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  Ａ－２ 卒業論文指導法開発  

  Ａ－３ 「世界文化遺産」紡績業を軸にした教科横断型授業の開発  

 Ｂ 課外プロジェクト群  

  Ｂ－１ インバウンド観光プランの考案・実行と相互評価  

  Ｂ－２ 「食による国際共生の取組」の開発  

  Ｂ－３ 相互訪問とオンライン交流で進める発信型プロジェクトの開発  

 Ｃ 国際連携プロジェクト群  

  Ｃ－１ 中国、韓国、台湾の高校とのテーマ学習型交流の開発  

  Ｃ－２ 国際共生学を踏まえたボランティアの充実  

  Ｃ－３ ＷａＩＳＥＣ実施  

 Ｄ 英語運用力  

 

【文中の略号】 

AEW Academic Exchange Week 
＊本学院において 2019 年 10～11 月に開催した国際学術交流会の名称。 

WaISEC Waseda International Symposium on Education and Culture 
＊本学院において 2018 年 11 月に開催した国際高校生学会の名称。なお、2016 年

12 月にプレ大会として Pre-WaISEC を開催。 

ＰＪ プロジェクト 

ＦＷ フィールドワーク 
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Ａ．教科内プロジェクト群 

 

研究課題 Ａ－１（グローバル社会と人権） 

研究内容 

目 標 〇グローバル社会における人権保障をキー概念に据えた「政治・経済」の授業を開

発する。本年度は SDGs をテーマとした韓国の高校生との協働によるグループ研究

を中心に行い、持続可能な開発と人権保障を主眼に置いたグローバルパートナーシ

ップ構築のための課題探究や日韓の比較による考察を進める。 

〇国際共同研究フォーラムを通じて、グローバル社会で必要な広い視野、客観的に

議論するための力を獲得し、パートナーシップ構築の基礎となる資質を向上させる。

〇東アジアの安定と繁栄を願う、国境を越えた友人関係を作り、多様な文化や価値

観を理解し、「グローバル社会と人権」をめぐる様々な問題解決について考える。 

対 象 生 徒 ２年生全員（約 330 名）から課題参加者を募集、30 名を選抜する。選抜された参

加者は課題に取り組み、授業内での中間報告を通じて 終論文を提出し、学年全員

に成果を還元する。 

実 施 日 程 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

 
 

           

 

評 価 方 法  提出された成果物（自己紹介書、個人レポート、フィードバック、ポスター、

終論文）及び中間報告のパフォーマンスにより評価する。 

活動の詳細 

Ⅰ．概要 

 ２年生必修科目「政治・経済」の授業において、韓国のソウル国際高校をパートナーとし、日韓

のチームによる SDGs（持続可能な開発目標）をテーマとしたグループ研究を行い、１つの論文に

まとめることを 終目標とした。参加者として日韓それぞれ各 30 名を希望者の中から選抜し、韓

国側と１対１のマッチングを行った。グループ研究は日韓各３名ずつ６名×10 グループで行うも

のとした。 
Ⅱ．選抜・マッチング 

 韓国側との打ち合わせの中で、適切な指導・評価が行える規模として参加者を各 30 名にするこ

とが決まった。希望者の中から 30 名を選ぶため、英文による自己紹介書と希望する研究テーマに

関する日本語レポート（１ページ）を提出させた。４月下旬に参加者が決定した。 
Ⅲ．個人レポートの交換とフィードバック 

 １対１のマッチングを行い、５月中旬にそれぞれ英文による自己紹介書を交換した。自己紹介書

に SNS の連絡先を記載することにより、教員を介さずに直接パートナーと連絡が取りあえるよう

になった。 もよく使われていた SNS はカカオトークであり、次いでインスタグラムであるよう

だった。 

募集・マッチング 
個人レポート交換・ＦＢ等 

事前
学習

訪韓
ＦＷ

中間
報告

ポスター
論文作成

ＦＢAEW
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６月中旬、日韓でそれぞれ SDGs に関する理解を深めること、互いの関心領域について知ること

を目的に個人でレポートを作成し交換した。 
７月中旬、韓国の生徒が作成したレポートには日本のパートナー生徒がフィードバックを送り、

日本の生徒が作成したレポートには韓国のパートナー生徒がフィードバックを送った。 
Ⅳ．グループ研究 

 ７月以降、日韓６名の協働によるグループ研究がスタートした。主に夏期休業期間を使い、SNS
で連絡を取り合いながら分担を決定、議論をしながら進めてもらった。９月には参加者全員が「政

治・経済」の授業時間内に中間報告プレゼンテーションを行い、研究テーマや進捗状況、見通しな

どについて自分のクラスのメンバーに対して説明した（質疑応答も行った）。10 月下旬、研究成果

をまとめた英文のポスターを作成し、提出した。ポスターは文化祭（稲稜祭）の SGH ブースにて

展示し、来場者に観覧してもらった。また、11 月には本学院の SGH 成果報告会を兼ねた国際学術

交流である AEW（Academic Exchange Week）においても展示され、一部の参加者がポスターセ

ッションを行った。AEW ではオーラルセッションもあり、代表１グループが英語でのプレゼンテ

ーションとディスカッションに臨んだ。11 月下旬には全グループが英文による 終論文を提出し

た。 
Ⅴ．訪韓によるフォーラムとフィールドワーク 

 ８月には参加者から選抜された６名が３泊４日の日程で訪韓し、ソウル国際高校で共同フォーラ

ムを実施・参加した。日程はおよそ以下の通りであった。 
 第１日（８月５日）到着、開会式、文化交流、生徒寮オリエンテーション 
 第２日（８月６日）GCE ワークショップ、領域別討論、共同研究中間報告会 
 第３日（８月７日）小グループによる市内フィールドワーク、ナイトツアー 
 第４日（８月８日）成果報告、閉会式 
 ６名の生徒はソウル国際高校の寄宿舎に宿泊し、韓国の生徒と寝食を共にしながら発表の準備や

ワークショップに臨んだ。日本不買運動が参加に行われるなど、日韓関係の悪化が報じられる中で

あったが、訪韓中はソウル国際高校の教員・生徒から多大なもてなしを受け、特にトラブルに見舞

われることもなかった。 
 訪韓に参加した６名の生徒は、その成果を事後レポートとして別途提出した。 

成果・分析 

 Ａ－１「グローバル社会と人権」は 2018 年度にソウル国際高校との共同研究を開始し、オンラ

インで完結する共同研究を核とする授業を試行した。受講した生徒の大部分が「研究テーマに関す

る知識や理解が深まった」、「国際的な社会問題について探究しようという意欲が高まった」と自己

評価するなど、一定の成果は見られた。とはいえ、直接対面しないままオンラインですべてを完結

させようとしたことは、言語のみならず学事日程や文化の異なる韓国の高校生との協働研究を難し

くした。昨年度実施したアンケート調査でも、８割の生徒が「直接会わずに研究を進めること」を

困難さの一つに挙げた。このことをふまえ、本年も引き続きソウル国際高校のチョン・エギョン教

諭に協力を求め、夏期休業期間中に韓国での共同フォーラムを実施することを織り込む形で授業を

進めることとした。また、2018 年度は国際高校生学会 WaISEC において成果還元を行ったが、2019
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年度は AEW に舞台を移した。 
研究テーマは SDGs（持続可能な社会を実現するためのゴール）とした。SDGs の担い手を育て

るのは公民科教育の役割であったが、従来の「政治・経済」の授業において既存の単元で扱うこと

が難しく、カリキュラムの中に十分浸透していないという問題があった。そこで、SDGs をテーマ

とする国際協働研究を実施することにより、これまでの授業の不十分な部分を補い、かつ新学習指

導要領において求められる「主体的・対話的で深い学び」が可能となる探究的学習のプログラムの

開発を試みた。 
Ⅰ．課題全体を通じての成果 

 外国の高校生をパートナーとし、一つのテーマについて長期間にわたる探究を行い、その成果を

英語論文にまとめるという実践は、既存の授業においてもほとんど行われてきておらず、それぞれ

の生徒にとって貴重な経験であったと思われる。 
成果については協働研究に参加した生徒を対象にアンケートを実施し、検証した。複数の選択肢

から感じた成果を選ぶ設問では、「研究したテーマに関する知識・理解が向上した」（80%）、「韓国

に関する知識・理解が深まった」（67%）のように知識・理解の向上を実感した生徒が多かった。

また、「国際的な社会問題について探究しようという意欲が高まった」（63%）、「外国語を学習しよ

うという意欲が高まった」（60%）、「もっと国際交流をしたいという意欲が高まった」（60%）、「将

来、国際的に活躍できる人材になりたいという意欲が高まった」（43%）のように、意欲の向上を

感じた生徒も多数いた。また、授業開始前と比較し、韓国に対する親しみを感じるようになったか

という設問では、「とても感じるようになった」「やや感じるようになった」を合わせて 83%の生徒

が肯定的に回答しており、隣国である韓国との国際関係改善の下地につながる成果があったと言え

る。日本の高校生が韓国の高校生と学習交流を行うことについては、96%の生徒が「とても・どち

らかといえば意義がある」と答えており（韓国側へのアンケートでは 100%）、国際理解の推進に

寄与することができたと考えられる。 
Ⅱ．訪韓交流の成果 

 訪韓した６名の生徒からは文書によるフィードバックを得た。その内容を整理すると、語学学習

への意欲向上、研究テーマに対する理解の深化の２点が特徴として挙げることができる。韓国では

通訳など日本語で頼れるサポーターがいない環境で、共通語として常に英語を使うこととなり、討

論や発表のための打ち合わせを含む直接の対話を通じて自身の英語力不足を実感したり、今後のコ

ミュニケーションに向けた意欲を高める機会となった。また、研究テーマの多くは日韓の比較をベ

ースに行われていたが、実際に韓国社会を目の当たりにすることで、例えば電車やバスといった公

共交通機関が安価で管理システムが優れていることや、プラスティックバッグや紙コップなどの使

われ方の違いなどを感じ、環境問題への取り組み方の差異を理解するといったことが代表的な例と

して挙げられる。加えて、韓国人の友人を持つことで国際社会に関心を広げるという効果もあった。

あるいは日本では韓国の「反日運動」が広く報道されているが、実際に訪れてみると全くそれらを

感じることはなく、むしろ誰もが親切であるといったギャップを知り、国家間の軋轢はあっても市

民間の連帯やパートナーシップ構築は可能であり、それが将来的には関係改善の礎となると思うよ

うになったという成果もあったようである。 
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Ⅲ．パートナー生徒の意識の変容 

