する意味、海外

で働くということの意味を考えるきっかけを生徒に与えたことは、生徒の感想によって確かめ

られるだろう（参照：動画記録 山内）。 
 
Day7 20160728 
  AM 午前中の前半、生徒は Day6 同様。教員は教員向けのワークショップに参加。ただし、講師／

内容は昨日と別で以下の通り。 
     9:30-10:45 Workshop for Teachers  
         Session by Dr. Justin Palfreyman, Cambridge graduate A-level teacher 
         
    11:00-12:00 Lecture by Prof. Nick Tyler: UCL Faculty of Engineering 
         “Spatiotemporal Society—Where people are in space and time? ” 
  PM  災害についての公式シンポジウム Lecture Theatre in UCL Cruciform Building 
     “Facing Disasters”: International Disaster Management and Humanitarian Responses 
    13:00 – 18:00 Symposium 
    18:00 – 20:00 Reception  UCL South Cloister 
    シンポジウムの概要は以下の通り 
    Disasters occur in many parts of the world every year. Based on experience from the Great 

East-Japan Earthquake and Tsunami in 2011, the aim of this public symposium is to 
discuss how to build safety systems and resilience against future disasters. Scientific views 
of, and human problems after the disaster will be discussed with talks given by 
representatives of academia, industry and Japanese local government. 

    ・The symposium will start with a keynote lecture by Prof. Peter Sammonds (Director, UCL 
Institute for Risk and Disaster Reduction), which will be followed by two sessions: 

    ・I. Report from Fukushima – speakers from, and recently visited Fukushima, will discuss   
     its current state. 
    ・II. How should we face disasters? – Speakers from the youth generation, industry and  
     academia will talk about disaster resilience. 
       セッション１におけるスピーカーは以下の通り 
    ・Mr. Ryuji Suzuki (Fukushima Prefecture)“Fukushima then and now” 
    ・Ms Hiroka Horie (Fukushima High School)“Agriculture in Fukushima” 
    ・Mr. Gaku Oikawa (Fukushima High School)“Evacuation and return in Fukushima” 
    ・Ms Serena Tagliacozzo (UCL IRDR)“Information, communication and social media use 

after Fukushima-Daiichi disaster” 
    ・Mr. Omar Velazquez Ortiz (UCL IRDR)“Earthquake early warning system for nuclear 
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power plants” 
   セッション２におけるスピーカーは以下の通り 
    ・A group of student from UCL-Japan Youth Challenge workshop“Disaster resilience from 

next generation’s viewpoint” 
    ・Ms Yuka Kusaka (IHI, Corp. Japan)“Contribution for large-scale disaster as one of 

industrial companies” 
    ・Mr. Shuhei Nomura (Imperial College London)“Post-nuclear evacuation and health risks 

in Fukushima” 
    ・Dr. Ilan Kelman (UCL IRDR)“Maternal psychological health after the Great East Japan 

Earthquake and Tsunami” 
   ※スピーカーの内、セッション１における福島高校の２グループとセッション２における冒頭の

１グループは、全て本研修に参加していた生徒たちである。セッション２のグループには本校

生徒関本嵐嵐も含まれている。発表は原則全て英語である。また社会人や研究者の発表と同様

質疑応答の時間が設けられ、フロアからの質疑は他の発表と同様に向けられていた。 
   ※シンポジウムには日英両者の出席者がおり、全体として約 200 名の出席者がいたと見受けられ

る。 
   ※UCL Japan Young Challenge のグループからは、日本人だけでなく英国人の生徒も発表者とし

て参加した。東日本大震災がシンポジウムの主たる話題ではあるが、彼らが発表したのは、大

きな意味での Disaster resilience である。「レジリエンス」は日本政府が発表している国土強靭

化計画に見られる通り、将来に向けての日本が持つべき重要な視点の１つである。その点につ

いて、日英の生徒が国境や人種の壁を越えて意識共有をできたことは研修の大きな成果であろ

う。発表においては、英語の運用能力のみならず、司会進行の技術、プレゼンテーションの技

術が要求された。これらについては準備時間の制限もあり、さらに向上させる余地があったと

考えられる。本校生徒は英語力もプレゼンテーション能力も一定程度の高さが認められるが、

国際学会やシンポジウムでの発表に堪えうるものとするには更なる訓練が必要である。 
      ※質疑応答においてはやはり日本人生徒の消極性が目についた。質問＝的を射ていなければならな

いという意識が強すぎるのかもしれない。質問＝対話の始まりとしての意識をもっと持たせる仕

掛け／仕組みを事前学習の中で設定すべきであると考えられる。 
Day8 20160729  Fieldwork in London ・Group presentation・Final Ceremony    
      AM 8:30-13:00 ロンドン市内でのグループ別フィールドワーク 
          研修場所は以下の通り 
          ・Globe theatre  
          ・Kyoto/Fukushima Garden 
                    ・Barbican Centre 
                    ・Brick Lane / Spital fields Market 
                    ・Tate Modern 
                    ・Museum of London Fire! Fire! Exhibition 
          ・Victoria & Albert Museum 
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                    ・St. James’s Park 
                    ・Natural History Museum, London 
                    ・Camden High street Market 

 ※研修場所は英国側の高校生が事前課題として日本側の生徒に紹介したい場所として挙げていた 

場所である。日英の高校生は混合で四人程度のグループとなり、現地でのインタビューを行うこと、

またその場所が英国の歴史的／地理的にどのような意義・価値を持つかを調べ考察するという課題

が課された。また、グループには教員１名と現地の日本人ボランティア１名が同行した。ほとんど

のグループは真摯に課題をこなしていた。京都／福島ガーデンでは日本人の庭師として働いている

方にインタビューに成功していた。他の場所においてもその特徴的な点に意識的に注目しようとし

ている生徒が多くいた。ただし、場所によっては買い物が目的になってしまい、課題そのものをい

い加減に扱っているグループもあり、生徒の意識の統一が難しいことが露見した時間となっていた。 
   PM 13:00-14:00 昼食と並行してプレゼンテーションの準備 
     14:00-15:30  フィールドワークの成果のプレゼンテーション 
   ※フィールドワークの成果に関しては、そのプレゼンテーションの質や方法のレベルが様々であ  
    った。フィールドワークの意義／目的が生徒に十分伝わっていなかった感が否めない。チーム  
    での作業というよりは、能力の高い生徒に役割が集中し、多くの作業をその生徒任せにしてし 
    まっている部分が目についた。 
   ※小規模であっても、チーム／グループ／組織で動く場合は、その目的・ゴールを明確にし、そ 
    の達成に向けての動機付けが必要である。 
     16:00-18:00 Final Ceremony/Certificate presentation 
 
Day9 20160730  Fieldwork in London 
   ※終日 グループによるロンドン市内のフィールドワークを行った。それぞれのグループで見る  

べき場所を決め、教員１名とボランティアが前日同様に帯同した。グループ分けや訪問場所を決め

るにあたっては、事前の予定と大きく異なる部分や、自由行動だと思っていた生徒との認識のずれ

が不満を生むなど、運営上の問題が生じた。研修における自由行動時間をどのように設定し、安全

の確保と同時に主体的で高度に意識的な活動をどのように促すかについては、今後検討の余地があ

る。全体的な傾向としては、大英博物館や英国内の有名な観光名所を訪問したいと希望する生徒が

多い。よって、そうした生徒の要望にどのような目的設定をした上で応えるかを検討していかねば

ならない。 
 
Day10 20160731-0801  
      ウィンザー訪問・主として終日移動 

※空港への移動の調整時間としてウィンザーを訪問。生徒はグループで自由行動となった。研修

参加者の中にイートン校の生徒が１名いたため、その生徒の案内でイートン校の見学が可能とな

ったことは幸甚であった。ウィンザーと英国王室の関わりや町に住む人々の意識、イートン校の

歴史についても短時間で学ぶ事ができた。 
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参加した生徒の感想 

＜生徒Ｓ 4 年生＞ 
5 日目と 6 日目の二日間がこの研修メインのイベントで、「災害」や「震災」について一日中議論をし

ました。議論した内容は主に、どのようにしたら災害を事前に防げるか、どのように災害中行動したら

良いか、災害後はどのように生活すればいいのか、災害により起きるダメージとは何か、そしてこれか

ら私たちのような若者はどのように災害に向き合っていくべきかなどでした。議論の形式は、まずテー

ブルでグループ分けされており、まずはグループ内で紙に意見を書きながらディスカッションを行いま

す。そのあと、書いた紙を教室全体に見せながら、みんなに話し合った意見を紹介するような形でした。

また、一つの議論のトピックが終わるごとにテーブルのメンバーを変えるのでより多くの人からたくさ

ん異なった面白い意見を聞くことができました。6 日目は、シンポジウムで福島高校から来た人たちが英

語で、福島原発から今に至る放射線の現状について約２時間近く発表してくれました。この発表からは、

確かに今でも放射線量が高くて足を踏み入れるには危険なところもまだあるけれど、実は今福島で栽培

されているお米などの農作物の放射線量はとても低く、外国に比べて食べ物に含まれる放射線量の法律

ははるかに厳しいのに、基準を満たしているのでとても福島の食べ物は安全であることを初めて知りま

した。福島からのプレゼンテーション以外にも、災害を防止するために進化している科学技術の話など

たくさん災害に関する情報を得ることができました。 また災害のことのみならず、イギリスの大学の

講義を体験できたり、イギリスの大学に通っている日本人の体験談を聞いたり、私の将来の大学留学に

ついての相談をしたり、イギリスの大学の制度についても知ることができました。 
＜生徒Ｙ 4 年生＞ 
知識的な面では、「震災後、具体的にどういった事がたいへんだったのか」などということが実際に震

災を経験した方々から直接体験談を聞くことができた。また、自分のリサーチのテーマであった「震災

の後、消費者向け金融機関がどういう支援をしたか」ということについても、いろいろな話を聞くこと

ができ、「リスク」について学ぶことができ、とても有意義だった。東北の震災から５年が経ち、少しず

つ「防災」についての意識が薄れがちになっているが、世界中では様々な災害が毎年のように起きてい

るし、また日本でも首都圏大地震が近い将来確実に来るとも言われている。「災害にいかに備えるか」と

いう世界共通の問題についての理解を深めることが非常に大切であると実感している。 
その他にも今回のプログラムを通して感じたことは、昨今、日本の学生は海外の学生に比べて「積極

性という面で劣っている」「視野が狭い」と言われることがあるが、全くそんな事実はなく、海外の学生

と日本の学生は何も変わらないということだ。ちょっとした自分たちの考え方の差がパフォーマンスの

差を生んでいるのではないかと漠然と感じた。 

 

課題研究との関わり・影響・効果 

 本校 SGH の課題研究との関わり、影響については次の 4点が指摘できる。 

① UCL Grand Challege の４大テーマと本校 SGH 課題研究の３つのテーマは、多様な点で関わりをもつ

ことができる。よって UCL が大学全体の研究事業として継続的にこの事業を展開していることは、本校

の SGH 事業にとっても意義あることである。生徒は継続的にこの研修に参加することで、他国／他地域

において、自分たちの研究と関わりのあるテーマや課題がどのように受け取られ、どのように研究され

ているのかということを実地に知り、その知識・経験を即座に異文化社会に生きる同世代の人々と共有
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する事ができる。 

