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本年度の活動報告

1

課題研究基礎 第１学年

目標

1

課題発見

論理的思考

コラボレーション

コミュニケーション

企画力

異文化受容性

グローバル社会の形成者として，自らの問題意識をもって研究課題を
設定している。
収集した譲歩を論理的に分析・総合し，多面的・多角的に考察して，
研究課題を設定している。
班員や指導教員，外部講師などと協働しながら，学習・研究活動を進
めることができる。
研究課題の設定について適切な方法でまとめ，それを効果的に（分か
りやすく）相手に伝えることができている。
自らの調査研究について見通しを持ち，実行可能な研究計画を立てて
いる。
学習・研究活動において，民族・宗教・言語・性差・階層などの多様
性を考慮しながら，平和で公正な社会の実現を追及している。

実施

2

期日

単元

活動

1

6月5日

導入学習

SGH オリエンテーション（校内担当）

2

6 月 17 日

事前学習
趣旨説明・グループ編成・テーマ設定
事前学習

3

7月8日

フィールドワークコース説明会
希望調査

4

事前学習

9月2日

訪問先について調べる・計画を立てる

フィールドワーク
5

9 月 18 日

6

9 月 25 日

7

10 月 7 日

８

10 月 11 日

事前学習
訪問先について調べる・計画を立てる
フィールドワーク体験
事後学習
まとめる
事後学習
まとめる
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3

事後学習

9

10 月 30 日

10

11 月 13 日

研究計画書作成

11

11 月 20 日

研究計画書作成・調査開始

12

11 月 27 日

研究開始

13

12 月 11 日

研究開始

14

12 月 16 日

15

12 月 19 日

まとめる・テーマ再設定

研究相談会
大学生に相談
「第 4 回 SGH 研究発表大会」を見学
2 年選択者等の発表を聴く

グループ研究

16

1月8日

発表準備

17

1月9日

発表準備

18

1 月 15 日

発表準備

19

1 月 20 日

発表リハーサル

20

1 月 22 日

発表準備

21

1 月 27 日

1 学年 SGH 校内発表会
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1 月 29 日

事後指導
まとめ・ふりかえる

今年度の改善点
昨年度あげられた課題である地域社会が内包しているグローバル性に着目しつつ，今年

度の課題である時間的制約を解消できるようにプログラムを計画・実施した。
(1) 導入学習の整理
例年通り導入学習を実施すると 1 年間で「フィールドワーク」
・
「課題研究」の 2 つを
満足に実施することができないと考えた。そのため，下記の昨年度のポイントの中から
より生徒たちが実感をもって研究できるよう，今年度はポイントの①によりフォーカス
してプログラムを計画・実施した。
昨年度あげられたプログラム改善のための 3 つのポイント
① 身近な生活場面に社会問題が潜んでいることに気づく。
② グローバルな社会課題と自己のかかわりを意識する。
③ グローバルな社会課題をさまざまな視点から多角的に考察する。
これにより，数少ない事前学習時間でも各グループの着目すべき点が明確になり，生
徒たちの意識もより集中した。
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(2) フィールドワークの充実，課題研究との接続強化
本校のプログラムでは，1 年次の「フィールドワーク体験」を，課題発見の手がかり
を得る機会を位置付け，そこで見つけた課題を 2 年次により詳しく研究する計画である
が，(1)で述べた通り，今年度はこの 2 点を 1 年間で行う計画となった。
今年度は「フィールドワーク体験」の前にすでに各グループで気になる課題に関し
て調査を始めており，
「フィールドワーク体験」はその課題に対する「解決方法の実践
例を学びに行く」というスタンスを打ち出した。
そのため，多岐にわたる生徒の興味関心にこたえるために例年 8 コースのところ，1
コース増設して 9 コースとした。これにより，生徒はより個々の興味関心に近いコー
スを選択出来るようになり，各々の考える課題に対する解決方法をより意義深く学ぶ
ことができた。
(3) 校内発表会

［1 月 27 日（月）実施］

昨年度の中間発表会から，発表後の議論・質疑応答により深くフォーカスできるよう
発表形式をポスター発表に変更されたが，今年度も同様の形式をとることとした。
また，最終的にポスタープレゼンテーションの形式をとることから，
「フィールドワ
ーク体験」の報告書もその練習の一環としてポスター形式とした。
(1) 目的
ポスター発表を通して意見交換をし，社会課題についての認識を深化させる。
(2) 育成すべき資質・能力の観点から
① 自分たちの研究の取り組みについてわかりやすく発表する（分かりやすい発表）
。
② 他グループとの研究交流をとおして課題意識を深化させる（議論を深める質疑応
答）
。
(3) 実施方法の概要
・1 回の発表は約 15 分（質疑応答・準備含む）
・発表は 7 分を目安とし、できるだけ質疑応答の時間を確保する。
・発表は一方的に話すことにならないように工夫する。

発表の最中に議論に発展することはなかったが，どのグループ発表でも質疑応答が
活発に行われ，発表後の議論は充実したものが多かった。
【外部講師】
（敬称略・五十音順）
内尾 太一（麗澤大学）

大嶌 竜午（千葉大学）

小松 俊明（東京海洋大学）

佐久間 敦子（千葉敬愛短期大学）

下島 泰子（SGH アドバイザー）

本田 勝久（千葉大学）

平野 大輔（国際医療福祉大学）

吉岡 留美（国際医療福祉大学）
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【優秀グループのテーマ一覧】
（外部講師が各会場から優秀グループ 1 つを選出）
このままでいいの？ 宗教との関わり

LGBTQ の抱える問題と解決策 in Japan

天使の羽-Fuwary- 〜ランドセルの海外支援について〜

外国人差別をなくすために

難民の現状とこれから

共生の実現に向けて 〜カンボジアと教育〜

貧困地域の教育について 〜日本はどれだけ幸せか〜

日本の海洋問題について

12 月 16 日（月）大学生による研究相談会

1 月 27 日（月）校内発表会
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成果と課題

4
4-1

校内発表会における外部講師の講評
内尾 太一
麗澤大学

小松 俊明
東京海洋大学

下島 泰子
SGH アドバイザー

平野 大輔
国際医療福祉大学

大嶌 竜午
千葉大学

高校１年生としてはよく出来ていたのではないか。研究というより調べ学習という側面が
強い。引用による情報と，自分たちの意見を分ける習慣をつけると良い。もっと批判的
（critical thinking）な主張や論理展開があって良い。
8 チーム中，3 チームは大学 1 年生レベル。他の 5 チームもなかなか面白い視点でとりく
めており，今後も同様のとりくみを続けて欲しい。以前に比べ，プレゼンの楽しさに気づ
き始めているようだ。物怖じしないで発表ができている。
5 年間見てきたが，年々「何をやるべきか」「何を知りたいか」が具体的になってきたと
思う。短い時間でもある程度の形になっていた。
質問がとても少なかった。調査の多くがインターネットからの情報が多かった。→信頼で
きる出典等を，全体の講評の中で伝えた。
非常に整理され，見た目の良いポスターで，分かりやすく説明していた。質疑応答も活発
になされていて驚いた。以前よりも発表準備が整っていた。クイズを入れるなどの工夫も
見られた。これまでよりも自信をもっていたように感じた。
それぞれ，よいテーマを設定し，情報収集やフィールドワークを行っていて，現状把握・
課題の設定・原因分析・解決策の提案まで，しっかりと考えてまとめている。声の大きさ，

佐久間 敦子

プレゼンのしかたも，皆とても上手だった。平均してよくできているが，「質問」が出な

千葉敬愛短期大学

いということは気になった。他人の目や失敗を気にせずに，自信をもてばよいのにと思っ
た。発表（自分の意見）はとても上手なのに，自分の発表に精一杯で，他のグループの発
表に興味・関心が薄いように見えた点が残念だった。
どのグループの発表もよく工夫されていた。今はインターネットで検索すれば情報を得ら

本田 勝久

れる時代であるが，インターネットの情報だけではなく，実際のフィールドワークやイン

千葉大学

タビューなどをデータとして活用して欲しい。限られた短い時間の中で，十分な発表がで
きていた。具体的な提案がもう少しあるとよい。

吉岡 留美

高校１年生としては，良く調べている。とりあえず，「○○とはどういうことか？」「そ

国際医療福祉大学

れについてどう考えるか？」「どうしたらよいと思うか？」など考えることが出来ていた。

4-2

意識調査の結果

今年度の課題研究・最終回に当たる 1 月 29 日（水）に，意識調査を行った。質問事項①
②の数値および②の自由記述の抜粋を以下に示す。
（n=315）
【質問事項①】課題研究を通して自分は成長したと思えますか？
成長したと思える

成長したとは思えない

86%

14%
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【質問事項②】あなたは発表会で納得のいく発表はできましたか？

＊各項目の割合・平均・肯定的/否定的の割合

4 そう思う

3 ややそう思う

2 あまりそう思わない

1 そう思わない

平均

肯定的

否定的

25%

56%

17%

2%

3.0

81%

19%

［自由記述］なぜ上記のような感想をもったのか，理由を答えてください。
4 そう思う
・問題点について，なぜそうなるのかだったり，解決策を出したりして問題解決に向けてたくさん話し合うことができた。
班員同士で意見が違う時も共有しあっていろいろな案を取り入れることができた。（コラボレーション）
・問題視していたことに対して，自分たちが今からでもできる解決策を見つけ，提示することができた。また，友人と話し
合っていく上でそれぞれが感じたこと，疑問に思ったことを総合して，さらに発表という形で共有することができた。
（解決策）
・フィールドワークに行くまでと行ったあとでは大きく調べる内容が変わり，ゼロの状態から始めたが，フィールドワーク
での体験を交え，今までのテーマについての改善点や私たちが今一番伝えたいことは，聞いてもらった方々に伝わったの
ではないかと思うから。（フィールドワーク体験）
3 ややそう思う

