
 
 

5．研究開発の実績 

仮説Ⅰ 課題研究

概要

（１） チャレンジについて

チャレンジは、校内課題研究コンペティションの形式をとることで、生徒の自律的な課題研

究を活性化するとともに、参加生徒の課題研究への人的・物的両面でのサポートを図ろうという本

校の課題研究支援システムである。最終的に校内で優秀研究が表彰の対象になるとともに、学校外

での研究発表会や国内・海外研修の参加者選考という意味合いも兼ねており、競争原理をもとに生

徒課題研究を促進することをねらいとしている。生徒たちは５月にエントリー表明し、自己評価・

教員からの評価・外部評価の機会や口頭発表・ポスター発表の機会を経ながら、１月に論文とポス

ターを提出する。 チャレンジ内に二部門（ 部門と 部門）を設け、各部門の運営・生徒指

導のマネジメントは 委員会・ 委員会が分担して行う。

今年度は 部門に チームがエントリーし、途中 チームがリタイアしたが、 チームが最

後まで課題研究を完遂できた。そのうち複数年度にわたる継続研究は チーム（ 年： ／ 年：

／ 年： ／ 年： ）にのぼり、研究のレベルアップにつながっている。また、「 チャレン

ジによる生徒の変容」で述べたように、研究のプロセスにおいて４回ルーブリック評価を行ってお

り、一つのチームがのべ７人の教員から評価およびコメントをもらうことができる。さらに外部評

価会では外部の専門家や実業界の方複数名から評価・コメントをいただくことができ、生徒たち自

身も２回自己評価する機会がある。各チームには本校教員がメンターとして付き日常的な指導を行

っているが、それに加えて上記のような評価と指導のシステムが確立していることで、 課題研

究全体として一定の質の高さが担保されている。そもそも本校では、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全員に対して探究活動や課題研究を推進しているが、 チャレン

ジに参加している生徒たちの課題研究への意識・意欲の高さが、学校全体の課題研究に推進力を与

えている。

（２）研修・その他の支援的取組

課題研究を進めるにあたっては、課題設定の支援や課題の理解の深化をねらいとして、 チャ

レンジ以外にも以下のような取り組みを行っている。個々の取り組みの実施の詳細については次項

以降に述べる。

①外部評価会： チャレンジに応募・参加している生徒に対して本校卒業生や本校前身の附属

大泉中学校同窓会（泉旺同窓会）の方々による評価・助言を行う会。

②課題研究支援セミナー：

後期課程（高校生）の生徒を対象として、研究推進・情報収集のために大学教員

をはじめとする外部有識者を招き講義を行う機会。

③ Café：課題研究の推進のための情報収集や研究成果・研修成果の発表の場として開催。

外部講師招聘型と生徒主催型とに分かれる。前期課程生徒を含め、全学年を参加

対象とする。

④国内研修： 国内の他校との交流・課題研究のためのフィールドワーク・課題研究を深化させ

るためのワークショップなど、日本国内を開催場所とした研修。

⑤海外研修・海外交流：

海外の中高生・大学生との交流・課題研究のためのフィールドワークなど海外生

徒を交流対象とした研修や海外を開催場所とした研修。
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⑥成果発表会への参加・開催：

課題研究成果発表のために全国 フォーラムをはじめとした複数校の合同発表

会へ参加。また本校の管理機関である国立大学法人東京学芸大学主催の成果発表

会の開催。

これらの取り組みに根本的に共通している取り組みは「課題研究の質の高度化」である。平成

年度 月に公表された の中間評価において本校の課題研究は「、多くの教員が課題研究の指導

にあたっている点など学校全体の教員を巻き込んだ取組として展開されており、高いレベルの研

究成果や生徒の変容も顕著に見られる点が高く評価できる」とされており、実施からの 年間で生

徒の課題研究が高い質を持つものとなっていることが評価されている。一方で生徒の研究態度にも

変化がみられる。例えば研究課題の継続性である。 チャレンジの参加生徒については今年度の

ファイナリスト（論文までの年間３回の審査を経ての上位４組）は、いずれも２年以上の継続研究

である。

課題研究の質が高まることには明らかに継続性が影響していることが分かるが、外部評価会や外

部での成果発表会の意義も大きい。生徒が課題研究についてリフレクション（振り返り）を繰り返

しながら修正・改善を行う際に、大きな効果を持つのはやはり校外の助言者によるアドバイスであ

る。 チャレンジに申請している生徒は多くが外部評価会に出席し、その後に研究計画や調査内

容・分析方法を修正している。

課題研究視線セミナーや Café についてはできるかぎり の大テーマ（リスク・葛藤と

軋轢・教育）に沿ったものや生徒の研究・研修に関連するテーマを扱っている。しかし現在のとこ

ろ参加するのはそもそも関心の高い生徒にとどまっている。今後の課題はテーマに関心の薄い層を

参加させ、新たな発見の機会を与える仕組みづくりである。

国内外の研修については、毎年継続的に開催・参加しているもののほかに新たに実施したものも

ある。その一つは香港をフィールドとした海外研修である。本校の 申請当初の計画には東南ア

ジア・南アジア地域・東アジア地域・米国・英国との交流・研修の５地域での計画を立てていた。

現在 の事業として交流や研修が行えている国や地域は以下の４地域である（参考： 事業で

の交流や研修では異なる地域とも交流が行われている）。

・英国（現地での交流・研修）

・フィリピン（現地での交流・研修）

・ベトナム（日本での交流）

・香港（日本での交流・現地での交流・研修）

次年度には米国ミシガン州立大学との提携による研修・交流が計画されており、当初計画の５地

域との交流・研修が実現する。これら海外での（海外との）交流・研修は生徒にとって英語での発

表機会であると同時に世界の現実の状況を実際に観察し体験する機会ともなる。特にフィリピンや

香港では、生徒の課題研究テーマに直接かかわる訪問先を選別して設定するように努め、現地での

インタビューや情報収集が少しでも可能になるようにしている。つまりは単なる語学研修や発表だ

けを行う場・交流会のみの場ではないということである。生徒の課題研究の質が上がることにはこ

うした機会が与える影響も大きいものと考えられる。

次年度以降の課題は以下の通りである。

・課題研究支援の取り組みの構造を可視化して生徒に示す。

・年間予定をできる限り早期に決定し、生徒が自分の課題研究の進捗に合わせて受ける支援を活

かせるようにする。

－ 43 －



チャレンジ

 
 
（１）2017年度 ISSチャレンジ実施要項 
本年度の実施要項（募集要項）は以下の通りである。 
 
目的： 
生徒個人および団体による独自の研究活動（課題研究）の奨励を目的とし，（生徒の研究活動の支援をするとと

もに，）研究の過程および成果を審査し，優秀な研究を表彰する。また，校外の研究発表会の学校代表選考も一

部兼ねるものとする 。 
 
応募資格： 
東京学芸大学附属国際中等教育学校に平成28年度在籍している生徒（全学年）。 
応募形態は個人・団体を問わないが，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。 

 
応募方法：  
エントリーシート（研究実施計画書）の提出（～5/24(水)） 
・エントリーシート（研究実施計画書）を iss_public¥ISS チャレンジ¥H29 からダウンロードし，必要事項を

記入する。 
・件名を「ISS チャレンジ」，本文に「代表者および参加者の学年，クラス，氏名を記入」し，研究実施計画書

を添付したものを以下のアドレスに送信する。 
 

SSH部門 ssh@tguiss.jp 

SGH部門 sgh@tguiss.jp 

 
※研究代表者と確実に連絡がとれるメールアドレスから送信してください。 
※エントリーシートは提出する前に一度は教員に見てもらうことが望ましい。 
 
審査及び研究支援の方法： 
段階ごとの審査や選考は，SGH・SSH の分野ごとの規準に従い実施します．研究支援の内容も SGH・SSH 事

業と連携して実施するため，分野によって内容および時期が異なる場合があります。 
（分野説明を参照すること） 

 
 
 
 
 
 

・ 年度も 分野と合同で チャレンジを実施した。生徒の研究活動の人的支援，物的支援をおこな

いながら，年間を通して 次から 次までの審査をし，優秀な研究を表彰した。

・ 年度の チャレンジ 部門では途中で グループのエントリー辞退があったものの，合計で

チームのエントリーがあった。その中から グループがファイナリスト， グループがセミファイナリス

トとして選ばれた。 学期におこなわれる生徒課題研究報告会兼公開審査会の 部門において，ファイナ

リストは口頭発表を，セミファイナリストはポスター掲示による発表をおこなった。
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スケジュール： 
 ＳＧＨ  ＳＳＨ 

5月24日（水） エントリーシート（研究計画書提出締切）【1次審査】 
 外部連携機関向けプレゼン 

研究支援（人的・物品等） 
 研究支援（物品・消耗等） 

（研究指導・理数探究Extra） 
 海外調査研修参加者選考  国際研究交流参加者選考 

10月18日（水） 研究経過報告書（提出締切）【2次審査】 
 セミファイナリスト選考 
 外部連携機関向け中間報告会  学校代表者選考・理数探究Extra 

1月10日（水） 研究レポート（研究成果報告書締切）【3次審査】 
 ファイナリスト選考 
 SGH論文集原稿  理数探究論文集原稿 

2月17日（土） 生徒研究発表会 兼 公開審査会 【4次審査】 
 ファイナリスト→口頭発表 セミファイナリスト→ポスター発表 

3月20日（火） 表彰式 
 
 
【SGH分野】 
研究対象： 
グローバル社会の問題に対応した課題研究で、「リスク」「葛藤と軋轢」「教育」のいずれかの大テーマに関わ

るものを対象とする。学問分野は文理を問わない。 
 
研究支援１： 
課題研究の支援・助言のための外部連携機関・外部支援者の紹介を行います。 

 
研究支援２： 
課題研究を遂行するために必要な消耗品の支援を行います。また学校が SGH 研究支援対象と認めた場合の調査

旅費・交通費の支援を行います。ただし、SGH 事業として執行するため、支援内容に制約を受ける場合や執行

できない場合もあります。 
 
生徒派遣校外生徒研究発表会： 
現在 SGH 事業は、全国レベルの生徒発表会は開催されていません。成果発表の場としては、各種コンテストへ

の参加・学術学会のJr.セッションへの参加等を予定しています。 
 
国内交流・海外派遣： 

＜国内＞昨年度名古屋大附属で行われた高校生会議「グローバルコミュニケーションプログラム」（予

定） 
附属高等学校との交流事業（予定） 

＜海外＞東南アジア・東アジアをフィールドとした調査研修旅行（予定） 
 
【SSH分野】 
研究対象： 
科学，科学技術，数理科学などに関わる内容全般を対象とする。なお，手法が科学的であれば対象は問わない。 

研究支援１： 
理数探究Extra（水曜日放課後）に研究支援員（ＴＡ）の研究支援を受けることができます．また，必要に応じ

て研究指導者（大学・研究機関の研究者・専門家）の研究指導が得られるようにする予定です。  
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研究支援２： 
課題研究における実験等に必要な備品や消耗品の支援をおこないます。エントリーシートの研究計画にもとづき

申請を行い，夏休みには実験には実施できるようにする予定です。SSH事業として執行するため，支援内容に制

約を受ける場合もあります。（執行できない場合もある） 
  
学校代表派遣：校外生徒研究発表会 
① SSH東京都内指定校合同発表会（2017年12月予定） 
② 生徒研究成果合同発表会（2018年2月；都立戸山高校予定） 
③ 関東近県SSH研究成果発表会（2018年3月予定；工学院大学予定） 
④ サイエンスフェア（2018年3月予定；群馬国際アカデミー） 
⑤ SSH生徒研究成果発表会（2017年8月；関西） など 
 
国際研究交流事業： 
台湾の IB校との研究交流事業を予定しています．ISSチャレンジのSSH分野の課題研究から参加者を選考する

予定なので，海外での科学研究における研究交流を希望する者は必ずエントリーすること。 
 
（２）ISSチャレンジ生徒研究成果発表会実施要項 
ISSチャレンジのファイナリストたちの最終審査会を兼ねて生徒研究成果発表会を以下の要項のように開催した。 
 
目的 ISS チャレンジのファイナリストの研究成果について口頭発表を行うことにより，研究成果及びその発表

能力を競い，その審査を行う。 
日時 平成30年2月17日（土）8:40～12:10 
場所 第一体育館 ※体育館に直接集合 
 
スケジュール 

 
～ 8:30 生徒着席完了 

8:30 ～ 8:40 出席確認 
8:40 ～ 8:50 開会式 
8:50 ～ 9:10 SG発表① 
9:10 ～ 9:30 SG発表② 
9:30 ～ 9:50 SG発表③ 
9:50 ～ 10:10 SG発表④ 
10:10 ～ 10:20 講評 

休 憩 
10:35 ～ 10:40 あいさつ 
10:40 ～ 11:00 SS発表⑤ 
11:00 ～ 11:20 SS発表⑥ 
11:20 ～ 11:40 SS発表⑦ 
11:40 ～ 12:00 SS発表⑧ 
12:00 ～ 12:10 講評 

 
会場準備（シート敷設，椅子並べ） 
2月16日（金）17：15～（部活動有志，SGH・SSH有志） 
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その他 
(1) リハーサル：2月16日（金）15:40～ 6年教室(SG)：物理実験室(SS) 
(2) 2月上旬に口頭発表者名およびタイトルを記した実施要項を保護者あてに配布し，参加人数の把握をする。 
(3) 1,2,6年生についてはSHRにて参加人数の確認を行う。 
(4) 当日生徒は防寒具着用可とする。 
(5) 見学生徒による口頭発表の評価も行う。それに伴い，生徒は筆記用具持参。 
※生徒評価票はSGH，SSHそれぞれで設定する。 
(6) 3月20日の修了式時に表彰を行う（賞についてはSGH，SSHそれぞれで設定する）。 
※ポスターも表彰の対象とする。 
 
（３）2017年度 ISSチャレンジSGH部門エントリーグループ一覧 
※「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 

No. 研究テーマ 大テーマ 審査 
1 貧困の連鎖を断ち切るための無料塾の有効性と持続可能性 教育 ★ 
2 五輪に向けた宿泊施設問題への取り組み リスク  
3 車いすで不自由ない暮らしを送るためには リスク  
4 雑草×アート リスク ○ 
5 続・不規則発言から考える国会議論のあり方 葛藤と軋轢 ○ 
6 保育士を増やすために保育園側ができることは？ 

～私達が手伝えることとは？～ 
教育  

8 北欧から学ぶ 子育てのしやすい日本の社会 教育  
9 なぜ年齢層によってＬＧＢＴへの寛容性が異なるのか 葛藤と軋轢  
10 絵本にみる早期幼児教育の考察と提案 