② UCL は英国の中でも多国籍・多文化に古くから対応している大学である。その大学の教授陣の講義を

主軸として UCL Grand Challenge の公的事業に参加できることは、本校における「葛藤と軋轢」につい

て認識を深める機会を持つ事につながる。英国が EU 脱退を決定した今後の時代・社会において UCL とい

う大学が担う役割や UCL が示す意思を現地で感じる事は国内にいてはできないことである。 

③ 今年度 UCL Grand Challenge が取り組んだテーマは「災害」とそのリスク、またそれに対応するレ

ジリエンスをどのように構築するかということであった。リスクとレジリエンスについては、本校の SGH

課題研究のテーマそのものであり、今回の研究発表や事前のディスカッションで得られた知見は直接的

に生徒の知識／見解を拡大したと言える。 

④ 今後改善の余地はあるが、今年度から教員向けのワークショプが開催され、その中でアクティブ・

メソッドについて学ぶ機会があったことは、課題研究とポスト・アクティブ・ラーニングのあり方を検

討する上で非常に有効である。本校においてはすでに教科学習の中でアクティブ・ラーニングの仕組み

が作動していると言ってよい。しかし、今後校内と校外を結んでの「ポスト・アクティブ・ラーニング」

の仕組みを構築していく上で、アクティブ・メソッドを教員養成段階で展開し、そのノウハウを持つ UCL

の IOE(Institute of Education)がこの研修に関わりをもっていることは大きな意義を持つ。 

 
仮説Ⅰ「課題研究の主軸の概念化と課題意識の焦点化―「国際教養」の整備と体系的プログラム構築

による課題研究の質の高度化」において、課題意識の焦点化および課題研究の質の高度化を図るべく、

今年度も引き続き複数の国内・海外研修を行った。個々の目的や成果は個別に記載するが、ここでは二

つの海外研修について述べる。 
 

 

 

4.1.6.2 フィリピンフィールドワーク研修 

SGH 事業報告 海外研修 フィリピンフィールドワーク 201７.03.20-03.25 実施予定       

関連仮説番号 Ⅰ・Ⅱ 
3 月実施予定のフィリピン海外研修については現時点では未実施であるため、2017 年 2 月末現在での

準備段階の情報を載せる。昨年度と異なる訪問先もあるため、新たな訪問先での活動予定を合わせて述

べる。 
実施日時：2016 年 3 月 20 日（月）～25 日（土） 

実施場所：フィリピン ルソン島 主としてマニラ市・ケソン師 
目的：生徒の課題研究の深化や検証のための調査を現地で行うとともに、東京学芸大学の協定大学であ

るフィリピン教育大学や現地の中等教育学校を訪問することを通して、フィリピンの現地の人々の生活

や考え方を実際的に捉え、また相互の研究交流の機会を得ることで国際的に通用する課題研究の発展を

促す機会とする。 
参加生徒：16 名（4 年 11 名・5 年 5 名） 
引率教員：3 名 
旅程概要 
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月日 訪問先等 研修内容 
移動手段 

(曜) （発着）   

3 月 20 日 
7:30 羽田空港 国際線ターミナル集合    9:35

発 NH869 
  

フィリピン国内移動

は借り上げ車両 （月） マニラ 13:35 着   

  ＊スモーキーマウンテン跡地見学など 市内見学 

3 月 21 日 10:00～ （終日）NPO 法人 ICAN 支援先＊ストリー

トチルドレンの支援先・交流 
現地視察・交流 

移動は借り上げ車両

３台 （火） 

3 月 22 日 
8:30 ～15:00 ごろ Philippine Normal University＊

大学の先生のレクチャー＋大学生との交流  
講話・交流 

移動は借り上げ車両

１台 
（水） 市内研修（博物館・史跡等） 現地視察 

3 月 23 日 
終日 Colegio de Sta Monica de Angat＊現地校

交流 
発表・交流 同上 

（木） 

3 月 24 日 
9:00 ～12:00 Asian Development Bank ＊スタデ

ィツアー 
講話・質疑応答 

同上 

（金） 

14:30 ～17:00 日系人リーガルサポートセンター

＊日系人の方と懇談・交流（場所 Asian Social 

Institute) 

講話・質疑応答・

現地視察 

3 月 25 日 マニラ 14:45 発 NH870   
同上 

（土） 羽田  19:55 着   

宿泊先：ホテルジェンマニラ 

電話番号 +63 2 795 8888 

ファックス +63 2 795 8899 

メール hjm@hoteljen.com 

住所 3001 Roxas Boulevard, Pasay City, Manila, Philippines 

訪問地と現地での活動予定 

◇Colegio de Santa Monica de Angat 
昨年度も訪問した学校である。フィリピンの新たな教育制度である K-12 を実施しており、従来 4 年間

だった中等教育を 6 年間実施している。長い歴史を持つ学校であり、私立学校であることもあり設備は

とても整っている。生徒訪問時には互いの生徒で文化交流を行い、本校生徒の課題研究テーマに従って

ディスカッションを行う予定である。昨年度とは違い、事前に本校生徒の課題研究テーマを知らせ、先

方の生徒にも一定の理解・関心を持ってもらった上でプレゼンテーションとディスカッションを英語で

行う予定である。 
◇Philippine Normal University (PNU) 
 昨年度も訪問した東京学芸大学の協定校であり、教員養成を専門としている大学である。現地では
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PNU およびフィリピンの教育に関する紹介と、大学生とのディスカッションを設定していただく予定で

ある。上記の現地校同様、今年度も学生達との交流を主軸としている。本校の SGH の大テーマである「教

育」にフォーカスし、日比の比較などを話題に取り上げる予定である。 
◇NPO 法人 ICAN（アイキャン）支援先訪問（路上の子どもたちの支援先訪問） 
 ICANはケソン市をはじめフィリピン各所に事務所を持つNPOであり、路上の子どもたちのサポート、

ミンダナオ島における平和構築、災害支援などを行っている。昨年度は事前準備期間の関係・本校の予

定した活動時間等の関係で、訪れることができなかったが、今年度は 9 月ごろから国内の本部と連絡を

とりながら訪問のための準備を進め、実際の路上の子どもたち（ストリートチルドレン）の支援が行わ

れている現場（センター）を訪れることに決まった。活動予定は以下の通りである。 
 

日時 2017 年 3 月 21（火） 訪問者 東京学芸大学附属国際中等教育学校 

参加者 21 様（学生 16、教員 3、ガイド 2） 

訪問地 路上事業地 ご担当者 杉本紀子 様 

確認 ガイドライン確認済 関心分野 路上の子どもたちの事業 

目的 ・過酷な現状に置かれた人々の現実と課題を正しく知り、出来ることを考える。 

・住民の自立を促す活動とそのプロセスを学ぶ。 

・ICAN の活動を知り、その活動内容を発信していくためにできることを考える。 

時間 活動 備考 

10:00 ICAN 職員と合流 場所：ブルメントリット駅 

BDO という銀行の前に停める 

10:10 子どもたちの生活の様子を視察 ICAN の施設まで徒歩で移動 

10:30 ドロップインセンター 到着 

・路上の子どもたちと交流 

ドロップインセンター： 

マニラ市内の一時保護施設 

12:30 ケソン市にて昼食 ケソンアベニュー駅近くの Choking（中華ファ

ストフード）で昼食。 

13:30 カリエカフェ訪問 

・カフェを運営する路上の青年たちと交

流 

カリエカフェ： 

路上の青年たちが運営するカフェ 

インタビュー・ワークショップなど。 

お店で売っているパン P30～40、飲み物 P30～

40 を買うことができる。 

15:00 カリエカフェ出発 アイキャン事務所

へ 

 

15:30 アイキャン事務所到着 

・休憩 

・子どもの権利についての DVD 鑑賞 

・シェアリング、スタッフへの質疑応答

子ども達が演出・撮影した 20 分ほどのビデオ

鑑賞。 

シェアリングでは単に感想で終わることな

く、今回の観察を経て自分に何ができるかと

いうことまでシェアリングで発表。 

17:00 解散  
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◇アジア開発銀行（ADB） 
アジア開発銀行は、アジア・太平洋における経済成長及び経済協力を助長し、開発途上加盟国の経済

発展に貢献することを目的に設立された国際開発金融機関であり、本部はマニラにある。今年度も昨年

度に引き続き ADBの International visitors program に申請を行った。このプログラムでは「Agriculture 
and natural resources」「Climate change」「Education」「Energy」「Health and nutrition」「Public 
management and governance」「Social protection」「Transport and communications」「Urban 
development」より希望のトピックを挙げ、それらの講義をうけることができるというものである。ADB
では政府レベルの大規模な開発支援について学習させていただく機会とし、そのようなことを課題研究

のテーマとした生徒が助言を受けるべく、訪問を決定した。今年度は「Education」の講義を受けたいと

いう希望が非常に多かったため、昨年度は受けていない「Education」の講義を第 1 希望としている。 
◇PNLSC（フィリピン日系人リーガルサポートセンター） 
 PNLSC は、戦前戦後の様々な事情からフィリピンに在留することになった日系人の方 （々２世・３世）

の国籍取得等の支援を主として行う NPO 法人である。この団体に依頼し、今回は現地（フィリピン・マ

ニラ）の日系人会に所属していらっしゃる日系２世・３世の方々にお話をうかがうことを目的として訪

問する。事前学習では日本側の事務所のスタッフである田近さんに講話に来ていただき、戦前・戦後を

通してフィリピンへ移住した日本人や第２次世界大戦の影響でフィリピンに残された日系人の方々がど

のような葛藤や軋轢の中で生きてこられたかをお話しいただいた。そうした事前の情報を踏まえた上で、

これからの世代に何ができるかを学ぶ契機とする。 
 生徒に伝えてある現地訪問時の予定・注意事項は以下の通りである。 
 

フィリピン日系人リーガルサポートセンター訪問時予定・注意事項 

2:45-3:00 Registration 
3:00-3:05 Invocation 
3:05-3:10 National Anthems Philippines & Japan 
3:10-3:25 Opening Address 
3:25-4:10 Sharing of Life Stories of the 2nd gens 
4:10-4:25 Group Discussion 
4:30-4:50 Outturn of the Discussion / Q&A 
4:50-5:00 Group Discussion 
・ 通訳手配（2 名）。先方に現地語しか話せない方がいるため。日本語は原則通じないので、生徒は

事前に話すことを自分たちで考えておいて、簡潔ではっきりした英語で話すこと。英語の流暢さとい

うよりは、聞きたいことの明確さが重要。 
・ 参加していただける日系二世は２名を予定。都合によっては３世の参加もあり得る。 
・ 日系二世１名につき、生徒８名が付く形で、２グループに分かれてディスカッションを行う。 
・ 日系二世は高齢のため、事前に質問事項を知らせておくほうが良い。 

 
事前学習（経過・予定） 

 平成 29 年 2 月末現在におけるフィリピン研修の事前学習は以下のように進んでいる。 
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＜写真左 事前学習会の様子＞  
3 月分の事前学習内容は予定である。昨年度と