・講師の先生から誉めて下さってホッとしたが，他グループと比較して，はっきりとした解決策がなく，伝えきれていなか
ったのでは？と思っている。でも，あまり認識されていない内容だったから，
「こんな人達がいて，こんな状況」というの
を，
「ちょっとでも知っている」
，
「知らなかった」とでは大分異なると思うので，出来る限りのことをやったので良かった
と思っている。（解決策への不満）
・自分たちの研究テーマに対しての解決策が私たちの身近なところからできることではなかったから。（テーマ設定）
・課題を解決するためにいろいろな角度から調査をして発表することができたけど，まだ調べたりないことやもっと深く調
べるべきところがると思ったから。（調査不足）
2 あまりそう思わない
・大学の教授からの質問には答えられたが，提案には何もかえすことができなかった。もともとそのような提案がくるかも
知れないと思っていたにも関わらず，準備不足だった。凄く悔しい気持ちでいっぱいだったが大学の先生とコミュニケー
ションがとれてよかった。
（質疑応答）
1 そう思わない
・みんなで協力するのも大切だと思うが，できれば個人でやりたかった。
（個人研究）

4-3

成果と課題

今年度は SGH 指定最終年度を迎えるにあたり，以下の点で 1 学年・課題研究基礎の進め
方を大きく変更した。
①課題研究の実質的な開始時期を，生徒たちが高校生活に順応するのを待って，6 月ま
で遅らせた。
（そのため，導入学習の時間数と講演会の回数を削減した。
）
②グループの編成をクラス内で行った。
（昨年度までは，クラスおよび普通科・国際科
の枠組みを越えて，事前の意識調査に基づき，興味・関心を共有できる者同士のグ
ループ編成を行った。）
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③グループ編成と同時に「テーマ設定」も行い，国内フィールドワーク（9 月）に向け
た目的意識を明確にした。
（昨年度までは，国内フィールドワーク後に「テーマ設定」
を行った。
）
以上の点から，生徒たちは余裕を持って課題研究の学習に臨むがことができ，国内フ
ィールドワークに対する目的意識も明確となり，さらに，校内発表会の準備においても
グループ内での意思疎通の円滑化が図られた。
その反面，クラスや学科を越えた人的交流や，導入学習で重視しているグローバル化
がもたらす弊害の部分への理解が犠牲になっているが，外部講師の講評と意識調査に見
られるように，校内発表会の内容，発表に臨む姿勢，発表後の満足度等において，今年
度の課題研究の学習は，例年以上に成果を挙げているということができる。
特に「課題研究を通して自分は成長した」と答えた生徒の割合が，今年度は 86%と高
水準を示している（参考：2016 年度 59%，2017 年度 69%，2018 年度 81%）
。もちろん，
毎年教材開発の面で進化を遂げているとはいえ，この数値は今年度の運用方法の変更が
もたらした効果が大きいと考えられる。
さらに，今年度特有の要因と考えられるのは，12 月 19 日実施の「第 4 回 SGH 研究発
表大会」を 1 年生が見学したことによる影響であろう。今年度の研究発表大会は「 なぜ？
を考える大切さ」を全体を貫くテーマに，2 年「課題研究活用」選択者と卒業生が 1 年生
に向けて，「日々の生活の中で疑問をもつこと」の重要性を中心に据えて発表を行った。
この経験をきっかけに生徒たちは，疑問をもつことから「問い」を立てて言語化し，
「問
い」に答えることで問題点が広がるといった考えることの基本作業ができるようになっ
たといえる。研究に対する積極性が例年以上に見られた。
最後に，今年度の成果・課題を列挙する。
【今年度の成果】
①弾力的な運用によるゆとりの確保
②国内フィールドワークに対する目的意識の明確化
③グループ編成方法の変更によるグループ活動の活性化
④学習に対する動機づけ・意欲の向上と成長実感
⑤工夫を凝らしながらプレゼンテーションを楽しみが実行できる

【今年度の課題】
①導入学習の時間削減により，グローバル化がもたらす弊害への理解が浅い
②発表後の意見交換・質疑応答が十分にできない
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1

課題研究発展 第 2 学年

計画の経緯
研究指定の終了に合わせて無理のないシステムに移行させていくために，特別に設定
していた科目「課題研究発展」
（週 1 コマ・水 7 限）を廃止して，既存の「総合的な学習
の時間」（週 1 コマ）のなかに課題研究を組みこんで実施していくことになった。
これにより教員・生徒の負担減が見込まれるが，規模を縮小したかたちで新しいプロ
グラムを考えなくてはならない。時数も限られており，あまり大規模な取組はできない
ので，台湾の修学旅行（2 年生・10 月実施）と合わせたかたちでのプログラムを計画し
た。

2

新プログラムの趣旨
これまでの課題研究でとりくんできた「日本社会の複雑性」への関心を引きつぐかた
ちで，
「台湾社会の複雑性」に着目したプログラムを作成する。そしてこの活動をとおし
て，社会問題を多面的・重層的に考察すること，
「国家」「社会」
「文化」「言語」といっ
た基礎概念について理解を深めることをめざしたい。

3

これまでの課題研究について
一昨年度は課題として，①グローバルとローカルの往還，②共生への視点を挙げた（報
告書，pp.87-88）。昨年度はそれをうけて，「日本社会の複雑性」，とりわけ在日外国人の
コミュニティに焦点をあてることで，地域社会（ローカル）が内包しているグローバル
性に着目したプログラムを計画・実施した。以下に改善の概要を示す：
教材
導入学習①

趣旨
前者は，日常生活で使っているスマートフォンと紛争・環境破壊の

DVD 教材『スマホの真実』

かかわりを描いたドキュメンタリーフィルムであり，後者は東京・

寺尾紗穂「アジアの汗」

山谷で出会った男性がアジア各地での建設現場で働いていたこと
に想を得てつくられた楽曲である。ふたつの作品をとおして，ロー
カルとグローバル，すなわち身近な生活場面とグロ―バルな社会構
造の結びつきを意識させようとした。

導入学習②ロ―ルプレイ
ペナン島とグローバリゼーシ
ョン
成田空港の拡張

これまで実施していた「ペナン島とグローバリゼーション」につづ
き，地元・成田空港の拡張をめぐるロールプレイを取り入れた。日
本／海外，ローカル／グローバルを浅薄な二項対立のみで理解しな
いための試みである。グペナン島という海外の事例を経たうえで，
地元・成田を見つめなおすことで，問題をより大きなコンテクスト
で理解できるようになることを狙った。
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フィールドワーク

在日外国人のコミュニティ訪問コースの新規開拓を図り，
「ブラジ
ル系コミュニティ訪問」
（群馬県大泉町）と，
「クルド料理教室」
（埼
玉県川口市）を設定した。その後の講演会では，ウェブマガジン「ニ
ッポン複雑紀行」編集長である望月優大氏を講師に招いた。「日本
の複雑さを旅する」と題された講演では，在日外国人コミュニティ
を訪問した生徒の代表から報告があり，望月氏がそれにコメントし
全体でシェアするという場面を設定した。

4

新しいプログラム「日本×台湾複雑紀行」
（1）台湾について
台湾は「多様性」
「複雑性」の社会である。原住民（政府認定 16 民族，人口 2％）の
ほかにも，1990 年代以降おもに東南アジアなどから移住した「新移民」もおり，民族
的多様性にみちている。さらには，その歴史的背景から，本省人・外省人の区別が，
社会においてながらく重要な意味を占めてきた。
ま た政 治的 背景 も，台 湾 の複 雑性 に影 響を及 ぼ して いる 。日 本の植 民 地支 配
（1895-1945）
，その後の中国（中華人民共和国）との関係を勘案すれば，台湾について
何かを考えるとき「日本（人）とは何か」「国家とは何か」という問いに直面せざるを
えない。
つまり，台湾の多様性・複雑性を考えることは，それを反照するかたちで，
「日本」
の複雑さ，あるいは「国家」「社会」
「文化」
「言語」といった観念の複雑さ・多重性を
考えることに直結する。自他の区別が絶えず問い直される場所，それが台湾である。
何と何が「同じ」で，何と何が「別々」なのか。アイデンティティの線引き（くくる
こと／名づけること）を批判的に再検討するという，社会科学的認識にとって不可欠
な契機を，このプログラムにとりいれたい。
また，付言すれば，おそらくはそうした社会的多様性を背景にして台湾では，戒厳
令が解除された 1987 年以降，民主主義が飛躍的に進展した。いま台湾は，少数言語の
権利，女性の社会進出，性的少数者の権利などにおいて，アジア地域で牽引的な役割
を果たしている。いま日本が学ぶべきところは多い。

中国

台湾
原住民
外省人 本省人
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日本

（2）テーマ「日本×台湾複雑紀行」
台湾社会の複雑性，それを反照するかたちで，「日本」「アジア」
「文化」といった観
念の複雑さ・多重性を考える。たとえば以下のような下位テーマを設定する。
①文化的多様性：本省人・外省人，原住民，日本，新移民
②日本と台湾，そしてアジア
③民主主義，女性，LGBT
④環境，動物愛護
（3）全体のプロセス
•
講義（歴史・社会），映画視聴，講演会