～グローバル化社会に対応する資質の育成～ 
教育  

11 LGBTsに対する日本メディアのあるべき姿 葛藤と軋轢  
12 学生の私たちができるエシカルファッションへの取り組みとは 教育  
13 創作ダンスによる青少年のコミュニケーション能力の向上 教育  
14 障がい者賃金上昇の為のブランドづくり リスク  
15 視覚・嗅覚障害を持つ人に料理はどれだけ貢献ができるか リスク ○ 
16 広告が映画に与える影響から考える良い広告とは 葛藤と軋轢 ○ 
17 仕事の生産性を向上させる癒しとは～人気カフェ業界に学ぶ癒しの効果～ 教育  
18 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 葛藤と軋轢  
19 犬や猫の殺処分を減らすために私たちにできることとは リスク  
20 LGBTのコミュニティーを身近に感じるためには 教育  
21 2020年に向けた東京の都市力向上についての研究 

～東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴う課題を軸として～ 
葛藤と軋轢  

23 在日外国人に対する差別を解消する 教育  
24 宇宙食から考える災害食のあるべき姿 リスク ○ 
25 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 

アプローチの検証 
葛藤と軋轢 ★ 

26 高校生が企画する真のフェアトレード 葛藤と軋轢 ○ 
27 私たちが原発を選び続けることの意味とは リスク ★ 
28 より良いポスターの在り方とは 教育  
29 No Space For Waste; Reducing Food Waste in Our Local Community 葛藤と軋轢 ○ 
30 ルールを守って観光をもっと楽しく！ 葛藤と軋轢  
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31 自分たちの肌の色を偏見なく、愛すには 葛藤と軋轢  
32 Programming of the kids by the kids for the kids. 教育 ★ 
33 地方創生への若者の関わり方 〜若者が行う地域を巡るツアーの効果〜 教育 ○ 
34 伝統工芸品のこれからの未来を感性から捉える リスク  
35 先進国の母子家庭貧困率減少に向けて―あるべき母親の雇用形態とその実現 葛藤と軋轢 ○ 
36 現代の日本の性に対する寛容性を歴史的観点から探る 葛藤と軋轢 ○ 
37 定着型の地産地消を世界へ 葛藤と軋轢  
38 時代に対応した歴史教育を提案する 教育  
39 文化的背景による価値観の違いを活かした異文化交流 教育  
40 小学生以下の子供が防犯意識を高められるような 

効果のある授業の学習指導案をつくる 
教育  

41 The Effect of Bilingualism on Cognitive Thinking 教育 ○ 
42 貧困下にある子供たちを喜ばせることのできるお菓子の創造 教育  
43 現在の課題点から見た日本の観光政策のあり方 葛藤と軋轢  
44 #eat.glocally ～若者における異文化理解への新しいアプローチの提唱～ リスク ○ 
46 日本の社会における性的少数者問題の政治利用の現状 教育 ○ 
47 中高生の「エシカル」の実践による消費者アイデンティティの形成 リスク ○ 
49 難民の持続可能な生活のためのルート開発 リスク  
50 高校生が考える外国人労働者の労働環境改善策 葛藤と軋轢  

 
（４）研究代表者ミーティング一覧 

実施時期 研究代表者ミーティング実施内容 

１
学
期 

5月 25日（木） 第１回研究代表者ミーティング 
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（付録参照） 
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。 
研究実施計画書は ISSチャレンジSGH部門の審査の対象となる。 

＊研究実施計画書の自己評価について 
各研究グループに自己評価シートを配布し，研究実施計画書の評価と振り返り

を実施。 
6月  5日（月） 第２回研究代表者ミーティング 

＊フィールドノートの配布 
＊指導教員（メンター）の確認 
＊研究実施計画書の「研究倫理申請の必要性」欄について 

6月 27日（火） 第３回研究代表者ミーティング 
＊研究計画書の評価，およびコメントのフィードバック 

SGH委員会，および各研究グループのメンターから，研究計画書の評価， 
およびコメントの返却 

＊研究倫理についてガイダンス 
7月 24日（月） 第４回研究代表者ミーティング 

＊ISSチャレンジSGH部門 中間報告会 
ISSチャレンジSGH部門にエントリーしている全研究グループ対象に， 
中間報告会を実施。異なる研究をしている生徒４名で１グループを構成し， 
それぞれが研究のプレゼンテーションをおこなった。評価すべき点，今後 

－ 48 －



検討すべき点などをコメントぺーパーに記入し，フィードバックを行った。 

２
学
期 

9月  1日（金） 第５回研究代表者ミーティング 
＊研究ポスターの作成について 
＊外部評価会について 

9月23日（土），および30日（土）に外部評価会の実施。 
＊外部発表の機会について 

10月  6日（金） 第６回研究代表者ミーティング 
＊研究経過報告書の書き方について 
研究の進捗度をはかるため，フォーム（付録参照）を用いて報告。 
研究実施計画書と同じく，ISSチャレンジSGH部門の審査対象であり，SGH 
委員会，および各グループのメンターから観点別の評価とコメントの 
フィードバックがおこなわれる。 

＊外部評価会の振り返りについて 
11月 30日（木） 第７回研究代表者ミーティング 

＊研究経過報告書の評価のフィードバック 
＊現段階までの評価上位16グループの発表 
＊最終研究論文について 

ISSチャレンジ論文の書き方ガイダンスを実施。研究論文の評価規準 
（ルーブリック）や論文の書式を確認した。 

３
学
期 

 1月 11日（木） 第８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 
研究活動によって得られた成果を ISSチャレンジの集大成として研究 
ポスターにまとめる。2017年度は ISSチャレンジの審査対象とはせず， 
ポスター単独での評価を実施。 

2月  8日（木） 第９回研究代表者ミーティング 
＊論文の評価，およびフィールドノートの評価のフィードバック 
＊研究ポスター最終版作成について 
＊生徒課題研究報告会について 
＊外部連携に関するデータ提供のお願い 
＊ISSチャレンジに関するアンケート協力 
＊東京学芸大学主催第2回SSH/SGH課題研究成果発表会について 

 

－ 49 －



 
 

外部評価会ー課題研究サポート

（１）目的

生徒の課題研究の計画・内容の精査を行うとともに、外部評価者からの助言を得て研究の充

実を図る。また、今後の継続的な支援ネットワーク構築の契機とする。

（２）実施概要

平成 年 月 日（土）・ 日（土） 両日とも ～

３つの教室を使い、下図のようなスケジュールで、１チームが 分程度でプレゼンテーション

を行なったあと、質疑応答・評価・助言を 分程度で行う形態をとった。

外部講師：東京学芸大学 人文社会科学系教授 及川 英二郎 先生

泉旺同窓会 野村 純一先生、宮本先生、馬場先生、

寺島先生、石瀬先生、堀江先生

東京大学大学院総合文化研究科 東 悠介 先生

本校卒業生（１回生） 株式会社 柳沼 佑輔 先生

本校卒業生（２回生） 帝京大学 柴山 正洲 先生

本校卒業生（４回生） 上智大学 岩瀬 風香 先生

２３日 及川 英二郎 先生 ＋ 泉旺同窓会 宮本様

 
２３日 野村 純一先生 ＋ 泉旺同窓会 馬場様

 

開講ブース数： （前年度 ブース）

参加生徒チーム数： （前年度 チーム） 参加生徒数： （前年度 名）

昨年度は 月と 月に開催したものを、今年度は９月末に２週連続で行ったところ、生徒の参

加率が大幅に上がった。その理由はふたつ考えられる。まず、生徒が課題研究を進めるにあたっ

て、 月よりも 月の方が外部の専門家に相談するタイミングとしてよいこと。さらに、２回

の日程を一気に示したため、生徒たちがスケジュールを合わせやすかったことである。外部講師

も、生徒たちの研究のジャンルにフィットする方々を招くことができ、課題研究の充実に資する

ことができた。管理機関である東京学芸大学、および同窓会の支援を得て、継続的な支援ネット

ワークを構築するという目標がすでにほぼ達成されている。
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２３日 柳沼 佑輔先生 ＋ 泉旺同窓会 寺嶋様

３０日 柴山 正洲 様 岩瀬 風香 様 泉旺同窓会 宮本様

３０日 野村 純一先生 ＋ 泉旺同窓会 寺嶋様 石瀬様

 
３０日 東 悠介 先生 ＋ 泉旺同窓会 堀江様

（３）分析

＜外部講師の招聘について＞

今年度は、 の問題と貧困問題を扱っている課題研究が多かったため、ジェンダーや差別の問

題を歴史的見地から研究しておられる東京学芸大学の及川教授と、貧困概念の専門家である東京大

学の東先生に特にお願いして来ていただいた。また、泉旺同窓会の方々は実業界で活躍されており、

卒業生の柳沼氏は やコミュニケーションの分野に長けておられることから、それぞれのブース

にフィットする研究を割り振った。生徒の課題研究のテーマは年ごとに傾向が異なるので、適した

外部講師を探してくることが外部評価会成功の一つの鍵となる。その点で、東京学芸大学のバック
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アップ及び同窓会の人的ネットワークを背景にもつ本校の強みを活かせている課題研究支援イベン

トだと考えられる。

＜外部講師からのコメント（代表的なもの）＞

・自分たちなりの調査を行いそれに基づいた仮説を立てている点、オリジナリティがある。

・発信対象を中高生に限定して方法を探っているのが、研究の効率性を生んでいる。

・貧困問題への対応として「菓子」という嗜好品に目を付けた発想が素晴らしい。

・先行文献の引用が恣意的になってしまっている。研究倫理に関わるので気をつけたい。

・人々の意識の問題と制度上の問題が一緒に論じられているので、分けて考えたい。

・原因と結果の結び付け方が恣意的である。

・「真のフェアトレード」「意味ある消費」の「真の」や「意味ある」は具体的にどのようなことか。

・生データを収集して統計的に処理している点は大変よいが、データはいくつかの解釈が可能であ

る。自分の解釈とは異なる解釈を想定して、自分の解釈の妥当性を客観的に検討する必要がある。

＜生徒の振り返り＞

・今回の外部評価会で学んだことは主に２つある。１つ目は、今までの研究は「家族」という点で

視野がせまかったということだ。今までは「結婚」がゴールとして様々な政策を調べていたのだ。

だが、あえて「結婚」をしない人もいて、「家族」は多様であることを教えられた。なので、これか

らは他の政策や家族の多様さといいう点も考え、深めていきたいと思った。２つ目は、言葉遣いに

ついてだ。（中略）このように「言葉」という面から深めていくのはオリジナリティが出るし、テー

マにより近づきやすいと思った。（ 年生）

・（前略）研究の方法として、「仮説」を複数立てて実験的にトライ エラーでやるとより説得力のあ

る根拠が出せるとも助言していただいた。授業案を試行錯誤してただ「より良い」という予想で授

業案を考えたり実際に実践したりするのではなく、どういった変化があるのか、何が変わるのかな

どといった「仮説」を立てて研究を進めていくことが重要だと感じた。（ 年生）

・私の中で研究において腑に落ちない部分があり、しかしそれが何か自己分析できていなかったと

ころ、 日の外部評価会でそれは「 らしさ」が足りていないということだというのが分かった。

料理の成分などにどうしても目がいきがちで のような研究になってしまっているため、 と

して研究をしている意義をもう少し明確にしなくてはいけない。そのためにはもっと社会的価値の

部分をくわしく調査していこうと思った。自分たちの研究はどれほどの人にインパクトを与えるこ

とができるかをもっとわかりやすく説明する必要がある。（ 年生）

・特に勉強になったのはデータ分析のあり方です。外部評価会ではデータの扱い方について恣意的

に見える部分があるというご指摘を受け、分析の仕方を工夫しなければならないと思いました。結

果的には、与野党の議席差を取る形で中立性を担保することにしました。（ 年生）
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課題研究支援セミナー

（１）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。高度な専門性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

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。

（２）実施概要

毎週水曜日 限の「 」（ 年）・「課題研究」（ 年・ 年）の時間帯に校内に

て開催し、原則として希望生徒が受講する。ただし今年度は 年生全員を受講対象とした回も

ある。各回の講師・講義テーマ・場所・受講数は以下の通りである。

回 日時 講師 講義テーマ 場所 受講

数

１ 年

月 日

（水）

日本政策金融公庫

国民生活事業

東京創業支援センター

小池俊太郎 様

「アイディア」から「ビジネス」

へ －ビジネスプランのつくり

かた－

棟

教室

２ 年

月 日

（水）

東京都市大学

環境マネジメント学部

教授 大塚善樹先生

「食べ物から考える環境問題」

棟

教室

３ 年

月 日

（水）

上智大学

外国語学部

教授 飯島真里子先生

「移民と市民権 沖縄からハワ

イ、フィリピンへ移住した人達」

棟

教室

４ 年

月 日

（水）

早稲田大学

社会科学部

教授 小島宏 先生

「アジアのムスリムとハラール

食品について」

総 合 実

習室

５ 年

月 日

（水）

国税庁 東京国税局

国際調査課

管理官 伴 忠彦 様

「税と国境

税金が国際問題になる時」

棟

教室

６ 年

月 日

（水）

三菱一号館美術館

キュレーター

岩瀬 慧 様

「学芸員の仕事と展覧会の見方」

展覧会の仕組と影響を考える

棟

教室

７ 年

月 日

（水） 建築家 増田信吾様

「建築を通して考えていること」

棟

教室

開講講座数： 講座（前年度 講座）

開講回数 ： 回 （前年度 回）

受講者数平均： 人（前年度 人・ 年生全員を受講者とした第 回を除く平均）

特に今年度は 年生（ 回生）の参加率が非常に低かった。希望して参加してくる生徒は 年

生の生徒がほとんどを占める。そうした 年生にセミナーの意義や価値を伝えるための試みと

して第 回は学年全員での受講とした。しかし、その後も 年生の希望者は増加していない。

次年度はセミナーの意義について理解を促す仕掛けが必要である。
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（３）分析