多少内容の変更はあるが、現地での活動のための

事前調査や発表の練習などを意識して行ってい

る。 
昨年度との違い 
 今年度は昨年度より日程を 1 日短くしている。

昨年度はホーリーウィークの関係で結果的に活

動できない日が 1 日あり、その日を現地での振り

返りと記録の時間にあてた。その経緯を鑑みて昨 
年度並みの内容で活動するには 1 泊短くしても十分であると判断した。 
 また、今年度は昨年度の参加者（6 年生）のインタビュー結果を踏まえつつ、今年度の参加希望者に提

出させた訪問希望地とその事由を検討して訪問先を決定した。昨年度の参加者が意義を強く感じていた

のは 
・現地の高校生や大学生との交流 
・ADB や JICA などの政府系機関への訪問とレクチャー 
・現地の子供たちへの支援現場 
であった。この 3 点を今年度も含めることとし、新たに日系人への支援や現地の文化について学べる博

物館研修等を含めることとした。さらに、英語だけでなく、現地の言葉に触れる機会を増やすことも意

識して計画を行った。 
 

回数 月日 時間 内容・使用言語等

1 1月30日 月 60分 昨年度参加者6年生の講話―フィリピン研修で学んだこと

2 2月2日 木 60分 フィリピンについて地理的学習（地理担当教諭）

3 2月7日 火 60分 フィリピンについて歴史的学習（世界史担当教諭）調査事項分担

4 2月10日 金 60分 交流活動について話し合い（内容・進め方・役割分担・グループ分け・現地での歓迎への御礼）

5 2月15日 水 90分 世界の現状と環境問題―ADBの役割について講話 東洋学園大学　古屋力先生

6 2月21日 火 60分 実地踏査報告（実地踏査担当教諭）（英語）

7 2月24日 金 90分 グループで調査したことを発表（英語）

8 2月27日 月 60分 ＋60分 PNLSC（在留日系人支援センター）の方の講話（終了後参加者保護者会）

9 3月9日 木 60分 グループで調査したことを発表（英語）

10 3月10日 金 AM　10:30～ フィリピン大使館訪問（英語）

11 3月14日 火 120分 現地での交流についての最終話し合い・練習（英語）

12 3月18日 土 120分 プレゼンテーション・リハーサル（英語）
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4.1.7 研究倫理規定 
＜策定の流れ＞ 
 大学や研究機関、企業でも研究を実施するあらゆる機関では通常研究倫理がある。それは、研究とい

う名の下、社会的倫理を逸脱しないためである。同時に、この研究倫理は結果的に機関に所属する個人、

そして機関そのものを守ることになる。ところが、中学校、高等学校の教育現場では、時に研究機関に

匹敵する研究が実施されているにも関わらず、十分な研究倫理意識が教育されていない現状がある。教

育現場における研究倫理は、単に社会的研究倫理を教育するだけでなく、生徒自身を守るという大きな

役割も担っている。 
 一口に研究倫理と言っても、自然科学における研究倫理と人文・社会科学における研究倫理とは共通

項を含む別集合と見なすことができる。本校は理系、文系の研究に中学校段階から“国際教養”という

学校設定科目で取り組んできている。さらに、現在スーパー・グローバル・ハイスクール（SGH）、ス

ーパー・サイエンス・ハイスクール（SSH）の指定を行けていることから、以下の組織により研究倫

理の策定を行った。 
 
    
 
 
 
  
 
＜研究倫理ガイドライン＞ 
 結果として生徒へは研究倫理ガイドラインとして以下の項目を含む文書を提示することとした。 

１， なぜ研究倫理なのか？ 研究倫理ガイドラインの目的 
２， 不正に関する内容 
３， ヒトを対象とする研究について 

身体活動に関わる研究 
心理学的、教育学的、および意見に関する研究 
非識別/匿名化されていないデータの記録を閲覧する研究 

４， 脊椎動物の取り扱いが必要となる研究 
上記以外に、研究方法として多く活用されるインタビュー、アンケートに関する詳細な項目を示した。 
 
＜申請書類＞ 
 上記ガイドラインに従い、特に留意をする必要のある研究テーマにおいて、事前に確認をするための

以下の申請書等を作成した。 
 倫理審査申請書 研究倫理に関わる研究計画の審査の依頼 
 承諾書 研究倫理に関わる研究計画の審査結果について（通知） 

 研究同意書 研究の対象者への研究内容紹介、データ所得の同意確認 
 アンケートチェックシート アンケート実施時における、アンケート対象への配慮や質問事項等の確

認。 

SGH 委員会 

SSH 委員会 

研
究
部
会 

特
別
研
究
推
進
委
員
会 

 

教
員
会
議 

SGH委員会

SGH委員会

研
究
部
会
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別
研
究
推
進
委
員
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教
員
会
議
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4.2 仮説Ⅱ 外部連携 
4.2.1 個々の課題研究における外部連携の実績と実態 
 本校のSGHでは研究開発の仮設Ⅱにおいて，課題研究を通して他者と連携することで，課題解決に向かうための

知識・能力・技術の組織化を図る方法，対話を通して解決の道筋を発見する方法を学び，多様な課題に柔軟に対応で

きる連合体を構成する能力を養うことを目指している。 
 この仮説に基づいて，昨年度から実施している ISSチャレンジSGH部門においても，課題研究を進めていく上で

積極的に外部との連携をとっていくことを推進している。本項では，ISSチャレンジにエントリーし課題研究を進め

る生徒が，どのようなかたちで外部と連携をとり課題解決に活かしているのか，その実績と実態について記す。 
 本年度のISSチャレンジにエントリーした50グループのうち，18グループから外部連携に関する情報提供を受け

た。エントリーしているグループの中には2学期以降にエントリーした生徒（海外留学から帰国した生徒など）も含

まれていることから，外部連携をとっていく段階にまで研究が進行していないグループも一定程度存在している。そ

うした事情もふまえて考えると，およそ4割の研究グループが，課題研究を進めていく上で有効な外部連携をとって

いると判断することができる。 
 先述の18グループについて，それぞれのグループが連携している外部機関の情報をまとめたものを（表）として

まとめた。グループごとに連携先の数には差がみられるが，全体として51件の外部連携先が挙げられており，平均

して2.8件の連携先を確保している。この数字は研究に有効であったと考える連携先をあげているものであり，課題

研究を進めていく上で外部連携のアプローチをとった数はこの数字以上のものになると思われる。 
 次に外部連携先の特性を整理していくと，連携先の種別として最も多いのが「団体」

であった。この中にはNGOやNPOなどが多く含まれており，生徒が持つ課題意識の

多くがこうした団体の活動と結びつく傾向にあることがみてとれる。「団体」に続いて

連携が多い順に「個人」「大学」「官公庁」が挙げられている。 
 また，外部連携先とどのようなきっかけで結びついていったのかを整理していくと，

最も多かったのがインターネットや参考文献を通じて連絡先等を調べ，自らアポイント

メントをとったという事例（14件）が最も多かった。研究課題に対する先行研究や実

践例を確認していく段階で，自身のテーマと近い取り組みを探し出し，連携をとってい

く流れが考えられる。一方，指導教員や本校教員からの紹介による事例（7件）は前者

の半数にとどまった。このようなデータからみても，昨年度からみられる特徴である

「生徒が主体的・自主的に外部との連携をとっている」ことを裏付ける結果となった。 
 本年度は前年度の反省を生かし，課題研究における外部連携の実態を把握することに努めたが，昨年からみられた

本校生徒の特性を裏付ける内容となった。課題研究を進めていく上で，インターネットや参考文献から得られる情報

は多種多様なものになっており，その中から自身の研究に有効な情報を選別し，連携するにいたるプロセスは容易な

ものではなく，そうした行動を主体的に行っている生徒が多いことは喜ばしいことであるといえる。しかしながら，

別の視点から考えると，研究課題に対する自分の考えを正当化できる情報や連携先だけを選別し，自分とは異なる考

え方を受け入れないという状況を生みかねないとも考えられる。物事を多角的に捉えていくためには，自分とは異な

る見方・考え方に触れ，さらに自分の考えを深めていくことが必要である。次年度以降，仮設Ⅱの検証をさらに深め

ていくためにも，課題研究における外部連携の状況を早い段階から把握し，指導教員をはじめとして課題研究に関わ

る教員全体で情報共有を図っていくといった改善策をとり，生徒が外部連携先を構築していく場面において，研究課

題に対して多角的な視点をとれるような効果的な働きかけを行えるような工夫を施していきたい。 
 
  

外部連携先（51件）の種別 

種別 件数 

団体 16 
個人 8 
大学 7 
官公庁 7 
企業 6 
高等学校 3 
小中学校 3 
研究機関 1 
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（表）ISSチャレンジSGH部門における外部連携の状況 
SGHNo. 種別 連携をとったきっかけ 

01 大学 ネットで連絡先を調べ，自分でアポイントメントをとった 

02 

団体 友人から紹介してもらい，自分でアポイントメントをとった 

団体 友人から紹介してもらい，自分でアポイントメントをとった 

個人 友人から紹介してもらい，自分でアポイントメントをとった 

個人 友人から紹介してもらい，自分でアポイントメントをとった 

03 

団体 研究を進める中で，先方から問い合わせがあった 

個人 参加したイベントで知り合った 

大学 校内に貼ってあっポスターをみて応募した 

高校 本校の先生に紹介してもらった 

04 
官公庁 ネットで連絡先を調べ，現地にいった。 
官公庁 ネットで連絡先を調べ，自分でアポイントメントをとった 

06 団体 ネットで連絡先を調べ，自分でアポイントメントをとった 

09 
団体 ボランティア活動を通して，つながりができた 
大学 指導教員の先生に紹介してもらった 

10 
官公庁 以前からお世話になっており，指導教員の先生の紹介してもらった  

個人 外部連携先で紹介してもらい，自分でアポイントメントを取った 

高校 参加したイベントで知り合った 

12 

団体 以前からお世話になっており，指導教員の先生の紹介してもらった  

企業 ビジネスプランコンテストに応募した際にアドバイスをもらった 

官公庁 参加したイベントでつながりができ，自分でアポイントメントをとった 

団体 以前からお世話になっていたので，自分でアポイントメントをとった  

22 
団体 ネットで連絡先を調べ，自分でアポイントメントをとった 
団体 ネットで連絡先を調べ，自分でアポイントメントをとった 
団体 指導教員の先生に紹介してもらった 

25 

官公庁 指導教員の先生に紹介してもらった 
小中学校 参加したイベントで訪問した 

小中学校 参加したイベントで訪問した 

大学 自宅近くに貼ってあっポスターをみて応募した 

26 
団体 指導教員の先生に紹介してもらった 
官公庁 ネットで連絡先を調べ，自分でアポイントメントをとった 

29 個人 友人から紹介してもらい，自分でアポイントメントをとった 

30 小中学校 自分たちで連絡先を調べ，指導教員の先生を通じてアポイントメントをとった 

32 

官公庁 ネットで連絡先を調べ，自分でアポイントメントをとった 
企業 ネットで連絡先を調べ，自分でアポイントメントをとった 
団体 外部連携先で紹介してもらい，自分でアポイントメントを取った 

企業 ネットで連絡先を調べ，自分でアポイントメントをとった 
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SGHNo. 種別 連携をとったきっかけ 