事前

•
テーマ設定

•
ディスカッション（姉妹校），聞きとり，博物館訪問
街頭での写真・映像の撮影
修学旅行 •

事後

•
発表（ぺちゃくちゃ）

①テーマ設定
趣旨説明をふまえ，姉妹校交流，班・クラスでの訪問先・活動を検討する。プラ
ンを立てながら，さしあたってのテーマ（何を見てくるか・聞いてくるか）を設
定する。
②旅行中
事前に設定したテーマを念頭におきながら活動する。具体的にはたとえば：
・交流校でのディスカッション・インタビュー
・班行動・クラス別活動における博物館訪問や街頭写真撮影など
③発表（ぺちゃくちゃ）
旅行中に収集した資料（写真）をもとに発表ストーリーを練り，写真をもちいて
発表する（写真数枚から構成される紙芝居をイメージすると近い）。
（4）日程
期日

活動

5 月 20 日（月）⑥⑦

趣旨説明・講義
32

活動

6 月 10 日（月）⑥⑦

訪問先・活動検討

6 月 17 日（月）⑥⑦

訪問先・活動検討

7 月 8 日（月）⑥⑦

（班ごとにテーマ設定）

9 月 2 日（月）⑥⑦

温又柔氏 講演会

10 月 7 日（月）⑥⑦

交流準備

10 月 18 日（金）①

結団式

10 月 20 日（日）

修学旅行

10 月 21 日（月）

（資料収集・撮影）

修学旅行

10 月 22 日（火）

（交流）

修学旅行

10 月 23 日（水）

5

修学旅行

11 月 18 日（月）⑥⑦

まとめ・発表準備

11 月 25 日（月）⑥⑦

ぺちゃくちゃ

「ぺちゃくちゃ」による発表1

（1）目的
①台湾旅行で発見したこと，考えたことを発表しあい，共有する。
②台湾の複雑さを考える。
③旅のおもしろさを考える。
（2）「ぺちゃくちゃ」とは
・写真スライド 20 枚，1 枚あたり 20 秒，計 6 分 40 秒

×20 枚＝6 分 40 秒

（3）プレゼンテーションのポイント
①テーマについて
・旅行をとおして，何を発見し，何を考えたのだろうか。
・何を伝えるのか，テーマを決める。
・行った場所は似かよっているので，行った場所や買ったものを紹介するというよ

1

ぺちゃくちゃ（PechaKucha）はプレゼンテーションの一形式。講演者は，20 枚のスライドを 1 枚あたり
20 秒使ってプレゼンテーションを行う。日本を拠点とする建築事務所の代表者であるアストリッド・ク
ライン（Astrid Klein）とマーク・ダイサム（Mark Dytham）によって考案された。
https://www.pechakucha.com/
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りも，出会った人と話したことや，旅行をとおして感じたことや考えたことに焦
点をあてるとよい。
②写真を選定する
・全体がひとつの発表（ストーリー）としてつながるように写真を配置する。
・写真に文字を書き入れてもよい。
・写真が順番にならぶようにする（番号をつける）
。
（4）発表会の形態（学級の実態に応じて）
A 全体での発表会

B 個人で発表する

・教室前面にスクリーン・プロジェクタ

・複数の発表グループを形成する

・１グループが前で発表し，他は聴衆

・グループ内で発表する
・１人ずつ交代しながら発表する
・携帯などを見せながら発表する

6

指導と活動の経過（生徒 Y のケーススタディ）

（1）事前学習
・趣旨説明・講義をおこない，台湾の歴史・社会の重層性や，民主主義について解説を
した。とくに同性婚を認める法案が台湾で可決されたばかりであったので，その新聞
記事や動画を紹介した2。
・同性愛や民主化運動が描かれているグイ・ルンメイ監督映画『GF*BF』
（2012 年）の上
映会を実施した3。
・生徒 Y は当初，台湾のイメージについて，日本と中国大陸の双方から文化的影響を受
2

「男性がスカートをはいてジェンダーの固定観念に抗議，台湾」BBC ニュース（5 月 14 日）

https://www.bbc.com/japanese/48263139，
「台湾，同性婚認める法案を可決

アジア初」BBC ニュース（5

月 17 日）https://www.bbc.com/japanese/48305927
3

野林厚志「台湾における民主主義と同性婚―「GF*BF」
」
，『月刊みんぱく』
（2019 年 1 月号）
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けていると漠然に感じているだけであった。性にかかわる話題については日常の学校
生活でオープンに語る雰囲気がないことを感じていた。

（2）旅行中
・台北市中を散策しているときに，西門紅楼でジェンダーレスのトイレを発見した4。
・それをきっかけに，B&S プログラムでガイドをしていた現地大学生に「友だちに性的
少数者の方はいますか」といった質問・会話をした。
・総統府の見学で “Power to the People” というモットーを見つけたり，交流校で現地生徒
の「自分たちは “Chinese” ではなく “Taiwanese” だ」という言葉を聞いたりして，台
湾の民主主義や，台湾文化の独自性について考えさせられた。
（3）事後学習
・事後発表会（ぺちゃくちゃ）では，「台湾文化の混淆性と独自性」に着目して発表をし
た。
・性的少数者について見聞きしたことは，自己のふるまいについて認識を改めるきっか
けになった。
・帰国後も現地高校生と SNS で交流するなかで，交流校での学生運動の経過を知り，自
分たちの生徒会活動についても考えを深めることになった。

4

「台北ナビ」HP を参照のこと。https://www.taipeinavi.com/play/72/
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7

成果と課題

（1）既存行事との有機的統合と負担軽減
課題研究を修学旅行と統合させたため，生徒・職員にとって全体的な負担は軽減し，
無理の少ないプログラムにできたと思われる。「ぺちゃくちゃ」についても，研究におけ
る考察（分析・総合）やプレゼンテーションと質疑交流の要素を失わっていないうえ，
ポスターや PowerPoint スライドなどを用いるよりも準備にかかる時間は少なく，有効で
ある。
SGH 指定終了後，負担のすくないかたちで探究型学習を進めるひとつのモデルをつく
ることができたのではないかと思う。
（2）学びを深めるために
本校のこれまでの修学旅行は学習としての要素が濃いとはいえなかったが，生徒 Y の
事例は，修学旅行が「学び」の契機となりうることを示しているように思われる。さら
には単なる「探究」にとどまらず，自己の認識・生活の問い直しにまでつながる可能性
も垣間見えた。
ただし今回の修学旅行がすべての生徒にとって深い学びの機会となったとはいえない。
問題意識をもって旅行へと出発するためには，明確な課題設定と調査計画立案が必要で
ある。しかし今年度は急な計画変更につき，事前学習の時間が十分に確保できなかった。
前年度（1 年次）から継続的に十分な事前指導をおこなえば，探究としての修学旅行も可
能になっていくだろう。反省を活かし，指導のあり方について改善を重ねていきたい。
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3
1

課題研究活用

第 2・3 学年

教育課程上の位置づけ，履修人数，指導者
科目

履修人数

第 2 学年

18 名

（選択・2 単位）

（普通科 11 名・国際科 7 名）

第 3 学年

31 名

（選択・2 単位）

（普通科 15 名・国際科 16 名）

指導者
英語１・社会１・ALT１
英語２・社会１・ALT２

※教育課程の改訂にともない，今年度は 2 学年と 3 学年の双方で同時に開講した。

2

目標
○【課題発見】グローバル社会の形成者として，深い当事者意識をもって研究課題を設
定し，その解決に向けて取り組むことができる。
○【論理的思考力】設定した課題を多面的・多角的に考察し，収集した資料・データを
論理的に分析・総合することができる。
○【コラボレーション】さまざまな人々と協働しながら，研究活動を発展させ，推進す
ることができる。
○【コミュニケーション】研究の成果を外国語で適切に伝えることができる。議論を深
める質疑応答をすることができる。
○【企画力】研究の成果について，自分たちで実行可能な具体的解決策を模索して，行
動を起こすことができる。
○【異文化受容性】民族・宗教・言語・性差・階層などの多様性を考慮しながら，平和
で公正な社会の実現を追求している。

3

指導の重点

（1）3 年生
「英語でのコミュニケーション」「議論を深める質疑応答」を重視しながら，概ね昨年度
までと同様の指導計画を立てた。詳細は，昨年度までの報告を参照のこと。
（2）2 年生
3 年生と異なる点としては，以下①〜③に重点を置いて年間の指導をおこなった。
①議論を深める活動
参加者の多くが「とくに意欲的に取り組みたいこと」として「議論を深める活動」
を挙げていた。#thynk140（YouTube）を参考にしながら，毎授業のはじめに，短いプ
レゼンテーションとトークの時間を設けた。
②通年でのグループ活動
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3 年生は単元ごとにグループ編制を変えたが，2 年生は活動の経過をみながら，4 月
に編制した研究グループを解体せずに，通年で活動させる判断をした。
③授業外での発表
進路のことを考えると 3 年生での参加が難しかった授業外での発表だが，2 年生では
積極的に取り組むことができた。
12 月 15 日（日）