 パートナーとなったソウル国際高校の生徒に対してもアンケート調査を実施し、協働研究による

成果や意識の変化について回答してもらった。成果として「もっと国際交流をしたいという意欲が

高まった」（74%）、「将来、国際的に活躍できる人材になりたいという意欲が高まった」（65%）を

挙げる生徒が相対的に多かった。また、プログラム開始前と比較して日本に「とても／やや親しみ

を感じるようになった」という生徒が合わせて 92%であった。また、全ての回答者が日本のパート

ナーと「ぜひ／機会があれば会ってみたい」とした。日本の生徒と同様に、プログラムを通じた様々

な変化や成果について肯定的に考えていることが分かった。 
Ⅳ．ポストSGHに向けて 

 通常の授業に国際交流を組み込んだり、すべてを主体的・対話的な探求型の授業に変容させたり

することは難しく、SGH における研究開発では通常授業に追加する形での課題型プロジェクトや

選択科目での実践を行うこととなった。今後は、これまでの実践を広く行っていくための工夫が必

要であろうと思われる。また、国際交流にはパートナーと直接対面したり現地を訪問したりするこ

とで初めて得られる成果があり、そういった機会をどうやって今後設けていくかも問題となる。修

学旅行と授業を連動させ、全員参加の学校行事についての授業を充実させることが必要であろうと

思われる。 

課題 

 本研究開発を通じて得られた成果、たとえば国際協働研究の討論・発表のためのフォーラムをど

う企画・運営するかなどのノウハウなどはある程度普及させ、活かすことができるかもしれない。

しかしながら、授業の中で国際交流を行うこと自体に困難さがあるのは否めない。パートナー校を

探し、協働研究実施に向けた交渉を重ね、互いに信頼関係を築き、実際に生徒どうしを交流させる

に至るまでには相当な苦労を重ねる必要があった。実際に交流が始まってからも、国の違いによる

学事日程や進路・試験に向けた意識の差が顕著で、言語的な問題よりも深刻であった。実践そのも

のに大きな成果があったとしても、普遍化していくことは難しいようにも思われる。細かいことで

はあるが、両国間のＳＮＳの使い方の違いにハードルを感じたという声もあった。今回は韓国で

もポピュラーなＳＮＳであるカカオトークを用いたチャットをベースに、両国の生徒になじみが深

いインスタグラムを併用してコミュニケーションをとることが多かったが、共通のプラットフォー

ムをどうするかは今後さらに検討が必要であろうと思われる。また、課題参加者以外は、授業内で

実施した中間報告会や、課外となる AEW に参加する程度にしか関わることができず、研究の成果

が十分に還元されているとは言えない。授業内での取り組みが主体となるよう工夫と改善を重ね、

授業そのものを変容させていくことが今後の課題である。 
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研究課題 Ａ－２（卒業論文指導法開発） 

研究内容 

目 標 〇卒業論文の作成には教員による系統的な事前指導が有効であることを証明する。

高度な論文を作成することを通じて、グローバル社会における問題意識の重要さ、

課題に対して複眼的な思考で解決策を出すことの大切さを学ばせる。事前事後のア

ンケートや成果物で指導の効果を検証する。卒業論文については情報を広く国内外

の高校生に発信する。 

対 象 生 徒 ２年生全員（335 名）、３年生全員（336 名）を対象とする。 

実 施 日 程 

 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

 
 

           

 

評 価 方 法 卒業論文は全教員共通で「観点別評価シート」の大項目別に評点をつける（取り

組み・20 点、形式・30 点、内容・50 点）。「内容」部分の詳細項目と配点は担当者

の裁量に委ねる。 

活動の詳細 

2017 年度より導入した、早稲田大学ライティングセンター（グローバルエデュケーションセン

ター所轄）による学年単位での卒業論文の一斉指導「卒業論文を書くための基礎講座」を、今年度

も行った。３年次「課題研究・総合学習の時間」（週１コマ・50 分）のうち年間３時間をこの講義

に充てた。ライティングセンターは論文執筆をはじめとするアカデミックライティングのスキル向

上のための支援を分野横断的に行っており、文・理・学際と分野を異にした第３学年 336 名を一斉

に指導するノウハウを含め、大学のもつ専門知を本学院のカリキュラムに付加していくことを企図

したものである。今年度は２年生にもテーマ決定についての講義を依頼した。 
同センターは、アカデミックライティング（授業レポート・卒業論文・修士論文・博士論文・投

稿論文などの学術的文章を書く技術）のルールを踏まえ、分野の別を問わず早稲田大学の学生・教

員の「書く」ことをサポートしてきた実績をもつ。本校の多くの生徒が大学進学後も同センターの

指導を受けることになるので、高大連携・高大一貫の観点からの学習効果をも期待できそうである。

講義の時期や内容は、生徒の卒論制作の進度などに鑑み、同センターと相談の上で決定した。３

年生全員を対象としたものは、カリキュラムに総合的な学習の時間として組み込み、進路指導委員

及び第３学年団の教員が担当した。講義の場所はすべて稲稜ホール（講堂）であった。 
 第１回は４月 25 日（木）３限に「卒業論文を書くための基礎講座１ よい問いから研究デザイン

へ」と題し、グローバルエデュケーションセンターの太田裕子准教授を講師とする講義を行った。

 第２回は６月20日（木）３限「卒業論文を書くための基礎講座２ 学術論文における引用の作法」

と題し、同じくグローバルエデュケーションセンターの嶼田大海助手による講義を行った。 

第３回は９月12日（木）３限に「卒業論文を書くための基礎講座３ わかりやすい文章を書く観

点―卒業論文完成に向けて―」として太田裕子准教授が講師を担当した。 

第２学年生徒を対象としたものは、LHRの時間に組み込んだ特別講義として、進路指導委員及び

第２学年団の教員が担当した。会場は同じく稲稜ホールであった。 

基礎 
講座 

中間 
報告 

テーマ登録
（2年） 

論文
提出

基礎 
講座 

中間
報告

基礎
講座

報告会 報告会

個別指導（2年） 

個別指導（3年）
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第１回は９月12日（木）４限に「卒業論文への取り組みを始めよう―テーマから問いへ、問い

から研究デザインへ―」と題し、太田裕子准教授が講師を務めた。 

成果・分析 

「卒業論文を書くための基礎講座」実施後、第３学年団と第２学年団が受講者へのアンケートを

行った。設問と結果の一部は、以下に示す通りであった。 

 第３学年団実施のアンケートの第１回（４月25日）は、「今回の講義を聴いて、卒業研究を進め

る上で、考えを深めたり、改めたりするきっかけになりましたか？」という設問に対し、そう思う

86％、どちらでもない10％、そう思わない4％という回答であった。また、「今回の講義を聴いて、

「書く」ということを見つめなおすきっかけになりましたか？」という設問に対し、そう思う81％、

どちらでもない15％、そう思わない4％という回答であった。 

 第２回（６月20日）は、「卒論を書く上で、文章の引用のしかたについて考えが深まったり、考

えを改めたりするきっかけになりましたか？」という設問に対し、「そう思う94％、どちらでもな

い6％、そう思わない1％」という回答であった。また、「論文剽窃の防止について、理解は深まり

ましたか？」という設問に対し、そう思う95％、どちらでもない4％、そう思わない1％という回

答であった。 

 第３回（９月12日）は、「今回の講義を聴いて、卒業論文を書き進めるにあたって、「わかりや

すい文章を書く観点」について考えるきっかけになりましたか？」という設問に対し、そう思う

88％、どちらでもない10％、そう思わない2％という回答であった。 

第２学年団実施のアンケートの第１回（９月12日）は、「今回の講義を聴いて、自分のテーマ・

問に対する考えを深めたり、改めたりするきっかけになりましたか？」という設問に対し、そう思

う91．2％、どちらでもない7．8％、そう思わない1％という回答であった。また、「今回の講義

を聴いて、「これから卒論に取り組んでいこう」という気持ちになりましたか？」という設問に対

し、そう思う87．8％、どちらでもない11．2％、そう思わない1％という回答であった。 

 以上のアンケート結果からは、第３学年生徒においても第２学年生徒においても、講義内容が非

常に高い教育効果を生んだことがうかがえる。卒業論文の制作過程において、テーマを見直したり

深めたりする作業、完成までのイメージを計画的に形作る作業、剽窃・改ざんなどの不正をせずに

論構築をする作業など、具体的かつ実践的な方法を教授されたことによって、生徒がそれまでに抱

えていた漠然とした不安が執筆への意欲へと、大きく変化したように見受けられたのである。 

 次年度以降も、早稲田大学ライティングセンターとの連携を密に保ちながら、学年単位での卒業

論文の一斉指導の在り方を模索し、ポストSGHに向けてより一層の教育効果を挙げていきたい。 

課題 

 早稲田大学ライティングセンターへの講義依頼を継続することで、卒業論文指導における高大接

続教育のルートを、僅かながらつけることができた。しかし、大学・大学院進学後により充実した

研究活動を行うためには、卒業論文で扱った研究内容を高等教育の場に引き継げるような指導体制

が望ましい。今後、本校生徒が付属出身者としてのメリットやアドバンテージをより良い形で享受

できるような教育デザインを考え、設計していくことが課題である。 
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研究課題 Ａ－３ 「世界文化遺産」紡績業を軸とした教科横断型授業 