36 
企業 研究していくなかで興味をもち，自分でアポイントメントをとった 

企業 ネットで連絡先を調べ，自分でアポイントメントをとった 
企業 参加したイベントでつながりができ，自分でアポイントメントをとった 

37 

個人 本校の先生に紹介してもらった 

個人 本校の先生に紹介してもらった 

大学 外部の研究成果発表会にてアドバイスをいただいた 

団体 ネットで連絡先を調べ，自分でアポイントメントをとった 
団体 友人から紹介してもらい，自分でアポイントメントをとった 

研究機関 参加したイベントで知り合った 

41 

大学 家族に紹介してもらった 

大学 もともとの知り合いであり，自分でアポイントメントをとった 

団体 家族に紹介してもらった 

高校 以前通っていた学校 

42 
団体 ネットや本で調べ，自分でアポイントメントをとった 

個人 研究していくなかで興味をもち，自分でアポイントメントをとった 

 

－ 59 －



4.2.2 課題研究支援セミナー・Global Café の外部講師による支援 
 今年度から企業や様々な大学と連携し、水曜 5 限に設題研究支援セミナーを定期的に開催した。6 月、

9 月、10 月、11 月、1 月、2 月の 5 回にわたり、10 講座実施した。企業との連携によるものが 2 講座、

大学の先生によるものが 8講座あり、2講座は英語によるものであった。 

 9 月に行われた上智大学総合グローバル学部 David Wessels 先生の英語による講座「Your World: 

Global Peace, Global Conflict」では、先生の専門的な講義後、生徒アンケートに書かれた質問に対し

て以下のようにお答えいただき、質問した生徒にフィートバックすることができた。 

 

【生徒からの質問】 

Thank you for taking time out to visit us and coming to see us despite your busy schedule. As 

I have been studying the problem of US military bases in Japan, I would like to ask you: What 

do you think about our problem? This problem is related to international relations and 

international law. After listening to you, I again realized that our world is made by history. 

I thought it is an important thing. Thank you for your lecture. It was very helpful for me. I 

think I should devote myself to the project study. 

 

【David Wessels 先生からの返事】 

‘What do I think about the problem of U.S. military bases in Japan?’ I think it is unfortunate 

that there are military bases anywhere, not only in Japan. It is also unfortunate that many people 

and countries threaten others by their words and actions. So how can we resolve this dilemma? 

Gradually, people should learn to dialogue and seek reconciliation with others rather than try 

to impose their ways by force. In the meantime, a certain prudent caution and defense may be needed. 

My best wishes to you and everyone at your school. Peace, David Wessels 

 

 また、11 月に行われた IBM 土田泰徳氏・小川愛氏による講座「IBM Corporate Services Corps」で

も講義後の生徒からの質問にお答えいただき、生徒の進路への意識を高めることができた。 
【生徒からの質問】 

新興国に IBMチームを派遣して支援を行うプログラムがあるということを初めて知って驚きまし

た。私も社会人になったら、このようなプログラムに参加して支援をしたいと思いました。参加す

るためには選抜されなければならない、と説明がありましたが、どのようなところを評価されて選

抜されているのですか？特殊な資格が必要なのですか？またこのようなプログラムを経て今後も支

援に参加したいと思いますか。再度同様のプログラムに参加することは可能ですか？私自身 IT に興

味があり、途上国支援などに関わっていきたいと思っています。その２つを実現できる場所として

IBM は自分に適していると感じ、是非 IBM で働きたいと思いました。ありがとうございました。 
 
【IBM 土田氏からの返事】 

"IBM では毎年１年間の仕事の結果を踏まえて、年末に 1 年分の評価が決まります。社会貢献とは

関係なく、普段の仕事の成果によって評価されるものです。この評価が一定以上であることが前提

で、その上で自分が新興国の社会貢献に参加して、どんな貢献をできるかについて、英語のエッセ

イを書いて選抜されます。CSC というプログラムは社員の育成という観点と、社会貢献という観点

の両面があります。そのために、会社にとって長期的に育成していくに値する人材かどうかという

点と、その人材が普段の業務の成果が良いだけでなく、社会貢献においてもスキルを発揮できるか、

その強い思いがあるかを評価する必要があるため、このような仕組みになっています。それ以外に

特殊な資格は必要ありません。CSC 自体に２回参加することはできませんが、IBM には似たプログ

ラムがいくつかあるので、それらに申し込むことはできます。将来一緒に働けると面白いですね。

お待ちしています！"  
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【IBM 小川氏からの返事】 

CSC は途上国の支援ですが、この他に Smarter Cities Challenge という都市の機能をより効率

的、効果的にし都市の魅力と価値を上げていくために首長(市長、区長、州知事、県知事）が対峙し

ている課題解決の支援をするプロジェクトや、Health Corps という特にヘルスケアに特化して病院

や研究施設を支援するプロジェクトがあり、このようなプロジェクトへの参加は、CSC 経験者にも

チャンスがあります。 
 
毎回課題研究支援セミナー後に参加生徒に対してアンケートを取り、生徒にどのような意識の変

容が見られたか分析することとした。10 月に実施した第三回長有紀枝先生の講座「難民・国内避難

民問題の捉え方・考え方」の事後アンケート結果は以下の通りである。 

 
SGH課題研究支援セミナー(第三回)事後アンケート（31名） 

Question   人

参加した講義 立教大学大学 

社会学部 

  

長 有紀枝 先生 

1 講義に参加した理由 ①テーマが面白そうだったから 23

  ②課題研究に役立てたいと思ったから 8

  ③自分の進路に関わるから 2

  ④先生に勧められたから 2

  ⑤その他                                     難民というキーワードに興味を持ったから 1

                                       課題研究支援セミナーに参加したかったから 1

2 講義に参加して 

どうでしたか？ 

①興味・関心 ア 面白かった                                               28

                            

   イ まあまあ面白かった  3

   ウ あまり面白くなかった  0

   エ 面白くなかった 0

   ②知識の深まり 

・広がり 

ア 新たなことを知った 26

   イ 既存の知識が深まった 5

   ウ 既存の知識が確認できた 0

  ③研究課題 

との関わり  

ア 役立つと思う  6

   イ 部分的に役立つと思う 13

   ウ 間接的に役立つと思う 9

   エ 役立たたないと思う  2

   オ その他 0

  ④課題意識  ア 新たな課題意識を持った  19

   イ 既存の課題意識がより強く（明確に）なった 

   ウ 既存の課題意識を確認した 

   エ 課題意識には影響しなかった 
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3 今後どのような分野の講義を聞きたい 

ですか？自由に挙げて下さい。 

具体的な人名を挙げても構いません。 

企業のCSR・CSV/ IT教育の現状/ 外交/ 女性問題/ エシカル/ 政治/ 途上国のインフラ/ 

宗教と対立/ UNやNGOなどの安全保障や教育支援/ ジャーナリスト/ 言語 科学技術/ 音

楽/ 数学/ 物理/ 化学/芸術/ 国際法/ 心理学/ 教育（他国との比較）/ 人権活動家/ 国

内避難民の人/ 国際支援/ 社会学 COP/ PCのソフト開発/ まち作り 観光/ 多文化共生

春名幹男（早大院教授）岩月直樹（立教大教授）河野裕（建築家）深海誠（映画監督）今野敏

（小説家）寺田逸郎（最高裁長官）木村草太・阿部彩（首都大教授）野村修也（中大院教授）

逢田梨香子（声優） 

4 講義へのコメント・ 

先生への質問・ 

メッセージ 

（抜粋） 

・長先生の「想像力を持つ」という言葉がとても印象的だった。課題研究において問題意識に大切なのは「身近

に感じる」ことだと思う。 

・難民と地雷は強くつながっている事を知り、地雷原の調査と除去はとても大事だとわかった。 

・一番びっくりしたのは、難民が携帯を持っているのではなく、携帯をもっている人が難民になったことである。 

・僕が日本から出ることになったら悔しくもあり心細く感じると思う。何かできることはないか。 

・特に印象的だったのは、難民受け入れと崩壊国家の悪循環であり、これを解消することが重要なカギのひとつ

であると分かった。 

・難民問題はニュースでよく目にするが具体的に何が起きているのか全然知らなかった。シリアが元々パレスチ

ナやイラクの難民受け入れ国だったということは本当に予想外だった。 

・難民の定義や地雷について誤った知識を正せた。まず「知る」ことが大切とわかった。 

・地雷の被害を受けた子供の写真はとても衝撃的だった。地雷の除去がこれほど大変とは知らなかった。 

・対人地雷の残虐性は衝撃的。「人道の４つの敵」にならないよう積極的に関わり発信したい。 

・難民受け入れ国の多くが発展途上国であることは知らなかった。 

・今年の夏までスイス留学していた。近所に難民が住んでいたし、旅行先でルーマニア人が家財道具を積んだ

車を道端に止め口論しているのを見た。電車内でドイツ語を必死で勉強していたり、SNSにアラビア語で書き込

んでいたり、と、多くの難民に 出会った事も思い出した。地雷について新しい事を知れたので進路について考

える上で役に立つ講演だった。 

・人間の安全保障について大学で学ぼうと決めており、授業の先取りのようだった。カンボジアに6年間住んでい

たし地雷にも 興味があったので話を聞けて良かった。 

・日本が受け入れている「難民」は「条約難民」であり、広義の難民を受け入れない日本政府の姿勢に憤りを感

じた。難民を 助ける会のトルコ人職員がシリア人を受け入れるとき「嫌だ」と感じ、今難民となったシリア人もか

つてパレスチナ人に同じ 気持ちを持っていた、という逸話は象徴的で日本にもそのまま当てはまると感じた。

多くの人が難民問題を「自分ゴト」にする ことが大切だと思う。 

・地雷を探す良い方法を次の課題研究で学びたい。 

・多文化共生とNPOについて研究している。将来は長先生のように世界で活動したい。 

 
今後も生徒からの要望を踏まえて、課題研究支援セミナーを計画的に実施していきたい。 
また、昨年度から継続して開催している Global Café は、放課後に実施しているため授業時間よりも

長く、1 時間半ほど時間をかけて行えるという利点がある。生徒が研究を進めている課題研究のテーマを

参考にしながら、2 学期から 3 学期にかけて、慶應義塾大学法学部駒村圭吾先生、立教大学コミ

ュニティ福祉学部安藤佳代子先生、東京農業大学国際食料情報学部上岡美保先生にご講義い

ただいた。講義で新たな視点を得ることはもちろん、例えば安藤佳代子先生の Global Café「パラリンピ

ック競技の種目特性を知る －実際の用具に触れてみよう－」をきっかけに、障がい者スポーツについ

て課題研究を進めている生徒が、障がい者スポーツのボランティアの機会等教えていただくことができ

た。生徒が課題研究でより外部連携を深めていくという点でも有効であった。Global Café への参加者を

今後はより増やしていけるよう、実施形態等改善していきたい。 
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4.2.3 会 

ことを目的として、11 月

10 10
20  

 

 テーマ   テーマ  
1 中高生における在日米軍基地問題に

対する関心を向上させるアプローチ

の考案 

 
 

  
 

2 
  

7 
  

 
 

意味のある消費のための高校生、社会

への発信  

 

 
 

9 
  

する 

 
 

10

るべきか。 

 
 

 

「中高生が行う研究」としての評

2 つのス

とはできないのかとの意見もあった。 
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4.2.4 発表機会 