第４回関東・甲信越静地区高校生探究学習発表会
（立教大学主催）

12 月 19 日（木）

4

校内研究発表大会

指導と活動の経過（ある 2 年生グループの事例）
【教員】議論のきっかけに（4 月）
「リトル・エチオピア」by 東京 3%

1

在京エチオピア人の生活について動画視聴

【生徒】ブレインストーミング
2

感想を交わして，自分たちの関心を探る
在日外国人への偏見に注目

【教員】先行研究の紹介とアドバイス
3

郭潔蓉「移民は本当に日本の治安を悪化させる
のか」など

【生徒】中間発表と反省（7 月）
４

「日本人の移民に対する偏見の原因」で発表
後期は「ハーフ」に注目していくことを決める

【教員】先行研究の紹介とアドバイス
5

「HAFU」
，下地ローレンス吉孝『「混血」と
「日本人」
』，国籍問題研究会『二重国籍と日本』

【生徒】インタビューやシンポジウム参加
6

校内「ハーフ」生徒にインタビュー調査
シンポジウム「国籍ってなんだろう」

【生徒】外部発表会への参加と反省
7

立教大学発表会：
「
「あなたは何人ですか」に潜む
アイデンティティとハーフの複雑性」」

【生徒】最終発表会へ
8

成田平和映画祭（「HAFU」上映）に参加，研究
者助言を得て，最終の英語発表をまとめる
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5

考察

成果と課題

今年度は，2 学年と 3 学年で異なる重点を置いたので，試みとして比較をしてみたい。
ところで改めていうことでもないが，「課題研究」はさまざまな活動が複合的に組み合わ
さって構成されるプロセスである。以下に整理したように，相反するとはいわないまでも
両立の難しい活動をふくんでいる：
【A】

【B】

明確な課題設定
深める

自由な発想

調査する・考察する

広げる

個人の内省
通年で

内容
態度

協働
単元ごとに

調査する・考察する
概念力を鍛える

議論する・交流する

1

形式

プレゼン重視・英語使用

技術

課題解決・具体的企画

3 学年では「英語使用」や「質疑」を重視しながら，「単元ごと」に新たなグループを編
制した。これはプレゼンテーションと協働・議論・交流を重視する型【B】といえよう。
対して，2 学年では基調としては【A】通年で単一のテーマを深めていくこ
とを重視した。上述の事例のように，＜調査→考察→発表→交流＞のプロセス
をスパイラル型に重ねていくことで，3 学年のプログラムよりも内容を深める
ことができたように思う。
【B】の保証という点では，毎時の導入として「自由
な発想」での「議論・交流」を設定したり，外部発表の機会を活用したりした。しかし「英
語の使用」や「協働を広げること」などについては課題が残るかたちになった。
これはどちらが優れたプログラムであるかということではない。大切なのは，指導の際
に「どこに重点を置くか」を意識し，いかに不足を補ってバランスをとるかを計画するこ
とであろう。そうした点では，上図のように一連の課題研究プロセスを分析整理して計画
に役立てることは有益かもしれない。

小田博志『エスノグラフィー入門 ＜現場＞を質的研究する』（春秋社，2010 年）によれば，たとえば，
ある概念を定義したり，事象やデータを概念化したり，概念と概念との関係を読み取ったり，概念を相対
化したりすることができるようになることなど。
1
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4
1

国内フィールドワーク

行事概要

(1)概要 「アジアの中での共生」という SGH 研究テーマに沿うかたちで，関東近郊の関連
施設・市街地などでフィールドワーク活動を行う。

(2)目的

実地見学・調査・体験を通して，フィールドワーク（質的研究）の研究手法につ
いて学び，研究課題の課題解決方法のモデルケース的に手がかりを得る機会と
する。

(3)期日 令和元年 9 月 25 日（水）

8 時 00 分（7 時 30 分）〜18 時 30 分

(4)対象 第 1 学年生徒全員（希望調査により班ごとに訪問コースを決定する）

(5)テーマ

・在日外国人のコミュニティ訪問や関連施設の見学，関係者へのインタ
（A）多文化共生

ビュー，街頭調査などをおこなうことで，在日外国人の生活について
調査をする。
・外国人観光客の多い観光地を訪問し，街頭調査，観光業関係者や観光
客へのインタビューなどをおこない，観光の現状について地元成田と

（B）観光

比較する。
・グリーンツーリズム（農山漁村地域における自然・文化を活かした観
光）の事例を実地で見学・体験し，マスツーリズムに代わる新たな観
光の形態を探る。

（C）教育

・教育にかかわる NPO や学校を訪問し，施設の見学，関係者へのイン
タビューをおこなうことで，今日の教育をめぐる課題を調べる。
・環境問題・保護に取り組む NGO などを訪問し，現場の見学や，関係

（D）環境

者へのインタビューをおこなうことで，身近な地域の環境問題につい
て調べる。
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(6)コース
目的・方面

①

ブラジル系
コミュニティ訪問
（群馬）

②

在日外国人のための
教育機関を訪問
（千葉・幕張）

訪問先

③

在日クルド人と
料理教室（埼玉）

④

在日ムスリム
コミュニティ訪問
（幕張・代々木上原）

⑤

韓国とのかかわり
日本の海外支援
（新宿）

⑥

足尾銅山で公害の歴
史や環境 NPO の活動
を学ぶ（足尾）

⑦

環境問題を考える（千
葉・青海）

⑧

農園リゾートで
観光の新形態を探る
（香取）

⑨

大山千枚田から観
光・環境の共生
（鴨川）

学習内容・活動内容

日伯学園・大泉町観光協会など

ブラジル系住民の生活
住民どうしの共生について

多文化フリースクールちば

外国にルーツを持つ子どもへの支援

幕張インターナショナルスクール

インターナショナルスクールの教育

川口市芝公民館

クルドの文化，クルド料理づくり
在日外国人との共生，生活支援
日本における難民問題

神田外語大学「食神」

ハラールに対応した学生食堂

東京ジャーミイ（モスク）

イスラーム文化の基本知識，ハラール
在日ムスリムの生活，トルコ料理

高麗博物館

韓国文化や歴史について

JICA 地球ひろば

日本の海外支援について

足尾銅山・松木地区ほか

鉱山の歴史，産業発展とのかかわり
植樹体験
公害により廃村となった地区の訪問

東京都環境公社埋立処分場

廃棄物処理，地球温暖化

千葉県立博物館

先端技術の見学，体験

農園リゾート The Farm

農村体験について
グリーンツーリズム

大山千枚田

棚田・オーナー制度
グリーンツーリズム

農家民泊組合

農家民泊について・太巻きづくり

（7）参加生徒および引率者
事前に班を作成し，班ごとの希望調査（7 月実施）にもとづいて，参加コースを決定
した
コース

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

生徒

40

20

20

40

40

40

40

40

40

引率者

2

3

2

2

2

2

2

2

2
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2

活動計画
期

日

概

要

〔受入依頼・下見〕
フィールドワークの趣旨に照らして，
「多文化共生」
「観光」
「教育」
「観
光」などのテーマで調査・体験ができる訪問先に受入を依頼した。昨年
度の実施状況から下見・打ち合わせの段階で内容の変更や受入先の状況
から新規に開拓したコースもあった。
＜変更＞
＊浅草仲見世 ⇒ 新宿（高麗博物館・JICA 地球ひろば）
4 月〜7 月

＊三番瀬 ⇒ 千葉県立博物館
＜追加＞
＊大山千枚田
〔希望調査〕7 月 11 日（水）
催行コースが確定したのち，各班の希望をとって参加コースを決め
た。課題研究における解決方法のモデルケースとして訪問する趣旨を伝
え，第 1 希望から第 4 希望までとり基本的には今後取り組んでいくテー
マに関連する訪問先にした。
〔事前指導〕

9 月 5 日（水）

各コースのしおりを作成し，それに沿って事前学習・準備をさせた。

9 月 26 日（水）

事前調査として訪問先の基本情報や地元の情報を調べ，調査・質問内容
を決めさせた。

10 月 5 日（水）

〔フィールドワーク〕
①〜⑨コースの実施。
〔事後指導〕

10 月 24 日（水）

何を知り，何を感じたのかに焦点を当て，まとめの新聞をグループご
とに作成した。

11 月

〔報告〕
作成した新聞を廊下に掲示し，成果を共有した。

クルド料理教室
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【参考】国内フィールドワーク事後アンケート結果
質問項目

（2020 年 1 月 29 日実施 n=312）

そう思う

やや思う

あまり思わない

そう思わない

42 %

33 %

15 %

8%

28 %

42 %

23 %

4%

16 %

57 %

22 %

3%

22 %

46 %

24 %

5%

⑤事前調査・学習は十分にできましたか？

17 %

53 %

24 %

3%

⑥事後分析・まとめは十分にできましたか？

31 %

52 %

10 %

3%

①訪問先は「共生」「観光」「教育」「環境」等に
ついて考えることができましたか？
②見学や話を聞くだけにとどまらず，主体的な
調査や体験ができましたか？
③フィールドワーク調査や質的研究の方法を
身につけることができましたか？
④フィールドワークを終えて，研究を進めてい
く手掛かりが得られましたか？

［自由記述］ 国内フィールドワークは、その後のグループ研究にどのような影響を与えましたか・自分の考えを
書いてください。（主なもの）
・観光する側でしかなかった自分たちが初めて観光する人たちのことを考えていろいろな体験をしたので、金額や施設な
どの他にも利益や環境、現代のグローバル化などについても踏み込んで班のみんなと考えることができたと思う。
（多角的な視点）
・事前調査だけでなくその問題に直面している方と直接コミュニケーションをとることで、人対人でしか感じられない感
情が出てきた。そのため、グループ研究ではより自分の考えが固まった状態で活動でき、グループ内でも他の人の意見
も理解しやすくなった。（現場体験）
・今まで調べただけで実際どんな感じだったのかよくわからなかったけど、フィールドワークに行って現地の人の話しを
聞いて、自分が想像していたよりも深刻な問題だと感じました。フィールドワークに行ったあとは、みんな深く考えて
調べたり、意見を言うようになったと思いました。（現場体験）
・私が行ったところは、「あまり簡単に触れられない問題だから」といって、自分達の本当にしたい質問はあまりできな
かった。全てオブラートに包み、表現をとことんやわらかくして質問した。そのことが、自分達の研究テーマがいかに
重い内容なのかを実感することができた。（問題の深刻さ）
・私の班はフィールドワークに行くまでテーマを選定することに苦戦していましたが、フィールドワークでインタビュー
を行ったことで全員が納得するよいテーマが設定することができた。また、フィールドワークでなければ行くことのな
いような目的地がたくさんあって皆それぞれいい経験をしたと思います。（テーマ設定）
・考えもしなかった問題がどんどん見えてきて、視野を広げることができた。自分達の調べる分野により詳しい人のお話
を聞けたので、考えを深められた。（視野の広がり）
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5
1