研究内容 

目 標 ○20 世紀前半の上海・蘇州における日本人の動向や活動を調査し、日中関係の歴史

を理解させる。中国の高校生との学術交流を通じて、隣国への関心を高めさせ、今

後世界で活躍する生徒たちにグローバル社会で必要な国際感覚を育ませる。 

対 象 生 徒 全校生徒を対象にフィールドワーク参加者を募集、４名を選抜する。選抜された

参加者によるポスター作成や研究報告を通じて、全校生徒に成果を還元する。 

実 施 日 程 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

 
 

           

 

評 価 方 法 参加者から提出された成果物（発表用原稿、個人レポート、ポスター）および「学

術交流ウィーク」での口頭報告の内容に基づき評価する。 

活動の詳細 

Ⅰ．概要 

 本プロジェクトは、2018年度と同様に、夏の上海・蘇州現地調査と、江蘇省蘇州中学との合同研

究発表会を中心に活動した。本プロジェクトの目的は以下の通りである。 

① 20世紀前半の上海・蘇州における日本人の動向を調査することを通して、日中関係を理解する。

② 中国の高校生とともに日中関係を考えることによって、隣国である中国への関心を高め、国際

感覚豊かで世界で活躍できる人材を育てる。 
③ 参加者以外の全校生徒に、本プロジェクトの成果を伝え、関心を抱かせる。 

④ 大学進学後、中国研究、日中関係研究を行う学生、中国に留学する学生を増やす。 
本プロジェクトの実施に当たっては、2015 年度からの継続性や本年度が 終年度であることを

考慮した。 
Ⅱ．上海・蘇州フィールドワーク 

本プロジェクトの中心となる上海・蘇州フィールドワークの流れは以下の通りであった。 

１．選抜・事前学習 

５月上旬に全校生徒を対象に、上海・蘇州研修についての説明会を行った。中旬に参加者を募集

し、参加希望者には応募動機を書いた作文を提出させた。下旬にフィールドワーク参加者を決定し

た。応募者の中から、３年女子３名、１年男子１名を選抜した。 
６月上旬よりフィールドワークに関する事前学習をはじめた。はじめに、本学院卒業生でフィー

ルドワークの参加者である、原嶋野乃さん（2016 年度参加。早稲田大学文学部２年）、大野日菜子

さん（2016 年度、2017 年度参加。早稲田大学商学部１年）を講師として迎え、第一回学習会（講

義テーマ「研究テーマの決め方」、「中国の高校生との交流について」）を開催した。この学習会を

踏まえ、参加者に各々の研究テーマを決定させた。続いて、第二回学習会を行った。この学習会は

引率教員による講義とし、「上海・蘇州の歴史について」というテーマで上海・蘇州の歴史を概観

し、上海にゆかりのある日本の文化人などを紹介した。 
期末試験後の７月中旬より、蘇州中学での合同発表会に向けて研究発表の練習をはじめた。まず、

上海
ＦＷ

論文作成募集 
選抜 

AEW報告 ＦＢ

ワークショップ 報告準備
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合同研究発表会用の発表原稿（日本語・3000～4000字程度）を提出させた。次に、７月13日に第

