
6．教育課程・教育内容の研究開発 

国際教養の体系化

と課題研究に関する指導モデル試案

「前期課程での指導」と「 および から課題研究への移行期の指導」に焦点化して

我が国の高等学校において，「課題研究」がよりいっそう重視されようとしている（例えば，文

科省，2017a，2017b）。本校では，本校独自の学習領域「国際教養」の一環として，後期課程での

総合的な学習の時間に対応する「国際 4」「国際 5」「国際 6」の時間において，以前から課題研究に

該当する活動を行ってきた。その後 SSH 校や SGH 校の指定を受けるなどして，2016 年度からは

課題研究の体制がより一層整備され，実施されるに至っている。2017 年度現在，後期課程における

課題研究等の実施は次のようになっている。 
 4 年次…Personal Project（3 年次 3 学期当初～2 学期中旬），課題研究Ⅰ（2 学期下旬～） 
 5 年次…課題研究Ⅰ（～3 学期初旬），課題研究Ⅱ（3 学期下旬～）※一般プログラム生のみ 
 6 年次…課題研究Ⅱ（～2 学期中旬） ※一般プログラム生のみ 

一方で，Personal Project（PP）や課題研究を実施するに当たり，指導上の問題点もいくつか発

生してきている。本稿では主として次の 2 点に焦点を絞る。 
第 1 に，PP や課題研究の実施に向けて，前期課程において何をどのように指導すべきであるか

という問題である。2016 年度より PP の提出が 4 年次 9 月へと早められたのに伴い，より一層早い

段階での研究成果を問われることとなった。中高一貫としての強みを生かし，前期課程のうちから

「研究を遂行するための基礎的な資質・能力」の育成を図る必要がある。 
第 2 に，PP および PP から課題研究への移行期において何をどのように指導すべきであるかとい

う問題である。MYP の集大成としての PP と，一般プログラム生に求める課題研究では，その内容

や評価規準等に微妙な違いが生じており，両者の位置づけやその関係が問題となっている。 
以下では，上記 2 点の指導について試案を提案する。その提案の内容は 2017 年度および過去の

実践とその成果に基づくものであり，2017 年度の校内研等での議論を経て，指導モデルとしての構

築を試みているものである。 
 

および課題研究に向けた前期課程における「国際教養」の指導

（１）本校において不足していると考えられる「研究を遂行するための基礎的な資質・能力」

前期課程から育成を試みたい「研究を遂行するための基礎的な資質・能力」をどうとらえるか。

これには様々なとらえがあると考えられ，一義的に定義することは難しい。しかし，本校の生徒の

実態や「国際教養」における指導を省みた際に，不足していると考えられる資質・能力はいくつか

見えてきている。ここではそれを，山田・林（2011）による「研究（リサーチ）を遂行するために

必要な基礎的能力」としての「リサーチリテラシー」の 8 つの力（p.ⅱ）でとらえてみる。 
 

昨年度に引き続き， 年次の国際バカロレア の 終了後から課題研究へ

の移行の仕方を検討・モデル試案を作成。また，昨年度から開始した課題研究ガイダンスの継

続的な充実と実施を行った。
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図 1 「リサーチ・リテラシー」としての 8 つの力 

紙幅の都合上，細かい検討は省くが，本校として不足している考えられる資質・能力，逆に言え

ば特に重要視したい資質・能力は，「課題発見力」およびインプットに該当する諸能力である。本校

では，かねてより，生徒たちによる適切な課題発見・課題設定が難しいことが指摘されてきた。こ

れは 2017 年度の教員アンケートでも同様である。ただしこの実態は，本校に限らず，「研究」に関

わる人にとっておそらく共通の課題であろう。また，インプットに該当する諸能力は，どんな情報

をどのように入手し，どのように整理し，分析するかという，研究方法（探究スキル）の遂行に大

きく関係する。当然ながら，研究方法について知らない限り，研究を進めることはできない。しか

しながら，ややもすると，本校における「国際教養」の指導が，アウトプットに関わる諸能力の育

成に偏っていたかもしれないという反省がある。また，例えば，壮大な研究テーマを設定してしま

い研究が進まないといったケースには，研究方法とその限界を知らないことが影響していると考え

られる。適切な課題発見・課題設定と，研究方法について知ることは，相互作用的であると考えら

れる。 
（２）指導対象としての研究方法の具体 

では，「課題発見力」の他に，どんなインプットに関わる諸能力－すなわち研究方法の実践－につ

いて指導すべきであろうか。以下では，次の 4 点を提案する。 
第 1 に，「文献調査」である。これは図 1 では主として「読む力」に対応する。情報源として文

献にあたることの意義を理解するとともに，文献から適切に情報を読み取る力を養う。特に，筆者

が何を根拠として何を主張しようとしているのか，主張と根拠の間に飛躍はないかなどといったク

リティカルシンキングを働かせながら読める（山田・林，2011，p.108）ようになることを目指す。

どんな情報を読み解くにあたっても必要な力である。なお，情報源として Web のみに頼ってしまう

生徒の実態は本校において少なからず報告されているところである。 
第 2 に，「量的データ分析（アンケート調査）」である。これは図 1 では主として「データ分析力」