海外フィールドワーク

概要

（1）目

的 SGH 課題研究テーマに関わるさまざまな調査・体験を通して，生徒自身の研
究に必要な情報（データ）を収集し，研究を深化させる。

（2）参加者 2 学年生徒 10 名
（3）訪問先 マレーシア（クアラルンプール，ペラ州，ペナン州）
（4）期

日 2019 年 7 月 31 日（水）〜8 月 9 日（金）9 泊 10 日

（5）テーマ グローバル化がアジア社会にもたらした影響を探る。
（6）訪問地と活動例

分野

訪問地
KL

多文化社会

ペナン州

教育
ジョージタウン

KL 市内

ペナン州

訪問施設・調査協力者

活動例

市内

博物館訪問など

現地大学生

聞きとり調査・意見交換

都市部私立学校

交流・聞きとり調査

地方部公立学校

交流・聞きとり調査

スンガイ・アチェ村

民泊体験

ペナンヘリテージトラスト

多民族社会について意見交換

編集者・大学講師

歴史・社会について講義

ペナン消費者協会

学校教育について意見交換

市内

街頭調査など

現地大学生

聞きとり調査・意見交換

都市部私立学校

交流・聞きとり調査・施設調査

地方部公立学校

交流・聞きとり調査・施設調査

スンガイ・アチェ村

民泊体験

クアラ・グラ鳥類保護区

自然観察

ペナン沿岸漁民福利協会

活動について講義，植樹体験

ペナンヘリテージトラスト

都市開発について意見交換

浄水場

水問題について講義，施設見学

ペナン消費者協会

経済開発について意見交換

木炭工場

工場視察

KUASA

環境保護について講義，ホタル観察

環境

ペラ州

44

2

海外フィールドワークの取組と「7 つの資質・能力」の関係
資質・能力

活動の目標
○フィールド調査を通して，みずからの課題のとらえ方を広げ

①課題発見

（それまでの狭小さに気づき）
，問いを深化させる。
○設定した研究課題を多面的・多角的に考察し，収集した資料・

②論理的思考力

データを論理的に分析・総合している。
○さまざまな人々と協働して研究活動を進める。

③コラボレーション

○人々の声に真摯に向き合うなかで，みずからの立場を顧みる。
④コミュニケーション

○調査協力者に対して適切な仕方で自分の考えていること（研
究概要）を伝え，円滑にインタビューや議論をする。
○課題を追求するにあたり，適切な調査を計画する。

⑤企画力

○研究の成果を有効な仕方で社会に還元する。
⑥異文化受容性

○みずからの価値観を相対化しながら，異なる文化のもつ合理
性を理解しようとする。
○研究活動において，民族・宗教・言語・性差・階層などの多
様性を考慮しながら，平和で公正な社会の実現を追求する。

⑦日本文化の理解

○「国家」「国民」「民族」「社会」「文化」といった鍵概念を適
切に理解する。
○みずからとは異なる文化・社会に身を置くことで，自文化を
相対化し，問い直すことができる。

3

指導と活動の経過（1 グループの事例）
身のまわりのゴミ問題・水問題に関心をもつ
事前

水俣市立水俣病資料館，手賀沼水の館などを訪問
近隣河川で水質調査など

街頭調査，自然観察・植樹体験，水質調査
現地

環境団体のレク・インタビュー調査
水道会社訪問

Fridays For Future Tokyo 関連ワークショップ参加
事後

探求学習発表会（立教大主催）に参加，日本語ポス
ターで優秀賞を受賞
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4

成果と課題

（1）卒業生との交流
第 1 回・第 2 回の海外フィールドワークに参
加した本校卒業生が，現在クアラルンプールの
大学に在学している。今回のマレーシア訪問中
に意見交換・交流の場を設け，フィールドワー
ク経験者の視点，在マレーシア日本人学生の視
点からの助言を得ることができた。フィールド
ワークの経験が世代を越えて継承されている。
（2）事前事後学習・外部との交流
身のまわりのゴミ問題・水問題に関心をもっ
たグループは，出発前にも国内各地の博物館を
訪問したり，近隣河川の水質やゴミの状況を調
査したりしていた。帰国後も，ちょうど地球温
暖化問題にかんする若年層の社会運動がさかん
になるなか，関連トピックのワークショップに
参加するなど主体的に活動していた。
国内での事前・事後学習と海外での活動とを
密接に関連づけることで，ローカルな視点とグローバルな視点の往還が生まれているこ
とが窺えた。
（3）指定終了後
予算上の問題などもあり，指定終了後にマレーシア・フィールドワークを実施する見
通しは立っていない。しかしこの海外フィールドワークの取組をとおして，①NGO との
連携，②社会認識を深めるプログラムなどを得られたのは，成果であった。これらの遺
産を，既存の短期派遣プログラム（豪・米・英・韓）にも活かす方途を探っていきたい。
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6

アクティブラーニング

1．概

要

本校が目指すアクティブラーニング型授業とは，「生徒が自ら考え，対話を重ね，協働
して問題の解決を図る授業であり，生徒が主役の授業」である。
本校では，SGH の指定を受ける以前から，英語科と保健体育科を中心にアクティブラー
ニングの先進的な実践を行ってきている。
英語科の取組については，「外国語教育の取り組み（資料Ⅳ-1）」に触れてある通りであ
る。
保健体育科における「主体的・対話的な授業」実践の詳細および成果は平成 22〜24 年度
「千葉県学校体育研究指定校」紀要にまとめられている。その成果により，平成 25 年度に
「千葉県学校体育優良校」，平成 26 年度に「全国学校体育優良校」の表彰を受けた。
また，授業を受けた多数の卒業生たちも「主体的・対話的な授業」に共感し，将来の体
育教師を目指して本校で教育実習を体験している。（平成 29 年度：11 名中 2 名，平成 30
年度：9 名中 4 名，令和元年度：11 名中 5 名人，令和 2 年度〈次年度〉：11 名中 3 名を予
定。）
しかし，他教科においては，基礎知識の定着に重点を置いた受動的な学習が中心であっ
た。そこで，平成 27 年度の SGH 指定以後，社会課題に関する関心や深い教養とともに，
課題発見・問題解決能力，論理的思考力等の向上を目指した「課題研究（基礎・発展）」
を 1・2 年次の必修科目とすると同時に，日常の授業においても，「受動的学習」から「能
動的学習」への質的転換を推進し，生徒の学習意欲を高め学力向上につなげる授業改革に
本格的に努めてきた。
以下，本校におけるアクティブラーニング実践の推移を簡略に記す。

2．各年度の主な取組
2-1

2015 年度（平成 27 年度）

（1）2015 年度の主な取組……アクティブラーニングの意義の理解
【職員研修】講師：林巧樹氏（産業能率大学・入試企画部長）
期日

概

要

「アクティブラーニングの意義と実践について」

11 月 12 日
（木）

①「高大接続改革とは何か？」――その背景と意図を考える
②「アクティブラーニングとは何か？」―その意義と実践を探る
③高校でのアクティブ・ラーニングの広がりと成果
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（2）次年度への課題
①教科の壁を越えたアクティブラーニング型授業の導入
②発信型授業で成果を挙げている英語科の「ペアワーク」「グループワーク」等のの学習形
態を他教科での応用
③教員同士の意見交換を中心とした校内研修の充実と校外研修への参加

2-2

2016 年度（平成 28 年度）

（1）2016 年度の主な取組……本校で実践されているアクティブラーニングの共有
【職員研修】
期日

概

要

【研修 1】「授業アンケートに基づいた実践例の情報共有」
①教材（プリント・板書など）や教え方の工夫のある授業
11 月実施

②意見や考えを生徒が発表する場面がある授業
③生徒の「興味・関心や学習意欲」を高める授業
④授業アンケート全般について意見交換
【研修 2】「ICT 機器活用例及びアクティブラーニング型授業の実践例」
（担当：5 年経験者研修チーム）

11 月 24 日（木）

①授業おける ICT 活用例（長所・短所）
②アクティブラーニング型活動の実践例（成功例・失敗例）
③効果測定と評価（定期考査・パフォーマンステスト）

2-3

2017 年度（平成 29 年度）

（1）2017 年度の主な取組……アクティブラーニング推進と試行錯誤
【各教科の取組】教科の SGH 化
①「課題研究」の基礎となる教育活動
②グローバル・リーダーとしての資質・能力を身につける教育活動
③アクティブラーニング（主体的・協働的）の実践

【職員研修】
期日

2 月実施

概

要

【研修 1】「授業アンケートに基づいた実践例の情報共有」
（内容は 2016 年度と同じ）
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【研究授業・公開授業】