＜開講講座数減少の理由＞

昨年度と比較して開催講座数が減少した原因としては、 年生・ 年生の総合的学習の時間に、学

年全体での指導が行われたということがある。通常は「課題研究」の時間として学習を進めている

が、本校における総合学習領域「国際教養」に関わる指導として、 年生は「カナダワークキャン

プ」に関わる学習・指導、 年生はキャリア学習に関わる指導を行う時間として 時間～ 時間が設

定された。そのため、開催可能日が昨年度よりも減少してしまった。

＜希望受講者数減少の理由＞

本セミナーは希望者受講を原則としている。もちろん教員側からの呼びかけなどは行うが、義務

的、必修的に参加を強制することはない。そのため、受講者自体のモチベーションや意識は高いの

だが、今年度は参加希望者数全体が微減することとなった。

理由として考えられる点は以下の 点である。

・学年全体の意識が希薄

特に 年生（高校 年生）において顕著な傾向だが、セミナーの意義や価値があまり認識され

ていない。情報収集の場や課題研究への理解を深めるために開催されている講座であるが、話

を聞いてもどうすればいいのか分からない、よって聞いてみようという意志を持たないという

結果になっているようである。

・間接的な情報収集や応用・転移という意識が希薄

これは生徒全体に言える傾向であるが、自分の課題研究テーマに直接関わる話題でなければ、

役に立たないと考えている生徒が多い。よって、事前にテーマや講師を知らせていても、その

テーマだけをみて「自分には関係ない」と判断してしまう傾向が強い。

本校のねらう「組織力」への理解が事業開始当初よりも薄くなっているように見受けられる。

・機会に恵まれすぎている・情報提供の過多

東京にある本校は、学校外でも多くの機会に恵まれている。また、 の発達により、あらゆ

る動画サイトなどで著名人や大学の講義が見られるようになり、生徒は専門性の高い情報によ

り早くより多くアクセスできるようになっている。結果として学校でわざわざ聞かなくても類

似の情報は入手できるということになり、「今回を逃したら絶対に聞けない」という切迫した動

機を持ちにくい状況にある。

＜改善策＞

全校的に の研究開発に関して再度理解を促す機会を設けた方がよいと考えられる。また、本

セミナーがどのような目的で行われているのか、どのような意義があるのかを卒業生や上級生の参

加者から語ってもらうという仕掛けも必要だと思われる。学校側や教員が声を大にして訴えたとし

ても、結果として「やらされている・聞かされている」という感覚が強ければ、セミナー開講の意

義はない。

次年度は年度当初に の研究開発における諸活動の意義を丁寧に説明し、さらに年度途中から

はチームラボ株式会社と連携して継続的に課題研究のメンタリングを行ってもらう。教員集団では

ない外部組織の加入によって、生徒の課題研究を多面的に支えるとともに、外部講師との対話の中

で自分の課題研究についての見直しを繰り返す形態を試行する。

＜アンケート結果＞

次頁に第１回・ 回・ 回のアンケート結果を示す。回答の傾向としては，テーマによって参加動

機に差があること・自発的な動機でなくても「面白い」と感じられるということが挙げられる。常

に「生徒のニーズ」だけに注視するのではなく，「何を学ぶことができるか」という視点でセミナー

をカリキュラム的に構築していくことが重要であることに気づかされる。
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Global Café

（１）目的

海外研修や留学・課題研究成果の発信の場（生徒主催型）及び課題研究の支援（外部講師依頼型）

として、継続的に Global Café を開催している。第 1 回～第 4 回、第 6 回、第 7 回、10 回は生徒主

催型、第 5 回、第 8 回、第 9 回は外部講師依頼型であり、生徒自らが企画する生徒主催型が多くな

っている。本校生徒の研究成果発信や交流の重要な機会として活用するとともに外部機関との連携

による課題研究の活性化を目的としている。

（２）実施概要

第１回 Café

・開催日時 年 月 日 ～

・会 場 本校メディアセンター

・テーマ

・企画・運営 年生 名（女子）

・参加生徒数 名

・内容 図１ 第 回 Café ポスター（一部）

2013 年 4 月 24 日に 1,100 名以上もの衣料労働者が亡くなったバングラデシュでの「ラナ・

プラザ崩壊事故」以降、毎年開催されている「Fashion Revolution Week」というファッ

ションの生産背景を考える国際的なキャンペーンについて概要を説明し、 での参加方

法を紹介した。ファッションの抱える社会問題を理解し、私たちは何をするべきなのか、

何ができるのかを考え直すことを目的とし、本校生として、一人の消費者として、生産者

や環境に配慮したファッションの新しい楽しみ方を提案してアイディアをシェアした。 
・参加生徒の感想 

※ Café に参加して、私もいつか主催する側に立ってみたいと思った。

 
第 2 回 Café  
・開催日時 年 月 日 ～

・会 場 本校メディアセンター

・テーマ 難民問題・難民支援活動

・企画・運営 年生 名（女子）、 年生 名（女子）

・参加生徒数 名

・内容 図２ 第 回 Café の様子

最初に難民問題の現状や日本の受け入れ状況に関するプレゼンテーションが

あり、その後クイズ形式で難民問題の現状や支援のあり方について学んだり、

ホワイトボードを使ってグループワークを行ったりした。

・参加生徒の感想

※自分たちで企画し、こういった社会問題を提示して、私たちの偏見などを変

えていこうとしていることはとても素晴らしいことだと思った。

生徒主催型 é は生徒自ら企画書を作成して運営しており、課題研究の幅を広げたり、

海外研修等への意欲をかき立てたりする機会となっている。また é 参加生徒の中に、

今後は参加するだけでなく主催してみたいという意識の変化が見られた。外部講師依頼型

é は放課後や長期休業中等に行うため、長時間の講話や外部機関との交流が可能とな

っている。今後、さらにどのような é 実施が必要とされているか、分析を進めたい。
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第 3 回 Café  
・開催日時 年 月 日 ～

・会 場 本校Ｅ棟

・テーマ ベトナム高校生交流会

・企画・運営 年生 名（男子 名、女子 名）

・参加生徒数 本校生徒 名、ベトナム高校生 名

・内容 図３ 第 回 Café 集合写真

まず、本校生徒が学校生活に関するプレゼンテーションを行った後、お互いの生活や文化

についてグループディスカッションを行った。その後、ベトナムの高校生によるプレゼン

テーションと歌の披露がなされた。

・参加生徒の感想

※ディスカッションなどを通じて、普段あまり知ることのできないベトナム人高校生の生

活やベトナムの文化について学べたことはとても貴重な機会になった。また、ベトナム

人高校生の日本語の堪能さには驚かされた。私たちも彼ら同様、異文化に目を向け、積

極的に交流していくべきだと改めて感じた。

第 4 回 Café  
・開催日時 年 月 日 ～

・会 場 本校メディアセンター

・テーマ ＳＧＨフィリピン研修

・企画・運営 年生 名（男子 名、女子 名）

年生 名（女子）

・参加生徒数 名

・内容 図４ 第 回 Café の様子

フィリピンでの実際の体験から感じたことや学んだことを報告し、最後にはフィリピンで

体験したアクティビティを参加者全員で行った。フィリピンの社会と子どもたちの現状や、

私たちにどのようなことができるかなど考察した。

・参加生徒の感想

※フィリピンに行くだけでなく、行った先で何を学ぶのか、それをどう伝えるのかを考え

ることが必要だと思った。

第５回 Café 
・開催日時 年 月 日 ～

・会 場 本校Ｅ棟

・講師 国際移住機関（ ）仲佐かおい 様

・テーマ 南スーダンの今

－避難民支援と国際移住機関の仕事―

・参加生徒数 本校生徒 名

関西大学高等部生徒 名

・内容 図５ 第 回 Café ディスカッションテーマ

南スーダンに在住し、スーダン国内の避難民支援や調査に携わった現場の生の状況を踏ま

えたお話をうかがいました。お話を受けて「人間の安全保障と平和」というテーマでディ

スカッションを行いました。
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・参加生徒の感想

※私は現在、難民支援団体に所属していて、これからさらに活発に難民の方々について知

り、自分にできることをしていこうと考えている。そんな私にとって仲佐さんのお話を

聞けたことは貴重な経験だった。初めて聞き驚いたことも意外と多く、現地で働くスタ

ッフの苛酷さを知ったと同時に、その意義を深く感じた。難民問題は現在たくさんある

が、今回のお話で学んだことを糧にこれからも問題解決に貢献できるよう頑張っていき

たい。

※仲佐さんのお話は、他では絶対に聞けないようなお話で、印象に残った。しかし、一番

自分が印象に残ったのは仲佐さんがディスカッションで言っていたことである。最初の

ディスカッションでは「発信」する、「知る」など抽象的なことがほとんどだった。仲佐

さんはそこでより具体的にどのようなことをすればいいかを考えるべきだとおっしゃっ

ていた。確かにそうだとそこで納得した。それを頭にいれ、ディスカッションをしたと

ころ、高校生の私たちには何かできないという間違った考え方を自分が持っていたこと

を認識した。自分も役に立てることは絶対にあるという考え方に変わった。

第 6 回 Café  
・開催日時 年 月 日 ～

・会 場 本校メディアセンター

・テーマ 留学体験報告会

・企画・運営 年生 名、 年生 名（女子）

・参加生徒数 名

・内容 図６ 第 回 Café の様子

今年度海外留学を経験した生徒 名が主催し、台湾、カンボジア、フィジー、ドイツ、ア

メリカ等それぞれの留学先で学んだことやそれまでの準備、これから留学を考えている人

へのメッセージなど自分の言葉で生き生きと語った。

・参加生徒の感想

※留学にも色々なプログラムがあることがわかり、今後自分でも応募してみたいと思った。

第７回 Café  
・開催日時 年 月 日 ～

・会 場 本校メディアセンター

・テーマ 雑草からエコなニューイヤーカー 
    ドを作ろう 

・企画・運営 年生 名（女子）

・参加生徒数 名

・内容 図７ 第 回 Café の様子

年生の主催生徒が 分野での現在の研究と関連させながら、シードペーパー 種をすき

込んだ再生紙 を使ったカードづくりを行い、環境への意識を高め、身近なところに目を向

けるワークショップとなった。

・参加生徒の感想

※ワークショップを通してシードペーパーについてよく知ることができてとても楽しかっ

た。実際に参加することでより興味を持てた。
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第 8 回 Café  
・開催日時 年 月 日 ～

・会 場 本校メディアセンター

・講師 東京学芸大学国際教育センター教授

吉谷武志 先生

・テーマ セクシャル・マイノリティと学校教育 
の課題－最近の動きから－

・参加生徒数 名

・内容 図８ 第 回 Café の様子

の基本理解、日本での状況に関する報道や教育にかかわる動き等、多くの資料をも

とに、具体的にお話いただいた。

・参加生徒の感想

※改めてセクシャリティーは本当に多様だと実感させられた。

※様々な資料をいただき、これからの研究で参考にしたい。

第９回 Café 
・開催日時 年 月 日 ～

・会 場 本校Ｅ棟

・講師 チームラボキッズ株式会社

長谷川亮祐 様・岩崎恵美 様

・テーマ チームラボに学ぶチーム論

・参加生徒数 名

・内容 図９ 第 回 Café の様子

チームラボの仕事を疑似体験しながらワークショップを行い、チームラボの「チーム論」

を学んだ。次年度もチームラボの方々に本校の課題研究のため来ていただく予定である。

・参加生徒の感想

※「今までにない自動販売機をつくる」ということでみんなでディスカッションを行った

が、ディスカッションの後にグループや個人で企画の内容だけでなく、「話し合いの進め

方」について振り返ったのが印象に残った。

※グループで、意見交換をしながら、実際の話題（テーマ）を考えるのは、とても楽しか

ったし、こんな仕事ができたら、楽しいだろうなと思った。また、多学年とディスカッ

ションする機会は普段あまりないので、とても良い経験になった。 さんの活

動や、会社のオフィスの様子を写真を見ながら、お話を聞けて進路を考える上でも、と

てもためになった。

第 回 Café 「 報告会」

・開催日時 年 月 日放課後実施予定

・企画・運営 年生 名（女子）

（３）課題研究への影響

生徒が自主的に Global Café を企画することで「課題研究を進めるにあたって有効な考察をする

ことができた」との意見が寄せられた。また、外部講師型の Global Café で、生徒は新たな視点や

価値観に気づくことができ、プロジェクトを進めるにあたっての方法論を学ぶ貴重な機会となった。
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国内研修

① 北陸新幹線サミット

（１）目的

北陸新幹線が東京～金沢をつなぎ、人々の交流が増えたことを背景に、北陸新幹線沿線の都

県の 校を主な参加校として、長野県上田高校の主催で「北陸新幹線サミット」が開催され

た。課題研究を進めるにあたり、東京からの視点だけに偏ることは、自らの研究の可能性を狭

めることにつながる。中部・北陸といった東京近郊以外の高校生の中で、自らの研究について

発表し、ディスカッションを行うことによって、研究に新たな視点を加え、それぞれの研究を

深化させることを目的とする。

（２）実施概要

・開催主体等

主 催 長野県上田高等学校

後 援 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所

連 携 東京外国語大学、佐久大学、佐久総合病院

・開催日 平成 年 月 日（土）

・会 場 長野県上田高等学校 住所：長野県上田市大手 1−4−32

電話：

・参加者 約 名

・使用言語 日本語 および 英語

・日 程

＜行き＞

月 日（土） ： 東京駅発 → はくたか 号 → ： 上田駅着

→ 徒歩 → ： 上田高校着

＜帰り＞

月 日（土） ： 上田高校発 → 徒歩 → ： 上田駅着

： 上田駅発 → あさま 号 → ： 東京駅着

・内容

１０：３０～１１：１５ 開会行事 ミニレクチャー 
１１：３０～１２：４５ プレゼンテーションⅠ 
１２：４５～１３：４５ 昼食および交流【上田城址公園】 
１４：００～１５：１５ プレゼンテーションⅡ 
１５：３０～１６：００ 閉会行事 

・テーマ・分科会

分科会テーマ ① 世界の人々のいのち健康を守る（保健医療衛生分野）

本年度より開催される「北陸新幹線サミット」へ参加。

本校からは日本語による発表 グループ、英語による発表 グループ。各分科会で専門家や高

校生とディスカッションを行い、研究への視野を広げた。

「視覚・嗅覚障害に料理はどれくらい貢献できるか」の発表が分科会での最優秀賞に。
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② 高校生から発信する地方創生～地域と町づくり

③ 課題解決～グローバル課題を考える（使用言語：日本語） 
④ 課題解決～グローバル課題を考える（使用言語：英語）

・参加生徒 名（ 年生女子 名・ 年生女子 名・ 年生男子 名）

・引率 名（地歴・公民科教員） ・事前指導担当 委員会

（３）生徒の報告より

私は分科会 の「地域の課題から地域創生を提言」に参加していたのだが、各地の高校生

が自分たちの地域と密に関わっており、地域のために活動をしていたことに驚き、感銘を受

けた。地域とあまり関わりを持つ機会がなく、近所の人も知らないと言われる東京に住んで

いる私にとって、地域と関わりを持てていて、地域を盛り上げるための活動ができている高

校生は、私に完全には理解できない問題に直面していると感じた。例えば、人口減少が激し

い地域の高校生は、交流人口が増えてもあまり意味がなく、移住者を増やす必要があると言

っていた。私は今までの研究で、交流人口の増加も地域活性化に意味があると考えていたの

で、現場の状況と私の感覚のズレに気づくことができた。また、人口が減少している地域出

身でも、交流人口の増加が地域活性化の第一ステップとして効果的だ、と考えている人もい

て、それぞれ違う意見だったことも興味深いと思った。（後略）
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② 名古屋

（１）目的

加速度的に進む経済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、自分たちが将来の国際社会で活躍するためにどのような資質・能力が必要なのかを、