 各種課題研究成果発表会に参加することを通して外部からの評価をいただくとともに、

外部有識者より助言をいただき生徒課題研究をより充実させることを図った。また、生徒

の課題研究の成果を外部に発信する機会とし、成果の普及に努めた。 
 
4.2.4.1 第 5 回高校生国際 ESD シンポジウムおよび第 2 回全国 SGH 校生徒成果発表会 

11 月 10 日に筑波大学東京キャンパスにて実施された全国 SGH 校生徒成果発表会に参加

した。シンポジウム及び発表会の実施目的は「東南アジア各国の高校生、SGH 指定校の生

徒および教員が集い、持続発展可能な社会づくりに向けたシンポジウムを開催することを

通して、参加者とその在籍校生徒・教員が持続発展可能な社会を目指して地球的課題に主

体的に取り組む姿勢を涵養する。また SGH 各校の生徒が集い SGH に関する成果や実践内

容を共有し、グローバル人材としての資質を高める。」である。発表したテーマは

「Programming Of the Kids, By the Kids, For the Kids. -高校生による、子どものための

プログラミング教育の可能性について」である。 
 
4.2.4.2 第 1 回関東・甲信越静地区スーパーグローバルハイスクール課題研究発表会 

12 月 17 日に立教大学池袋キャンパスにて実施された第 1 回関東・甲信越静地区スーパ

ーグローバルハイスクール課題研究発表会に参加した。発表したテーマ「途上国のトイレ

問題を解決するために、日本のトイレをどう活かせるか」「日本における問題を他国の法を

参考に解決する」「意味のある消費へ向けて ～高校生、社会へのエシカルの発信～」「日

本で起こる地震から聴覚障がい者を守るために私達ができることとは」「先進国にいける子

供の貧困による学力格差を是正する学習支援～効果的な学習支援を支える要素とは何か～」

「中高生における在日米軍基地問題に対する関心を向上させるアプローチの考案」

「Programming Of the Kids, By the Kids, For the Kids.－高校生による、子どものための

プログラミング教育の可能性について－」である。 
 
4.2.4.3 第 1 回都内国立校 SSH/SGH 課題研究成果発表会 

2 月 19 日に東京学芸大学にて実施された第 1 回都内国立校 SSH/SGH 課題研究成果発表会

に参加した。この発表会の目的は「生徒たちが SSH・SGH 課題研究の成果を発表し大学教

員ら専門家からの評価を得ることで、各自の課題研究を進展させる機会とする。」、「生徒た

ちが主体的にフォーラムを運営し意見交換を行うことで、互いに知見を深め友人関係を拡

げる機会とする。」、「高校と大学が連携して生徒たちの SSH・SGH 課題研究を支援し評価

することで、育成すべき資質・能力を見定め教育課程の改善に資する機会とする。」である。

口頭発表およびポスター発表を行い、さらに「高校生の研究は世界を一歩前に進められる

か？」と題した生徒フォーラムに 2 名の生徒が参加した。 
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4.2.5 他校との交流  

4.2.5.1 関西大学高等部との交流  

実施日：2016 年 7 月 28 日 13:00～16:00                              

実施場所：本校 Ｅ棟 201 教室 

目的：ＳＧＨ校同士の取組状況を交換し相互の研究の進展を図る。また、生徒相互の交流

を通して、課題研究への理解の深化を図るとともに、同じ問題意識を持つ同世代のネット

ワークを構築することを目指す。 

参加生徒：本校６年生４名、５年生１１名、４年生１名、合計１６名。 

実施概要：SGH 校である関西大学高等部の生徒 11 名、教員 3名が来校し、交流会を行った。

まず関西大高等部より SGH の取組み、ハワイ研修、課題研究に関する報告・説明があり、

次に本校より SGH の取組み、フィリピン研修、課題研究に関する報告を行った。その後、2

つのテーマ「共同体と移民問題―共に生きることの難しさを超える」「地球環境の変化は私

たちの生活をどう変えるか」に分かれて、本校生徒と関西大高等部の生徒が混ざってディ

スカッションを行った。最後に、各グループ本校生徒 1 名と関西大高等部生徒 1 名の代表

者を選出し、およそ 10 分でディスカッションの内容を説明した。 

成果と課題： 

 ディスカッションのテーマは「共同体と移民問題―共に生きることの難しさを超える」

及び「地球環境の変化は私たちの生活をどう変えるか」の２テーマを設定した。「移民」の

テーマにおいては、“移民を受け入れることに賛成か反対か”といったクローズドクエスチ

ョンになってしまうことを避けるために、事前学習資料にメルケル首相の「ドイツの多文

化主義は失敗した」という発言を扱った資料を取り入れ、移民受け入れが進んだ国におい

ても困難や問題点などに直面している、という情報を与えた。参加生徒はこれらの情報を

受け、“どのような移民受け入れの形をとるべきか”といったオープンクエスチョンで議論

を進めることができた。「環境」のテーマにおいては、生徒が曖昧な記憶をもとに漠然とし

た議論をしてしまうことを避ける目的で、具体的なデータに富む気象庁の「異常気象レポ

ート」や熊本地震の支援活動報告などを事前学習資料として配布することで、根拠の伴っ

た議論ができるようにした。制限された時間内で十分に資料に資料を使いこなすことは難

しかったが、それでも生徒は活発な議論を行っていた。参加した生徒は、「今後研究をして

いく上で持つべき視点やアプローチなどがわかり、とても参考になった。日本と世界両方

を視野に入れて研究を進めていくアイディアをもらえた」「移民の研究をしているので、同

世代の生の意見を聞くことができてとても良かった。やはり、《制度》と《教育》に関して

の議論が深められるべきかなと思ったので、研究に活かしていきたい」というように、自

らの課題研究に資する機会だったという受けとめが多かった。 

 

4.2.5.2 岡山県立岡山操山高等学校との交流 

実施日時：2017（平成 29）年１月 20 日（金）13:30〜17:00 

実施場所：本校 E 棟 201 教室 他 

目的：岡山操山高校との交流は昨年度に引き続き２回目である。岡山操山高校は「『和して

流れず』の精神で、岡山と日本の未来を切り拓くグローバル・リーダーを育成する」とい

う研究開発テーマのもと SGH に取り組んでいる学校で、SGH 事業の一つの柱として「SOZAN
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国際塾」を運営されている。今回来校された生徒さんたちもこの SOZAN 国際塾のメンバー

であり、「持続可能な開発」というテーマで課題研究に取り組んでいるとのことだった。課

題研究を進めている生徒同士で発表しあい、互いの課題研究についてディスカッションす

る場を設けることで、両校の生徒が自らの研究を深めることを目的として交流を行った。 

参加生徒：本校５年生６名、相手校は高校１年生２名（引率教員１名） 

実施概要： 

⑴ 自己紹介 

⑵ 課題研究のプレゼンテーション&質疑応答 

  ・岡山操山高校「持続可能な開発と環境問題—エコカーと自然エネルギー」 

  ・本校「意味のある消費のための高校生、社会への発信」 

  ・本校「ムスリム観光客が日本で過ごしやすい環境を作るには」 

  ・本校「障がい者スポーツを通して日本での障がい者に対する差別・偏見をなくす」 

⑶ ディスカッション 

成果と課題： 

    相手校の参加生徒が高校 1年生であったのに対し本校生徒が高校２年生であったことも

あり、最後のディスカッションは本校生徒がリードするかたちで推移した。ここで本校生徒

から出た発言として「高校生がこの研究をやる社会的意義は？」「これまで誰もまだ言って

いないオリジナルな成果を出さなければいけないから」「データをとる予定はある？」「理念

的なものだけを追求するんじゃなくてビジネスの目線も持つといいよ」などがあった。一人

の生徒が振り返りに書いているように、「アドバイスすることが自分たちの研究に対する再

確認のような感じ」になったと言えるだろう。また、自分の課題研究のプレゼンテーション

についても、初対面の高校生に研究意義などを伝える難しさを痛感したようだ。さらにディ

スカッションでは、相手校の生徒が非常に良い質問・提案を投げかけてくれたのも印象的だ

った。適切な問いは多様な意見を誘発した。このように議論を活性化させる「問いの設定」

の有効性について、本校生徒が学びとる機会ともなった。 

 

4.2.5.3 兵庫県立国際高等学校との交流 

実施日：2017（平成 29）年２月 18 日 9:00～15:00                          

実施場所：本校 第一体育館 Ｅ棟 201 教室 

目的：SGH 校同士の取り組み状況や情報を交換し相互の研究を図る。また生徒同士の交流を

通して，課題研究への理解の深化を目指すとともに，同じ問題意識を持つ同世代のネット

ワーク構築を図る。 

参加生徒：本校４・５年生２６名 

実施概要： 

 相手校の高校１年生３６名が来校し、午前中に本校の課題研究発表会である「ISS チャレ

ンジ」を参観した上で、午後は交流を行った。詳細は以下の通りである。 
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9:00〜  本校の課題研究発表会「ISS チャレンジ」参観 

12:30〜 昼食・休憩 

13:10  交流開始 

13:10〜  両校挨拶  

13:15〜 課題研究のプレゼンテーション 

① 兵庫県立国際高等学校 

 ・フィールドワーク in 姫路 

 ・ベトナムスタディツアー 

 ・移民マップ 

② 東京学芸大学附属国際中等教育学校 

 ・ムスリム観光客が日本で過ごしやすい環境を作るには 

13:45〜 グループディスカッション 

①グループ内で自己紹介 

②共通テーマによるディスカッション 

テーマ：「共同体と移民問題―共に生きることの難しさを超える」 

★Guiding Question★ 

 ⑴「移民受け入れに関して世界的に厳しさが増す状況について、ど

う考えるか？」 

 ⑵「葛藤や軋轢を超えて、共同体として移民を受け入れたり、異文

化を受け入れたりすることは、可能か？ そのためにはどうする必要

があるか？ これからの世界にどのような可能性を開くか？」 

14:15〜   グループからどのような課題が浮き彫りになったか、どのような結論

に至ったかを報告。 

成果と課題： 

 事前に両校生徒が共通の文献に目を通しておくなど議論の土台があったため、短い時間

ではあったが活発に意見を交わす様子が見られた。また本校の生徒にとっては、兵庫県立

国際高校の学校としての SGH の取り組みに触れることができたことで、自らの課題研究が

学校全体でどのように共有されるべきかという目線を持てたようである。すなわち、個々

のパーソナルな興味関心や問題意識から出発している課題研究であるが、「リスク」「葛藤

と軋轢」「教育」という本校 SGH 課題研究の大テーマを通して自分たちの研究が有機的に繋

がることの意義を再認識することができた。なお、両校で事前に参照した文献は以下の通

りである。 

⑴ 青山学院大学国際交流共同研究センター「多文化主義、多文化共生、そしてインター

カルチュラリズム」 

⑵ Newsweek 日本版 “メルケル「多文化主義は失敗」発言の真意” 

⑶ WESTERN ASSET 「EU 離脱（Brexit:ブレグジット）ユートピアか、ディストピア（反

ユートピア）か」 

⑷ 国際移住機関 IOM の I am an immigrant キャンペーンポスターとホームページ 

            http://iamamigrant.org/about 
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4.2.5.4 タンザニアの生徒との交流 