①千葉県英語教育拠点事業による公開授業・研究協議会
1 年「総合英語」，2 年「総合英語」，3 年「コミュニケーション英語Ⅲ」，

第1回

「総合英語」の 4 科目，計 6 名の英語科教諭が担当。すべて All English で

6 月 6 日（火）

授業を行い，生徒から発言を引き出す工夫を凝らした内容を展開。
1 年「総合英語」，2 年「コミュニケーション英語Ⅱ」，3 年「総合英語」

第2回

の 3 科目，計 4 名の英語科教諭が担当。Post Reading Activity に焦点を当て

11 月 24 日（金）

た，教材に関連するトピックから生徒同士が自分の考えを述べる活動を中
心に展開。

②授業公開
5 月 27 日（土）

PTA 総会後……保護者を対象にした公開授業

10 月 18 日(水)・19 日(木)

授業練磨……保護者，近隣の小・中・高の教員を対象にした公開授業

③その他（初任者研修，5 年経験者研修，教育実習生による研究授業等を実施）
（2）次年度への課題
①各教員が研修を深め，実践の積み重ねの中で，生徒の実情に沿った授業実践の実現
②伝統的な講義形式の授業とアクティブラーニングそれぞれの長所・短所に関する情報共有

2-4

2018 年度（平成 30 年度）

（1）2018 年度の主な取組……アクティブラーニング推進と試行錯誤（前年と同じ）
【職員研修】
期日

12 月実施

概

要

【研修 1】「授業アンケートに基づいた実践例の情報共有」
（内容は 2016 年度・2017 年度と同じ）

［アンケート回答例］
①ペアワークやグループワークを取り入れている。
②発問を多くして，生徒の発言の回数を増やしている。
③個人や班で発表をさせている。
④教科書以外の資料の読み取りをさせる。
⑤新聞を読んで感想を書かせるなど社会問題に興味を持たせている。
⑥実習や視聴覚教材を多く使うようにしている。
⑦発表の時，人の意見を聴くことも指導している。
⑧考えさせる時間が不足しがちである。
⑨発表や意見交換の目的を考えさせる。
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⑩他教科と関連付けて授業展開をする。
⑪生徒がどう感じているかを考えるべき。
⑫生徒の臨む姿勢が消極的・受動的であれば，その内容は乏しくなってしまう。
⑬発表させるときに生徒の実態に配慮すべきと思うときがある。
⑭学校で勉強する意味を「大学合格」に見いだし，受験科目以外の科目で「ものの考え方や
見方を深めさせる」ということを軽視する傾向の生徒が増えているような気がする。

多くの教員がアクティブラーニングの実践を試みるだけでなく，実践上での具体例や課
題等を提示した上で，アクティブラーニングの意義について深い理解を示していることが
明確になった。
【研究授業・公開授業】
①PTA 総会時の公開授業

5 月 26 日（土）【全クラス】

②英語科拠点校の公開授業（前期）
及び研究協議
③初任者研修の研究授業（前期）

6 月 7 日（木）5 限

2A，2H，3B，3H

5 月 18 日（金）3 限［英語科］
6 月 12 日（火）6 限［国語科］

④教育実習生（前期）

6 月中旬［社会科 2 名・数学科 2 名・保健体育科 3 名］

⑤授業錬磨の公開授業

10 月 15 日（月）16 日（火）【全クラス】

⑥教育実習生（後期）

10 月中旬［社会科 1 名・保健体育科 1 名］

⑦初任者研修の研究授業（後期）
⑧小中高合同研修会・公開授業

11 月 30 日（金）1 限［英語科 1 名］
11 月 30 日（金）［英語教育］

⑨英語科拠点校の公開授業（後期）
及び研究協議

2-5

11 月 12 日（月）3 限［国語科 1 名］

1 月 29 日（火）6 限

1E，1F，1H

2019 年度（令和元年度）：本年度

（1）2019 年度の主な取組……アクティブラーニング推進と試行錯誤（前年と同じ）
【職員研修】
期日

1 月実施

概要

【研修 1】「授業アンケートに基づいた実践例の情報共有」
（内容は 2016 年度・2017 年度・2018 年度と同じ）

【研究授業・公開授業】
①PTA 総会時の公開授業
②英語科拠点校の公開授業（前期）
及び研究協議

5 月 25 日（土）【全クラス】
6 月 21 日（金）5 限
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2C，

6 限 1D

6 月 21 日（金）2 限 2F［理科］
③初任者研修の研究授業（前期）

6 月 21 日（金）3 限 1C［国語科］
7 月 12 日（金）3 限 2C［数学科］

④教育実習生（前期）

6 月中旬

［理科 1 名･英語科 1 名・保健体育科 3 名］

⑤授業錬磨の公開授業

10 月 16 日（水）17 日（木）1~3 限 【全クラス】

⑥教育実習生（後期）

10 月中旬

［社会科 1 名･英語科 2 名・保健体育科 2 名］

11 月 19 日（火）3 限 1E［国語科］
＊国語初任者代表研究授業を兼ねる

⑦初任者研修の研究授業（後期）

1 月 29 日（水）2 限 1H［数学科］
1 月 31 日（金）2 限 2F［理科］
10 月 17 日（木）2 限 2C ［英語科］
＊授業錬磨を兼ねる

⑧5 年経験者研修研究授業

11 月 26 日（火）6 限 1C［英語科］
＊英語科拠点校公開授業を兼ねる

⑨英語科拠点校の公開授業（後期）
及び研究協議

11 月 26 日（火）5 限 2C，

6 限 1H

1 月 30 日（木）5 限 2F，

6 限 1G

⑩英語教育実践協力校･公開授業

3

学校評価アンケート（職員・生徒）から見たアクティブラーニングの現状
本校では，SGH 研究開発の 2 本柱の一つの「GS プログラム」の中で「アクティブラーニ

ングの推進」を掲げている。2016 年度から本年度まで 4 年間の「学校評価アンケート」の
結果から，教員が授業においてアクティブラーニングの実践に取り組み，試行錯誤を繰り
返している様子がうかがえる。
［職員］2016 年度〜2019 年度・学校評価アンケート（自己評価）
〈Q1〉アクティブラーニング型授業を取り入れ、授業改善を行っている
そう思う

ややそう思う

あまり思わない

思わない

肯定的

否定的

2016 年度

29%

53%

17%

2%

82%

18%

2017 年度

17%

66%

17%

0%

83%

17%

2018 年度

14%

59%

27%

0%

73%

27%

2019 年度

25%

58%

15%

1%

84%

16%

平均

21%

59%

19%

1%

81%

20%

平均すると毎年度 8 割前後の職員が積極的にアクティブラーニングに取り組み，効果的
な授業ができていると回答している。毎年度，「アクティブラーニングの意義や必要性を
理解し推進すること」をねらいとした職員研修（外部講師・授業アンケートに基づく討議・
若手教員による実践発表等）を実施することで，教員にアクティブラーニングが「有意義
なもの」として浸透し，授業実践に結びついていることが確認できる。
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ただし，各年度で数値にばらつきがあり，SGH 研究指定 2 年目の 2016 年度の数値が高く
それ以後はやや数値が下降する傾向が見られるが，その要因ははっきりと示すことができ
ない。この傾向は，他の質問項目でも見られた。
〈Q2〉生徒の学力を向上させる効果的な授業ができている
そう思う

ややそう思う

あまり思わない

思わない

肯定的

否定的

2016 年度

13%

70%

16%

25%

83%

17%

2017 年度

14%

63%

23%

0%

77%

23%

2018 年度

2%

69%

27%

2%

71%

29%

2019 年度

15%

63%

22%

0%

78%

22%

平均

11%

66%

22%

7%

77%

23%

次に，生徒によるアンケート結果の主なものを以下に示す。
［生徒］2016 年度〜2019 年度・学校評価アンケート（学習指導）
〈Q1〉本校の職員は丁寧で分かりやすい授業を心がけている
そう思う

ややそう思う

あまり思わない

思わない

肯定的

否定的

2016 年度

25%

62%

10%

2%

87%

13%

2017 年度

21%

62%

15%

2%

83%

17%

2018 年度

22%

60%

16%

2%

82%

18%

2019 年度

23%

58%

16%

3%

81%

19%

平均

23%

61%

14%

2%

83%

17%

〈Q2〉本校の職員は、教え方や教材に様々な工夫をしている
そう思う

ややそう思う

あまり思わない

思わない

肯定的

否定的

2016 年度

26%

57%

15%

2%

83%

17%

2017 年度

22%

54%

21%

3%

76%

24%

2018 年度

22%

55%

21%

2%

77%

23%

2019 年度

24%

55%

19%

2%

79%

21%

平均

24%

55%

19%

2%

79%

21%

〈Q3〉本校では、生徒の学力を向上させる効果的な授業ができている
そう思う

ややそう思う

あまり思わない

思わない

肯定的

否定的

2016 年度

21%

57%

19%

3%

78%

22%

2017 年度

16%

52%

28%

4%

68%

32%

2018 年度

15%

54%

28%

4%

69%

31%

2019 年度

17%

55%

25%

35%

71%

29%

平均

17%

55%

25%

12%

72%

29%

生徒による評価の数値が全体的には高いものの，教員自身のアンケートに比べると，や
や数値が低くなる。小・中学校ではすでにアクティブラーニングが普及しつつある現状に
おいては，生徒側の要求に対してまだ教員側の実践が追いついていない部分があることを
示している。しかし，どの教科においてもグループワークやペアワークなど，コミュニケ
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ーションを重視する学習指導が一般化しており，効果に対する認識も教員間で理解を共有
できつつあり，高校レベルの授業内容においても応用が進んでいる。さらなる効果を追究
するために，今後も授業評価アンケートに基づく教科会での討議を実施し，新たな方法論
を模索していく必要がある。
なお，今年度の教科会討議では，生徒の思考力・学習習慣の低下を懸念する意見が多く
出された。
【2019 年度：授業アンケート後，各教科で討議された内容】
［アンケート回答例］
①生徒の思考力が落ちてきている。じっくりと授業中に思考を深めるのではなく、試験のためだけの
勉強をやる姿勢で授業に臨む生徒が増えてきている。（国語）
②スマホの利用で時間を割かれ、自宅学習の時間が十分ではない。（数学）
③地図が読めない。県名や国名がわからない。（地歴・公民）
④新聞を読まない、ニュースを見ないので、一般常識や時事問題に疎い。（同）
⑤従来のやり方が十分に効果を上げていない。従来のやり方を定期的に見直し、検証し、改善す
る機会が必要である。（英語）
⑥授業での反応とテスト結果の関連性に問題がある。（英語）
⑦生徒の体力・技能が全般的に低下している。（保健体育）
⑧指示待ちの生徒が増えている。おとなしく従順だが、覇気がない。（家庭）