に対応する。「問題」の意味や統計的問題解決サイクル（PPDAC）およびアンケート調査の設計・

実践・分析方法やその限界について知り，統計的問題解決力を高める。これは SSH 校としても求

められている力であり，数学科との連携が不可欠である。なお，アンケートを安易に作成し，その

結果も安易に一般化してしまう生徒の実態もまた，本校において少なからず報告されているところ

である。 
第 3 に，「質的データ分析（インタビュー調査）」である。これは図 1 には直接的には位置付けら

れていないが，「情報収集力」や「情報整理力」に関係するとともに，本校の生徒たちがよく使う方

法であり，必要であると判断された内容である。また，「量的データ分析」があるならば，「質的デ
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ータ分析」もあって然るべきとされたものである。インタビュー調査の設計・実践方法について知

るとともに，得られた情報を整理する力を高める。 
第 4 に，「現地調査（理数探究フィールドワーク）」である。これもまた図 1 には直接的に位置付

けられていないが，「情報収集力」や「情報整理力」に関係するとともに，学校行事を活かせば実践

できる方法として挙げられたものである。ここでは特に理科的なフィールドワークを想定している。

現地調査の設計・実践方法について知るとともに，得られた情報を整理し，成果を発信する力を高

める。 
ここで共通して大切なことは，研究方法についてどれも専門的な技能を身に付けることまでを目

標としているわけではなく，まずは経験してみることとその限界を知ることを中核におき，何度か

経験することで研究を遂行する力を徐々に高めていこうとしていることである。 
以上が 4 点の研究方法であるが，最後に，「課題発見力」を含む「課題発見の方法や研究態度の

育成等」を挙げておく。適切な課題発見・課題設定にはそれなりの技能が必要であるとともに，学

問的誠実性なども身につけていく必要がある。研究の意義について理解し，研究に対する望ましい

態度を養うとともに，課題発見・設定などのために思考を拡散・収束させる技能等について知るこ

とを目標とする。なお，本校において研究することの意義を実感できていない生徒が少なからずい

ることは報告されているところである。また，研究倫理の取組についてもまだ始まったばかりであ

り，前期課程のうちから理解を促しておく必要がある。 
（３）指導モデルの枠組み 

前項では「課題発見力」の重視に加え，具体的な研究方法について知り，実践することを提案し

たが，研究方法について知るにあたっては，適切な「探究課題」が必要である。「総合的な学習の時

間」の新学習指導要領（文科省，2017c）では，その指導内容を，「（目標を実現するにあたってふ

さわしい）探究課題」と，「（探究課題を解決することを通して育成する）具体的な資質・能力」の

セットで設定することが求められた。この点については 2017 年度 12 月現在，「総合的な学習の時

間」の目標と併せてまだ策定中であるが，「探究課題」と「具体的な資質・能力」をセットで内容と

する方針は変わらない。本校では，研究方法について（ある程度）知り，（ある程度）実践できると

いう資質・能力が，内容としての「具体的な資質・能力」に入ってくることになる。 
また，前期課程における「国際教養」の指導においても，「探究課題」を追究した成果はなるべく

アウトプットさせ，フィードバックを得させ，さらに追究を深めていくサイクルを確立させたい。

そこで考えられるのが，校内生徒へのプレゼンに留まらない，学校外へのアウトプットである。具

体的には，スクールフェスティバルなどの学校行事の利用や，各種コンクール等への応募である。 
以上述べたことから，「探究課題」と「研究方法論」と「学校行事」の 3 点を枠組みとして構築

した指導モデルが次の図 2 である。この中身については次の 2.3 項で指導例として詳しく述べる。 
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図 2 主として前期課程における「国際教養」の指導モデル 

（４）指導例 
以下では，本校の 9 期生に対する実践を参考に，「国際教養」の指導モデルに基づく指導例を挙

げる。 
①文献調査 
ただ本を読むというだけでなく，「探究課題」と関連させ，ワークシートを用いて情報を読み取る

練習を行う。時には読む対象を新書に絞ったりする。また，読み取ったことをプレゼンする場とし

て，ビブリオバトルを定期的に行う。これは 1 年次の初期から実践することが可能である。 
②量的データ分析（アンケート調査） 
自分たちや校内における「問題」を解決するためのアンケート調査の設計・実践・分析を経験す

る。アンケート調査に関する講義およびワークショップが必要である。また，分析に用いることに

なる統計の知識や見方・考え方については，「国際教養」の時間ではなく数学の時間で指導する。逆

に言えば，それらを同時期に指導することで，数学では統計の知識や見方・考え方を，「国際教養」

の時間では統計的問題解決のサイクルや「問題」とは何かといったことを指導することができる。

そのためには 1 年次 3 学期頃の指導が望ましい。ここでの経験を活かし，2 年次夏休みには全員が

統計グラフコンクールに作品を出品できるようにする。 
③質的データ分析（インタビュー調査） 
インタビュー調査の設計と実践，得られた情報のポスターなどへの整理を経験する。アンケート