 平成 27 年 12 月、タンザニアのダル・エス・サラームにある Mwinyi Secondary School

の生徒たちから日本の高校生に宛てた約 30 通の手紙を受け取った。これを受け SGH 委員会

で交流を呼びかけたところ、40 名ほどの生徒たちが名乗りをあげてくれ、タンザニアへ英

語で手紙を送った。今年度に入り、平成 28 年の夏にタンザニアから返事をもらい、交流が

続いている状態である。本校にとってアフリカ諸国との生徒レベルでの交流は貴重な機会

であり、今後も息長く続けて行きたい活動の一つである。 

［本校生徒に交流を呼びかけた時の文章・抜粋］ 

 今回手紙をくれた「Mwinyi Secondary School」の生徒たちは、みなさんと同様「中等

教育課程（中学・高校）」の生徒たちです。タンザニア全土では初等教育は無償化が進み、

かなり普及しているようですが、中等教育の普及率はまだ低い（1%未満～20%程度）よう

です。ですが、向こうの生徒たちは自分たちを「恵まれない国の人だ」「支援しなければ

ならない国の人だ」とだけ思ってもらいたくないと感じているそうです。アフリカには

アフリカの魅力があり、タンザニアにはタンザニアの魅力があることを知って欲しい―

それが彼らの希望でもあります。中等教育を受けられている彼らの学びが充実すること

は、タンザニアの教育が充実することに直接つながることとなります。でもそれは、日本

の皆さんも同様です。みなさんの学びが充実することは、みなさんにとってのメリットで

あるだけでなく、学校の、ひいては日本やみなさんの祖国・母国の教育が充実することに

つながっています。 

 だからこそ、今回の交流は、「支援」ではなく「交流」と呼びたいと思います。 

タンザニアには日本にはないものが多くあります。国土は日本の２．５倍の広さ。その中

に豊かな自然と動物たちが共存する国立公園を複数有しています。名峰キリマンジャロも

タンザニアにあります。約 130 の民族が共生している他民族国家でもあります。宗教もイ

スラム教・キリスト教・土着宗教がほぼ同じ割合で共存しています。多文化共生社会を目

指すこれからの世界が、アフリカに学ぶべき点は多い―そういう見方もできると思いませ

んか？ 

というわけで、まずは学校を通して英語で手紙をやりとりし、タンザニアに友達をつくる

ことからはじめたいと思います。向こうの生徒の英語力はとても高いという訳ではありま

せん。といってそのレベルに無理に合わせなくても大丈夫！もっと高いレベルで英語がで

きる人は、そのレベルでどうぞ。高度で豊かな表現力を存分に生かして下さい。タンザニ

アの生徒と同じくらいのレベルかな―という人は、ちょうどいい！お互いに頑張って英語

力を高めていくつもりで書いてください。 

英語が共通語ですが、スワヒリ語を教えてもらったり、日本語を教えてあげたりする内容

が入っても構いません。 

できれば避けてもらいたいのは 

・相手の経済状況などに踏み込むような話題 

・政治的イデオロギーに踏み込むような話題 

・アフリカやタンザニアを下に見るような態度での話題 

です。これ以外であれば、自己紹介を含めてみなさん自身のことや学校生活のこと、日本

のことやみなさんの祖国・母国のことを自由に書いて下さい。 

－ 68 －



 

［平成 28 年夏・タンザニアからの手紙を構内に掲示した様子］ 
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4.2.6 卒業生の人的資源活用 
4.2.6.1 同窓会 
 本校に関係する同窓会は，前身となる東京学芸大学附属大泉中学校の卒業生によって組織された同窓会「泉旺会」

と本校卒業生によって組織されている同窓会「啓泉会」がある。SGHの活動に関する同窓会の支援は，初年度となっ

た27年度より継続されているが，本年度は特に課題研究における支援が進められた。この取り組みは，同窓会が持つ

豊富な人的資源を，本校の教育活動におけるサポートに活用していく試みであり，26年度から開始された本校SSHの

活動でも導入されている。本年度のSGHの活動では，11月に開催した「課題研究外部評価会」に際し，評価者として

泉旺会会員4名に参加していただいた。 

 また，2年目を迎えたISSチャレンジにおいては，ファイナリストが口頭発表を行う「生徒課題研究成果発表会」

において，「泉旺同窓会長賞」と「同窓会賞」を設定していただくと共に，同窓会員の皆様にも参観していただくな

ど，人的・物的両面においてサポートを頂戴している。 

 

4.2.6.2 SGH サポータークラブ 
 SGHサポータークラブは本校卒業生を対象に，Facebookのグループページを通じてSGHの活動に対するサポート情

報を提供している有志組織であり，現在44名が登録されている。担当者から提供するサポート依頼に対して，サポー

ト可能なメンバーが来校し活動するもので，主に「課題研究サポート」やフィールドワークの事前学習における助言

者としてサポートをお願いしている。本校の生徒にとっては，普段から指導にあたっている教員とは異なる立場から

のアドバイスは貴重なものである。１回生が本年度で大学4年生ということもあり，生徒にとって年齢的に近い卒業

生という立場も相まって，気軽に相談ができる相手として貴重な存在であるといえよう。また，卒業生にとっても，

自身が大学で学んでいる学問分野に近い課題研究に対して，専門分野に関する知見を後輩に伝える機会となり，さら

に自身の学びを深めることにつながったり，在校生から新たな刺激を受けているという声も聞かれている。 

 今後，より多くの卒業生に情報提供を行っていくことで，サポート体制を充実させていくことを目指したい。 
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4.3 仮説Ⅲ グローバル・コンピテンシーの評価規準・評価方法の策定 

4.3.1 資質・能力の評価方法の策定 

 本校の SGH 事業においては、課題研究の評価だけでなく、資質・能力の評価の構造化を研究開発課

題の一つとし、グローバル・コンピテンシーをどのように把握し、評価していくことができるかを検証

する。 

 評価基準・評価方法の策定においては校内のみで閉じることなく、外部機関と連携・共同開発にあた

り、基準と方法の妥当性と信頼性を高めることを目標にしている。 

 昨年度の段階では、課題研究の研究計画や研究経過の一部について、外部評価を受けるにとどまった。

生徒の課題研究に関しては、本校の公開授業研究会や外部での SGH 成果発表会などで一部質的評価を

受けてはいるが、根拠のある数的評価には至らなかった。また課題研究の評価をどのように資質・能力

の評価につなげていくかについては、年度末にその課題が見えた時点で終わってしまっていた。 

 今年度は昨年度の反省を生かし、年度の前半から外部の有識者を招聘しての「評価策定員会」を開催

するとともに、大学との共同プロジェクト研究に応募し、大学との連携をより強化した。さらに、校内

では国際教養の体系化とともに「資質・能力の育成」と国際バカロレアの Approach to Learning のスキ

ルとの関連を検討し、教科学習と SGH や SSH のプロジェクトが生徒の資質・能力の育成にどのように

寄与できるかを考えた。図１はその際の検討事項の一部を本校の特別研究推進委員会でまとめたもので

ある。 

ATL SSH  SGH 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ 統計・図など言葉によらない示

し方→数学的表記を理解し用い

る。 

課題研究における論文作成・発

表・議論・発信等。 
フィードバックをもらい、軌道

修正する。 
インタビューやアンケートを通

して、情報収集し、先行研究の

解釈をする。 

FW 等を通して、多様な文化の理

解を用いる 

批判的思考ス

キル 
証拠や議論を評価 

→知識はあるが、自分のやったことがどのように批判的スキルとしてあがったのか、自分でまとめるこ

とができない。問題を正しく理解していないのではないか。 
創造的思考ス

キル 
仮説→検証の手法 
→SS 理数探究や教科学習、ISS
チャレンジにおける課題研究で

繰り返すことで身につく 

課題研究の実践そのものが創造

的思考スキルの育成に寄与す

る。 

作品や提案が、「実現可能か？」

「社会貢献できるか？」等を考

察する。 

創造性とは 0 から始めることだけでなく、結びつけることも含む。 
段階を経て指導していく必要がある。 

転移スキル   SGH 課題研究→多数の教科や学

問分野を横断し、インタビュー

スキルや渉外能力などを転移さ

せている。 
転移は「はしご酒」と「ちゃんぽん」の両側面があるのではないか 

生徒自身が「転移させている」ことや「統合的にみると理解が深まる」こと自体をメタ認知・意識化す

ると，その発想自体が知識・スキルの転移を促すのではないか？ 
情報リテラシ

ースキル 
理数探究(1 年)→低学年からの積

み上げが必要である。 
課題研究の実践において育成さ

れていく 
複合的に集める能力については

心配もある。 

Global Café において、統計・数

値をテーマとしたとこもある。 

サイエンスカフェ、Global Café の実践を、情報としてとらえる観点を持つ。 
情報リテラシーの必要性を生徒自身も実感している 

ﾒﾃﾞｨｱﾘﾃﾗｼｰｽｷﾙ   イデオロギーの背景に気付く、
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気付かなければならない、気付

くことで批判的・客観的に見ら

れる。 
課題研究の場面で概ね使う→情報ソースの多様性をうまく活用している。 

論文検索→PC のリテラシーが落ちていないか？ 
統計やデータの活用→矛盾や問題を発見できた時、それにアプローチできたときに身につく。 

比較軸・評価軸の設定→批判的にメディアを見る。 
協働スキル 物的支援→自身の権利を主張  SNS の活用→外部連携 

他者の考えに耳を傾ける 
→「べき」論になっているから、答えがすでに決まっているため、この経験が少ないのではないか。自

分と考えを異にする人の意見を受け入れられるか？多角的に物事を見られているか？ 
互いの研究を共有する時間の設定 

→「無関心」と「共感」しかないのではないか。“おかしいことを言う時間”として必要。 
自分の意見や首長と正反対の主張を書き上げてみる 

→いい子すぎて、「真の対話」を阻害しているのではないか。 
整理整頓する

力 
発表等のゴール設定→〆切を守る力、計画を立てる力が身につく。 

計画倒れの経験→ダメなことに気付く力 
Personal Project を用いた発表→情報を整理し提示できる力 
研究ノートの利用→計画を立てる上で有効に働いている。 

情動スキル PSOW の導入により、失敗の原

因を分析する。 
  

結果が出ない→違う角度から見る粘り強さが育成される。 
論文の作成→注意深さに関する自覚を促す。 

グループ研究→矛盾や軋轢を乗り越えるスキルが育成される。 
発表に対する振り返り→自己反省や他者からのフィードバックにより、対処方法が身につく 

振り返りスキ

ル 
 

スキル・テクニック・方法の構築 
自己評価シート等の導入→強みと弱み、自分がすでにできることの把握につながる 

研究ノートの導入→記録の重要性 
システム開発的な研究→創作プロセスの焦点化 

図１ ATL スキル育成と各プロジェクト 検討まとめ（2 月校内研究会記録より 特別研究推進委員会作成） 

4.3.2 評価策定委員会開催 

 今年度は２回の評価策定委員会を開催した。２回目は大学でのプロジェクトの打ち合わせと兼ねての

開催としたが、いずれも本校の SGH 事業における評価方法開発のための有益な情報を収集する機会と

なった。 

 特に２回目の会で得た助言・指導は、その後の ISS チャレンジでの課題研究評価の改訂にすぐに役立

てられることとなった。 

＜第 1 回評価策定委員会＞ 

 日 時 2016（平成 28）年 6 月 24 日（金） 17:00－18:30 

場 所 東京学芸大学附属国際中等教育学校 Ｎ棟１階ミーティングルーム 

議題 本校 SGH 事業における課題研究評価、資質・能力評価の現状と問題点 

   国内外の諸機関における資質・能力の評価についての情報提供・意見交換 

 内容 

（１）本校 SGH 事業計画における評価事業の概要 

（２）事業の実施状況の説明 

（３）SGU 東京外国語大学の目指す学生像とその評価 

（東京外国語大学 学長補佐 鈴木義一先生） 

（４）OECD との連携事業における資質・能力の評価の考え方 

      （東京学芸大学 特任教授 岸 学先生） 
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 （５）グローバル企業に求められる人材の資質・能力とは 