１回発表予行演習として、パワーポイントを使用して日本語で 10 分程度の発表を行わせた。また

同日に、上海・蘇州での調査対象についての話し合いを行った。そして、約一週間後の７月 19 日

に第２回発表予行演習を行った。パワーポイントを使用して英語で 15 分程度の発表を行わせた。

この日には上海・蘇州での調査対象を決定し、ホームステイ先となる蘇州中学の生徒と連絡をとる

よう参加者に指示した。出発の前日に発表原稿・パワーポイントの 終確認を行った。 
２.上海・蘇州におけるフィールドワークと蘇州中学での合同研究発表会 

 参加者は、７月末から５泊６日の日程で上海・蘇州を訪れ、蘇州中学での合同研究発表会に参加

し、上海・蘇州での実地調査を行った。日程はおよそ以下の通りである。 

 第１日（７月27日）上海到着、蘇州へ移動  

 第２日（７月28日）蘇州市内の調査 

 第３日（７月29日）江蘇省蘇州中学にて合同研究発表会 

 第４日（７月30日）上海へ移動、上海市内の調査 

 第５日（７月31日）上海市内の調査 

 第６日（８月１日）帰国 

（１）蘇州市内調査 

 蘇州市内では、主に紡績業に関する史跡の調査を実施した。

まず、かつての紡績工場である蘇州市第一絲廠を訪問した。蘇

州の近代絹織物業に関する展示物の他、蚕の飼育から絹織物の

生産までの課程を間近で見学し、参加生徒は絹糸のかたまりを

薄く伸ばし広げる体験をした（写真１）。次に、蘇州市内にあ

る、旧日本租界時代の日本人住居や紡績工場跡地を訪ねた。日

本人住居は、レンガ りの瀟洒な建物である。ここでは、日本

租界時代当時の日本人の生活の様子などを確認した（写真２）。

後に、蘇州四大庭園の一つである獅子林を見学し、中国の

園の歴史について学んだ。フィールドワーク参加者は蘇州中学

の生徒宅でのホームステイ（２泊）をし、中国の一般的な生活

などを体験した。参加者生徒は自由時間に、それぞれがお世話

になる蘇州中学の生徒に案内してもらって蘇州の街を見学し

た。 

 （２）合同研究発表会 

 フィールドワーク３日目は江蘇省蘇州中学にて合同研究発

表会を行なった（写真３）。本学院と蘇州中学の生徒たちはそ

れぞれ英語で発表した。本学院の生徒たちの発表内容は下記の

とおりであった。 

 ① 在華紡の経営体系 

 ② 谷崎潤一郎の上海交遊記 

写真１ 

蘇州市第一絲廠 

写真２ 

旧日本人住居 

写真３ 

学術交流会 

写真４ 

蘇州中学の生徒と 
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 ③ 横光利一と上海 

 ④ 内山完 について 

 蘇州中学の生徒は４組が現代日本の文化についての発表を

行った。中国の高校生から見た日本の文化や社会に関する研究

発表があり、日本の高校生が知らないような日本文化について

の発表もあった。質疑の時間には活発な議論が行われた。夜に

は懇親会を行い、日本と中国の文化の違いなどについて意見を

交換することができた（写真４）。 

 （３）上海市内の調査  

 フィールドワーク４日目・５日目は上海市内での調査を行っ

た。４日目は、紡績博物館、中国人労働者のストライキである

５・30惨案記念碑（写真５）、５・30事件で犠牲となった顧正

紅に関する顧正紅記念館などを訪れた。在華紡の経営を研究テ

ーマとしていた生徒がいたことから紡績博物館と顧正紅記念

館に多くの時間を割いて調査を行った。歴史の授業や事前学習

で５・30事件について学習していたことから、展示されている写真や物について、熱心に質問をす

る者もいた。夜には20 世紀前半の建物や租界の雰囲気を残す外灘を見学した（写真６）。 

 ５日目には上海魯迅博物館、魯迅故居（写真７）、内山書店跡など（写真８）を見学、訪問し、

日本と中国の文学者の交流について調査を行った。 

 Ⅲ.フィールドワーク後の活動 

 ９月中旬に合同研究発表会での質疑などを受けて修正し

た発表原稿（日本語・英語）および研修に関するレポートを提

出させた。また、文化祭、ＡＥＷにおけるＳＧＨ成果報告会に

向けての英文ポスターの作成を開始した。10月 26日・27日の

文化祭で英文ポスターを掲示した。11月２日には、３年生の代

表２名がＳＧＨ成果報告会でのプレゼンテーションで口頭発

表（英語）を行った。また、同会場にて英文ポスターを掲示し

た。 

これらを踏まえ、引率教員は、フィールドワークでの成果を

参加者以外の生徒にも還元するための授業を行った。前年度ま

でも歴史や古典の教員が引率を担当し、それぞれの授業でプロ

ジェクトに関係する内容を扱い参加者以外の生徒にも成果を

還元していたが、本年度も引き続き引率教員が担当する国語の

授業内（２年古典講読、１年国語総合（古典））で、本庄市に

ある紡績関係の歴史的建築物や人物について積極的に触れる

ようになり、地域に根ざした授業を意識するだけでなく、地理的・歴史的な視点を取り入れた「教

科横断型学習」が展開されるようになった。 

写真５ 

５・30惨案記念碑 

写真６ 

外灘 

写真７ 

魯迅故居 

 
写真８ 

内山完 の像 
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成果・分析 

 上海・蘇州でのフィールドワークでは多くの学びがあったが、特に参加者が関心を持っていたの

は合同研究発表会での中国の高校生のテーマの選び方やプレゼンテーション方法の違いについて

であった。質疑応答や懇親会などでも中国の学習方法や日本文化の摂取方法などについて質問をす

る生徒がおり、現代中国の教育・生活環境について非常に興味を持っている様子であった。 

 事前学習で調べた土地を実際に歩いて調査することにより、日本の紡績会社や文学者たちの上

海・蘇州での活動を実感することができただけではなく、各自の研究テーマ以外の中国の政治・経

済や文化（言語・食・服飾・庭園）についても興味を持ち、再度中国を訪問したいと考える生徒が

いた。このことは今後の高校生活や大学進学後の学びにもつながっていくものと考える。 

 また、本年度フィールドワークに参加した生徒は全員が本庄市以外の地域から通学している者で

あり、学校所在地である本庄市が紡績業に深く関係する土地であることをほとんど知らなかった。

しかし、事前学習やフィールドワークで日本と中国の養蚕業・紡績業の歴史を学んだことによって、

日中関係の歴史だけでなく、本庄市や埼玉県といった身近な地域の歴史を考えるよいきっかけにな

ったとのことである。本プロジェクトの活動を通じて、国際的な視野を広げるだけでなく、身近な

地域への関心も喚起できたことは成果の一つであったといえる。 

 本プロジェクトの５年間の活動のなかでは、２年連続してフィールドワークに参加し、研修で扱

ったテーマを自身の卒業論文のテーマとしてさらに深めるような学習を行う生徒が現れている。ま

た、本研修をきっかけに大学で東洋史（中国史）を選択する生徒、大学進学後に中国への留学を希

望した生徒など、大学の学部、専修選びに本研修への参加が大きな影響を与えた例も報告されてい

る。ホームステイ先の蘇州中学の生徒が早稲田大学に留学し、現在もフィールドワーク参加者と交

流を続けているという報告もある。 

 昨年度参加者は、フィールドワーク後に自主的にアンケートをとり、どのようにすれば学術交流

が盛んになるのか（特に活発なディベートを行うために何が必要なのか）を検討し、本年度の参加

者にアドバイスをしていた。このように、海外の高校生と少しでも有意義な学術交流を行いたいと

いう意識が生徒内に育まれてきているのは、５年間のSGH活動の成果の表れであろう。 

本プロジェクトをきっかけに、江蘇省蘇州中学とは 2017 年に海外協定校として交流協定を締結

し、SGH 活動終了後も継続して学術交流を行うこととなっている。今後も中国の高校生との交流を

通して、日中間の歴史を深く学び、世界で活躍する人材となることを希求している。 

課題 

交流校との学術交流会でのテーマ共有が課題となった。本校生徒は、SGH の研究課題である「世

界文化遺産」紡績業を軸とした教科横断型授業のテーマの中から、それぞれ自分の研究テーマを決

定、研究していたため、「紡績業」や「文学」を軸とした過去の日中関係に関する発表を行った。

しかし、蘇州中学は、現代日本の文化をテーマとして発表を行ったため、「アニメ」や「家電」に

ついてなど現代の日中関係の発表が多く、議論が上手く発展しない場面が見られた。次年度以降も

蘇州中学とは学術交流を行う予定であるため、今後は、事前に綿密にやりとりをし、発表テーマを

共有する必要性があることを交流校との教員と共有し、確認した。 
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Ｂ．課外プロジェクト群 

 

研究課題 Ｂ－１世界のヤングリーダーとの友好を育むインバウンド観光プランの協働学習 

研究内容 

目 標 本研究課題は、高校生が考える「インバウンド観光プラン」の提案のために海外

と日本の高校生が協働研究の実施を通じて、ビジネスに資する企画作りやマネジ

メント力を育てることを目的とした。過去３カ年のシンガポールの交流校との協

働プロジェクト実施の知見を踏まえ、今年度は以下の２点を目標とした。 

〇国内の高等学校におけるグローバル人材育成のための教育アプローチについて一

般化する。 
〇海外交流校と連携する上で、どのようなプログラム構成・学習方法が効果的か、ま

た研修プログラムに参加した生徒の意識変容がどのような場面でどの程度起こるの

か、プロジェクトに参加した生徒の振り返り課題からプログラム構成や学習方法の効

果を捉え、意識変容の程度を明らかにする。 

対 象 生 徒 全校生徒を対象に募集し、選抜された５名の生徒（１年生３名（男子１名、女子２

名）、３年生２名（女子２名））がプロジェクトメンバーとして参加した。 

実 施 日 程 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

 
 

           

 

評 価 方 法 シンガポールでの共同研究プロジェクト、国内の成果発表会（早稲田大学主催の研

究会での口頭発表会および学内主催の「学術交流ウィーク」でのポスタープレゼンテ

ーション）での学びについて振り返り課題を課した。これを質的テキスト分析し、研

修プログラムに参加する事前・事後での意識変化を捉え、その変化の度合いを評価し

た。 

活動の詳細 

Ⅰ．本プロジェクトの目的 

変化の移り変わりが激しく、予測の難しい 21 世紀を生き抜く若者の育成には、多文化が交わる

状況でのコミュンケーションや異質な集団との交流が必要であると言われている（OECD、 2019 

6. PISA 2018 Global Competence Framework. Retrieved from 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/043fc3b0-en/index.html?itemId=/content/component/043fc3b
0-en (Accessed on August 19、 2019)）。しかし、教育課程で定められた教科・科目を高等学校の

教室内のみの学びで完結するだけでは、こうした若者の育成は難しい。多くの先行研究で、国外で

のフィールドワークを通して、21 世紀を生き抜くために必要なスキルを有する若者を育成できる

可能性を指摘しているが（山本良太、 今野貴之、 岸磨貴子、 & 久保田賢一. (2012). 海外フィー

ルドワークにおける学習を促す要因の検討 : 協働する他者との関わりに注目して. 日本教育工学

会論文誌、 36、 213-216.、篠原收. (2015). グローバル人財・グローカル人財育成に向けた教養教

シンガポール
ＦＷ

募集 
選抜 

AEW報告

事前学習 報告準備

研究会報告
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育(2)平和学メジャー海外フィールド・ワークの授業開発・実践・課題. 国際教養学部紀要、 (2)、
41-45.）、どのような教育方法・手立てが有効であるのかについての実証研究・成果検証は十分で

あるとは言えない。 

Herrington and Oliver (2000) An instructional design framework for authentic learning 
environments. Etr&D-Educational Technology Research and Development、 48(3)、 23-48.や
Meyers and Nulty (2009) How to use (five) curriculum design principles to align authentic 
learning environments、  assessment、  students' approaches to thinking and learning 
outcomes. Assessment & Evaluation in Higher Education、 34(5)、 565-577.によれば、教室内

外での真正な学び（Authentic learning）がこうした若者の育成に有効な手段であるとしている一

方、Lave & Wenger (1991) Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: 
Cambridge University Press.は地域・社会の中で偶発的に遭遇する状況に対処することで学びを

深めることが有効であるとする「状況的学習」を行うことが有効であるとしている。たしかに、海

外フィールドワークでは、これまでに高校生が体験したことがない偶発的な状況が連続する。こう

した状況下に短・中期的に身を置くことで、状況的学習が促進され、21 世紀を生き抜くためのス

キルが身につくという説明も可能である。 
しかし、限られた期間の中で効果的にこうしたスキルを高校生が身につけるためには、どのよう

な教育方法が適切なのだろうか。こうした問いについて、本研究課題での今年度の実践研究では次

の２点を課題とし、高校生の意識変化を、生徒が書いた振り返り課題を基に分析し、国内の高等学

校におけるグローバル人材育成の方法について一般化を図ることを狙いとした。１つめは、海外交

流校と連携するうえで、どのようなプログラム構成・学習方法が効果的か、２つめは研修プログラ

ムに参加した生徒の意識変容がどの程度起こるのか、である。これら２点の課題に迫るため、研修

プログラムに参加した生徒の振り返り課題を分析し、プログラム構成や学習方法の効果を捉え、意

識変容の程度を捉える。 
Ⅱ．調査対象者 

 本研修プログラムには５名の生徒（１年生３名（男子１名、女子２名）、３年生２名（女子２名））

が参加した。参加生徒の英語力は欧州言語参照枠（CEFR）でＢ１レベルからＣ１レベルである。

また、５名中４名は高校入学前までに１年以上の海外在住経験があり、１名は日本国内のみで過ご

してきた。 
 メンバーの決定にあたっては他の研究課題同様、公募制を採用した。第１次選考（書類審査）で

は、応募動機と研修プログラムで自分がどのように貢献可能かをアピールする１ページの英文エッ

セイで審査した。第２次選考（10 分程度の英語面接）では志望動機や研修プログラムで取り組み

たいことの確認をした。選考では、物事を深く見るポテンシャル、および国内での事前・事後学習

を含む通年の学習への参加可能性を大切な観点とし、日常の意思疎通に困らない程度の英語力の有

無も考慮にいれながら、15 名ほどの応募者から５名を選出した。 

Ⅲ．分析方法 

本報告では、５名の生徒の振り返り課題を調査対象とした。振り返り課題については、質的テキ

スト分析を実施し、研修プログラムに参加する事前・事後での意識変化を捉えた。 
Ⅳ．プロジェクトの内容  
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 本校の姉妹校であるシンガポール・ナショナルジュニアカレッジ（National Junior College、 以
下 NJC）の生徒とのインバウンド観光に関する共同調査・研究を今年度も継続した。NJC 側は

Colin Ee 先生（地理）が４年目のプロジェクトパートナーを引き受けられ、６名の生徒が参加し

た。今年度の研究デザインを Colin 先生と協議し、①テーマをシンガポールまたは日本に短期滞在

する外国人観光客が、Twitter、 Instagram 及び Facebook といったソーシャルメディアによっ

て、どの程度観光場所の選定に影響を与えたのかについての探究、②文献調査及びシンガポール・

日本国内での街頭インタビューを学習の主軸とする、③成果はポスター形式で研究をまとめ、NJC
主催のフォーラム（International Humanities Symposium 2019 in National Junior College) お
よび AEW 期間中の日本での研究会(「教育の国際化研究会 2019 年度第１回研究会）と SGH 成

果報告会で成果発表を行うことを同意した。具体的な流れと手立ては以下の通りである。 
１．事前学習 

 本プロジェクトでは、現地におけるフィールド調査において、生徒が自律して学習活動ができる

よう、以下の知識を事前に全 10 時間設け、口頭で網羅的に指導した。 
・APA 6th Edition に基づいた原稿作成の方法 
・質的分析・量的分析の特徴と具体例 
・半構 化インタビューの進め方 
・リサーチクエスチョンの立て方 
・文献調査の方法 
・NJC の生徒と研究テーマの設定、リサーチクエスチョンの設定、文献読み込みの分担 
なお、事前学習の期間は 2019 年５月下旬から 2019 年７月上旬までの期間で全６回（１回あた