名古屋大学の外国人留学生と一緒に考える。また、全国から集まった高校生たちが学校を越え

てチームを組み、英語でディスカッションをする中で、スキルとしての英語力向上ではなく、

英語を通して論理的に他者に表現し、コミュニケーションする能力、さらに課題発見・課題解

決力、合意形成力、妥協力を育成することを目的とする。

（２）実施概要

・主 催 名古屋大学 名古屋大学教育学部附属中・高等学校

・開催日 平成 年 月 日（月）・ 日（火）

・会 場 名古屋大学教育学部附属中・高等学校 交流棟 階

（愛知県名古屋市千種区不老町 名古屋大学内）

・参加者 高校生約 名 外国人留学生約 名 高校・大学教員約 名

・使用言語 英語

・内容

①ディスカッションチーム： 学校が異なる 名＋名古屋大学在籍の外国人留学生２名

②指導：名古屋大学経済学研究科 土井康裕准教授）／同国際教育交流本部

教授 他

日目 ： 月 日（月）

〜 ウォームアップ グループ活動

〜 グループディスカッションの実施方法説明、テーマの提起

〜 ディスカッションⅠ

〜 小講義 → ディスカッションⅡ

〜 生徒交流会（於：大学生協 ）

日目 ： 月 日（火）

〜 小講義 → ディスカッションⅢ

〜 各グループによる討議内容のプレゼンテーション

〜 振り返り／大学教員によるコメント・表彰

・事前学習 
主催者側から事前に課された以下の課題について、校内で事前に調べ学習をし、個々に英

語でレポートをまとめる作業を行った。 
課題  
⑴ 自由主義経済（自由貿易）と保護主義経済（閉鎖経済）の語義（及び実例）について調

べてください。 

英語でグローバルな課題について話し合う、名古屋大学主催 に４名が参加。

今年のディスカッションテーマは「自由主義経済と保護主義経済の衝突——日本はどうあるべき

か——」。名古屋大学から課される事前課題が充実しており、校内で事前学習を重ねて参加する

ことで、英語で論理的に表現する力や合意形成力を磨くことができる。本校生徒がディスカッ

ション・リーダーを務めたチームが討論結果のプレゼンテーションで最優秀賞を獲得した。
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⑵ テーマである自由主義経済と保護主義経済について①個人②企業③政府それぞれの視

点から、以下の質問に対する自分の考えを説明できるようにしてください。 
質問１：iPhone は部品から完成品まで、どのように作られているでしょう？例えば、国

内生産のみで（部品調達も含め）生産・開発は可能でしょうか。 
質問２：インターネット社会の中、保護主義経済が進んだとします。消費者として海外の

エンターテイメントビジネス、例えば音楽や映画、ゲームをどのように楽しむことができ

ますか？また、政府としてどのように取り締まることができますか。 
質問３：コンビニで販売の『おにぎり』を国内産の材料のみ、または海外産の材料のみで

企画・販売した場合、どのような影響（メリット・デメリット）が考えられますか。あな

たなら、どちらを選びますか？ 
質問４：ハンバーグ弁当を All made in Japan で販売するとした場合、どのような影響（メ

リット・デメリット）が考えられますか？実際に、どのようなハンバーグ弁当を企画でき

ますか。 
（３）生徒の報告より

私は当初、プレゼンテーションの意義が分かっていなかったが、プレゼンしたことで、「ディ

スカッションで身に着けた広い視野から導き出した結論を、ディスカッションの過程と共に

示すことで、有力な主張になること」を学んだ。結論を示すといっても、もう一方のメリッ

トもきちんと説明したうえで、それでもなぜ選んだのかを示すことが、よいプレゼンだと思

った。プレゼンは慣れているつもりだったが、限られた時間の中で、グラフの説明を細かく

したり、魅せる工夫をしたり、根拠をきちんと示すなどをしていかねばならず、自分が思っ

ていた以上にうまくいかなかった。客観的に全体を見て、時間管理をしながら進めることが

大事だと学んだ。日本は、中国・アメリカなどと貿易を深めている中で、アメリカや中国出

身の留学生が、国の代表としての意見を聞かせてくださった。とても貴重な機会だった。互

いにメリットを持ち、デメリットを解決していくためには、お互いを知る必要があるとディ

スカッションから学んだ。（後略）
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③ 世界津波の日 沖縄島サミット

（１）目的

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

生の防災意識向上ために開催された。本校は昨年度の高知県での高校生サミットへも参加し、

分科会発表・分科会司会を行った。生徒は国内外の生徒とも充実した交流の機会を得，課題研

究への理解の深化を図ることもできた。こうした経験を踏まえ、今年度も他校との交流を持ち

ながら、自然災害のリスクにどのように対応するかについての理解を深める機会、課題研究に

関連する発表を行う機会として活用することを目的とする。

（２）実施概要

・開催主体等

主 催 沖縄県，沖縄県教育委員会

共 催国連国際防災戦略事務局（ＵＮＩＳＤＲ）駐日事務所

後 援 国土強靭化推進本部，内閣府、外務省、文部科学省、経済協力開発機構（ ）

・開催日 平成 年 月 日（火）・ 日（水）（・ 日（木）： 日は帰京日）

・会 場 沖縄コンベンションセンター展示棟 住所：沖縄県宜野湾市真志喜

電話：

・参加者 約 名 海外招聘者 約 名・国内招聘者 約 名

・使用言語 英語

・日 程

＜行き＞

月 日（火） ： 羽田発 → → ： 那覇着

： 那覇空港発 → 無料シャトルバス → ： 沖縄コンベンションセ

ンター着

＜帰り＞

月 日（木） ： 那覇国際ユースホステル → 無料シャトルバス → ： 那覇

空港着

： 那覇発 → → ： 羽田着

・宿泊先：那覇国際ユースホステル 住所：沖縄県那覇市奥武山

電話：

・内容

月 日 午後 ・オープニング

・各国・地域・参加校紹介

・日程説明

・分科会実施に向けたブリーフィング

月 日 終日 ・分科会（ワークショップ）

世界津波の日に際しての高校生サミットへ 年連続参加。

現地分科会での発表タイトル「東京の在日外国人に対する非常時における食への対応」

当日の分科会グループとしての最終的キャッチフレーズ（提言）

「 」
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・スタディツアー報告

・交流ランチ

・記念植樹・撮影

・東日本大震災 被災地からの報告

・総会（分科会報告・宣言採択）

・フェアウェルパーティー

・テーマ・分科会

全体テーマ「みんなを守りたい」津波の脅威を知り，備え，いま自分ができること。

～万国津梁の島から発信する“ゆいまーる”の心～

分科会テーマ ① 過去の事例と得られた教訓を知る

② 災害に備える（本校参加分科会）

③ 発災後の行動

・参加生徒 名（ 年生女子）

・引率 名（外国語科教員） ・事前指導担当 委員会

（３）生徒の報告より

研修を通して、改めて世界の仲間たちとつながることの大切さを学んだ。特に、今回のテー

マであった津波や災害は、いつどこで起きるか正確な予想ができないため日々の備えと国と

国とが協力し支えあうとこが必要不可欠であると感じた。しかし、今の日本は他国と支えあ

えるほど真剣に災害対策に取り組んでいるだろうか。東日本大震災という大きな災害を経験

しながらも、六年たった今、私たちが住む首都圏では危機感がなくなり、十分な備えができ

ていないように感じる。備えのグループで発表の準備、会場での話し合いから、グローバル

化が進む中での日本の対応は不足していると感じた。今、まさにこの瞬間災害に見舞われた

らどれだけの人が十分な備えをできているだろうか。話し合いで、後回しにしないことの大

切さを学んだ。（後略）
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④ 企画展示「『衣』を通じて見る世界」ワークショップ開催と展示参加

（１）経緯と目的

年間の継続的研究成果に対して から要請を頂き，生徒の研究成果が が主催する一般

向けの企画展示の一部として展示された。また企画展示に伴うワークショップの一つとして本校の

研究チームがファシリテーターとなる回が設けられた。

本校生徒の研究成果発信の重要な機会として生かすとともに，外部機関やワークショップに参加

する一般の方々との情報共有や新たなネットワーク形成の機会として活用することを目的とした。

（２）実施概要

・開催主体等 国際協力機構

・企画展示「『衣』を通じて見る世界−ファッションをミライのアクションに−」開催期間

年 月 日～ 年 月 日

・ワークショップ開催日 年 月 日

・会 場 地球ひろば

・参加者

・使用言語

・内容

企画展示「『衣』を通じて見る世界−ファッションをミライのアクションに−」の展示参加団

体として他の企業（無印良品やユニクロ・ など）ととともに参加。

また 月 日には「高校生発信！私たちが考えるエシカルファッション」と題して研究

成果をもとに主として中高生を対象としたワークショップを行った。

・ワークショップを行った生徒の研究テーマ

“中高生の「エシカル」の実践による消費者アイデンティティの形成”

・参加生徒 年生 名・ 年生 名（女子）（ワークショップファシリテーター）

・ワークショップ参加者 名

・引率 名（国語科・ 委員会）

年度から継続的に研究してきたチームの研究成果に注目した外部機関（ ）からの要請

により，本校生徒がファシリテーターとなり，ワークショップを開催。 が一般向けに開催

した企画展示に，他の一般企業と並び参加団体として活動成果が展示された。

今後は外部と連携した成果を以下に校内の他の生徒に還元し影響を与えていくかが期待され

る。
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図１ ワークショップの様子 図２ワークショップ終了後の様子

図３ 本校生徒による をネイルで

広報する活動

図４・５ ワークショップ実施チームの研究についての展示

（３）課題研究への影響

ワークショップ時に得られたアンケート結果や参加者の様子（例えば理系の中学生男子生徒が多

かったことなど）は生徒の課題研究に新たな視点と課題をもたらした。

例えば具体的には，動物実験を行うことが「エシカル」の観点からは批判されるが，科学的に製

品の安全性を保証するには重要であること，そこに生じるジレンマをどう解消していくかというよ

うな質問が，中学で生物部に所属しているという中学生男子から提示されたということがある。思

想的な「エシカル」一辺倒になりがちである研究に疑問を投げかけた形である。

ワークショップのファシリテーターの本校生徒はこの質問にすぐには答えられず，自分たちの意

識の偏在を痛感することとなった。こうした外部からの批判も研究の見直しを行うためには必要な

ことであり，今回のワークショップ開催はその重要な契機となった。

研究の詳細については本年度論文集“中高生の「エシカル」の実践による消費者アイデンティテ

ィの形成”を参照のこと。

企画展示画像出典

－ 69 －



 
 

⑤ 日本原子力研究開発機構 超深地層研究所訪問 地層処分問題サイエンスダイアローグ参加

（１）目的

継続的に原子力発電に関する研究を進めている生徒たちが専門家からの情報を得，年下の中

学生達の意見や研究者の方々の意見を聞き，意見交換を行うことで原発のリスクにどのよう

に対応するかについての理解を深める機会，課題研究に関連するより専門的な知見を得る機

会として活用することを目的とする。

（２）実施概要

・開催主体等

学術フォーラム「多価値化の世紀と原子力」

（担当 東京工業大学 澤田哲生）

・開催日 平成 年 月 日（土）～ 月 日（日）

・会 場 日本原子力研究開発機構 超地層研究所 住所：瑞浪市明世町山野内

東桜会館 住所：名古屋市東区東桜

・日 程

１２月２３日（土）

午前 時頃の新幹線：東京→名古屋 中央線：名古屋→瑞浪

中央線瑞浪駅集合（現地の団体と合流）

超深地層研究所着

主催者挨拶 澤田哲生（東工大）

原子力と対話 加藤之貴（先導原子力研究所）

地下坑道見学

最終処分場研究の現状（日本原子力研究開発機構／瑞浪）

日本学術会議の回答をめぐって 今田高俊（東工大）

ホテルプラザ勝川宿泊

１２月２４日（日）

： 挨拶 澤田哲生（東工大）

科学的有望地について 北山一美（先導原子力研究所）

ダイアローグの方法について

ダイアローグ 討論会

意見交換会

： 解散

： 頃 中央線：勝川→名古屋 新幹線名古屋→東京

・参加者 生徒 名（ 年生 女子） 現地では公募で選ばれた中学生 名ほどが参加

・引率 名（社会科）

生徒が課題研究を進める課程で連携を依頼した大学教員からの声掛けで成り立った研修。

通常個人では訪問できない施設（日本原子力研究開発機構 超深地層研究所）を実際に訪問し、

「核のゴミ」をどう処理すべきかという問題について直接的に考える契機となる。

この研修を通して本校教員とも連携が成立し、３年生（前期課程）において理科・社会の教科

間連携授業の講師として当該の大学教員を招聘した授業を実施。
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（３）引率教員の報告より

昨年 月 ・ 日、学術フォーラム「多価値化の世紀と原子力」が主催する『中学生サミッ

ト 』に、ＳＧＨの課題研究で「私たちが原発を選び続けることの意味とは…」を探究してい

る本校 年生 名とオブザーバー参加した。

高レベル放射性廃棄物を地層に安全に処理するための研究や技術開発を行っている「瑞浪超深地

層研究所（岐阜）」の地下 ｍの坑道を視察した。日本一深い駅が都営大江戸線六本木駅の

ということを考えると 倍以上も深い。もし大地震に襲われたら…チリ鉱山落盤事故のようなこ

とに遭遇したら…と恐怖は募った。鳥籠のようなエレベーターはゆっくりとしたペースで下降し

た。 を示していた気圧計が上昇し を示したところで地下 ｍに到達した。案内

人から示された花崗岩はキラキラと光り輝いていた。視察後、さまざまなレクチャーを受けた。

思っていていた以上に地下 ｍの世界が安定していることが分かった。原子力発電により恩恵を

受けた私たち世代の放射性廃棄物を次世代に積み残すのかとの問いが重くのしかかってきた。宇

宙・海洋底・氷床処分が難しいことが分かっている現在、地層処分しかないのか…。そもそも放

射性廃棄物の処理を考えずに、なぜ原子力発電所を建設したのかという思いが強く残る視察とな

った。

＜中学生サミット 報告 社会科 古家 正暢＞

（４）生徒の報告より

超深地層研究所では、地下５００メートルの坑道を見学した。地下へはエレベーターを利用し

て降りたが、かかる時間は５分程度で、意外と近いように感じた。しかし降りる間、温度、湿度、

気圧が徐々に高くなっていくのを身を持って感じ、地上とは全く異なる環境に埋めるということ

を知った。高レベル核廃棄物の地層処分について、地下水に触れることを避けるというお話を何

度も聞いたが、なかなかそのイメージはわいていなかった。しかし坑道では、実際岩石からかな

りの地下水がしみ出ていた。これを何重もの人工的なバリアと岩盤によるバリアで防ぐというお

話を理解することができた。しかし本当に安全と言い切れるのか、疑問は残った。その理由の一

つに、地層処分の地下の深さの基準設定の根拠が不明確であることがあげられる。国によってこ

の基準は違い、なぜ日本では地下３００メートル以深なのか、はっきりしなかった。一方地震の

リスクについては、地下の方が地上に比べ揺れが少ないことをお聞きした。このように、私たち

のイメージの中の地層処分は必ずしも正しくなく、実際に見学してみることでより科学的に学ぶ

ことができるため、原発問題の実態もよりはっきりと見えてくると感じた。

（写真）超深地層研究所 地下 メートルにて
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海外研修・海外交流