調査に関する講義およびワークショップが必要である。練習の例としては，授業で習ったことのな

い教員から，テーマに即した情報を聞き出すことが挙げられる。また，本校では 2 年次に位置付け

られている勤労体験（ジュニアインターンシップ）に参加した際に，勤労に関する話を伺い，報告

書にまとめるという実践が考えられる。 
④現地調査（理数探究フィールドワーク） 
現地調査の設計・実践，得られた情報のノートへの記録・整理，そしてそれらを論文形式にまと

めることを経験する。現地の場として，3 年次の沖縄ワークキャンプでの理数探究フィールドワー

クがある。事前に対象の場についてイメージを持っておくことと，数値データをいかに得るかの練

習が不可欠である。また，ここで一度，データに基づいて論文を書く経験を積んでおくようにする。 
⑤課題発見の方法や研究態度の育成等 
研究の意義の理解，学問的誠実性や研究倫理の理解，アカデミック・ライティング，シンキング・

ツールの利用について学習する。外部講師や本校の OB・OG，教育実習生による講演・講話を通し

て研究とは何かということの一端について知ったり，ワークショップを通して学問的誠実性や研究

倫理に関して知ったりする。 
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⑥統合して実践する経験 
以上の研究方法の実践や「課題発見の方法や研究態度の育成等」は何らかの「探究課題」を通し

て行われるが，それだけに留まらず，前期課程のうちに課題研究の縮小版を実施して，学んできた

研究方法等を統合して実践する経験が必要である。9 期生は，2 年次スクールフェスティバルに向

けて研究を深めた国際的・現代的な課題について（例えばフェアトレードやフードロスをテーマと

したもの），スクールフェスティバルでの発表をもって終わらずに，その発表でのフィードバックを

受けて，大きなテーマはそのままに個人研究に切り替え，2 年生最後まで研究を深め，PP と似た形

式で報告書までまとめた。そこでは，「今まで学んできた研究方法に基づくとどんな研究が考えられ

るか」といった逆向きな問いも考えさせた。 
他の指導例としては，3 年次で課題研究にトライすることも考えられる。いずれにしても，たと

え失敗してもよいので，（テーマが限定的であっても）課題設定の難しさや研究の限界などを実感し

ておくことが大切である。 
今後の課題 

以上，PP および課題研究に向けた前期課程における「国際教養」の指導の概要について述べて

きた。このような指導モデルの構築は始まったばかりである。実践と成果の検証のサイクルを実施

し，よりよい指導モデルを構築していく必要がある。 
（文責 小林） 

 
年次における および から課題研究への移行期の指導

パーソナルプロジェクト（Personal Project：PP）については、これまでも目的や内容の概説、

実践記録の蓄積がなされ、安定した指導体制が確立されてきた。しかし、2015 年に MYP が Next 
Chapter に移行したのに伴い、PP もシステム面を中心にいくつかの変更がなされ、本校でもその

対応を余儀なくされ，PP から課題研究への移行期についても、徐々に体系化を進めている。 
PP から課題研究への移行期の指導 

最後に PP から 5・6 年次の課題研究への移行期についても、近年の取り組みを簡単にまとめてお

きたい。初めに述べているように、PP と課題研究とでは内容や求められている能力が微妙に異な

る。この点について生徒に明確に示すとともに、PP で浮き彫りとなった反省点についてもフィー

ドバックをする必要がある。2017 年度は 2016 年度の取り組みを活かしながら、おおよそ以下のよ

うな指導を行った。 
（ ）リサーチバトルの実施

まず課題研究を始動するにあたって、改めて先行研究や基礎調査の重要性を実感させるため、「リ

サーチバトル」と称した活動を行った。これは、提示された 7 つのテーマについて、2 時間という

限られた時間内にどれだけ調査できるかをクラス対抗で競い合わせるというもので、この活動を通

して、いくつかの課題が明らかになった。 
（ ）課題研究ガイダンス（ から課題研究へ）

そこで次に実施した「課題研究ガイダンス」では、PP での反省点と併せて、今後課題研究に必

要なスキルを示すこととした。ガイダンスで最も強調して伝えたのは、「課題研究は PP と異なり、

学術的に価値があることが求められる」という点である。これは具体的には、PP と対比させる形

で以下の 2 点に言い換えることができよう。 
結果の重視

PP では報告レポートがあり、プロセスが重視されていたのに対して、課題研究ではそのような

ものは義務付けていない。つまり、プロセスがきちんと記録されていたり、整理されていたりする

ことは、研究を価値あるものにするための前提であり、その指導は PP においてすでに十分になさ

れたはずだというスタンスをとっている。 
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オリジナリティの重要性

また、PP では最終的な作品／成果を多様な形で表現することが推奨されていたのに対して、課

題研究における最終的な成果物は論文（報告書）である。そこではどんなに小さくても、先行研究

にないオリジナリティが必要であり、それを証明するために学術的に厳密な論証も求められる。  
このような課題研究を遂行するためには、調査の量・質をあげるとともに、適切に引用したり、