学校評価アンケート（教員・生徒）の結果から，本校のアクティブラーニングにおける
「成果と課題」として，以下の 4 点に総括することができる。

〈 成 果 〉
（1）アクティブラーニングが「有意義なもの」として教員に理解され，日常の授業において
「受動的学習」から「能動的学習」への質的転換を推進するといった当初の目的は，軌
道に乗っていること。
（2）本校のアクティブラーニングの実践が，生徒の学習意欲を高め，学力向上につながって
いること。
〈 課 題 〉
（3）本校のアクティブラーニングの実践には，学習者の生徒にとってまだ不十分なものであ
り，さらなる改善が求められること。
（4）アクティブラーニングの方法も，生徒の現状に合わせて今後も定期的に改善する必要が
あること。
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7

日本文化発信プロジェクト

○日本文化発信プロジェクトⅠ
1

【必修科目「コミュニケーション英語Ⅰ」「市烏合英語Ⅰ」】

SGH 5 年目を経て
SGH 指定以前から姉妹校としての交流は盛んに行われてきた。確認できるもので昭和 58

年にアメリカ，昭和 62 年にオーストラリア，そして平成 17 年にはイギリスとの交流が始
まった。イギリスからの来日はないが，アメリカ・オーストラリアからの来日生徒との交
流はほぼ毎年のように行われている。
その交流の中，ホームステイを受け入れている生徒だけでなく本校生徒との関わりを多
く持てるように授業内でも交流を行ってきた。
SGH 指定後も交流は変わらずに行われており，本校生徒も意欲的にコミュニケーション
を図ろうとし，積極的な姿勢がはぐくまれている。

2

日本文化発信プロジェクトを通して育成が期待される資質・能力
このプロジェクトを通して主に期待される資質・能力は以下の 5 つである。
① コラボレーション能力
② コミュニケーション能力
③ 具体的な解決を図る能力
④ 異文化に対する需要性
⑤ 日本文化理解と発信力
今回は文化発信プロジェクトの一環として，授業内で生徒と短期留学生との交流を通し

て，コミュニケーション能力，異文化に対する受容性，日本文化理解と発信力に重点を置
いた。

3

概要
1 学年外国語・英語必修科目（コミュニケーション英語Ⅰ・総合英語Ⅰ）において，日本

の文化について授業内でアメリカから来校した短期留学生（JFK 高校 15 名）に対してコミ
ュニケーション，日本文化発信を行った。
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4

実施方法

(1) 実 施 日 時

令和元年 7 月 8 日

(2) 実 施 場 所

1 学年各教室

(3) 実施クラス

1 年 D 組(40 名)，1 年 G 組（40 名）
，1 年 H 組（39 名）

(4) 担

当 者

内田 雄大，田村 光生，高野 諒

(5) 対

象

JFK 高校 15 名（アメリカ・姉妹校）

(6) 目

的

日本の伝統・文化を英語で外国人に伝え，理解してもらう。

5

準備
生徒には姉妹校の生徒を対象に日本文化を英語で説明することを告知。日本の文化を各

グループで選び英語で説明してコミュニケーションをとれるように説明した。同じ年代の
外国人に興味を持ってもらえるような工夫を ALT の協力を得ながらグループごとに分けた。

6

授業の流れ
教室を前後の 2 展開に分け，JFK の生徒に対して 2 グループが同時にプレゼンテーション

を行った。各グループはコミュニケーションを目的とした身近な話題から徐々に本題の日
本文化の紹介へと移行した。すべてのグループが自分たちが使える英語や，調べてきたも
の，ALT の協力を得て準備したものを軸に説明をしていた。約 5 分のプレゼンテーション
と，約 5 分のディスカッションをすべてのグループで行い，授業を終えた。

7

反省・課題
本校生徒と短期留学生は全体としてよくコミュニケーションをとり，何とか留学生たち

に伝えようとする気持ちがよくわかるものとなった。留学生たちも交流を楽しんでいたよ
うだったが，日本に来日する生徒の多くはすでに日本文化にある程度のスキーマがあった
ことから大多数の初回に関しては理解しあえていた。しかし，あまりに既知のものに関し
てのプレゼンテーションや，なかなか英語で説明することの難しい抽象的な概念的な文化
の説明の場面ではテーマ設定や準備指導に関する課題を感じた。だが，実際に留学生との
会話を通しての言語のやり取りはもちろんだが，なによりこの経験をすることができたこ
とが本校生徒のみならず短期留学生にとってもかけがえのないものとなったのではないだ
ろうか。
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○日本文化発信プロジェクトⅡ
1

STEP1【選択科目「GS 日本文化」】

3 年選択科目

昨年度と同様の内容で実施した。

2

STEP2【校外行事等で発表】 書道部・箏曲部・茶道部

1

概要
グローバル化が進む国際社会において，今後，生徒たちに必要となるのは，異文化を理

解し，異文化に対する受容性を身につけていくことである。異文化に対する理解は，同時
に自国の社会や文化に対する理解を深めることにつながり，日本文化の固有性を認識した
上で日本文化の発信を行うことで，多様な文化との豊かな交流が促進されることになる。
こうして異文化との共通点や差異を探り，文化の多様性を前提に互いを認め合うことによ
って，真の意味での「共生」が可能になっていくであろう。
以上のような趣旨のもとに，今年度は，書道部・茶道部・箏曲部で「和のコラボ」を 2
回実施した。

7

〔実施場所〕成田空港第 1 ターミナル 1 階 Visitor Service Center プロモーション

第

月

〔参加者〕書道部・箏曲部・茶道部

1

13

〔概要〕書道は書道体験と木札プレゼント，箏曲は映像による演奏，茶道はお

回

日

点前体験・披露と茶菓の提供をしてもらう企画を生徒主体で実施，日本文化

（土）

に親しんでもらった。

〔実施場所〕成田山書道美術館
11
第

月

2

4

回

日
（日）

〔参加者〕書道部・箏曲部・茶道部
〔概要〕館内に展示してある作品を，書道部の生徒が，外国人へ紹介。また，
本校書道部と書道の授業選択者の作品を展示，紅葉をバックに，箏曲部の演
奏と茶道部によるお点前の体験と茶菓の提供を行い，日本文化に親しんでも
らった。
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2

「和のコラボ」における外部連携・成果について
成田空港は様々な国の方々が多く行き交うところ。一方，成田山書道美術館は成田山の

公園内に敷設されており，日本文化に興味のある方々が立ち寄るところでもある。いずれ
も日本文化を発信異文化との交流にふさわしいな条件の整った場所である。
成田空港では，この 6 年間，成田国際空港株式会社と連携し，今年度も 4 月から企画に
ついて具体的内容の調整をおこなった。残念ながら昨年までと違い，東京オリンピック
の関係で使用できる場所が，第 1 ターミナル 1 階 Visitor Service Center プロモーションスペ
ースに変更せざるをえず，その結果箏曲は映像での演奏披露，書道は書道体験と木札プレ
ゼント，茶道はお点前体験・披露と茶菓提供となった。場所が狭いため参加人数も最小限
にしての参加ではあったが，「体験」を通し外国の方へ「伝える」「理解してもらう」こ
との難しさを感じると同時に，相互に意思疎通をはかろうとする過程の面白さも体験でき
たようだ。日本文化の発信とはいえ，一方向の働きかけではなく，双方向でのコミュニケ
ーションが成立することで，「お互いの気持ちが少しでも通じあえた」という実感を得た
ときの充足感・達成感が，生徒たちの「異文化との共生」に向かっていく自信につながっ
ていくと思われる。
成田山書道美術館では，館内に展示してある作品を外国の方へ紹介・案内する役割を本
校書道部の生徒が担った。来場された方々に，成田山の紅葉をバックに，書道部・書道授
業選択者の作品を鑑賞し，箏曲部の演奏に聞き入り，茶道部によるお点前と茶菓を楽しん
でもらう「和のコラボ」が，自国の文化の理解を深め，海外の人へ発信する力を養うとと
もに，生徒同士で協働するコラボレーション能力や，異文化との相互理解を図るコミュニ
ケーション能力などの涵養につながった。
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8

ボランティア・インターンシップ

○ボランティア
ここでいう「ボランティア」とは，成田市内で行われている各種年中行事（祭り・イベ
ント）のスタッフとして，その運営の手伝いをすることである。
「地域に学び，地域に溶け
込み，地域に貢献し，地域から発信できる国際高校」をモットーに，以前から行ってきた
地域貢献活動の一環でもある。
〔今年度の参加行事一覧〕