① イギリス研修

（１）目的

生徒の SGH 課題研究を充実させるための情報収集・異文化の人々とのディスカッションを行

う機会提供に資する。異文化の人々と世界規模の課題を共有し、学生・社会人・専門家の枠を超

えて話し合う中で解決法・提言を見出す活動を通して、葛藤と軋轢を超えて合意形成に至る道筋

をつかめる能力を養う。 
（２）実施概要

・主催 University College London
・期間 2017 年 7 月 21 日（金）～7 月 31（火）＊日本帰国日＜10 泊 11 日（機内泊 1 泊）

・場所 英国（ロンドン ・ケンブリッジ等）

・主たる訪問先

立教英国学院・ケンブリッジ大学・ ・大英博物館

・主な研修内容

① にて行われる「 」に参加し、社会起業についての講

義の後、グループごとに自分たちが社会起業をするなら立ち上げてみたいビジネスを考えた。

どのようなサービス・商品を提供するのか考え、どこから収入を得るのか、社会に与える価値

は何なのかについても検討した。

②ケンブリッジ大学での講義・図書館見学

・旅程

・今年度は「社会起業」をテーマとしたワークショップやシンポジウムが実施され、本校生徒

男子 名 は研修に参加するだけでなく、プレゼンターも務め、起業に関する自らの活動につ

いて英語で発表した。

・研修に参加した生徒は、様々な場面での対話や交流など積極的に取り組み、異なる文化的な

背景をもつ人々と実際に意見交換できることに、大きな刺激を受けていた。

・ノーベル賞受賞者を含め、ケンブリッジ大学や では、各分野で世界をリードする研究者

の方々の講義を受けることができるため、研修中に少しでも質問等ができるよう、今後の事前

学習ではイギリス研修での講義に関わる内容もぜひ取り入れていきたい。
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・参加生徒 年生 名

・引率 本校教員 名

・事前指導／事後指導

事前学習は以下のように実施した。

事前課題

①イギリス研修と自分の課題研究との関わりをまとめる。

②イギリス研修における課題研究の研究計画を立てる。

事前研修

① 月 日 放課後 ～ 概要に関するガイダンス

② 月 日 放課後 ～ イギリス研修と課題研究の関連の報告

③ 月 日 放課後 ～ イギリス研修における課題研究の研究計画確認

④ 月 日 期末テスト最終日 午後 分～ イギリス研修での発表練習

放課後 ～ 参加者保護者会

⑤ 月 日 放課後 ～ に進学した卒業生からの講話

研修中課題

① 研修期間中、ワークショップやプレゼンテーションの課題を行う。

事後課題

① 研修内容とリフレクションをまとめ、報告レポートを作成する 日本語でも英語でもよい 。

（３）生徒の報告より

生徒報告書（抜粋）

イギリス研修では、短いものから長いものまで、 近くのレクチャーを受けることができた。レク

チャーの内容の分野はとても幅広く研究者や教授による物理学を始めとし、医療、化学、ロボット

工学、生物学、天文学等のレクチャー、そして今回のテーマである社会起業についての数多くのレ

クチャー、さらにはワークショップに関連して夏目漱石について、そして現地の大学に通っている

日本人大学生からそれぞれのイギリスの大学生生活等についても知ることができた。

 
今回の研修を通してイギリスの教育の先進性をとても感じた。日本の高校では国語、数学、理科、

社会、英語（外国語）、副教科など様々な科目を履修することが普通であり、後に文系と理系に分か

れたとしても、高校初期にはほとんどが必須科目となっている場合が多い。それに比べてイギリス

の高校の教育制度は日本とは全くシステムが異なり、主な学校は GCE A level という教育システム

を導入しているそうだ。最近では本校でも取り入れている IB というイギリス以外のヨーロッパ諸

国やアメリカの大学を受ける際に必要な資格を取得する教育システムを導入する私立高校やインタ

ーナショナルスクールなども増えてきたらしい。A level ではユニット制という制度があり、学習内

容が 6 つ（または 4 つ）のユニットに分けられていて、ユニットごとに試験を受ける。各ユニット

の成績は独立していて、成績の悪いユニットのみを再受験することができる。また、A level では 3
〜4 科目を集中的に学ぶことができる。ここでは経済学、数学などを始めとして、哲学、心理学、

古典文明、美術史など幅広い分野から科目を選択することができるそうだ。私はこの話をイギリス

の生徒から聞いた時に衝撃を受けたが、この特色のある教育スタイルは素晴らしいと感じた。高校

生の内から自分の興味・関心に沿った学習に打ち込むことができるので、ある分野に、触れる程度

ではなく、突き詰めていくことができる。自分の好きなこと突き詰めることができる環境はとても

良いと感じたし、自分の先行した分野において将来とても有利になると感じた。一方で、高校生の

早い段階で自分の興味・関心を明確にしなければならないというネガティブな捉え方もある。そう
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いった視点から見ると、高校初期に様々な分野に触れることで、徐々に自分の学びたい内容が分か

ってきた後に専攻分野を決めることができる日本の教育スタイルも優れているのかもしれない。各

国の特色のある教育スタイルが、それぞれの良さがあると感じた。私の研究分野である IT 教育に

おいても、イギリスは世界的に見て最も先進していると言えるだろう。イギリスの生徒に何度か質

問をさせてもらったが、多くの生徒が IT 教育をとても身近に感じていた。また、イギリスの生徒

の質問・発言力の強さを見習わなければならないとも痛感した。それは普段の授業スタイルも大き

く影響していると思う。日本でも質の高い教育が行われているし、グローバル化が進んでいる中で

それに対応した教育スタイルも増えてきているが、イギリスの教育の先進性には驚くばかりであっ

た。このギャップを縮めていくためにも、日本や世界の国々は従来の教育等の固定概念に捉われず、

新しい教育スタイルや先進的な教育を導入していくべきだと感じた。 
 

今回の UCL Japan Youth Challenge を通して、私は本当に一生に一度の最高の経験ができたと思

う。多くのことを学ぶことができたのはもちろん、研修なのにこんなに楽しくていいのか、と思う

ほど本当にとても楽しかった。また、この研修の新しい環境や新しい経験がすごく新鮮だった。 

私は「地域を巡るツアー」を現在ボランティアとして行なっているものの、それを社会起業と転換

できるのかどうか、できるのであればどのようにして行うのか、ということに興味があったため、

この研修に参加した。この研修を通して、社会起業を始めるために、考えるべきことについて、理

解が深まった。よって、自分がこれから何を考えなくてはいけないのか、参加前と比べてよりはっ

きりとわかるようになった。例えば、もともと自分の企業で提供したいサービス（地域を巡るツア

ー）は定まっていて、これのもつ社会的な価値（観光を通して自分の地域をもっとよく知ることが

できる）についても考えたことはあったが、まだ目的・負の解消の部分が十分に明確ではないこと

が分かった。また、 で、自分が問題だと考えることについてグループで話し

合った時に、自分の体験から気づいた問題と、よくニュースで言われている問題、では解決したい

と思う意欲の強さに差が出ていると思った。私は春に行った上田スタディーツアーなどで体験した

地方創生の必要性をまだ自分の言葉で説明できない（英語力も足りない）ことに気付かされた。地

方創生の必要性を体験を通して学んでいるはずなのに、それを自分の中で整理できていないと感じ

た。さらに、もし自分の地域を巡るツアーについて簡潔に説明しなくてはいけなかったとしたら、

１〜２分では説明できないことに気づいた。これも、このツアーの目的や価値に関して整理がつい

ていないからだと思うので、ツアー実施の前に整理する必要があると知った。全体的に、自分が何

をしたくて、それは何故なのか、という社会起業の基礎の部分がしっかりしていることの重要性を、

多くの講義で強調された。自分のアイデアはまず基礎が固まっていないことが最大の反省点だった。

この研修で私が一番楽しんだ部分は のワークショップだった。ここでは自分

が行いたい社会起業を考えるにあたって、自分が問題だと感じることについてディスカッションを

行なったが、日本とイギリスの学生が集まっていたため、幅広い意見が出てきて面白かった。この

ような機会が、異文化理解には必要なのではないかと感じた。異なる文化的背景をもつ人と、実際

に会って、意見交換をすることで、異なる考え方に触れられるだけではなく、なぜそのような考え

方をするのかも知ることができる。
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② 香港研修・香港 ・ ・ 交流会

（１）目的

「 チャレンジ」の 部門に応募し、課題研究に取り組んでいる生徒を主たる対象として、

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

る香港中文教育大学や現地の高等・中等教育学校を訪問することを通して、香港の現地人々の生

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。

（２）実施概要

・主催 本校 委員会

・期間 年 月 日（月）～ 日（木） 泊 日

・場所 中華人民共和国 香港特別行政区（ ： ）

・主たる訪問先

香港中文大学・香港科学技術大学・ ・香港中央図書館

・

・主な研修内容（予定）

①香港中文大学・香港科学技術大学：大学生との交流（プレゼンテーション・ディスカッション・

キャンパスツアー）

② ：課題研究プレゼンテーション

③香港中央図書館：図書館見学

④市内研修

・ ：香港社会での市民への社会的支援状況調査

（インタビュー等）

・ ：施設見学・映画広告研究チームの情報収集

・訪問地住所等

◇ （宿泊地）

◇

◇

・予備調査時参加希望者 名（過去最大数）。

・旅行会社の添乗なし・企画から運営までほぼ パーセントを学校側のみで行った。こうし

た自主運営には現地の大学・学校・組織などの協力が欠かせない。

・課題研究に近いことは香港の現地校でも同様に行われている。今後は課題研究を主軸とした

高度な交流が可能な相手校を複数探し，相互評価できるような機会を持つことが重要。

・予算の都合上，最終的に 名の定員とせざるを得なかった。次年度は全体予算減額の中で

どのように多くの生徒を支援するかを再検討する必要がある。

・事前学習に十分な時間を割けなかった。次年度は早期に事前学習を開始し，事前学習の過程

も選考条件に追加することを検討する。
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◇

◇

◇

◇

・旅程

・参加生徒 年生 名・ 年生 名 計 名

・引率 名

内訳：本校教員 名（国語科・ 委員会）・大学教員 名（教職大学院教授）・大学院生

名（教職大学院生・現職教諭）

・生徒参加条件

・参加生徒選抜状況

羽田空港国際線ターミナル

食事

16:00以降 市内研修（夕食含む） 車両 夕食（全員）

車両
昼食（各自）
尖沙咀付近

14:15-（15:15） HK Central Library　他 自主移動 夕食（各自）

10:30-（13:00）
/HongKong Film Archive(昼食含む）

自主移動
昼食（各自）
湾仔付近

車両 夕食（全員）

車両
昼食（空港にて
各自）

香港国際空港

・各自の課題研究に必要な情報を実地にて収集するフィールドワークを軸とする。 チャレンジ（ 部

門）にエントリーして課題研究をすすめていることを原則とする。

・調査・インタビュー時はすべて英語を使用する。よってそれに見合う英語力を有することが必要である。

・交通費（往復の航空券および現地での移動にかかる費用）と宿泊費は 経費として支出。宿泊費の一部

と食費・任意保険代は本人負担。

・食費、パスポート取得、羽田空港までの移動費などの諸経費は自己負担とする。

・保護者の承諾書を事前に提出する。

・事前学習・事後学習に参加する。

・予備調査段階での香港研修参加希望者は 名。当初の定員は予算の関係で 名～ 名程度としていたが，

希望者が非常に多かったため，予算を見直した上で自己負担額をやや増額して 名に定員を増やした。

・最終的に参加生徒審査に応募したのは 名。

・審査は「志望理由書」「研究計画書」「研究の進捗状況」「面接」によって行った。

・書類と面接については選抜の観点を用いて評価した。（後掲「海外研修参加者選抜基本方針」参照）

・面接は 委員会の教員と グループの教員が 名一組となって行った。
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・事前指導／事後指導

事前学習は以下のように実施した。

事前課題

①終業式の日に配布される以下の書籍を冬休み中に全て読んでくる。

『香港 中国と向き合う自由都市』 岩波新書 新書 （ 刊 倉田 徹 張 彧暋）

②自分たちの課題研究に関係する事柄について，香港をフィールドとして文献調査・データ調査

を行う。必ず日本と比較できるデータを用いて，その量的分析と考察を含む発表にすること。

③予定表で「市内研修」となっている時間帯に行えそうな研修・研修先を考え，企画案を練る

④ チームに分かれ， での交流プログラム案・香港中文大学での交流プログラム

案を計画，企画書を作る。

事前研修

① 月 日 期末テスト最終日 午後 分～（ 分間）今後の予定と研修の概要説明

② 月 日 放課後 ～ 香港 との交流（本校にて）

③ 月 日 始業式日 放課後 ～ 事前課題①発表

④ 月 日 放課後 放課後 市内研修打ち合わせ

⑤ 月 日 放課後 ごろから 参加者保護者会

研修中課題

① 研修期間中は毎日研修ジャーナルを英語で作成し， 上のグループのドライブに保

存する。

事後課題

① 報告レポートを作成する 日本語でも英語でもよい 。

② 今回の を経験して得た知識・情報などをもとに，自分なりの香港 計画を作成する。す

ぐれた企画は次年度の研修計画として採用する。

・事前研修②香港 ・ ・ 交流会について

今回本校が香港を訪問する前に，以前から交流予定があった ら 校が生徒を連

れて訪日する機会があった。この機会を香港研修の事前学習の一環に位置付け，互いの学校や生

徒の様子を知ることを目的として交流会を開催した。

開催日： 年 月 日（特別時間割中放課後）

当日の流れ

“ ”

実施状況

・ 校とも訪日した生徒の半数以上は中学生であり，本校の参加生徒との学齢バランスがとりに

くかった。

・本校からの参加生徒は香港研修参加者 名や交流委員会委員・有志参加者を含め合計 名。

来訪した香港側の生徒は約 名であった。

・香港側の生徒の多くが中学生ということが判明し，相手校の要望により当初予定していた難易
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度のレベルのテーマディスカッションを取りやめることとなった（当初予定ディスカッション

テーマは と

であった）。

（３）生徒の報告より

生徒ジャーナル（抜粋）

Feb.5, 2018 

Today Monday was the first day of this trip. We did arrive to Hong Kong around 15:00 pm so the main 
activity we were able to make was only dinner. I was able to learn many differences between Japan & Hong 
Kong.  

One enormous difference I felt was the attitude against the customer. In Japan the idea "OMOTENASHI" is 
major. We will welcome our customer fully prepared and try to treat them as good as we can. The waitress at 
the restaurant is very polite. I am not blaming the Hong Kong’s culture. However, Hong Kong people are 
wilder than Japanese. At the restaurant we didn't get any explanation about the food or the way to eat. 
Moreover, mostly the guide did help us to eat the dinner.  

This made me think what makes the difference between Japan & Hong Kong. We are in the same region we 
use the same kanjis, but our culture is not same at all. We Japanese have the idea "OMOTENASHI" Hong 
Kong doesn’t. Hong Kong people like to share the same atmosphere at the restaurant (such  as the place 
where we had dinner. It was a spacious room with plenty of chairs and tables). On the other hand, Japanese 
consider having an undisclosed area is more important. Culture is what makes our identity. Knowing how we 
have different culture, might connect to know the different identity between multiple people around the 
world.  