言葉の定義を明確にしたりすることが必要となる。また、テーマやリサーチクエスチョンを焦点化

することも重要だろう。それらについて資料をもとに概説をした上で、「研究実施計画書（第一次）」

を執筆することを当面の課題とした。 
なお、2017 年度より本校では新たに『課題研究 Guide』を策定し、全校生徒に配布している。ま

た、学年の試みとして『課題研究メソッド』を購入し、配布した。生徒には、これらを参照しなが

ら研究計画を立てるように促した。 
（3）文系・理系の研究の仕方／論文の書き方についてのガイダンス 

ガイダンスの最後に位置づけられるのが、文系・理系のそれぞれにおける研究の仕方／論文の書

き方の指導である。 
生徒が取り組もうとしている課題には、すでにそれぞれの学問分野での膨大な蓄積があるはずで

ある。そしてその分野によって、どのような方法論が確立されているか、またそれを論文にする際

にどのようなエチケットがあるかは異なる。細かい分野の一つひとつについて指導することはでき

ないが、ここでは文系（人文科学・社会科学）と理系（自然科学）とに大別して、実際になされて

いる研究の具体例を示しながらガイダンスを行った。 
学問の学際的な性質が強調される昨今、文系理系という区分自体の妥当性は問われるところでは

あるが、より専門性の高い研究に取り組もうとしている生徒にとって具体的な研究の姿を見せるこ

とは意味があると考える。また、関連する学問分野について知ることで、自身の課題がその分野の

研究の中でどのあたりに位置づけられるのか、まだ明らかになっていない部分はどこかなどを明確

化することができる。 
現在、これらのガイダンスの後、SV のもとで「研究実施計画書（第一次）」を作成しながら、改

めてテーマの具体化・精査、先行研究のレビュー、リサーチクエスチョンの精選などを進めている

段階である。4 年次までにこれらを固めて、5 年次より本格的な研究の開始や ISS チャレンジへの

エントリーをする方向で進めていきたい。 
 
今後の課題

以上、述べたように 4 年次における PP および PP から課題研究への移行期は、システムの変化

に対応しながら、体系化を進めているところである。今後の課題としては主に以下の 2 点にまとめ

られる。 
（1）「国際教養」における PP の位置づけや他の活動との関連性の明確化 

PP の実施時期が年度をまたぐ形に変更されたことによって、前期課程の国際教養や 5・6 年次の

課題研究との接続の見直しを迫られたが、これは逆に言えばこれまでの PP の取り組みの中で生じ

ていた課題を改善するきっかけともなった。 
例えば、2015 年度まで本校が実施していた取り組みであるプレパーソナルプロジェクト（Pre 

Personal Project：PPP）がある。これは前期課程の国際教養の集大成として位置付けられていた

活動だが、沖縄ワークキャンプを中心としたものであるため、生徒の研究テーマを「沖縄」に限定

せざるを得ないという問題が指摘されていた。また、PP との関連性も必ずしも明確ではなかった。

2016 年度以降は、この沖縄ワークキャンプをフィールドワークというスキル習得の実践の場として

位置づけ、それを含めた前期課程で個々に獲得してきた探究スキル（ATL スキルも含む）を統合す

る場として PP を位置づけることができた。 
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また、5・6 年次の課題研究がいわゆる国内的に求められている研究活動であり、それに向けた資

質・能力を前期課程の国際教養を通して身につけていくという流れの中で、PP が浮いてしまうと

いう課題も挙げられていた。しかし、プロセス重視であるという PP の特質を踏まえるならば、PP
はスキルを活用しながら探究する「一連のプロセス」を指導する場であるということが明確になる。