      （シスコシステムズ 佐々木康子様）（＊所属は開催時） 

（６）全体質疑 

  本校参加者 佐藤正光（学校長），赤羽寿夫（副校長），星野あゆみ（副校長）・SGH 委員会（杉

本紀子，宇佐見尚子，長友結希，中村文宣，堀内順治，若宮知佐）・事務担当（足助志野） 

〈参照〉評価策定委員会議事録の抜粋 
1. 本校 SGH における課題 （本校杉本） 
 本校 SGH 研究開発では、育てたい資質・能力として「組織力」「対話力」「実行力」を設定しており、

主に課題研究を通して能力育成を進めている。 
 本日、ご助言をいただきたいと思っていることは二点ある。一つは資質・能力をどう評価していくの

かについて。例えば OECD のキー・コンピテンシーを評価する方法として、一つは PISA があるのだろ

うが、それ以外にあるのかどうか。また、課題解決や課題研究のプロセスを評価していく方法について

もぜひ示唆をいただきたい。生徒の実態を見ていると、必ずしも「成果」＝「資質・能力」とは言えな

い。プロセスを見とることが必要である。大学や企業において課題解決のプロセスをどのように評価し

ておられるのかぜひお伺いしたい。 
2. OECD との連携事業における資質・能力の評価の考え方 （岸学先生） 
 まず現状では、OECD における資質・能力の評価方法の検討は不十分と言わざるを得ない。「Education 
2030」 は「複雑で予測の困難な 2030 年の世界を生きる子どもたちに育成すべきコンピテンシー（資質・

能力）は何か？ それをどのように育成するか？」について各国と連携しながら提案していこうとする事

業である。現在は第１フェーズにあり、PISA2018 に向けて従来のキー・コンピテンシーをグローバル

コンピテンスへと資質・能力を捉え直していく作業を行っている。グローバルコンピテンスは、知識・

スキルに加え情緒（人間性）が重要な要素となる。少し余談にわたるが、スライドの図表で「就業（労

働）」がエンプロイアビリティに該当し、「地域社会（生活）」がサステナビリティに該当する。日本の教

育はサステナビリティに偏っていてエンプロイアビリティが弱いのではないか、PISA2018 でその弱点

が露呈するのではないかと懸念する議論もある。さて、OECD で「Knowledge」、「Skill」とともに三本

柱とされている「Attitude and Values」だが、その評価方法は基本的にはパフォーマンス評価が検討さ

れている。評価結果の表現をルーブリックで実施する。大規模な質問紙や観察法による評価は既に心理

学に多数の知見がある。そうではなくて、授業や活動の中での実施可能性が現在探られている。そうな

ると ICT の活用による情報共有が有効な手段として考えられる。 
 以下、国際中等の SGH 事業について感じたことを述べる。まず、何のために評価するのか？ 評価し

てどうするのか？ すなわち評価の 5W1H についてきちんと合意しておく必要があるだろう。「何のため

に」「学習のどの段階で」「誰が」「どこで」「どの側面を」「どのような方法で」評価するのか。またこの

研究構想名からは、課題研究を評価して課題研究の質を向上させたいのか、課題研究の評価法を開発し

て評価法の質を向上させたいのか、わからない。後者だとするなら、評価法の妥当性を確認していくの

はなかなかに難しいだろうが、研究のインパクトはあるだろう。設定されている「組織力」「対話力」「実

行力」に沿って資質・能力を評価していくにあたり、必要な作業をスライドに列挙してみた。この中で

「これら３つの力が発言されているような事例の収集」が特に大切である。また、生徒たち自身が良い
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課題研究をどう捉えているか、何を難しいと感じているか、peer to peer 評価も有効だろう。３つの力

について先行研究を確認しておく必要もある。CiNii で検索してみたところ膨大な研究が既にあるよう

だ。 
 最後に、SSH の評価委員を務めた経験などから SGH の中間評価についていくつかアドバイスをした

い。まずエビデンスがすべてである。特にステークホルダー（保護者・卒業生・地域など）の意見を収

集しておく必要があろう。二つ目に当初目標との整合性を。状況が変わったから目標を変えましたとい

うのは通用しない。三つ目に、投入した税金に見合う成果をわかりやすく説明すること。あれこれ言い

訳するのは逆効果である。最後に、今回のテーマでは「評価」を研究することから、課題研究の成果と

しての評価結果と事業の評価結果が区別しにくくなる恐れがある。 
3. 東京外国語大学の目指す学生像とその評価 （鈴木 義一先生） 
 本学の人材養成の基本方針はスライドの通りである。大学が公的に示している評価の基準（人材養成

の基本方針）としては、抽象的ではあるがアドミッションポリシー・カリキュラムポリシー・ディプロ

マポリシーがある。また、SGU として三つのプランを 2013 年度より進めている。 
① 「留学 200%＋受け入れ留学生２倍」……交換留学の拡大および単位認定の拡充。短期留学 700

人など具体的な数値目標のもとで。 
② 「言語運用能力」……英語 TOEIC900 点や英語以外の言語で CEFR-J/C1 など具体的な数値指

標を明示し達成目標を 2023 年に 25%とする。 
③ 「文理協働型人材養成プログラム」……中南米インターンシップが義務付けられている。農工大、

電通大と連携。 
SGH の事業としては、やはり目標を数値で明確に掲げ、エビデンスを示すことが重要である。農工大な

どの他大学と連携するにあたり、評価を厳格化してすり合わせていく必要がある。高大接続事業も共同

で進めており、農工大がルーブリックを用いて人材を評価しているのが大変参考になっている。 
4. 企業における人事評価のあり方について （佐々木康子先生） 
 リクルート、ソニー、Microsoft、シスコシステムズに勤めた経験からお話しする。企業の人事評価と

しては KPI（key performance indicator）のように成果を数値で評価するものが代表的だが、取り組み

の姿勢やプロセスを評価していく仕組みとして、マイクロソフト社の「360 度評価」が思い浮かぶ。こ

れは同僚に評価を依頼するもので、自分が依頼した数名の同僚とマネジャーが選んだ数名の同僚との双

方に評価してもらい、人事に上がって最終評価の材料となる。 
 現在ワークスタイルの変革が唱えられていてテレワークなどが普通になってきているが、これは評価

基準がしっかりしていればこそ出来ることである。これまでのように勤務時間の長さで評価されるシス

テムではテレワークのような勤務形態は成立しない。職場のダイバーシティ化が進み、文化の違いの中

で働いていく現代において、企業における人材の評価も重要になってきている。 
5. 質疑応答・意見交換 
Q（岸）SGH 研究開発の三つの仮説について、特に仮説ⅡとⅢをどの程度、どのように進めていけるの

か？ 仮説Ⅰと同時並行はできないはずである。 
A（杉本）昨年度は課題研究の方法論および評価自体を行った。今年度からルーブリックが適切かどう

かの検討に入っている。外部連携については、生徒の課題研究を外部の方に見ていただくことはできた
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が、外部の方に評価していただく機会はなかった。 
Q（岸）この学校の実施開発計画書の記述では、生徒の課題研究の質を高めたいのか、評価方法そのも

のを向上させたいのか、どちらとも取れる。先生たちはどちらをやりたいのか？ 
A（杉本）私は個人的には前者である。SGH 事業で生徒の変容をサポートしたいと考えている。 
←（岸）課題研究の質を高める重要な手掛かりが評価にあることは間違いない。評価について研究する

具体的な手立てとしては、さまざまな評価の比較、生徒が評価をどう見ているかのリサーチ、優れた研

究についてなぜいいのかディスカッション、生徒にルーブリックを作らせる、などがある。 
←（佐々木）資質・能力の評価方法そのものを研究開発すれば、他の学校との差別化が図れる。 
Q（岸）昨年度の感じで生徒自身による評価は妥当性があるか？ 
A（杉本）教員の評価とのずれがかなりある。また、自己評価が低い生徒と高い生徒がおり、どのよう

な視点で自分たちの研究を測っているのか疑問である。生徒は教員とは別の評価項目からでないと出て

こないかもしれない。 
←（岸）スライド６ページの「on demand タイプ」の評価方法の例だが、小学生の評価で親が重点目標

を申告するという例がある。「今学期はここを頑張ったから見て欲しい」というような申告をして、その

観点で教員が評価する。 
Q（佐藤）私が昨年担当したグループでは、当初の研究テーマから 180 度転換してしまった例があった。

この例はどう考えるべきだろうか？ 
←（佐々木）企業からの目線では、目標・テーマは変えないほうがいい。実社会では、うまく行かなそ

うなテーマ、困難な課題であっても方法論を変えて何とか解決する力が重要であるのだから。 
←（岸）これは、研究のスタートをどこだと定義するかの問題でもある。また、課題をうまく継承して

いくことで解決することもあるのではないか。 

＜第２回評価策定委員会＞（兼 特別開発研究プロジェクト打ち合わせ） 

日 時 2016（平成 28）年 11 月 2 日（水） 17:00－18:00 

場 所 東京学芸大学 

議題 本校 SGH 事業における課題研究評価、資質・能力評価の現状と問題点・助言 

    国内外の諸機関における資質・能力の評価方法についての情報提供 

 内容 

 参加者 東京学芸大学 岸学先生・梶井芳明先生  

     東京学芸大学附属国際中等教育学校 杉本紀子 

  （１）本校 SGH と特別開発研究プロジェクトの関連説明 

  （２）情報提供／指導・助言 
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＜参照＞当日打ち合わせ資料 

20161102「特別開発研究プロジェクト」打ち合わせ資料 
プロジェクトの名称 

探究的学習のプロセスと成果に基づいた資質・能力の評価方法の開発と検証 
－生徒の「主体的取組」と「知の統合力」はどのように評価すべきか－ 

□東京学芸大学附属国際中等教育学校の現在の研究主題 
2013-2014 グローバルスタンダードに立脚した中等教育の「学びのあり方」 
     －多様な学習評価から設計する探究型授業－ 
2015-2016 グローバル化社会に生きる資質・能力の育成 
     －国際バカロレアの教育システムに基づく『目標・指導・評価一体型』の取組 
□東京学芸大学附属国際中等教育学校 SGH の評価事業の三つの軸 
① 生徒の課題研究の充実を図るための評価 
  ＝課題研究の内容・成果そのものの評価 
② 生徒の資質・能力を測り，生徒にフィードバックし，生徒の成長を促すための評価 
  ＝課題研究のプロセスを通しての評価 
  SGH 事業で育成を目指す三つの力＝「組織力」「対話力」「実行力」 
  本プロジェクトで焦点をあてている力との関係性 
  「組織力」「対話力」→「知の統合力」を支える。 
  「実行力」←「主体的取組」によってはぐくまれる。 
③ SGH 事業自体の評価 
  ＝学校における教育・学習活動の改善・発展のための評価 
★今現在着手しているのは①。 
★②も課題研究のプロセスを通して一部着手してはいるが，何を材料に，どんな指標・規準を持てばよ