り 60～90 分）実施した。その内容は表１の通りである。 

第１回目 本プロジェクトの概要説明、予算説明、交流内容の説明、保護者同意

書の配布、自己紹介 

第２回目 文献調査の方法説明、質的分析・量的分析の特徴と具体例提示、リサ

ーチクエスチョンの設定方法 

第３回目 NJC 生徒と Skype による交流（自己紹介、学校紹介、研究テーマの

設定、文献収集・読み込みの分担決め） 

第４回目 Web of Science を活用して文献収集、読み込み、リサーチクエスチョ

ン候補の絞込み 

第５回目 NJC 生徒と Skype による交流（文献調査に関する情報共有、リサー

チクエスチョン決定、フィールド調査内容に関する話し合い） 

第６回目 APA 6th edition に基づいた原稿執筆方法、半構 化インタビューの進

め方に関する説明 

表１. 事前学習の内容 
 両校の教員の分担は、NJC 側の Colin 先生側がインバウンド観光の共同研究テーマの内容に関

わる指導を担当し、本学院教員（英語科）が先行研究読解指導とデータ分析理解の指導を担当した。

本学院の生徒達はシンガポール現地での路上インタビュー実施に向けて、NJC の生徒とバディを
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組みながら半構 化インタビュー調査を行うこととし、事前に質問内容について考えた。 
２．シンガポールにおける学習 

 シンガポールでの学習を2019年７月16日から20日まで

の計５日間実施した。現地では、NJC の生徒と共同で文献

調査、街頭での半構 化インタビューの実施、研究の中間

まとめを行った。参加生徒は全日程にわたり NJC 生徒宅に

ホームステイを行い、シンガポールの現地での暮らしも体

験した。 
 NJC では、文献調査の読み込みや討議を行い、生徒が持

参したノートパソコンを活用して、 
 Google document を用いながら論文の執筆を全員が同時進行で行った（写真１）。それぞれが異な

る先行研究を読み込み、理解の内容を共有し、論文の先行研究調査の項目に落とし込む、という流

れで学習を実施した。 
 その後、シンガポールの観光地である統合型リゾート施

設セントーサ島を訪問し、NJC の生徒と２人１組のバディ

を組んで街頭インタビューを３時間実施した。インタビュ

ーは半構 化インタビューの形式をとり、全 100 名程度の

サンプルを収集した。対象者はランダムに抽出し、観光客

であると判明した人に対して調査を行った。セントーサ島

での７月の街頭インタビュー、および浅草での 10 月の街頭

インタビューの質問例としては、「旅行計画作りの際によく

使う SNS アプリは？」「ここ（セントーサ島または浅草）の情報を SNS で確認したか？」「旅行先

を決める際、どの点をより重要視するか（９の選択肢から３つまで選んでもらう）」などがある。

NJC 生徒とバディを組んだことで、英語がうまく聞き取れなかった際、NJC のバディに支援を求

めるなどして、互いに協力しながらインタビューを遂行していた。 
 街頭でのインタビュー実施後は、NJC にて調査結果の取りまとめと中間報告会への準備を行っ

た。中間報告では事前学習とシンガポールの現地調査の成果として、 
・観光客は SNS の情報で行き先を決めていることが確認できた。 
・SNS 上の情報を頼りにして行き先を決める傾向は、若い世代でより顕著だった。 
という点を中心に報告した。中間報告会の前に１時間程度

の時間をとり、Colin 先生と本学院教員が指導・助言を行っ

た。 
３．国内での学習―NJCの来訪 

 2019 年 10 月 28 日から 11 月２日の計６日間、研究パ

ートナーである NJC の６名の生徒と Colin 先生が来訪し、

日本での協働学習を継続した。東京都・浅草にて街頭イン

タビュー調査の実施を実施し、その後に調査結果を取りま

 

写真１ 

Google document を活用した共

同論文作成の取り組みの様子 

 

写真２ 

NJC での中間報告の様子 

 

写真３ 

早稲田大学情報教育研究所での

研究発表 
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とめ、その成果を早稲田大学情報教育研究所主催の「教育の国際化研究会」（2019 年 10 月 30 日実

施）英語で口頭発表を実施した（写真３）。研究会では 40 分間、スライドを用いた英語による報告

を研究会員（教育関係者）と AEW の協働学習合宿参加者（本学院生徒とインドネシア生徒）に対

して行った後、質疑応答を 15 分程度行った。やりとりはすべて英語で行われた。AEW 後半で本

学院到着後は、この研究課題に過去に参加した本学院３年生の発表直前準備の支援を得ながら、11
月２日の「SGH 成果報告会」では本学院１年生（約 320 名）に対しても口頭発表を行った。 
浅草でのインタビュー調査の手法・質問項目はシンガポールで実施した内容と同様であるが、観

光客が集中により地元の住人の生活への影響が問題となるオーバーツーリズムも研究の観点に入

れた。この観点は、事前学習に基づく研究デザイン提示の時点では本学院生徒が提案に入れたが、

夏の協働学習では NJC 生徒がオーバーツーリズムはシンガポールでは問題になっていないと主張

し観点から外した話題だった。しかし来日後に東京の観光名所の混雑ぶりを見てからは、オーバー

ツーリズムの重要性を再認識し、研究の観点として「復活」させた。共同研究において現地 FW 実

施の重要性を再認識した生徒の変容だった。 終レポートの「結論」では、若手観光客の観光スポ

ット決定上の SNS の影響力の大きさの報告に加え、観光スポットの自然環境や文化財の価値を保

護するため、官民協力してのキャンペーンを提案した。 

成果・分析 

Ⅰ．考察 

 本節では、本プロジェクトに参加した５名の振り返り課題を取り上げ、生徒達にどのような意識

変化や学びへの気づきがあったのかについて考察する。５名の生徒の課題の文中にある、意識変化

や学びの変化に関悪と推測される言及からは、大まかに分けて、①英語力向上への意欲、②物事を

多面的・論理的に捉える、いわゆる批判的思考態度の高まり、③自分の意見を主体的に発信してい

く重要性への気づき、の３点が確認された。 
 個々の生徒振り返り課題の抜粋から、①〜③に該当する部分を具体的に紹介する。下線部と番号

は筆者が加筆したものである。 

＜生徒Ａ＞ 

 私はこの研修に参加して以前よりも「研究」についての理解が深まったと感じた。・・・（中

略）・・・今回の研修を通して、共同研究とはどのようなものなのか、どのようにテーマに対

してアプローチをかけていけば良いのかを学ぶことができた。この学びはこれから卒業論文

を執筆していく私にとってとても意味のあるものになった。 
また、ホームステイやリーダーの経験を通して、①英語を外国人の前で話すことに対して

の抵抗が減ったように感じた。・・・（中略）・・・ある程度の簡単な会話ができればいいだろ

う、という安易な考え方が変わった。なぜならば、その程度の英語力だと、仲良くなれたと

しても、簡単な話しかできずに会話が広がらず、つまらない関係になってしまうからだ。今

回も自分の言いたいことが上手く伝わらず、悔しい思いをしたことが多々あったので①もっ

と語彙を増やしたいと感じた。・・・（中略）・・・現地ではアンケートに答えてもらいながら、

旅行客の意見や考えを直接聞くこともできた。私は、今までに講義、文献調査しかしたこと

が無かったので貴重な経験になった。人に話しかけるのは苦手ではないものの、外国人観光
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客に話しかけるのは勇気が必要になったし、①得意ではない英語を多用しながらのアンケー

トは大変だった。・・・（中略）・・・このプロジェクトに参加して自身の英語力の低さに気づ

き、意識改革ができたことを将来に活かすことができると感じている。・・・（中略）・・・③
異文化の中で生活し、同年代の人たちと同じテーマに対して、意見を交わすことができたの

は私にとってとても有意義であったと感じている。また、外国人の中では何も発言しないと、

それは賛成しているということがわかり、何か意見はある？という質問すらもされないこと

がわかった。その文化の中で、合っているにしろ、間違っているにしろ、③自分の意見をは

っきり言うことは大切だと思ったし、自身の中にある主体性は今後も大切にしようと思った。

 生徒Ａは本プロジェクトのリーダーとして５名を取りまとめる立場にいた者である。英語が特段

得意ではないという意識を持ってはいるが、英語を使ってコミュニケーションを取ろうとする意欲

が旺盛な生徒である。振り返り課題からは、英語使用に対する抵抗感が減ったことと、英語の語彙

を増やそうという意識が芽生えたことが確認できる。また、街頭インタビューで英語を用いる大変

さを実感したものの、その困難を乗り越えている様子がうかがえる。加えて、異質な環境での学習

体験を通して、自分の意見を相手に明確に伝える重要性についても実感していることが確認でき

る。 

＜生徒Ｂ＞ 

・・・（前略）・・・研修に参加する以前は、②研究というと、複雑で難しいイメージがあり

ましたが、1 つひとつ段階を追って研究を進めることでわかりやすくなり研究に親しみをも

つことができました。・・・（中略）・・・今までに一度も、現地に直接出向いてアンケート調

査をし、データ収集をした経験が無かった私にとってとても新鮮な取り組みでした。また、

英語を通して自分とは違う国の生徒と意見を交換することで今まで自分が持っていなかった

視点から新たな問題を見つけることができ、新たな発見もできたため自分の視野を広げるこ

とができました。②自分たちの話し合いだけでは気づくことができなかった問題点に気づい

て改善することができ、より良い研究にすることもできました。・・・（中略）・・・ 
今回の研修で英語の論文を読んだり、英語で意見交換をしたり、英語に親しむことができた

ため、研修前と比べて、より英語を好きになることができましたし、英語の力も向上させる

ことができました。・・・（中略）・・・日頃から身の回りのものに広く目を向け、自分の興味

があることから新たな事実を見つけていくために自分なりに研究していきたいです。研究す

る対象のものだけを見て深めていくのではなく、②様々な方向から見て広く考えてられるよ

うに自分を高めていきたいです。 

 生徒のＢの振り返り課題では、研究に対する親しみを覚えたことに加え、「自分たちの話し合い

だけでは気づくことができなかった問題点に気づいて改善することができ」という記述から、物事

を多面的に捉える重要性についての認識が深まっていることが確認できる。「様々な方向から見て

広く考えてられるように自分を高めていきたい」という記述からは、批判的思考態度の高まりが確

認できる。 

＜生徒Ｃ＞ 

・・・（前略）・・・事前研究では、CiNii article、 web of science、や、Scopus を使い、オ
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ーバーツーリズム につて色々しらべましたが、少ししかヒットせず、資料の少ない中での研