探究活動の 1 サイクルを自由度の高い形で経験させることで、そこで生まれた反省点（テーマ設定

も含めて）を、より専門性・学術性が求められる課題研究へと活かすことができるだろう。つまり、

PP と課題研究とでは重点の置かれ方が違うということである。 
これらの整備は一つの成果ではあるが、しかし、前期課程で習得したスキルは具体的に PP や課

題研究にどのように活かされているのか、PP におけるプロセスの指導は課題研究においてどれぐ

らい有効に機能しているのかなどの内実は検証されていない。今後、実証的に明らかにしていく必

要があろう。 
また、ISS チャレンジや課題研究支援セミナーなども含めた SGH や SSH に関する取り組みや

DP における「課題論文（Extended Essay：EE）」とどのように関連性があるか、いかに効果的に

結びつけていくかという点も整理されなくてはならない。今後の課題としたい。 
（2）評価規準・評価方法の改善 

もう 1 つの課題は評価に関する部分である。2017 年度の PP では校内評価規準に大きな改良を加

えたが、実際の評価行為を通して改善の余地も見えた。同時に、今回の改良の成否は IB によるモ

デレーションの結果を待ってからでないと判断できない。その結果を受けた上で、さらなる改善を

図っていきたい。 
また、校内のモデレーションも丁寧に行ったつもりではあったが、結果的に SV によって評価の

数値に開きがあったことも事実である。担当している生徒が異なるため、評価が異なるのは当然で

はあるが、具体化した評価規準に対して解釈の違いが生まれてしまっていたことも考えられる。今

後、原因を究明し、評価方法の見直しをする必要がある。 
PP における評価方法はシステマティックであり、その他の取り組みへの援用性も高い。特に、

プロセスに対する評価や校内モデレーションの仕組み、複数人による評価体制などは、5・6 年次の

課題研究に適用できる可能性がある。PP の評価を通して得られた成果を本校の「国際教養」全体

に還元していくことも怠らないようにしたい。 （文責：廣瀬） 
※本項目の記載は，本校紀要「国際教育研究」第 11 号より抜粋・改編したものである。 
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国際 「国際協力と社会貢献」概要

昨年度に引き続き、１学期は国際協力について学び、２学期・３学期はサービス・ラーニングプログラムを実施

した。多彩なゲストによるNPOや寄付に関する講義と、30万円の寄付金の行き先を自分たちで評価基準を作成し、

決定した。 
表1：講座の概要とゴール 

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

受講者 6年生9名（男子1名：女子8名）の選択授業 

講座の進め方 1. ワークショップ形式を中心とした参加型授業。 
2. 課題の資料の読み込みなどについては、ゼミ形式で進める。 
3. SNSを利用して、授業のふりかえり・感想を共有。→ダイアログ（対話）・学びあいの「場」 

 
１学期：日本のODA政策と国際協力NGOの活動と役割 
表２：１学期ゲスト講師 

日程 講師 内容 

2017/06/27 天沼耕平氏（特定非営利活動法人国連 協会） 世界の難民の状況と、国連UNHCR協会の役割 

2017/06/30 岡崎有香氏（独立行政法人国際協力機構） SDGsと日本の国際協力 

今年のテーマとして実施2年目を迎えたSDGs（Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標）と日本の

国際協力の関係性を意識することとした。講座期間中に、Goal14について話し合う国連海洋会議（2017/65~6/9、
ニューヨーク）が開催されたが、日本がどのような形で参加しているのかがわからず、また報道についても非常に

少なかったことは、日本の国際協力とSDGsの関係性について、受講生たちにとって大きな疑問となった。 
受講生は、「どのようにしてODAの支援先が決まっていくのか」「ODAの成果をどのように捉えるか（評価す

るか）」、「ODA予算はなぜ削減されているのか、その影響は」の３チームに分かれてODAについてダイアログ

を深めていった。生徒のふりかえりには、次のような本質的な疑問もあった。 
自助努力を促す支援をモットーにしているけれど、その国が自立したことをどう見極めるのか、逆戻りしてし

まった場合は再び支援対象になるのかなどについて詳しく知りたいと思いました。自立したように見えても、少

しの間置くだけで初期段階に戻ってしまうこともあると思います。どのような基準で誰が判断してゴールを設定

するのか疑問に思いました。ゴールがなければ、半永久的な支援になってしまい張り合いがないし、いつまでも

ゴールを先延ばしにしてしまうのも支援される側もする側にも良くないことだと考えます。また、支援内容によ

ってゴールのクオリティにも差があると思うので条件なども気になりました。

１学期の課題は、①「日本の国際協力（ODA）」・②「SDGs」の二つの語句から一つ選び、自分でテーマを立

てて論じるというものにした。いくぶん、SDGsを選択した生徒が多かった。「これからのSDGsとSDGzの意義」

について論じた受講生は、以下のようにMDGsが主に途上国における問題として捉えられていたが、SDGsは途

上国の問題なのではなく、世界全体の問題であることに気づけている。 
私は、SDGsの実現には長期的なサポートや途上国自身の努力、人々の問題意識が必要不可欠だと考えた。

…途上国を途上国から脱却させるだけでは貧困問題の根本的な解決にはならない。そうすると、SDGsの目標

1の「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困に終止符を打つ」という目標は実現されない。自国の貧困格差は自

分たちで解決すべきだと考える人もいるかもしれない。もちろん、途上国自身の努力や国内の人々、特に裕福

な中間層にいる人々が問題意識を持つことも大切だ。しかし私は、途上国自身の努力に加えて、先進国が関心

を抱き、長期的なサポートをすることこそが真のSDGsの実現につながると考えた。国外の人が関心を持つこ

とで、問題を客観的に見ることができ、途上国の貧困社会に変化をもたらすことが可能になるからだ。ユニバ

ーサリティを特徴として挙げているSDGsは、先進国と途上国両方の問題意識を喚起し、両国の相互協力を可

能にする。先進国は途上国の問題を自分たちの問題として考えるようになる。私は、このような特徴にSDGs
の意義があると考える。 
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についてのイメージの共有 理解を深める受講生だけのダイアログ