From tomorrow, during this trip I'd like to ask myself this question. "What makes us Japanese and Hong 
Kong people different ". I will be able to communicate with many people, they will probably some points 
familiar some different. Finding those clues, I'd wish to answer this question at the end of this trip.  

Other difference I found out  
•The convenience store products are pretty expensive  
•Hong Kong's 2dollar coin has a unique shape  
•Hong Kong doesn’t have a heater only AC  
•They are 3 banks publishing the money of Hong Kong  
 

Feb.5, 2018 

Today was my first day in Hong Kong, however we did not have enough time to explore the local 
environments, since our arrival was late in the evening. Therefore, the time I could spend to focus on my 
research topic was somewhat limited.  
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In the limited time at hand, I focused on the restaurant that we visited for dinner (name needs to be searched 
later) and how their approach to attract foreign customers were using the aspects of glocalization. I also 
visited the local 7-Eleven, which had various glocal foods that were not only a combination of Hong Kong 
and other cultures, but also products that use the aspects of Hong Kong as well as Japanese culture.  

In the restaurant, I found that their store guidance posters and menus were 
written not only in the local Cantonese language, but also in English, Korean 
and Japanese. This is an attractive attempt to create a more foreigner-friendly 
restaurant, that can offer their services to a more wider audience. Furthermore, 
their performance in serving the food (chopped off meat in front of us, like a 
show) is somewhat recreated as a newform of attraction for customers to 
further enjoy. When attracting more customers into the store, it can be said that 
restaurants use tactics that foreign customers could enjoy and be more 
interested in. The understanding of foreign cultures and what the demand is in 

those areas is vital in creating more 
traction in businesses.  

In the convenience store 7-Eleven, I found some products that have the 
aspects of glocality, and its usage of this idea to have a more greater 
appeal towards consumers. For example, the Haagen-Dazs sold in this 
7-Eleven has a similar taste variation of that in Japan, however the 
packaging and naming is clearly different. While the basic flavors have 
a basic velvet color, the Frozen Yogurt series seems popular, as over 
half sold in this rack is consisted of this flavor. In a year-round warm 
environment, I have estimated that Hong Kong consumers tend to buy 
“coldness-appealing” products to cool off from the heat. Selling 
“frozen” yogurt flavors could be a way to introduce more Hong Kong 
customers into Haagen-Dazs products, and the formation of a trend that 
people should eat ice cream to cool off. Overall, the tactics made by 

Haagen-Dazs can be a great approach to glocal strategies.  

 

Feb.6, 2018 

Today was the second day of Hong Kong study trip!! I cannot believe that half of the study trip is already 
over. Time flies so fast... Today’s first schedule was going to CUHK, a Chinese University of Hong Kong, 
and we gave some presentation about Japanese education system and we had some discussions with CUHK’s 
student. In the first discussion, we compared education systems between Japan and Hong Kong. For the 
similarities, we came up that both countries still have knowledge-based education, but they are now 
changing to the European style education. However, I learned that there are a lot of differences than the 
similarities. For example, freedom of club activities and the number of examinations were different. In Japan, 
some school’s clubs are so strict that there are so many rules and students must adjust that rules. I have seen 
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some volleyball club students who must cut their hair not to touch their shoulder before. However, the club 
activities in Hong Kong are very free, and students have a lot of choices compare to Japan. For the number 
of examinations, Japanese school usually arrange tests at the end of the semester so that we have 3 finals or 6 
finals with the mid-term tests. However, there are only 2 exams in Hong Kong’s high schools. I realized that 
there are a lot of differences between Japanese and Hong Kong’s school even a basic education style is 
similar.  

For the second discussions, we discussed based on the topic “How far can AI be involved in the educational 
scene?”. I think we were able to obtain a deeper understanding of education and AI after the discussion. Our 
conclusion was, depend on the subject or the education systems, AI will be useful in some parts of the 
education, for example statistics for analyzing students’ ability or just teach facts. However, we believe that 
school is a place to study things that we cannot do on our own, and teacher will be students’ role model. So, 
we thought there is a meaning because human teach children and AI cannot replaced as teachers. On the 
other hand, we thought that AI can teach some subjects which knowledge is based, but in modern education, 
they focus on growing skills or teach “how to think”. Because of this reason, we thought AI cannot replaced 
as teachers.  

Finally, we shared our own research to the CUHK’s student and got 
some opinions and feedbacks from him. He told me that if we teach 
not only teachers but also higher grader students how to teach 
programming with the lesson plan that we made, students will be 
able to learn “how to teach”. And then they can teach lower grader 
students, so that students in lower grade can learn “how to do 
programming”. This cycle has sustainability and it is based on “Give 
and Take”, so I thought this can be a one of the new goals to achieve.  

After interacting with students in CUHK, we ate lunch at 茶餐廳 in
尖沙咀. 茶餐廳 was one of the local restaurants which my friend 
who lived in Hong Kong recommended to me so I was looking 
forward to eat there. I was surprised that even a cup of ice water 
costs money. However, we shared some Chinese food and they were so yummy!!  

For the next schedule, we went to the Hong Kong Central Library and Dr. Sun Yat-sen Museum. I found the 
libraries between Japanese and Hong Kong’s public is quite different. I thought that Library’s space design 
is affected by the country’s own cultures or education policy. Hong Kong Central Library was very “Open” 
and there were a lot of access to various kinds of information. This is different from Japanese public libraries 
which are closed and exclusive. Dr. Sun Yat-sen Museum was very interesting for me too. I’ve learned about 
Dr. Sun in history classes and he was impressive, so it was very nice to know about him more in the museum. 
My teacher told me that the times he lived was the times which “justice” easily  overturned in just a day. The 
general idea of justice was complicated so that there were a lot of bourgeois revolution. Even in the same 
tour, a quality or the value becomes different if we look around the museum thinking about the historical 
backgrounds or not.  
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Finally, we ate dinner at Crystal Jade in Cause Way Bay. We ate dinner with all the students who joined this 
program, so I could talk with 10th grade students more than before and it was fun!! The food was so nice too, 
and it was an awesome dinner.  

I could have so many new and valuable experiences today, and I think I could spend this day, fulfilling. I am 
looking forward to the tomorrow’s experiences and I hope I can learn a lot of new things and spend 
tomorrow, valuably  

Feb.6, 2018 

Today was a jam-packed day; we went to the Chinese University of Hong Kong, Hong Kong central library 
and Dr. Sun Yat-sen’s museum. In the university, we discussed the differences between the Hong Kong 
school system and the Japanese school system, as well 
as the significance of a multi-language classroom. 
Gary, a Chinese University of Hong Kong student 
joined my group to discuss with us. There were more 
differences between the two systems than I thought 
there would be. For example, in Hong Kong they have 
six years of middle school and no high school, while 
in Japan we have three years of middle school and 
three years of high school. Education is also 
compulsory for all six years in Hong Kong while in 
Japan only for the first three years in the middle 
school. Gary told us that there was a lot of competition within Hong Kong students to get into a university, 
because there are only around nine universities in Hong Kong. This surprised me, because it meant that only 
10-20% of Hong Kong students can go to university in their country.  

While in Hong Kong I realized that many Hong Kong students spoke pretty good English. On the other hand, 
Japan is notoriously known for having a low leveled English education system, so my group also discussed 
what Japan could learn from Hong Kong in order to improve their language system. We came up with two 
solutions: Firstly, Japan should start teaching listening and speaking English classes, since most schools only 
teach writing and reading; Secondly, English classes should be taught in all English. A lot of the times, 
English classes are not taught fully in Japanese, which prevents students from getting exposed to the ideal 
English environment. Although there was not much time to discuss the topics deeply, I was able to 
understand the importance and the obstacles countries face in order to teach students multi languages.  

For lunch, I went to eat porridge with my group in Tsim Sha Tsui. I was talking to my friends, when the 
waitress came to take my food away even though I still had a third of my porridge left. The same thing also 
happened during yesterday’s dinner. There is no doubt that the fast dining culture in Hong Kong contributes 
to food waste in Hong Kong. Since I identified this phenomenon, tomorrow, I want to take time to analyze 
this fast dining culture and see if that connects to the food waste problem in Hong Kong.  

Feb.7, 2018 
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Today we went to The Hong Kong Council of Social Service and Pak Kau College. First, I chose to go to 
HKCSS to get the information of social service in Hong Kong. I mainly learned two things there. One is 
about the differences of social service system between Japan and Hong Kong. In Hong Kong, the 
government makes the policy, but hardly does the support by itself. NGOs act instead of the government, 
based on the policy. This is different from Japan, because Japanese government does many kinds of social 
service by itself. The way of Hong Kong has an advantage that ordinary people are easy to participate in 
supporting people in need. For example, when agencies sell flags to ordinary people, a large amount of 
money are donated. This project tells us that people in Hong Kong join the social service well. Next, I 
learned the activities to save poor children in Hong Kong. Because the poverty of children is equal to 
poverty of families, there are day care centers and after school care programs. Also, for babies, Nanny 
Buddy Neighborhood system is being conducted. We have after school care programs in Japan, too. I felt 
that Hong Kong was similar to Japan in the field of children’s poverty.  

Second, we went to Pak Kau College. We were introduced about the school while we were walking in the 
building. I was surprised to a geographic machine, which light up sands into the graphic of contour line. I 
enjoyed making mountains and rivers by burrowing sands. This system shows that Pak Kau College 
innovates modern technology in education scene. Another example also demonstrates this attitude of the 
school. There was a room called “Dream Studio”, which had a 3D printer and many interesting facilities. I 
really hope if I could study in the environment like there. Students in Pak Kau College also do research like 
we do in ISS and go to international competitions. Hong Kong owns a lot of cutting-edge technology.  

Hong Kong is a wonderful place. However, when I was walking on the street in Hong Kong, I felt an 
imbalance. There were hurrying people, smell of cigarette and small streets. Garbage can be seen in many 
places of the city. In Taiwan, I can feel at ease, but I couldn’t in Hong Kong. It does not because of my 
nationality, but due to the atmosphere. I wonder if Hong Kong is comfortable for the citizens. Also, why do I 
feel that Tokyo is cleaner and more comfortable than Hong Kong? Is it because I got used to Tokyo, or there 
are other reasons?  

Feb.7, 2018 

On February 7th, after we rode the train together to Admiralty, we spread into two courses. I was in the 
Hong Kong Film Archive course. There were posters of Hong Kong movies over time and each of them had 
a description that analyzed the affects it gives to the movie. It was ok to take pictures, so I took most of them, 
but the one I read analyzed the black back ground gives an image of passionate ideal of honor. I will read all 
when I get back in Japan. Our study is based on movie posters and we analyze them, so if we could find 
Japanese version of the movies we found here it could be used for analysis in our study, but even if we could 
not find it, we can gain some ideas of how we could analyze and decide which part of the posters we should 
focus on.  

After we ate lunch around Grand Hyatt Hotel, we traveled to Pak Kau College by bus. There we were 
planning mainly three events, campus tour, presentations of the studies by students of both schools and a 
discussion. Due to the delay of us and not enough participants from Pak Kau students in 11th grade since 
they had a marching competition, we could not do discussions. From the campus tour we were able to see 
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how students in Hong Kong study and the environment they study in. They had some interesting equipment 
and facilities that we do not see so often in Japan, or in our school. It seemed like Pak Kau Collage is 
improved in IT resources than ISS. The vice principal of their school told us that students in Pak Kau 
Collage, including the research team that presented in Bangladesh has a purpose of working on problems and 
working on them for someone else, rather than just their own interest. I thought it was an important thing to 
keep in mind to realize why you are doing that research or studying for. Working on some topic you yourself 
is interested in is a crucial element but working for someone else is also a very important thing. It is not a 
complex purpose, but people tend to forget about others and focus on their own interest, so aiming that 
purpose as a school like Pak Kau Collage, I thought it was a nice idea. Relating with It is IT’s presentation, 
what the Pak Kau’s vice principal also mentioned was the “5Cs”, competitive thinking, critical thinking, 
communication, collaboration, creativity. In ISS, we have kind of the same idea, like critical thinking so I 
once again realized what are the principal elements of the human resources are globally, and I would like to 
work to improve my skills through school work and SGH.  

Tomorrow is the last day in Hong Kong, but we still have events left. Ill rest well and get ready.  

Feb.8, 2018 

Today was the last day of Hong Kong. We visited Hong Kong University of Science Technology in the end 
and came back to the airport. HKUST was the second newest school established in Hong Kong. This school 
is pretty famous for their advanced education of science technology, that they are even ranked high in the 
world university ranking. The campus looked very entertaining, modern, and had enough facilities. It was 
the way different comparing to CUHK. Since CUHK is second oldest university, there are differences in the 
design of the campus environment. HKUST looked more world like campus with plenty of the facilities. 
There were so many students from foreign country, and their education seemed very advanced. I am not 
thinking of going abroad for the university, but if I were to go, I thought HKUST is one of the best place to 
study business. The student from university showed us around, and we first went to the biology l aboratory. 
The professor explained to us about its curriculum, and we observed euglena using microscope. Then we saw 
so many towers of the dorms. The dorms were located inside the campus, and there were lots of them. This 
indicates that there are so many students coming from abroad. All the people were really nice and very 
sophisticated. I really enjoyed the campus tour in HKUST.  