時

期

4 月 13 日（土）
4 月 14 日（日）
9 月 14,15 日(土,日)
9 月 30 日（日）
1 月 26 日（日）

行 事 名
成田太鼓祭り
成田伝統芸能まつり

参加者

仕 事 内 容

15

成田山参道にて,主に外国人観光客

14

への観光，道案内通訳

７

成田駅前にて会場案内，通訳

9

世界各国の文化紹介イベント補助

国際市民
フェスティバル

成田市在住・在学の外国人らと新

NEW YEAR PARTY

9

年を祝うイベント補助

○スチューデント・アシスタント
本年度も，成田小学校で毎年行われている国際交流活動の一環として，
「成田小学校スチ
ューデント・アシスタント」のプログラムが開催され，本校生徒 23 名が参加した（1 年生
7 名・2 年生 8 名・3 年生 8 名・引率職員 2 名）。
会場は「大アリーナ」という大きな施設であり，しかも 12 月 20 日（金）という冬場の
行事ではあったものの，元気溢れる小学生達のエネルギッシュで純粋無垢な学習意欲に支
えられ，将来英語でのコミュニケーションを目指す本校生徒達にとっては心温まる得がた
い体験となった。
参加した小学生は 1〜4 年生の 4 つの学年であった。小学校の午前中の 4 時間の時程に合
わせて学年ごとに，1 年生から積み上げてきている英語の知識・運用能力を基礎として，本
校生徒が先生役となり，ほぼ英語による交流活動が行われた。各種ボードを準備した上で
のインタビューやビンゴ，
「双六」形式のゲーム，国名を意識しながらの対話など，質の高
いアクティビティが準備されていて，『この行事をとても楽しみにしていました。』と校長
先生からご紹介があった通り，小学生達は歓声を挙げながらそれぞれの活動を楽しんでい
た。
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本校生徒とそれぞれの小学生代表者が手をつなぎ合っての入場に始まり，ダンスやゲー
ム，クリスマスソングなど，それぞれの小学校生徒が学年全体での趣向を凝らした歓迎行
事を繰り広げ，英語を教えるというよりも，子供達の何のためらいもないまっすぐなパフ
ォーマンスを目の当たりにして，成国生も今後に向けて「他者とのコミュニケーション」
そのものという問題について，目を見開かれるような思いであったに違いない。何名かの 3
年生は既に進路を決定した上での参加であった。保育系の大学に入学予定のある女子生徒
が，一人ひとりの小学生に丹念にボードを指さしながら教えている様子，また留学予定の
男子生徒が，普段高校ではあまり見せない優しい態度で子供達に接している様子に，それ
ぞれ大変心強い思いを感じることができた。
総じて確認できたこととしては，やはり英語教育が既に小学校から堂々と採り入れられ
ている成果が着実に生まれているという状況である。現場の先生方のご苦労の程は推察で
きたものの，ALT の先生の指導もあって，子供達が迷いなく英語に入っていく小学生達の
モチベーションの高さを感じ取ることができた。小学生達の熱意溢れる姿勢の中に，やは
り語学学習にとって環境を与え，コミュニケーションから入っていくということがいかに
大切かということを実体験できた 1 日となった。

○インターンシップ
2 学年の希望者を対象に，キャリア教育の一環として夏季休業中にインターンシップを実
施している。リアルな職場の一端を体験することにより，外国語運用能力も含めた実践的
コミュニケーション能力の伸長を図る。さらに将来，国際社会や少子高齢化社会で活躍す
るための広い視野を養う絶好の機会とする。それらのことを本校のインターンシップでは
目指している。
今年度は「成田国際空港振興協会（NPF）
」と「成田市立中台第二保育園」の協力を得て，
8 月 20 日から 23 日にかけ，4 名の生徒が参加した。
実施に際して，事前に保護者から承諾を得るのはもちろんのこと，マナー指導や打ち合
わせなどを入念に行った。インターンシップの期間中に，本校職員が挨拶とお礼も兼ねて
各事業所を訪問し，参加生徒の活躍ぶりをうかがう場面もあった。
参加生徒は実習先について事前に自主学習をし，
「インターンシップ実習日誌」には一日
ごとに体験記録や感想・反省を記入した。また，各事業所の担当者にはお手を煩わせてし
まうが，確認印やコメントもいただいた。生徒は関心の高い職場で試行錯誤しながらも主
体的に仕事に取り組むことの大切さ，社会に出て働くことの責任の重さを認識できたであ
ろう。実施直後には「礼状」の書き方を指導し，お世話になった各事業所に感謝の意を表
することができた。
今回はインターンシップへの参加希望者が例年よりも少なかった。受け入れ先も 2 事業
所であった。内情を明かせば，一部の事業所には受け入れ限度を超える希望者が殺到した。
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平等な立場で限度数にせざるを得ないため，涙をのんだ生徒が数名いたのも確かである。
それだけに選ばれた生徒は本校を代表して参加するという意味も含み，インターンシップ
に臨んだことになる。
「成田国際空港振興協会（NPF）」では「成田空港アナウンス」の業務に関わることがで
きた。社員と同じ制服を貸与され，英会話や早口言葉，手話など事業所で行われている研
修の一部も体験した。そのうえで，最終日の本格的なアナウンスができたことは，生徒に
とって将来の職業像を描くためにも得難い体験となったようだ。
「成田市立中台第二保育園」で実習体験をした生徒は，将来，保育士や幼稚園教諭を目
指している。短い期間であったが，幼時教育の現場で子どもたちと触れ合い，想像以上に
多忙な職場の一端を目の当たりにした。子どもが好きだからという安易な気持ちだけでは
務まらない実態を認識したと思われる。
実施直後に参加生徒が提出した「インターンシップ日誌」から，印象的な言葉を抜粋し
てみる。
「案内をするときのためにもう一度敬語を確認することが大事」
「接客実践は急に人が来
ると少し緊張して声が小さくなってしまう」
「相手に案内をする際，わかりやすく簡潔に述
べることが大切」
「お客様が気持ちよく過ごせる手助けをしている場所」
「
『笑顔，言葉遣い，
姿勢，身だしなみ，挨拶』が大切」「スタッフの方は裏でこんなに大変な用意をしている」
「すべてお客様の目線に立って，ご案内することが大切」
「どんな質問や意見にもお客様へ
の誠意を忘れずに対応」
「今回の経験を今後の進路や生活に活かしていきたい」「子どもと
コミュニケーションをとるのはとても楽しい」
「命をあずかっているのでとても細かい所ま
で確認やルール決めがある」
このように，インターンシップに参加したからこそ身をもって感じる言葉の数々が散見
された。それにしても「百聞は一見に如かず」で，実地にその時その場所その状況で経験
しないことには，これらの言葉の重みは理解できないのではなかろうか。いずれにせよ，
参加した生徒にとっては何物にも代えがたい出来事となったのは間違いないことだ。
来年度も 7 月初旬までには，同様の各事業所を対象にインターンシップへの参加を募る
予定である。希望する，あるいは興味のある職業像と重なる生徒は，奮って参加する旨を
担任や進路指導部まで伝えてほしい。

時

期

8 月 20 日（火）
〜
22 日（木）
8 月 21 日（水）
〜
23 日（金）

概

要

①「成田国際空港振興協会（NPF）
」
「成田空港アナウンス」
（3 名，3 日間）
②「成田市立中台第二保育園」
（1 名，3 日間）
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９
1

海外留学・進学支援

概要
昨今，若者が内向きになり海外に飛び立とうという者が減っているということをしばし

ば耳にするが，校名に「国際」の名を擁し，国際科のある本校に入学してくる生徒は，か
ねてより海外留学に関する意識，関心が高い。また，本校では海外（米・英・豪）にある 4
つの海外姉妹校・交流校に毎年 3 月，2 方面（米・豪の組み合わせと英・豪の組み合わせ）
に 20 名ずつ，約 3 週間生徒を派遣する短期海外派遣事業を 30 年以上にわたって実施して
いる。また，韓国，台湾の高校とも姉妹校提携を結び，修学旅行等を活用し交流を深めて
いる。
そのような校内環境のもと，SGH 指定以前より公益財団法人或いは民間留学斡旋団体等
の協力を得て，定期的に海外留学説明会を実施してきた。卒業後，直接海外の大学や短大
に進学する生徒，在学中に海外留学をする生徒は以前に比べて増加している。また，文部
科学省が官民協働で展開している留学促進キャンペーン「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表
プログラム高校生コース」にも毎年何名かの生徒が応募しているが，今年度も 4 方面に 5
名の生徒が応募している。
◎海外留学説明会等
期

日

概

要

［名称］「留学に関する説明会」
［講師］

AFS 日本協会地域本部コーディネーター

5 月 10 日（金）

松岡義弘 氏
［参加生徒］ 30 名
［参加保護者］ 5 名
「トビタテ！留学 JAPAN」応募指導

1 月〜2 月

［応募指導］ 5 名
［方面］フィリピン（マニラ，セブ）
オーストラリア（ブリスベン）

韓国（ソウル）

2

アメリカ（カリフォルニア）

SGH 終了後に向けて
本校としては，高校生のうちに海外へ飛び出し，直接異文化の中に身を置き，言葉の壁

や文化の違いを乗り越えながら，相互理解を図るコミュニケーション能力を備え，多様な
人々と協働できる，未来を切り拓くたくましい若者を育成したいと考えている。SGH 終了
後も引き続き，高校在学中の海外留学の支援と拡大，並びに卒業後の海外大学進学の支援
を推進していきたい。できることなら，教務部，進路指導部，学年，国際教育部が手を携
えて支援していけると良い。
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