究となってしまいました。しかし、少ないながらその資料の中に有力な情報が載っていたり

したので、いくら②少ない資料でも、いくら難しい英語の論文だろうと、まずは読んで見る

ことが大事だと実感しました。・・・（中略）・・・シンガポールでの研究では、バディを組み、

バディ同士で一つの論文を読んだりして、お互いに論文の理解を深め、自分たちの研究内容

に沿っている部分を見つけ出して、google document に、書き出して、バディだけでなくチ

ーム全体に情報を共有できるようにしました。その結果、十一人がそれぞれのトピックにフ

ォーカスしているので情報が効率的に集まり、短時間でありながら、情報が多く更に役立ち

そうなものが集まったので、②グループワークは、効率性に富んだ方法だとわかりました。

・・・（中略）・・・シンガポールに行く前までは、シンガポールは人が多くて、オーバーツ

ーリズムが起きていると思っていたのですが、②実際あまりオーバーツーリズムが日本より

進んでないことがわかりました。 

 生徒Ｃの振り返り課題では、難しい論文の読解に挑戦する意欲の高まりやグループ研究のメリッ

トについて見出していることが確認できる。加えて、現地での調査を通して、事前にもっていた認

識との違いに気づき、現地調査の大切さについて実感している様子が読み取れる。 

＜生徒Ｄ＞ 

・・・（前略）・・・私たち日本サイドの意見を相手に伝えるのには、苦労した。私たちは、

当初、インバウンド観光の中でも、オーバーツーリズムを研究テーマとして推していたのだ

が、シンガポールでは、オーバーツーリズムの事例がみられないなどの理由から、案自体が

消えようとしていた。しかし、私たちも、事例がないなら、日本とシンガポールとの比較研

究がしたいと考え、折衷案を提案したのだが、結局、オーバーツーリズムはサブテーマとし

ての扱いになってしまった。この経験を通して、③自分の考えを貫き、それを相手に理解し

てもらう難しさを痛感した。それと同時に、相手に意見を主張されてから行動するのでは遅

い、ということも身をもって実感した。事実、これまでの研究は、相手の積極性に圧倒され、

言われたことをとりあえずやる、といった風に受動的になることが多かった。ときには、相

手のスピードについていけず、認識に違いがでるということもあった。自分の意見を通すた

め、そして、研究がそれぞれ違った方向に行かないためにも、③お互いがより主体的に話し

合いに乗り出していかなければと思った。また、分からないことや確認したいことがあると

きには、間を置かず質問するということを徹底していきたい。・・・（中略）・・・研修を通し

て、仲間と協力するという面白さと大変さを知った。②自分とは違う視点を持った人とはた

らくのは、同時に、新しい考え方を知ることができたり、お互いの足りない点を補ったりす

ることができる。もちろん、意見を擦りあう分、エネルギーも要する。しかし、そんな仲間

と出会えたことは、自分にとって、非常に良い刺激となったと確信している。 

 生徒Ｄは英語で議論できる力を持ちながらも、NJC 生徒との議論に参加する困難さを体験して

いることが確認できる。「お互いがより主体的に話し合いに乗り出していかなければと思った」と

振り返っており、本プロジェクトを通して相手の意見を聞いたり、自分の意見を積極的に発信して

いく重要性について認識を深めていることが確認できる。加えて、「自分とは違う視点を持った人
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とはたらくのは、同時に、新しい考え方を知ることができたり、お互いの足りない点を補ったりす

ることができる」との記述から、異質な環境にいる生徒との交流を通して、物事を多面的に捉える

ことができる実感を伴っていることが確認できる。 

＜生徒Ｅ＞ 

・・・（前略）・・・シンガポールに行ってすぐ、NJC の生徒たちは、とてもフレンドリーに

たくさん話しかけてくれたのだが、その会話のスピードについていけず、相づちを打つだけ

で精一杯だった。・・・（中略）・・・同時に①自分がいかに日本のことを知らないかを思い知

った。NJC の生徒は、シンガポールについて、オススメの食べ物から教育制度にまで、詳し

く私に教えてくれた。・・・（中略）・・・日本語を英語に直せないのではなく、日本のことを

知らないから話せないのだ。・・・（中略）・・・②筋道の通った論理的な文章は、まず、話し

たいことを要約することから始めたい。話す力を伸ばすには、書くことが効果的だと聞いた

ことがあるからだ。そこで、日記をつけてみようと思う。ただ出来事を書き連ねるだけでな

く、自分の感情や意見を書くことで、トレーニングをしようと思う。私は、自分の考えを持

つことや、それを人に説明することが苦手なので、話す力と同時に向上させられたら一石二

鳥だと思う。 

 生徒Ｅの振り返り課題では、研究そのものについての意識変化・気づきよりも、自分のコミュニ

ケーション能力に関する振り返りが中心となっている。生徒Ｅは「自分がいかに日本のことを知ら

ないかを思い知った」と述べており、自国の知識をもち、それを相手に紹介することの大切さを認

識していることが確認できる。また、「筋道の通った論理的な文章は、まず、話したいことを要約

することから始めたい」と述べており、共同研究を通して、論理的思考力の大切さの気づきを得て

いることが確認できる。 
Ⅱ．まとめ 

シンガポール及び日本の生徒達が共同での研究を通して、上の６に示した意識や学習への取り組

み姿勢がみられた。これは、学校内の学びだけでは得られない学習体験であり、変化の移り変わり

が激しい今日に対応し、リーダーシップを発揮できる若者の育成に相応の効果があったと言える。

これは、OECD（2019）が示している多文化が交わる状況でのコミュンケーション、そして異質

な集団との交流を通してそうした若者が育成できる、とする内容にも通じるところがある。生徒達

は、本プロジェクトでの学びを通して、これまでに自分が認識していなかった新たな気づきを得ら

れ、今後の学習への意欲に相当程度結びついてることが確認された。閉ざされた教室内での学びと

の比較についてまでは本報告では踏み込んでいないものの、振り返り課題を分析する限りでは、大

きな学び・気づきにつながっていることが観察された。Lave and Wenger (1991)は状況的学習を通

して、生徒の学びが深まるとしているが、本プロジェクトでもそのことが確認できたと言える。 

課題 

本報告では、参加した生徒の英語学習への動機づけや物事を多面的・論理的に捉える、いわ

ゆる批判的思考態度の高まりが示唆されたものの、それらの高まりについて定量的に捉えると

ころまでは踏み込んでいない。今後は、批判的思考態度尺度等を用いて生徒の批判的思考態度

の高まりを定量的に分析するとともに、質問紙調査やインタビュー調査等を通して、より精緻
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に分析し、本実践が国内の高等学校において一般化を図れるかどうかを検証したい。 
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研究課題 Ｂ－２（食による国際共生の取組） 

研究内容 

目 標 〇本研究課題では、食文化と社会・地域の関わりをテーマとした英語と家庭科の横断型

授業の実践を通して、多様性への理解を深め、多文化共生に貢献することを目的とした。

今年度は、この教科横断型授業の継続と内容向上、および生徒の学習に対する意欲の変

化の検証を目的とした。 

対 象 生 徒 �．「家庭基礎」と「英語表現�」の横断型授業：1 年生全員（349 名） 
�．「家庭基礎」と「コミュニケーション英語�」の横断型授業 
 （「チョコレートプロジェクト」）：１年生２クラス（88 名）、 
  うちチョコレート作り実習の対象者は１クラス（44 名） 

実 施 日 程 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

    
 

 
 

       

 

評 価 方 法 �．12 月に事後アンケート（選択肢および記述式併用）の回答から検証 
�．実習後の感想文、および期末考査の問題の一部にテーマ慣例語彙の定着度テストと