※なお生徒の最終報告レポート・香港 計画書は成果物として別冊とする。
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③ フィリピン研修

（１）目的

「 チャレンジ」の 部門に応募し、課題研究に取り組んでいる生徒を対象として、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、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。

（２）実施概要

・主催 本校 委員会

・期間 年 月 日（月）～ 日（金） 泊 日

・場所 フィリピン共和国 ルソン島内

・主たる訪問先（予定）

Virlanies（孤児院）・JICA フィリピンオフィス 
Colegio de Sta Monica de Angat（現地校）・認定特定非営利活動法人ソルトパヤタス 

・主な研修内容（予定）

①Virlanies：現地の孤児院での支援状況視察・子どもたちやスタッフとの交流

②JICA フィリピンオフィス：JICA のフィリピン事業についてレクチャー・質疑応答

③Colegio de Sta Monica de Angat（現地校）：プレゼンテーションやディスカッション

④ソルトパヤタス：家庭訪問・こども図書館見学・女性収入向上事業（LIKHA）説明・質疑応答

・旅程

2018/3/12 羽田空港国際線ターミナル

食事

15:00以降
市内研修（夕食含む）

スモーキーマウンテン跡地見学等 車両 夕食（全員）

孤児院　Virlanies 車両 昼食（全員）

JICA フィリピンオフィス 車両 夕食（全員）

10:０0-15:00 現地校交流 車両 夕食（全員）

車両 夕食（全員）

Memorial見学
車両 昼食（空港にて各自）

2018/3/16 マニラ　ニノイ・アキノ国際空港

・フィリピン共和国出身である本校の外国人講師の先生に、事前学習を二度にわたってお願い

することで、フィリピンでの生活や文化について知識を深めるとともに、英語で交流する実践

の機会を確保することができた。

・事前学習についてより早く計画し、さらに外部連携を充実させる必要がある。本校卒業生に

よる サポータークラブとも連携していきたい。

・事前学習で英語のプレゼンテーションの練習をしたり、フィリピンでの訪問先について英語

で発表したりすることにより、参加生徒の英語力を確認しながら、生徒の交流の機会を設ける

ことができた。事前学習を重ねることで、他学年の生徒同士であっても意見を出し合いやすい

雰囲気に変化した。今後は外部連携を視野に入れ、生徒の事前学習をさらに充実させたい。
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・参加生徒 年生 名・ 年生 名 計 名

・引率 本校教員 名

・事前指導／事後指導

事前学習は以下のように実施した。

事前課題

①今年度や次年度の課題研究についてのテーマを含めて、自身が関心をもっていることに関して、

今回のフィールドワークでの取り組みをふまえ、英文でまとめる。

②「第 次世界大戦」「環境」「教育」「経済」の つのテーマの中から つ選択し、フィリピンに

関するテーマ別リサーチを行い、各自調査した成果を英文でまとめる。

③フィリピンでの主な訪問先に関してグループに分かれて、英語でのプレゼンテーションを行う。

事前研修

① 月 日 放課後 分～ 時（ 分間）今後の予定と研修の概要説明

昨年度フィリピン研修に参加した 年生によるプレゼンテーション

② 月 日 放課後 ～ （ 分間）現地校交流活動の概要・テーマ別調査学習分担

③ 月 日 放課後 ～ （ 分間）現地での交流活動に関する話し合い

④ 月 日 放課後 ～ （ 分間）フィリピンに関する外国人講師による講話①

⑤ 月 日 放課後 ～ （ 分間）事前学習で調査した内容を英語で発表①

⑥ 月 日 放課後 ～ （ 分間）フィリピンに関する外国人講師による講話②

⑦ 月 日 放課後 ～ （ 分間）事前学習で調査した内容を英語で発表②

～ （ 分間）参加者保護者会

⑧ 月 日 放課後 ～ （ 分間）現地での交流についての話し合い・発表の練習

⑨ 月 日 期末テスト最終日 午後 分～ （予定）現地でのプレゼンテーション

最終リハーサル・現地での交流準備

研修中課題

① 研修期間中は毎日研修ジャーナルを英語で作成し、 上のグループのドライブに保

存する。

事後課題

① 報告レポートを作成する 日本語でも英語でもよい 。

※なお、生徒の研修ジャーナル及び報告レポートは、フィリピン研修報告書として別冊とする。

図１ 月 日フィリピン研修事前学習の様子 図２ 月 日フィリピン研修事前学習の様子
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海外研修参加者選抜基本方針 （ 委員会）

選抜方針

＜香港＞

・定員を超えたため，全員書類および面接審査を行う。

＜フィリピン＞

・定員内の応募者であったため，書類の内容で面接をしたほうがよいと判断された生徒，および留

学から帰った生徒で課題研究に取り組み始めたばかりの生徒に関して面接を行う。

選抜の評価規準と要素

＜書類＞

①志望動機の確かさと研修への理解

□研修地域の特色等を理解し，この研修で行いたい活動（実現可能なもの）が明確である。

□研修が遊びではなく，学修であることを理解しており，現地での不自由な生活にも耐えられる。

□研修が集団行動であることや研修先でのコミュニケーションが必要であることを理解し，積極

的に研修に貢献しようという意志がある。

②課題研究との結びつき（本研修を研究に生かせる可能性）

□課題研究の内容とこの研修の関連性が明確である。それを説明できている。

□研修によって課題研究の深化や発展が望める展望がある。

③研究の進捗状況と研究内容

□現時点までに研究が進んでいることが分かる（計画性・遂行力など）。

□研究の内容について明確に整理して説明できており，研修によって学び得たいことの有効性が

説得力をもって示されている。

＜面接＞

①志望動機の確かさと研修への理解

□研修地域の特色等を理解し，この研修で行いたい活動（実現可能なもの）が明確である。

□研修が遊びではなく，学修であることを理解しており，現地での不自由な生活にも耐えられる。

□研修が集団行動であることや研修先でのコミュニケーションが必要であることを理解し，積極

的に研修に貢献しようという意志がある。

②課題研究との結びつき（本研修を研究に生かせる可能性）

□課題研究の内容とこの研修の関連性が明確である。それを説明できている。

□研修によって課題研究の深化や発展が望める展望がある。

③研究の進捗状況と研究内容

□現時点までに研究が進んでいることが分かる（計画性・遂行力など）。

□研究の内容について明確に整理して説明できており，研修によって学び得たいことの有効性が

説得力をもって示されている。
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④ ベトナム－ヴィエット ドゥック高校・クオックホック高校交流会（ Café ）

（１）目的

ベトナム人高校生によるプレゼンテーションやパフォーマンス、本校生徒とベトナム人高校生

とのディスカッションを通して、日本とベトナム双方の文化を理解しあい、国際交流を促進する。

（２）実施概要

・主催 本校交流委員会・ 委員会

・開催日時 年 月 日（月） ～

・場所 本校 棟

・主な内容

① 生による普段の学校生活に関するプレゼンテーション（担当： 年 名）

②グループディスカッション

お互いの生活や文化について質問しあい、グループ内でフリートークをする。ここでグループ

の本校生徒が日本文化・生活について積極的に説明する。また、話すトピックに行き詰まった

時のことも考えて、質問トピックの例（好きな日本文化、それぞれの 日のスケジュール、高

校の授業風景、趣味、将来の夢など）をあらかじめ準備しておく。数グループを指名し、面白

いと思った話について、ベトナム人高校生と本校生の両方が簡単に発表する。

③ベトナム人高校生による発表

ヴィエット ドゥック高校とクオックホック高校によるプレゼンテーションと歌の披露。

④記念撮影

・参加生徒 本校生徒 名、ベトナム高校生 名 計 名

 

図１ 本校生徒によるプレゼンテーション 図２ グループディスカッション内容を発表する様子 

・本校の交流委員会と 委員会が連携して、多くの生徒が参加する Global Café を実施す

ることができた。

・本校生徒とベトナム人高校生の双方がプレゼンテーションを準備することで、お互いに刺

激を受けることができた。

・小人数のグループによるディスカッションを行ったため、すべての参加生徒が積極的に発

言する機会を確保することができた。来年度以降も交流を継続し、異文化交流の機会として

活用していきたい。
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発表機会

①高校生国際 シンポジウム および第 回全国 校生徒成果発表会

（１）目的

東南アジア各国の高校生及び 指定校の生徒および教員が集い、持続可能な社会づくりに向け

て開催される国際シンポジウムへの参加を通じて、本校参加者が持続可能な社会の実現を目指して

グローバル課題に主体的に取り組む姿勢を涵養するとともに、全国の 校の生徒と に関する

成果や実践内容を共有することで、自らの研究の質とグローバル人材としての資質を高めることを

目的とする。

（２）実施概要

・開催主体等

主 催 筑波大学附属坂戸高等学校

・開催日 平成 年 月 日（木）

・会 場 筑波大学東京キャンパス 文京校舎講堂

住所：東京都文京区大塚 丁目 電話：

・参加者 約 名 海外招聘者 約 名・国内招聘者 約 名

・使用言語 英語 および 日本語

・内容 ： 開会行事

： 海外招聘校研究成果発表

： 国際フィールドワークおよび ミーティング報告

： ポスターセッション

： 分科会

： 閉会行事

・テーマ・分科会

全体テーマ「 × －「 年」に向けて私たちができること－」

分科会テーマ ① と私たちの生活

②

③ － の先にあるもの－

④

⑤ 『貧困』という難問に挑戦する

・参加生徒 名（ 年生女子 名・ 年生女子 名）

・引率 名（副校長・地歴公民科教員） ・事前指導担当 委員会

（３）生徒の報告より

（前略）研究発表には発展途上国の貧困問題や識字率の低さなど様々な面から発展途上国の問題

に取り組むグループがあった。中には学校が計画する研修などを通して東南アジアの貧困国を実

際に目の当たりにしているグループもあった。しかしその一方で、貧困の発生の原因など深い部

分まで追求しているグループはそれほど多くなかったように感じられた。勿論私たちも筑波に行

く直前まで似たような状況で、実際に目で見た現実をデータと組み合わせてうまく言葉にする方

法がわからなかった。発表の機会に向けて自分たちの研究をもう一度振り返るなど、研究に対す

筑波大学東京キャンパスでのシンポジウム・発表会に 年連続参加。

チーム 名がポスター発表を実施、分科会でのディスカッションに参加。

発表へのフィードバックや参加校生徒・教員との交流によって情報収集を行った。
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る積極性を持ち、研究の質を高めていくことの重要性を強く感じた。同時に、表面的な研究では

どういったデータ調査や考察が足りないのかを学ぶことで、自身の研究に足りないものを学ぶこ

とができた。例えば、自分たちの研究を俯瞰することで、それまで問題視していた課題の別の原

因についても見える様になった。（後略）
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② 年度スーパーグローバルハイスクール全国高校生フォーラム

（１）目的

全国の 校から代表生徒が集う場でのポスター発表で、自らの課題研究を広く発信し、全

国の高校生や高校・大学の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。また全国の高校生と交流することで、全国の 課題研究の水準を知るとともに、高校生

同士の人的ネットワークを形成する。

（２）実施概要

・開催主体等

主 催 文部科学省 筑波大学

・開催日 平成 年 月 日（土）

・会 場 パシフィコ横浜 会議センターメインホール 
（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1） 

・参加者 指定校 校及びアソシエイト 校の生徒・教員、

一般高校生、教育関係者及び一般参加者

・使用言語 英語

・内容 ： 〜 開会行事

： 〜 基調講演：京都大学大学院総合生存学館 河合江理子 教授

： 〜 生徒によるポスターセッション

： 〜 生徒交流会

： 〜 指定校代表生徒による英語でのディスカッション

： 〜 ポスターセッション優秀校４校による発表

： 〜 表彰式 閉会行事

・本校参加生徒 名（発表： 年生女子 名 見学： 年生女子 名・）

・本校生徒の発表概要（タイトルと要旨）

Reducing poverty of single-mother households in MEDCs by women's labor  
−its ideal shape and its actualization 

Child poverty, mostly in single-mother households, is a prevailing social issue in 
many MEDCs, with Japan being a leading example. It is widely known that the 
reason behind single-mother poverty is the mother’s low income due to part-time 
employment. Why is the full-time employment rate low?  How are single mothers in 
Scandinavia working for less and earning more? This research argues that the 
fundamental issue is the shape of women’s labor, primarily after marriage and 
childbirth. The research proposes an ideal shape of mother’s labor, and how it may 
be achieved. 

全国の 校が集った 全国高校生フォーラムにおいて、 年生が「

」という題目でポスター発表を行った。

発表生徒は、専門家から英語で質問を受けるという貴重な機会を得て、課題研究への意欲を高め

た。ただし、受賞者の傾向が「プロジェクト」ベースの研究に偏っていたため、本校の生徒が研

究上の「丁寧な調査」の必要性について疑問を持つという側面も見られた（本文中、英文による

生徒の報告参照）。科学的なエビデンスに基づき、充実した調査を行ったとしても、実際の活動が

難しいテーマもあり得る中で、生徒の研究をいかに深化させていくべきなのかが課題である。
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（３）生徒の報告より

By taking part in the SGH Forum, I was able to realize the weak points of my research. 
After presenting my poster, I received numerous questions from the audience, many of 
them pointing out a flaw in my logic or in my research method. One example of this is the 
following question that I received: ‘A correlation only signifies a relation between two sets 
of data and doesn’t determine that one set of data is causing the other. How do you know 
that expensive childcare leads to lower participation rates in childcare, and not the other 
way around?’. This question pointed out a flaw in my research method. This is an example 
of how taking part in the SGH forum allowed me to discover fundamental flaws in my 
research.  
In addition, I learned that SGH is not confined to ‘research’, but projects are also included. 
Most of the winning groups presented posters on their projects, such as their business 
projects.（ポスター発表をした生徒） 
（前略）I thought that it inspired me to work harder for my own research and gave me 
motivation. Because there were a wide range of topics such as gender equality, food waste, 
engineering, etc I was able to further understand each content in depth which gave me a 
new insight on social issues. By listening to presentations from other schools, I was able 
to spend time thinking of improvements that could be made for my own research. This 
SGH Forum provided me with opportunities to communicate with students from other 
schools and understand their project and effort. By participating in this forum, I was able 
to understand and analyze social issues from various perspectives.（参観生徒） 
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③第２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

（１）目的

・立教大学の教授や参加校の教員、高校生から評価を得ることで、研究を発展させる機会と

する。

・他の高校生の研究から新しい知見や研究の手法を学び取る。また、質疑応答やコミュニケ

ーションを通じて人的ネットワークの形成を目指す。

・大会への参加を通じて、課題研究に取り組む意義や意欲を向上する。

（２）実施概要

・開催主体等

主 催 立教大学

後 援 文部科学省

協 力 トビタテ！留学 （文部科学省官民協働海外留学創出プロジェクト）

公益財団法人日本英語検定協会

グローバル・リンク・シンガポール日本事務局

・開催日 平成 年 月 日（土）

・会 場 立教大学池袋キャンパス 号館

〒 東京都豊島区西池袋 電話：

・参加者 対象 指定校 校から約 名

・使用言語 英語 および 日本語

・内容

： 開会式

： ～ ： プレゼンテーション

： ～ ： ポスター発表

： ～ ： 各種説明会

立教大学概要説明

トビタテ！留学 日本代表プログラム

グローバル・リンク・シンガポール

英語４技能検定試験制度

： 閉会式（全体講評・表彰）

・立教大学主催の第２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 年連続で参加。本校からは チーム 名がプレゼンテーションに、 チーム 名がポス

ター発表に参加した。

・自他の学校の発表を参観し，積極的に質問をしたり，コミュニケーションを取る様子が見ら

れたりした。

・特にポスター発表において，他校の発表のようにポスター以外の宣伝物や掲示物，具体的な

成果物なども合わせて発表することで，周囲からの関心を引いていた。
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・発表形式等

発表方法 言語 発表タイトル 表彰

プレゼンテーション

日本語

米軍基地問題を取り入れた授業計画の提案

貧困の連鎖を断ち切るための無料塾の有効性と持

続可能性
金

英語
～若者における異文化理解への

新しいアプローチの提唱～

ポスター 日本語

障がい者賃金上昇のためのブランドづくり 銀

私たちが原発を選び続けることの意味とは

中高生の「エシカル」の実践による消費者アイデ

ンティティの形成
金

・参加生徒 名（ 年生男子 名・女子 名・ 年生男子 名・女子 名）

・引率 名（国語科教員・音楽科教員） ・事前指導担当 委員会
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④ 岡山操山高等学校主催平成 年度未来航路課題研究発表会