いのか，明確になっていない。学校のカリキュラムや指導方針・他事業との関連を鑑みると，一から新

たに創り上げるというよりは，国際バカロレアの ATL スキルで，SGH に運用できる点を活用して考え

てみるのがよいのではないかと考えている。 
★③に関しては，生徒や教員に対するアンケート実施を考えている。しかし，それだけでは不十分であ

ると思われる。どんなエビデンスを用いて，どのように評価すればよいのか，迷っている。 
★OECD のグローバル・コンピテンシーはどう評価されていく予定なのかご教示いただきたい（可能性

はどのような方向へ？）。 
★大学が企業（JTB）と連携して開発した，学校行事評価システム「SEAS」について教えて頂きたい。

その後どのくらい活用されているか。学校行事ではなく，探究型の学習の評価にも活用できるかどうか。

＜参照＞当日の記録 

特別開発研究プロジェクト 打ち合わせ報告 20161102 於 東京学芸大学 

① 杉本より本校の SGH の事業概要の説明（別紙参照） 
② 杉本より現在の課題について以下の点を説明 

A 今現在着手しているのは課題研究の評価。 
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B 育成すべき資質・能力（組織力・対話力・実行力／知の統合力・主体性）も課題研究のプロセス

を通して一部着手してはいるが，何を材料に，どんな指標・規準を持てばよいのか，明確になってい

ない。学校のカリキュラムや指導方針・他事業との関連を鑑みると，一から新たに創り上げるという

よりは，IB の ATL スキルで，SGH に運用できる点を活用して考えてみるのがよいのではないかと考

えている。 
C SGH 事業自体の評価に関しては，生徒や教員に対するアンケート実施を考えている。しかし，そ

れだけでは不十分であると思われる。どんなエビデンスを用いて，どのように評価すればよいのか，

迷っている。 
D OECD のグローバル・コンピテンシーはどう評価されていく予定なのかご教示いただきたい（可

能性はどのような方向へ？）。 
E 大学が企業（JTB）と連携して開発した，学校行事評価システム「SEAS」について教えて頂きた

い。その後どのくらい活用されているか。学校行事ではなく，探究型の学習の評価にも活用できるか

どうか。 
③ 梶井先生・岸先生より、上記の点を踏まえていくつかの助言・提案 
＊SGH という事業を通して、「評価」の対象になることは次の二つに分かれる。 

 （１）生徒の課題研究そのものの評価＋生徒の資質・能力の評価（生徒が成長しているかの評価） 
（２）SGH 事業としての評価（事業運営や仕組みづくり・カリキュラム開発・カリキュラムマネジメン

ト・評価開発に対する評価） 
・（１）と（２）のどちらに重点を置きたいのかをそろそろはっきりさせる必要がある。国際中等の取

り組みを見ていると（１）を重点的にやろうとしているように見える。それならそれに焦点を絞って

やりきってはどうか。 
・（２）に取り組んで上手くやれば SGH 事業としての外部からの評価は高くなるし、外部が評価する

のもその点である。ただし、（２）は生徒の変容はあくまでもデータとして扱うのであって、生徒がど

んなふうに成長したか、どういう点が成長したか、彼らを今後どんな風に指導していくのがよいかな

どの細目は必要ない。 
・（２）では、生徒の課題研究の中身の充実などはある意味二の次となる。生徒の研究の内容や発表成

果自体はたいしたことがなくても、それをどういう仕組みの中でやらせているかということ、はじめ

に設定した目的・目標を数値的に達成できているかをいうこときちんと評価できていれば事業として

の評価は高くなる。 
・（１）の細かな点を外部は見ない。だから外部の高評価を得たいのであれば（２）を重点的にやる必

要があるだろう。おそらく今回の SGH1 期の中間評価が高い学校も（２）に重点をおき、それが評価

されているはず。しかし、国際中等の学校全体で先生方が本当にやりたいのはどこなのかが重要。 
＊資質・能力をどう評価するかについての基本的な方法は「パフォーマンス分析」である。生徒のパフ

ォーマンスを記録（動画や成果物など）し、評価のための視点を設定して、研究や学習の過程でのふる

まいや成果を分析する方法が最も基本である。 
＊生徒の課題研究を通してそのプロセスを評価するには、学習活動の中に評価活動を位置づけるのがよ

い。 
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  ＜例＞生徒に学びの設計図のようなものを書かせる。 
    その際に 

・自分の研究のビジョン・プロセスを言葉にできるか。 
・次の目標が見えるか。 
・評価規準を自分で作れるか。自分でその規準を使って評価するとどうなるか。 
という点を鑑みて書かせる。それを教員側も共有しておき生徒の変容を見る材料とすればよい。

 ＊現在の研究計画書で改善すべきところがあるとすれば 
・・・研究計画書や研究経過報告書に自分たちで学習や改変・更新の履歴が残せるようにするとよい。

自分たちの何が変わったのか、が一目でわかるような枠組みやフォームがあると生徒も教員もその変

容が理解しやすい。記録としてもその方が価値がある。 
＊知の統合力や組織力はどのように測ることができそうか。 
 ＜例＞課題設定や研究のプロセスで上手くいったところや上手くいかなかった点を共同で分析させ

る。その中でモデリングをさせたり、評価規準作成の協働作業をさせたりしてみてはどうか。 
 互いに学び合う環境を仕掛けとして提供し、それを彼らに記録させ、研究がどう変容していくかを見

てはどうか。 
 ＜例＞学びの設計図を互いに見合い、「どうしてそのように学べたのか」を共有させ、記録させてはど

うか。 
★その他の助言 
・学芸大の次世代教育研究推進機構は、OECD のボランタリークラスターとして「2030 年の世界に求

められる教育について，OECD，Innovative School Network 等と協力しながら，必要なコンピテン

シーについて調査，分析，検討を行う」という事業を行っている。そこでの取り組みの一つは大泉小

学校で行われており、梶井先生が頻繁に小学校を訪れているので、その情報を小学校と共有したりす

ることもできるのではないか。 
・研究の基礎的なスキルを身に付けさせることとしては「よい研究論文を読む」「よい研究論文を要約す

る」という方法もある。校内で手近にできることとして活用するとよい。 

＜東京学芸大学平成 28 年度 特別教育研究推進経費 教育実践研究推進経費による「特別開発研究プロ

ジェクト」＞ 

 （１）プロジェクトの名称：「探究的学習のプロセスと成果に基づいた資質・能力の評価方法の開発と

検証－生徒の「主体的取組」と「知の統合力」はどのように評価すべきか－」 

（２）プロジェクト担当者と役割（次表の通り） 
東京学芸大学附属 

国際中等教育学校 

 

 

 

 

 

 

東京学芸大学 

 

杉本 紀子 

堀内 順治 

若宮 知佐 

宇佐見 尚子 

中村 文宣 

長友 結希 

河野 真也 

嶽 里永子 

岸 学（特任教授） 

 梶井芳明 

 杉森伸吉 

研究代表・渉外・統括 

研究・ｱｸｼｮﾝ等の実践状況調査 

資質・能力調査（OECD） 

学習・研究内容と評価調査 

資質・能力調査（学習指導要領） 

研究・ｱｸｼｮﾝ等の実践状況調査 

統計とデータ分析 

学習・研究内容と評価調査（課題研究） 

OECD 関係情報提供・研究助言 

データ分析・解釈の研究助言 

データ分析・解釈の研究助言 
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（３）予算額（１年次）約 37 万円 

（４）プロジェクトの概要 

  近年「グローバル人材育成」の名の下に、現実の社会問題に即した焦点からアプローチする探究的

学習への取組によって、多様化する現代社会の課題に対し、その核心をつかんで対応できる能力を育

成することが求められている。OECD は従前からそうした能力を「キー・コンピテンシー」とし、以

下のように定義している。 

1 社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用する能力 （個人と社会との相互関係） 

2 多様な社会グループにおける人間関係形成能力 （自己と他者との相互関係） 

3 自律的に行動する能力 （個人の自律性と主体性） 

また、検討が進められている新しい学習指導要領においては、「育成すべき資質・能力」を 

1 何を知っているか、何ができるか：個別の知識・技能 

2 知っていること・できることをどう使うか：思考力・判断力・表現力等 

3 どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか：主体性・多様性・協働性・学びに向か

う力など  

に大別して設定している。 

上記二つに共通する点としては「主体性」と「協働性」、また「獲得した知識や情報をどのように使

うか」に着目したいわば「知の統合力」という点が挙げられる。だが、一体そうした資質や能力はど

のように測るのか。その答えは出ていない。数多くの取組がなされていることは事実であるが、一般

的に共有されるレベルではないだろう。 

一方で学校教育現場においては主体的な学びと探究的な学びに重きをおいた実践が多く積み重ねら

れてきている。探究的学習やプロジェクト学習の実践によって、生徒個人に対する一定のスキルの評

価はその方法や指標が発表され共有されているように見受けられる。しかしながら生徒がいかに「主

体的」であるのかということや、その姿勢や態度が課題解決にどのように活かされているのかについ

ては、評価が進んでいないように思われる。本研究においては、生徒の探究的学習（主体的研究）の

プロセス・成果を内部・外部の両者によって評価するシステムを構築し、それを通して特に「主体性」

「協働性」や「知の統合力」を定義できる指標の提示を目指す。 

（５）１年次の実践と成果 

 特別開発研究プロジェクトに関しては、１年目は情報収集と生徒の活動記録に終始した。しかしなが

ら、以下の点で成果もあった。 

成果１：指導・助言を受けての課題研究の評価方法の見直し 

 特に ISS チャレンジに申請している研究において、フィールドノートの評価を新たに取り入れ、    

生徒自身が研究のプロセスのどの点に重点をおいたのかを自分たちで示し、自己評価させた。同時にそ

のポイントをメンターである教員が同じルーブリックを用いて評価する方法を取り入れ、生徒の研究活

動の過程部分を主観／客観の両方で評価することができた。 

成果２：「主体的」な学びと単なる「積極性」の違いが明らかになってきた 

 校外の研修等に臨む生徒の様子を記録することにより，「主体的に学びに向かう力」と単なる積極性の

具体的な違いが見える部分が表れた。分析・検証は２年次となるが、以下に現段階での仮説を挙げてお

く。 
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 ・研修の参加や研究のスタート段階で表面的に「積極的」である生徒の中には、その後の学びに向か  

う力が低い生徒もいる。 

 ・発言の量が多く、他者と積極的に交流することはできるが、深い学びにつながらない生徒もいる。

他者との交流や研究を通した経験がその後の深い学びにつながるためには生徒自身が課題意識を持って

いること、学びの経験を「知」の形に変容・転移させて組み上げる能力が必要である。 

 ・主体的に学びに向かう力とは姿勢や意欲の類ではなく、課題設定・知識と情報と経験の再構築から

なる能力（あるいはスキル）であり、定量定数的に測ることが可能である。 
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