フェアトレード関連のショートエッセイ課題を入れ、回答から検証 

活動の詳細 

Ⅰ．「家庭基礎」と「英語表現Ⅰ」の教科横断型授業の展開 

１．授業計画 

 「食文化と社会」を共通の学習テーマとした教科横断型授業の実践は2017年度から開始し、今年度

で３年目となる。2017〜2018年度は家庭科（１名）・英語科（２名）とも同じ教員が担当したが、2019

年度は英語科の担当者が交代した。そのため、２カ年の実践を担当者が交代しても継続できるかとい

う、ひとつのテストケースとなった。この教科横断型授業の対象科目と学期、はこれまでと同様に２

学期の「家庭基礎（毎週２コマ）」、および「英語表現Ⅰ（週２コマ）」のうち習熟度別グループでの口

頭発表重視の授業を行う週１コマの授業で実施した。それぞれの科目の年間および２学期の授業計画

を表１と表２で示す。 

 
    表１「家庭基礎」と「英語表現Ⅰ（２単位のち１単位、習熟度別授業）」の年間計画 

実習事前授業
期末
考査

連携打ち合わせ 

事後
調査

課題
指示
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表２ 教科横断型授業の２学期の展開 

２．「英語表現Ⅰ」での指導と生徒の受け止め 

 ２学期の課題「食文化と社会」を提示した際は、食をめぐる話題は学際領域であること、２学期に

家庭科で学ぶ知識を中心に、社会科学や「保健」で学ぶ知識等を活用することを強調し、話題例も提

示した（「ハレの食卓と食材の色彩に込められた意味」「介護食用アイスクリームの開発」等）。また、

プレゼンテーション（５分前後）の評価基準も解説し、単なる調べ学習ではなく、特定の食文化につ

ながりのある地域の特徴や歴史・宗教、健康や環境をめぐる問題などと関連づける考察を展開できて

いるかどうかが、評価の観点の１つになることを事前に伝えた。  

 １年生全員を対象に12月に実施した事後アンケートには、２学期の自分の発表テーマを具体的に書

く設問も含めた。314名からの回答のうち、125例が複数の学問領域に関わる事柄を組み合わせた考察

を発表したことが推測されるものだった。食と文化や社会を組み合わせた考察でないと指導教員から

注意喚起のコメントが出されるため、実際の発表はほとんどが教科横断的な内容だったことは推測可

能である。 

 ＊事後アンケートにみられた、学際的な視点での発表テーマ例 

「じゃがバターと日本経済の意外な関係性」 「ガーナとドイツの『主食』の紹介」 

「ハラルフードと東京オリンピック」 「世界の家族は一緒に食事をするのか」 

「ハワイと日本の食文化の関係」  「朝鮮民主主義人民共和国の食文化」 

「綿あめの原価率」「味噌汁と侍の深い関係」 「インドと日本の対比からみる食文化への宗教の影響」 

 また、「英語表現Ⅰ」の期末考査は50分のうち10分がリスニング問題だが、２学期は「食文化と社

会」を題材としたオリジナル問題を出題した。 

Ⅱ．「家庭基礎」と「コミュニケーション英語Ⅰ」の横断型授業「チョコレートプロジェクト」の展開

１．「チョコレートプロジェクト」の目的 

 手頃な価格で消費者に提供されているチョコレートとカカオ豆生産地での貧困と過酷な児童労働の

問題は、中学校や高校の英語や社会科の教材でも扱われるようになっている。しかし教材の読解のみ

の扱いでは「労働搾取は悪いことだ。フェアトレードを導入すれば解決する」といったキーワードの

連結のみの「正解」として整理されてしまい、授業に意見交換の活動を組み込んでも思考が深まりに

くい。貧困と児童労働の問題は何世紀にも渡る歴史的背景や異文化衝突、地域間の経済・産業・政治

に関わる複雑なものであり、「食と多文化共生」について思考を促すためには、この問題の原因が重層

的であることに生徒の視点を導く必要があると考えた。2018年度と2019年度に実施したこの実践は、

安達理恵・阿部志乃・北野ゆき・諸木宏子 (2019)「自立学習から世界の問題に繋げるチョコレート・

プロジェクト」『JACET 教育問題研究会 言語教師教育』vol.6(1). pp.129-143 による「異文化と外国

語を繋ぐチョコレート・プロジェクト」での CLIL（内容言語統合型学習）実践を参考にし、カカオ



23 
 

豆からチョコレートを手作りする調理実習をハイライトとして、原材料購入から食品生産の一端に触

れながら思考を促していくための一連の教科横断型指導案作成および実践の効果の検証を目的とし

た。 

２．授業計画の作成と実践 

（１）2018年度の実践 

 2018 年度は２学期に「チョコレートプロジェクト」を発案したため、授業実施は３学期となった。

配当できる時間は限定されてはいたが、児童労働の問題の深刻さやフェアトレードと価格の問題など、

生産と流通に関わる地球規模の課題の一端は伝えることができた。参加した生徒の事後レポートには

「チョコレートを作る過程は手間がかかり、カカオ豆の重みがわかった」「児童労働を強いられている

子供たちの気持ちを知りたい」「フェアトレードの売り上げとカカオ農園の収入についてもっと知りた

い」等のコメントがみられ、授業の効果が確認できた。 

 

 

写真１ 

作り方説明の板書 

写真２ 

作り方説明の板書 

  

写真３ 

実習用のカカオ豆 

写真４ 

交代で豆を擦る 

写真５ 

事後レポート作成 

（２）2019年度の授業計画作り 

 2019 年度は年度当初から準備に着手し、「家庭基礎」で「食」に関わる授業が展開されている２学

期での実施、チョコレート作り実習授業の質向上、および「コミュニケーション英語Ⅰ」で貧困と児

童労働に関わる問題の重層性に触れるための授業計画作りが可能になった。また２学期は 10 月末の

AEW で海外交流校から計 12 名の生徒を招聘することもあり、この生徒たちの日本の授業体験の機会

提供も兼ねて、チョコレート作り実習を AEW 期間中に設定した。2018 年度と 2019 年度の実践の設

定の比較を表３に示す。 
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表３ 「チョコレートプロジェクト」実施の設定の比較 

（３）英語の授業での知識理解と意見交換のサイクル 

 「家庭基礎」と「英語表現Ⅰ」の２学期の横断型授業が表２に示す流れで展開されているのと並行

して、「チョコレートプロジェクト」の対象とした２つのクラスの「コミュニケーション英語Ⅰ」の授

業では表３に示した流れで展開させた。表４はこの英語の授業での知識のインプット（英語のトレー

ニングを含む）と意見のアウトプットのための問い（グループディスカッションの英語での報告や事

後レポート、期末試験での英語エッセイ）のサイクルを示したものである。教科書の複数の章、およ

びその他の読み物や動画を適宜組み合わせて使用しながら、貧困と児童労働をめぐる問題の複雑さに

視点を向けた学習を進めていった。 

   

表４ 「コミュニケーション英語Ⅰ」での知識・言語のインプットと意見のアウトプット 

（４）チョコレート作り実習とAEWでの海外交流校生徒との授業内交流 

 「チョコレートプロジェクト」の２学期の実施に向けた家庭科と英語科の授業準備が１学期に進む
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のと並行し、10 月末の AEW の企画作りも進められた。本学院では海外交流校生徒の訪問があった場

合は授業参加を組むことが恒例となっている。４日間（10 月 30 日〜11 月２日）の AEW のうち、授

業体験日とした 11 月１日は、「チョコレートプロジェクト」対象クラス（Ａ組とＢ組）のうちＡ組の

時間割が３〜４時限目に「家庭基礎」、５時限目が「コミュニケーション英語Ⅰ」だったため、チョコ

レート作り実習には海外交流校生徒にも参加してもらうことにした。家庭科の食材にかかる費用や学

年全体の「家庭基礎」授業進行上、チョコレート作り実習は１クラスのみとなるため、調理実習を設

定できないＢ組では交流校生徒のための英文「日本のおやつカタログ」を授業内に合作で作り、AEW
の「おみやげ」として贈呈した。 

 表５はチョコレート作り実習に向けた家庭科と英語科の教員の協働作業の概要である。AEW に招

聘した２校に対しては、来日する生徒たちの学齢等を考え、インドネシア生徒６名全員とシンガポー

ル生徒６名のうち２名に調理実習参加を依頼した（シンガポール生徒の実習参加者以外の４名は３年

生選択英語科目「上級者対象ディスカッション」に参加）。 

 

表５ 家庭科と英語科教員の協働作業（チョコレート作り実習に特化した部分） 

  
 

写真６ 

インドネシア生徒と 

写真７ 

シンガポール生徒と 

写真８ 

型に入れたチョコペースト 

（５）振り返りレポートと期末考査での関連問題（「コミュニケーション英語Ⅰ」での実践） 

（ⅰ）振り返りレポート 

 実習翌週の英語の授業では、昨年の授業実践からの知見を応用した振り返りレポートフォームを使

って生徒にコメント作成を求めた。以下は英文のフォームに記載した設問である。 

①チョコレート作り実習を振り返って（実習前の知識、実習を通して得た知識） 

②海外生徒とのやりとりの様子（どんな準備をしたか、何を話したか、思うように話せたか） 

③11 月１日の授業に関して、その他のコメント 
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（ⅱ）期末考査での「チョコレートプロジェクト」関連問題 

 「チョコレートプロジェクト」に関わる一連の学習事項の定着を促進し、同時に授業の効果の事後

検証の機会とするため、「コミュニケーション英語Ⅰ」の期末試験（50 分の筆記試験）では①英語の

キーワードの定着検証問題 ②初見の読解用教材を使った要点把握問題 ③英文エッセイ問題（「フェ

アトレード普及のアイディア」と「シエラレオネ内戦時の児童労働・児童兵士」の２つのテーマのう

ち１つを各自が選択）の３つの問題を入れた。設問の説明と結果については次項の「成果と検証」で

記述する。 

成果・分析 

Ⅰ．「家庭基礎」と「英語表現Ⅰ」での教科横断型授業の効果検証  

「家庭基礎」での「食」の分野の学習と「英語表現Ⅰ」での「食と社会」のプレゼンテーションが終

了した 12 月に、Google フォームを使った事後アンケートを１年生全員を対象に実施した。設問のう

ち、この実践の検証のための設問は、 

「（１）家庭科で食のことを学び、英語表現Ⅰ(SGH)においても食について扱いました。複数の教科で

同じ題材を扱いましたが、知識（食）と言語（英語）の関連付けた学びに役に立ちましたか？」「（４）

あなた(のグループ)が英語表現 SGH の授業で発表した「食」についてのプレゼンテーションのテーマ

を20字程度で書いてください。」の２つとした。 

 設問（１）の結果は、有効回答数314のうち「大いに役立った（23.9％）」「ある程度役立った（45.5％）」

「どちらともいえない（20.7％）」「あまり役に立たなかった、全然役に立たなかった（計9.9％）」と

なり、約７割の生徒が効果について肯定的な回答をした。設問（４）への回答例は「活動の詳細」で

触れたように、少なく見ても過半数の生徒は分野横断的なテーマでの発表ができたと推測できる。 

 設問「（３）英語表現Ⅰ(SGH)等の授業において、プレゼンテーションやディスカッションのテーマ

としてあなたが興味のある題材を教えて下さい。」は、この教科横断型授業の検証よりは次年度以降の

授業の参考にする意図で含めたものだが、314名の回答のうち69名（22％）が「食文化」「食と社会」

「食と健康」「食と環境」に興味があると回答した。身近な「食」の話題が他分野と密接に関わること

に生徒が興味を抱いていることが推測でき、この教科横断授業を継続する価値が見出せたと考える。

Ⅱ．「チョコレートプロジェクト」の効果検証 

１．調理実習直後の振り返りレポートの回答より 

 チョコレート作りそのものの感想については、カカオ豆を脂分が出るまで擦る労力や砂糖の量の多

さ、ミルクをいれないので思った以上に苦味が強かったことが挙げられていた。また、材料費と人件

費（ 低賃金として）等を単純に足すと、完成した500円玉大のチョコレート１つが1000円近くにな

るとわかり、改めて「美味しいチョコレートが安く販売されている理由」に思考を巡らせた様子が伺

えた。交流校の生徒と３時間の授業を共にしたことは印象が強く、「チョコの味や値段」「 低賃金の

違い」から「趣味」「学校の様子」「日本での体験の印象」など、話題を広げていた様子が伺えた。全

般的な感想では交流授業のインパクトに加え、海外の生徒とスポーツ交流や国際問題の討論などを経

験したいとの感想がみられた。 

２．「コミュニケーション英語Ⅰ」の期末考査の問題への回答より 

 ２学期の期末考査では、チョコレート作りを経験したＡ組と経験しないＢ組に対して同一の試験問
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題を使用した。これらの設問ごとの平均点は両クラスで２学期成績に影響するほどの差はなかったが、