（１）目的

校同士の研究発表を通して，課題研究のさらなる深化を目指す。また大規模な聴衆を前にし

た研究発表の経験を積む。

（２）実施概要

・開催主体等 岡山県立岡山操山高等学校・岡山県教育委員会

・開催日 平成 年 月 日（火）～ 日（水）

＊発表日は 月 日。前泊のため 日出発とする。

・会場 岡山市民会館 住所：岡山県岡山市北区丸の内２丁目１−１番 号

・参加者 岡山操山高等学校全校生徒（高校 年生除く）

他参加校 岡山城東高校・東京学芸大学附属国際中等教育学校、西大和学園高等学校

・使用言語 発表言語は日本語または英語

・日程

集合 １月 日（火） 時間目まで授業出席。昼食後 ： 出発。

： 大泉学園－（西武池袋線）－池袋－（丸ノ内線）－東京 ：

＜行き＞

： 東京駅発 のぞみ 号博多行き ： 岡山駅着

＜発表会の流れ＞

開会行事

全体発表

各高校発表（ 国際塾・岡山城東高等学校・東京学芸大学附属国際中等教育学校・西大和

学園高等学校）＊各校 分

昼食・交流会

ポスターセッション

閉会行事

＜帰り＞

： 岡山駅発 のぞみ 号東京行き ： 東京駅着

宿泊先

コンフォートホテル岡山 住所：岡山県岡山市北区丸の内 丁目

・内容

本校生徒発表テーマ：「宇宙食から考える災害食のあるべき姿」

・参加生徒 名（ 年生女子）

・引率 名（国語科）

・事前指導担当 委員会

・外部発表希望者から選抜された 名が参加。

・岡山操山高等学校は 指定当時から継続的に交流を行ってきた。昨年度までは先方が本校

を訪れていたが，今年度は先方の招待を受けて本校が岡山を訪問した。

・複数校が合同で発表する場は生徒たちにとっては 度目であったが，複数回の発表機会が与

えられることで従前のものよりも改善したものを提示できることによい効果が期待できる。

・事前に教員が付いての発表練習の時間を 回程度しか持てなかった。そのため，改善された

点について十分に校内で評価し生徒へフィードバックすることができなかった。
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（３）引率教員の報告より

図１ 事前練習の様子 図２当日発表の様子

①本校生徒のプレゼンテーション能力の高さとその要因

多くの発表者が台本を読み上げる形での発表だったが、本校の 人は台本を持たず、聴衆の方を

向いて、対話的なモードでスピーチを披露していた。他の発表者が高校 年生ないしは 年生とい

う中で、高校 年生が、堂々とむしろ楽しげに話している姿は、他校の生徒にも強い印象を与えて

いたように思われる。その要因としては、まず本校が教育活動のあらゆる場面でプレゼンテーショ

ンの機会を設けていることや、そもそも帰国生の生徒が多く、表現することへの抵抗感が少ないこ

とが挙げられよう（今回引率した 人の生徒もともに帰国生である）。特に、この学年の英語

のクラスでは 年次から外国人講師によって、プレゼンテーションスキルを徹底して身につけさせ

る授業が展開されている。そこで身につけた力は生徒に深く浸透しており、他教科での発表場面に

も転移している姿が見られる。

プレゼンテーションスキルというと、表面的な技術に走ってしまうようにも思われるが、本校の

生徒は慎重な論理で話題を展開させ、誠実さが感じられる素晴らしいプレゼンテーションをするこ

とができていた。生徒自身も表現することの楽しさや手応えを感じていたように思う。

このような機会がまた次の研究活動や学習へのモチベーションにつながっていく。その重要性を実

感できる良い機会であった。

② における課題設定の難しさ

本校の は「リスク・葛藤・軋轢」という大テーマのみが設定され、それ以外は生徒が主体的

に課題設定をしているため、実際の研究テーマもかなり多方面に渡っている。比較的、身近な問題

意識から発信している研究が多いという点も本校の特色として挙げられる。

今回の研修を通して、他校でも、生徒にどのようなテーマの研究をさせるかという問題は悩ましい

ものであることが分かった。発表されていたテーマも比較的大きなものが多く、学校によっては、

特定の国を指定し、その国の課題を解決するという目的でプロジェクトを展開させているものもあ

った。ただ、高校生ができること（高校生に限らず、限られた期間でできること）には限度がある。

他の国に焦点化させる場合も、その国の抱える課題や現状を高校生がどこまで深く理解できるのか、

という問題がつきまとう。結果的に、何かしら提案はしているものの、論理が飛躍していたり、机

上の空論に終わってしまっていたりする研究が多くなってしまっている印象を受けた。

は「グローバル」を謳っているとは言え、それは必ずしも「世界規模の問題」や「他国の問題」

を扱わなくてはならないということではない。むしろ身近なところに「グローバル」につながるよ

うな課題がないだろうか。この点について生徒自身に考えさせるような指導のあり方を模索してい

く必要性を実感した。

（引率教員 廣瀬充 国語科）
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⑤ 東京学芸大学主催 課題研究成果発表会

（１）目的

・生徒たちが ・ 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 ・ 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。

（２）実施概要

・主催 国立大学法人東京学芸大学

・日時 年（平成 年） 月 日（日） 〜

・会場 東京学芸大学 住所：東京都小金井市貫井北町

芸術館ホールおよび展示室

・参加校（ 校）

筑波大学附属駒場高等学校 筑波大学附属坂戸高等学校 東京学芸大学附属高等学校

東京学芸大学附属国際中等教育学校 東京工業大学附属科学技術高等学校

立教新座高等学校 横浜市立サイエンスフロンティア高等学校

東京都立多摩科学技術高等学校

・規模

総参加者数 約 名

参加校高校生 約 名 参加校教員 名 一般参観者 約 名

口頭発表 件・ 名

ポスター発表 件

高校生フォーラム 名

・発表形式等

口頭発表 ポスター発表 高校生フォーラム

参加数 校 件 校 件 校 名

場所 芸術館ホール 芸術館展示スペース

：１階 ：２階

芸術館ホール

時間 分間

発表 分 質疑 分

分間

３チーム交代制

分間

・今年度参加校 校（前年度 校）（国立大附属 校・都立 校・市立 校・私立 校）

・口頭発表件数 件。

・口頭発表もポスター発表も前年度に増して質の高いものが増えた。また科学的な見地から社

会課題に取り組む東工大附属の研究に高い評価が集まった。

・英語での発表は件数が減ったが、英語での発表に対しては、英語で質問する生徒がほとんど

であり、発表者・質問者ともに意欲の高さがうかがえた。

・発表・ポスターセッションにおける質疑応答自体が生徒の「学びに向かう力」になっている。
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・時程

設営開始

本校参加生徒集合

審査員集合・受付

参加者・参観者受付開始

～ 開会式 （主催側挨拶・全体連絡）

～ 口頭発表Ⅰ （ 分× 組 質疑応答含む）

～ 口頭発表Ⅱ （ 分× 組 質疑応答含む）

～ 昼食（休憩）

～ ポスターセッション（ 分× グループ）

～ 口頭発表Ⅲ （ 分× 組 質疑応答含む）

～ 全体講評

～ 生徒フォーラム（ 分）

〜 表彰式・閉会式

（３）口頭発表の概要

発表言語 日本語 英語 日本語 英語 日本語を基本とするが

英語も可

審査方法 主催大学教員７名によ

る評価

来場者・参加者による

評価

表彰 部門 最優秀賞

部門 最優秀賞

部門 優秀賞３本

部門 優秀賞３本

種別

貧困の連鎖を断ち切るための
無料塾の有効性と持続可能性 日本語 学芸大国際

外国籍高校生と日本人高校生の協働による新たな
社会貢献の可能性　～バングラデシュを事例に～ 日本語 筑波大坂戸

英語 学芸大附属

殺菌・洗浄・カラマンシー
～カラマンシーでフィリピンを救う～ 日本語 東工大科技

英語 学芸大附属
英語 筑波大駒場

リアウィングにおけるスロットギャップと循環の関係 日本語
照射する光の波長制御による珪藻の培養 日本語 東工大科技

発表タイトル 言語 所属
「平均顔」に関する研究

高校生の顔写真を用いたパイロットスタディ 日本語 学芸大国際

横浜市立
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（４）来場者へのアンケート結果

１．今回はどのような関係でこの発表会にお越しになりましたか。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．口頭研究発表はいかがでしたか？

３．ポスターセッションはいかがでしたか？

４．高校生フォーラムはいかがでしたか？

５．運営や進行はいかがでしたか？
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（５）分析・成果と課題

・口頭発表は、英語の発表件数こそ減ったが、発表に対する質問の活発さは昨年度を上回り、審

査員の先生方の質問時間を調整しなくてはならないほどに、参観している生徒側から質の高い質

問が数多くなされた。応答する発表者も英語での対応を含めて細かく丁寧に回答しており、質疑

応答の場において相互の研究を高めようという意志が見て取れた。

・評価については昨年度 と の研究の双方に妥当性のある評価の方法の開発が必要である

という課題を掲げていたが、区別をするというよりは、審査員向けの評価項目において何を評価

していただきたいかの簡易な説明を加えることで、昨年度の評価の問題を改善しようと試みた。

審査についての項目ごとの説明は以下の通りである。項目部分のみ参加校にも事前に伝えている。

１：研究目的

研究の動機・目的，またそれに応じた課題設定の適切さを評価してください。

２：構成と論理展開

発表自体の構成また根拠をもって論理が組み立てられているかどうかを評価してください。

３：分析とデータ

量的分析・質的分析が行われているかどうか，使用しているデータや情報が適切で妥当かど

うかを評価してください。

４：表現と話し方

口頭研究発表にふさわしい表現や話し方であるかどうかを評価してください。

５：スライド

パワーポイント・キーノートの作り方が効果的かどうか・見やすさ・伝わりやすさなどを評

価してください。

６：質疑応答

先生方や参観者からの質問に適切に応じているかどうか（態度・発言内容を含む）を評価し

てください。

こうした改善を行った結果として、どのような評価が見て取れたかを確認しておく。

昨年度 と で大きく開いていた「分析とデータ」の項目の開きは平均で 点（全体では

点ほど）までに改善された。また全体として の発表の方が高かった前回に比して今回は 項

目で が平均点で上回っており、両分野での大きな差異は見られなかった。これは評価項目の

説明を加え評価すべき内容を明確化したことだけでなく、 分野でも優れた発表があったからで

もあろう。

次年度に向けた課題としては高校生フォーラムの意義を問い直すことがある。フォーラムの時間

は同時並行で口頭発表の審査とポスターセッションの投票の最終計算を行っているが、フォーラ

ムの時間をポスターセッションに回してほしいという要望もある。ポスターセッションでも生徒

同士の熱心な質疑応答の場面がいくつも見られた。生徒からは「こうした発表の場での議論の時

間がもっとあるとよい」という声もある。「議論」が「学びに向かう力」になっていることを鑑み

て、次年度以降プログラムの構成を改善する必要がある。

SSH口頭発表（５つ）
の平均得点

SGH口頭発表（４つ）
の平均得点

研究目的
構成と論理展開
分析とデータ
表現と話し方
スライド
質疑応答
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⑥ 全国スーパーグローバルハイスクール課題研究発表会【 甲子園 】

および神戸研修

（１）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「CO2 削減の必要性」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、理化学研究所計算科学機構のスーパーコンピューター「京」

の見学と講話を通じて現代社会における科学技術の役割について考察する。また、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。

（２）実施概要

・主 催 関西学院大学，大阪大学，大阪教育大学

共 催 早稲田大学

・応募期間および本選出場結果

応募期間 年 月 日（火）～ 年 月 日（金）

応募結果 年 月 日（火）

・研修日程

月 日：神戸市内研修①

～ 東京駅 東海道新幹線中央乗り換え口 集合

～ のぞみ 号 東京 発 → 新神戸 着 → 三宮駅 着

～ 理化学研究所計算科学研究機構 スーパーコンピューター京の見学

～ 阪神淡路大震災 人と防災未来センター（神戸市中央区脇浜海岸通 ）

～ ホテルパールシティ神戸（〒 兵庫県神戸市中央区港島中町 ）

月 日：関西学院大学（兵庫県西宮市上ヶ原一番町 ）にて課題研究発表会参加

～ 受付開始

〜 開会式

〜 プレゼンテーション／ポスター発表／グループディスカッション

〜 表彰式、閉会式

～ ホテルパールシティ神戸（〒 兵庫県神戸市中央区港島中町 ）

・ 甲子園 に参加すると同時に，前後の日程で神戸研修を実施。

・ 甲子園 には，プレゼンテーション１チーム，ポスター チーム，ディスカッション

に テーマ 名が出場，合計 名の生徒が参加する。

・研究成果発表会への出場だけを目的にせず、国内の諸地域の特性を知り、本校の課題研究大

テーマ「リスク」「葛藤と軋轢」「教育」との関連性を見出すための訪問先・訪問時間を継続

的に増やすことができている。今年度の訪問先である理化学研究所計算科学機構において

は、科学的に「リスク」を捉えることの重要性を考える契機とする。
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月 日：神戸市内研修②

～ ホテルパールシティ神戸（〒 兵庫県神戸市中央区港島中町 ）

～ 海外移住と文化の交流センター（神戸市中央区山本通 丁目 番 号）

～ 神戸華僑歴史博物館（〒 兵庫県神戸市中央区海岸通 ビル ）

神戸市内で昼食

神戸市内出発

のぞみ 号 新神戸 発 → 東京 着

現地解散

引率教員は 名 音楽科教員（ 委員会），理科教員

 
各発表部門と参加者対応リスト： 

発表部門 言語 発表テーマ

ポスター 日本語 視覚・臭覚障害を持つ人に料理はどれだけ貢献できるか

ディスカッション 日本語

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

削減は本当に必要か

プレゼンテーション 英語

（３）事前学習の日程，および内容

月

日 火 スーパーコンピューター「京」質問事項事前調査〆切

月

日 金 諸連絡（旅程確認など） 昼休み＠教務室前

日 金 プレゼン部門「学びの記録」〆切 ※ チームのみ

日

日

火 プレゼン、ポスター発表相互評価、および指導

ディスカッション指導

放課後

＠

日 水 旅程確認、諸連絡 放課後＠

日 火 放課後 時～ 各部門最終リハーサル 放課後＠

・スーパーコンピューター「京」についての事前質問事項

神戸研修に参加する 名の生徒に，現地の訪問中に質問したいことを事前学習として課した。

主な質問について以下に列挙する。

発展途上国にスパコンが導入されるようになるとどうなると考えられるか。

スパコンがこれから誰もが持ち歩けるサイズに縮小されるとしたら、何年後になりますか？

また、用途としてどれくらい幅が広がると考えますか？

スーパーコンピューターが規則性のない異常気象を予想することは可能か。

スーパーコンピューターが手計算にかなわない点はあるか。

仮想世界の経済分析を実世界に応用するなどは現在のスーパーコンピューターでは可能ですか。

気候変動などのシュミレートができますが、人の予想とはどれくらい違うのでしょうか。

「スパコンと が発展途上国と先進国の境目である」という記事を読んだが、それについて

どう思うか？そして、スパコンは発展途上国に導入するべきだと思うか？
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