 
２・３学期：日本版Learning By Givingプログラム 
表３：２学期ゲスト講師 

日程 講師 内容 

2017/11/06 橋爪智子氏（特定非営利活動法人日本補助犬情報センター） NPOってなに？ 

2017/11/10 山田泰久氏（特定非営利活動法人日本財団 CANPANセンター） 高校生とNPOの情報発信 

2017/11/13 今給黎辰郎氏（株式会社アイエイエフコンサルティング） NPOになぜ支援は必要か 

2017/11/17 馬越裕子氏（株式会社コモンズ投信） 寄付と投資 

2017/11/27 丹羽真奈美氏（株式会社Readyfor） クラウドファンディングの可能性 

2017/12/01 鴨崎貴泰氏（特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会） 社会にインパクトを与える団体とは 

まず受講生は、自分たちのボランティアや寄付の経験を共有

し、「なぜ私たちはボランティア・寄付をするのか？」につい

て話しあった。「将来のため（大学入試）」「社会への恩返し

（たてまえ）「自己満足」などのフレーズが出つつ、「自分の

ためにボランティアをするのか？」といった疑問も挙がった。

次に「ボランティア・寄付と気持ち」についてのダイアログを

行った。「ボランティアは単なる人手と思われていないだろう

か」「とにかくやりたい、ではダメなのか」。今まで気づいて

も深く捉えていなかったことが次々に受講生から挙がった。 
社会貢献に関して様々な視点を提示するゲスト講義に、今年

度も多くの方にご協力いただいた。「NPOになぜ支援が必要か」では、実際にNPOに支援者管理システムを提供

している企業の方にお話をいただいた。非営利組織にとっての支援者の必要性、支援される側はその気持ちにどう答

えればいいのか、どんなステップを踏んで支援者となっていくのか、「共感」がキーになることを学んだ。ふりかえ

りでは以下のようなイメージの変化に関するコメントがあった。 
お話の中で一番印象に残ったのは、NPOが支援を獲得するためにはそれぞれの支援者との適切なコミュニケ

ーションが大事だということです。私が今まで知っていた、「団体に寄付をしたり、ボランティアをする人」と

いうざっくりとしたイメージから「支援者」という明確な存在に講義を通して変わりました。その中で支援者の

情報、例えば寄付の仕方やどれくらいの頻度でしているのかなどを考慮し、団体がそれぞれに合ったメッセージ

を送ることで長期にわたる支援者を得ることに繋がるのだと思いました。 
さらに、「社会的インパクト評価」という新しい視点についての講義もあり、ワークショップ形式で今回の寄付

先候補３団体についてのロジックモデルを作成した。アウトカムをどのように捉えるかで、活動との距離感が大き
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すぎて抽象的になりすぎたり、というようなうまくいかない部分もあったが、「評価」にたいする受講生のイメー

ジが”組織評価”から、”事業評価”に切り替わった瞬間だった。 

  
以前の”組織評価”的な評価項目 ロジックモデルの作成”事業評価”

 ３学期には授業に協力をいただいた寄付先候補３団体（特定非営利活動法人日本補助犬情報センター、特定非営

利活動法人日本クリニクラウン協会、一般社団法人moretrees）すべてに来校いただき、生徒に直接、事業内容や

理念などを語ってもらい、質問を受けていただいた。最終的に、寄付先団体には日本クリニクラウン協会が選ばれ

た。日本補助犬情報センターやmoretreesの補助犬や環境についての啓発を行う活動にたいして十分に必要性を認

識しながら、話し合いの結果は日本クリニクラン協会の活動にように支援対象者にたいしての直接的な活動が選ば

れた点は、高校生ならではの感覚であったと考えられる。受講生は自分たちの視点や考えの軸をあちらこちらに置

き、他の受講生の意見をけして否定することなく、一つの結論に達しようと努力をした。寄付をする際に、そこま

で悩み抜いて決めることは日常の中ではないかもしれない。しかし、この経験が受講生の将来のボランティアや寄

付を行う際の行動の指針として大きな意味を持つと期待される。 
昨年度の講座での反省や課題をいかすために、①寄付先候補団体を全員で評価すること、②寄付先を決める行程

と社会貢献について学ぶ部分をできるだけ分けること、③寄付先候補３団体と直接会う機会をつくること、を今年

度試みたが、概ね成功したと考える。 
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国際Ｂ「ファシリテーション実践」概要

講座実施 3 年目をむかえ、今年度の目標を「身につけたファシリテーションスキルで、ワークショッ

プを作成し、実践する」とし、３学期に 2 年生に向けたワークショップを実施することができた。 
表 1：講座の概要とゴール 

講座のゴール 身につけたファシリテーションスキルで、ワークショップを作成し、実践する。 

受講者 6 年生 12 名（男子 1 名：女子 11 名）の選択授業 

講座の進め方 1. ワークショップ形式を中心とした参加型授業。 

2. SNS を利用して、授業のふりかえり・感想を共有。 

学期 

の 

内容 

1 学期 ファシリテーションの基礎 テクニックと体験  

2 学期 ファシリテーションの実践 ファシリテーションスキルをいかしたワークショップを作成 

3 学期 ワークショップの準備と実施 

１学期の課題は、ファシリテーションが行われダイアログが深まることが、チームビルディング（チ

ームづくり、組織づくり）に繋がっていることを感覚として身につけていっていることをふまえて、「『チ

ーム・ダーウィン』を読み、チームビルディングとファシリテーションの関係性について、自身の考え

をのべよ。」 とした。生徒の一人は、チームビルディングとファシリテーションの関係性を以下のよ

うに捉えた。 
ファシリテーターの働きによって…、チーム内でお互いの考えを多く共有できる、そしてさらに

話し合いのモチベーションをポジティブに保つことができ、議論の活性化が望める。これらの要素

が合わさることによって、自然とチーム内の雰囲気が意見を言いやすいものになったり、お互いの

意見から個人の性格を理解して、無意味な衝突を避けることもできる。これが、結果的にチームが

足並みを揃えて一つの目標に向かうための手助けになる 
２学期は、３チームに分かれてそれぞれが「Food Waste」「携帯の存在」「テクノロジー」をテーマに

ワークショップをつくり、お互いに実践した。対象を中学生と設定したため、内容についてスキットで

伝えるなど、対象に合わせた工夫が見られた。３学期は、それぞれのワークショップをブラッシュアッ

プし、各チームが 10 人ほどの中学 2 年生にたいして、実際に行った。実施後のアンケートからは、「携

帯の存在」の参加者は、「スマフォの良さ、悪さを両方とも知っておくことで、適切な使い方を学ぶと

いう目的だと感じました。自分で良さと悪さを書き出すことで自分がどう感じているかを知ることも目

的だったと思います。」など、かなり実践者側の意図が伝わっていたことがわかる。「Food Waste」に参

加者は、「普段は、 を少なくするなどという大きなテーマで商品開発することが多いけど、

今回は設定されたシナリオに合わせて商品開発をしたのでとても新鮮で…やりやすかったです。」とい

う感想があった。主婦に向けた Food Waste 対策商品開

発など、わかりやすくしたことが的を射たことがわかる。

「テクロノロジー」は、あるアニメの秘密道具は本当に

必要なのか、という問いに自然と気づいてもらうような

構成を考えたが、参加者からは「自分たちで考えた道具

が世界にどんな悪影響があるかを考えた」など、一側面

からではない物事の捉え方ができたことがわかる。少し

年上の先輩たちから教わる、少し年下の後輩たちに伝え

る、という経験はお互いにプラスな経験となった。 
 

実践する受講者（右から二人目）
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外国語科の取り組み「 」の概要

グローバルイシューズ（ ）とは 、 年生を対象とした、英語で国際問題について

学ぶ科目である。この科目では課題研究に必要なスキルを育成し、本校の課題研究のテーマ（リス

ク、軋轢と葛藤、教育）に関するより深い理解を促すことができるようになった。

表 グローバルイシューズの概要 
受講者 4 年生 12
名 5 年生 15 名

テーマ 課題研究テー

マとの関連 
スキル 

年次

学 期 の

内容

学期 国際関係の基礎的概念 国民

国家の形成，ナショナリズム

教育 例示方法

学期 外交交渉シミュレーションⅠ

トルコとシリアのダム建設問題

軋轢と葛藤 調査技法

学期 南北問題 リスク グラフの読み

解き方 類推

方法

年次

学 期 の

内容

学期 国際連合の成り立ちと仕組み，今

後の課題 安全保障委員会常任

理事国

リスク 説得の技法

学期 ルワンダ内戦と国連 軋轢と葛藤 文書の分析

学期 南北問題（ ビジネス） 教育 モデルの分析

グローバルイシューズではニュースを知るだけでなく、その深い分析ができることを目指してい

る。毎週授業の冒頭では基礎知識を国際情勢の基礎知識を培う目的で週刊誌『エコノミスト』を用

いて国際ニュースの小テストを行っている。そしてそれらのニュースを踏まえてこれから起こるこ

と、他のニュースとの関連性を考える活動をしている。

更にこのニュースで培った世界の諸問題への理解を表層的なものにとどめず，世界の問題の多面

性や難解さを実感してもらう活動も授業で行っている。例えば外交官として他国との交渉や、ルワ

ンダ内戦をめぐる国連の安保理事会での多国間の駆け引きなどのシミュレーションを通してしてい

る。生徒はグループで複雑な問題の解決策を模索することによって、グループ作業の技法、建設的

な議論の流儀などを学んでいる。こういった活動で取り扱うテーマは本校の 課題に関連してい

る。（表参照）

今年度のグローバルイシューズは特に調査技法の理解に力を入れた。例えば課題に関してどのよ

うな調査をするとより問題の核心に迫れるか考える活動を行った。例えば生徒たちは発展途上国で

のビジネスプランを考えるためにできる調査方法を考えた。さらに調査結果の分析力の向上にも力

をいれた。例えば南北問題などに関連するグラフやチャートを参照し、そこから何が言えるか、そ

して何が類推できるかを考える演習を繰り返し行った。以上のようにグローバルイシューズは、本

校の プロジェクトのテーマに関連した事例を扱い、生徒が課題研究に必要なスキルを養う役割

を担っている。

プロジェクトが施行されて、グローバルイシューズにおける学びはどのように変わったのだ

ろうか。授業者の実感としては生徒の問題に関する取り組み方がより能動的になったと感じる。ま

た実感として 課題研究に取り組んでいる生徒はグローバルイシューズでの学びを、自らの研究

課題と関連づけることができるようになってきている。例えば課題研究を行っている生徒はグロー

バルイシューズで行ったプレゼンテーションのフィードバックを課題研究の発表会で生かしている。

年度のグローバルイシューズの充実度は 事業との相互作用の中で充実してきている。
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フィールドノートの活用実態とメンターによる評価

 
＜フィールドノート概要＞ 

ISSチャレンジSGH部門において，今年度も引き続き本校オリジナルの「ISSチャレンジSGHフィールドノー

ト」を作製した。課題研究を進めるにあたり，誰もが必要となる情報を整理でき，調査・分析した内容が十分に記録

できるノートを提供できすることを目的としている。作製したフィールドノートはISSチャレンジSGH部門にエン

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

グループによるフィールドワークの際に活用された。フィールドノートの構成は昨年同様とし、以下の通りである。

各ページを生徒が実際にどのように使用したかの聞き取りを参加生徒を対象に行い、特徴的な回答も併せて記載す

る。 
ノート名：ISSチャレンジSGHフィールドノート（A4版，60ページ） 
①2016年度ISSチャレンジ実施要項（2ページ） 
②課題研究テーマ記入（1ページ） 
③研究経過の記録（8ページ）  

・研究計画・スケジュールの立案 
・調査・取材・フィールドワーク等の実施の記録 
・作業内容を先に書いておき、実施してから日付を入れてチェックリスト的に使う 

④外部連携の記録（8ページ） 
・連携先や担当者の記録 
・事前学習についての計画やメモ 

⑤5mm方眼ノート（27ページ） 
・ISSチャレンジの代表者ミーティングや課題研究で配布されたプリントなどを貼り、研究の進め方のテキ

スト的に活用 
・先行研究の論文や、関連する図や写真を貼り、自分たちの研究と関連するところをチェックし、追加の情

報や自分の考えを書き込む。 
・研究ポスターの構成・アイディアを書く 
・自分でPCで作成した表や資料等を貼り、研究に関する情報を一か所にまとめる。 
・インタビューの内容のメモや、録音の書き起こしなどを行う 
・中間発表会や外部評価会で受けたアドバイスのメモを書いたり、コメントシートを貼ったりすることで自

分の研究の方針や留意点をはっきり 
⑥参考文献の検索方法（5ページ） 
⑦参考文献の記録（8ページ） 
⑧アンケート実施に関するチェックシート（3ページ） 
⑨ISSチャレンジ研究論文の執筆要領（裏表紙  

・昨年度同様の構成で「 チャレンジ フィールドノート」を作製

・計画・調査・振り返りのそれぞれの場面で、生徒ごとに多様な使い方が見られた。

・メンターが生徒の研究のプロセスを評価するのに役立った。

・自由な活用と公正な評価の両立や、主に を使って研究を進めている生徒が効果的に使用できるような活用

法の提案・指導が課題である。
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＜メンターによる評価＞ 

記録したフィールドノートは、研究終了後に回収するほか、メンターの教員

とのミーティング時にも持参する。教員はポスターや論文といった生徒の研究の

結果だけではなく、そのプロセスを知ることができ、より効果的な助言をするこ

とが可能になっている。 
また、最終論文提出後には自己評価シートと共にフィールドノートの抜粋を生

徒に提出させ、計画遂行力・組織力・対話力・メタ認知力といった生徒の研究に

関わる能力について評価する材料としている。これらはポスター・論文等では直

接に評価が難しい部分であり、フィールドノートの評価を行うことで多面的な評

価が期待できる。また、生徒が自ら抜粋部分を選ぶことで、自らがどのような

資質・能力を用いて研究をおこなったのか、また、それらが研究によってどの

ように変化したのかを意識的に振り返る効果も見られる。 
 
＜今後の課題＞ 
研究の記録について、word等のソフトを用いてPCで作成している生徒や、Google Drive等を利用してオンライ

ンで作成している生徒、スマートフォンやタブレットを用いてメモを取っている生徒も多く、そこで作成したものを

ノートに貼るだけ、といった使い方も見られた。フォーマットの提供やA4サイズのプリントアウトが貼りやすいペ

ージサイズなどを望む声もあり、そのような声に応えることでさらに多くの生徒が効果的にフィールドノートを活用

することができる。 
また、生徒のフィールドノートの使用法が多様化することによって、フィールドノートの評価方法もその多様性に

合わせたものである必要が出てくる。どのように使うのが良いのかと迷う生徒もおり、使い方に関して一定の指導や

提案が必要であるとも考えられる。 

↑最終的に提出したフィール

ドノート。付箋で自己評価の根

拠となるページを示している。 
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