①と③で書かれた内容には違いがでた。 

①英語のキーワードの定着検証問題 

「大西洋奴隷貿易」の説明文（153 語）および「カカオ豆からチョコレートを作る手順」の説明文（96
語）に設けた空欄に、選択肢で示されたキーワードを入れる問題。チョコレート作りの問題で、「grind
（擦る）」「mix / stir（混ぜる）」のいずれかが正解とした部分では、Ａ組で 18 名が grind を選んだが、

Ｂ組では０名だった。 

②初見の読解用教材を使った要点把握問題 

 ガーナのカカオ農園の例を含んだフェアトレードの仕組みの説明文を読み、要点を問う設問に答え

るもの。「フェアトレード」の概要は「家庭基礎」で学習しており、英語を通してガーナでの具体例を

伝えるインプットも兼ねた設問とした。 

③英文エッセイ問題（60 語以上推奨、２つのテーマのうち１つを各自が選択） 

 設問１はフェアトレードで作られたチョコレートの購入に日本の消費者を導くアイディアを求める

問題、設問２は、シエラレオネの内戦当時に「鉱山労働者や兵士とされた子供たちの年齢が 10〜16
歳だった」と教科書で説明されている背景を推測して書く問題とした。両クラス各 44 名のうち、Ａ組

は 19 名、Ｂ組は 15 名が「フェアトレード」を選んだ。英文エッセイの質は両クラスで差はなかった

が、Ａ組の方がより具体性の高い提案がみられた。以下はそれぞれのクラスで具体性がもっとも高か

った作品から抽出したコメントである（原文は英語）。 

（Ｂ組）フェアトレード商品を扱っている店は定期的に特売セールを行えば消費者は購入する。 

（Ｂ組）フェアトレードは貧困に苦しむ人を救うことをもっと知らせるべきだ。 

（Ａ組）市場のチョコレートをすべてフェアトレードのものに切り替える。 

（Ａ組）政府公報で、フェアトレードがアフリカの貧困を救うための支援になることを周知する。

（Ａ組）児童労働の過酷さを知らせるテレビ番組を放映し、消費者にフェアトレード商品を選ぶよ

うＰＲする。 

（Ａ組）自分がフェアトレードのチョコレートを買い、家族や友人にも勧める。 

３．まとめと付随的な効果（AEWの事後検証を含む） 

 「食」を核にした「家庭基礎」と英語授業の教科横断型授業の効果検証からは、身近で興味深く扱

いやすい話題から多面的で奥深い探求が必修授業の中で展開でき、地域や世界の多様性に関心を向け

る効果があることが推測できた。食文化の多様性への生徒の理解は国内外の学校との学術交流を企画

する場面でも応用されており、宗教上の制約や菜食主義、各地域の主食と副食、食事のマナー、アレ

ルギーへの配慮などが生徒実行委員の準備中の会話では普通に交わされている。学校という共同体の

中で多様性の受容が育ってきた現れの一つと考えられる。 

 「チョコレートプロジェクト」の効果検証からは、普段は目にしないカカオ豆の調理の調理という

五感に訴える非日常的な体験を介して、インプットで得た知識を時間をかけて統合させながら複雑な

社会問題を複雑なまま受け止めて思考するための、一つの授業事例が提示できたと考える。また付随

的な効果となるが、AEW の事後検証（別章参照）では、「SGH 事業」の感想の記述回答で、３時間

の交流授業を経験したＡ組が、他の１年生よりも具体的なコメントをしており、期末試験のエッセイ
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問題にあらわれた傾向と同様に、体験学習のインパクトを再認識できた。 

 家庭科が学際的な科目であるため、「多文化共生に貢献できる資質を育てる」ための家庭科を核とし

た複数教科横断型授業は今後も展開可能である。担当教員チームが入念に協働授業計画を作ることで、

主に言語を介した毎週の授業でのインプットと授業内の意見交換、および強いインパクトを生徒に与

える体験学習を統合した教育プログラム実施が可能と考える。 

課題 

 2020 年度に施行される新学習指導要領は、各学校にカリキュラム・マネジメントの推進を求めてい

る。その総則では、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立て

ていくことを通して、各学校の教育活動の質の向上を図っていく必要性を示している。本研究課題の

取り組みの振り返りから、このような教育活動を効果を持続させるための課題として挙げられるのは

以下のような点である。 

・教材の選択と授業案の検討に時間がかかるため、過去の実践例をストックし共有すること。 

・効果検証の方法を授業計画時から想定し組み込むこと。 

・検証された効果を再度生徒たちにフィードバックする機会を設定し、自身の成長の軌跡を再確認さ

せ、自尊感情を育てること。 

・特定の生徒集団限定での授業実践の場合、その科目が配当される学年全体に成果を普及させる機会

を作ることが望ましい。 
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研究課題 Ｂ－３（相互訪問とオンライン交流で進める発信型プロジェクトの開発） 

研究内容 

目 標 〇本研究課題は海外交流校との出版物作成や研究発表のためのオンライン学習と相互

訪問を組み込んだ学習プロジェクトのカリキュラム開発を目的とした。昨年度の実践

（夏のジョグジャカルタ FW での共同研究成果を秋の WaISEC で共同発表）の成果と

反省を踏まえ、夏の協働探求学習から秋の AEW での協働学習と成果普及の活動までの

シラバスをパートナー校と共に作り、効果を検証することを目標とした。 

対 象 生 徒 2019 年度の本学院側の PJ 参加者は５名、パートナー校（SMA N2 Yogyakarta）か

らは６名が参加し、オンライン事前学習と８月のインドネシア・ジョグジャカルタ FW
での協働探求学習に取り組んだ。AEW では、夏の協働探求学習の成果を共同で報告し

た。また、パートナー校生徒は１年生の授業内交流（チョコレートプロジェクト）およ

び「SGH 成果報告会」での「AEW 成果報告」を担当し、１年生全員に対して本学院生

徒と一緒に英語で発表をした。 

実 施 日 程 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

 
 
 

           

 

評 価 方 法 パートナー校メンバーへの AEW 事後アンケート、および PJ 参加者のレポートの内容

から評価した。 

活動の詳細 

対象：本学院側の参加者は、学内公募と選考を経て選出された５名（３年生２名、２年生１名、１年

生２名）。パートナー校側はホスト校 SMA N2 Yogyakarta が選出した６名（ジョグジャカルタの学

区制が春に変更された関係で、市内４つの公立学校に所属する生徒が選出された）。 
目標：研究デザイン協議（事前学習）、現地取材と対面ディスカッション（ジョグジャカルタ FW）、

研究成果取りまとめのためのオンラインディスカッション（事後学習）というシラバスを実施し、効

果を検証することを目標とした。 
実績：2016 年度から 2018 年度までの本研究課題での実践を踏まえ、パートナー校の指導教員と協働

して協働研究のプログラムを進めた。 
Ⅰ．メンバー決定と協働研究テーマ設定、研究デザイン協議（事前学習） 

 ジョグジャカルタ FW に参加するメンバーへの応募者には、本研究課題での過去３年の実践と同様

に①協働研究テーマ提案（日本語）と②相手校パートナー生徒への自己紹介（英語、「志望の動機」

含む）を課した。②の英文自己紹介は参加者決定後に相手校に送付した。年度ごとの協働研究テーマ

は 2018 年度までは応募書類の１つとして課した研究提案書の内容から選んでいたが、今年度は秋の

AEW のテーマ「パートナーシップ構築と持続」に関連づけることを意識し、教員側から「相互支援

と自立を考える」を夏の協働研究の大テーマとして提示し、サブテーマを立てて協働研究企画を提案

するよう指示した。選考を経て５名を選出し、レポートの内容と初回ミーティング（図１内の「事前

学習①」）での話し合いをもとに３つの班に分け、「個人の自立と幸福感（２名）」「共同体の中の

相互支援（２名）」「国際支援は相手国の自立の助けになっているか（１名）」という３つのサブテ

FW内容相談 
事前学習 

募集 
選抜 協働研究継続

発表準備 
ＦＷ

発表
ＡＥＷ

レポート
執筆 
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ーマに取り組むこととした。 
Ⅱ．相手校指導教員との打ち合わせと事前学習 

 表１は両校での事前学習の流れを示している。相手校の指導教員である Tri Indaryati 先生は 10 年

以上両校の協働プロジェクトのコーディネートをされており、昨年も秋の WaISEC での２本の協働研

究発表に向けて、参加生徒の事前指導や夏のジョグジャカルタ FW の企画作成を担当された。本学院

側で協働研究企画がまとまった時点で、Tri 先生宛に６月〜年度末までのシラバス概要案および研究テ

ーマの詳細な提案を送り、承諾を得た。両校参加生徒のプロフィール交換後の６月には生徒同士でオ

ンライン交信が始まった。 

 

表１ 両校での事前学習の展開（2019年度。図の中の矢印は「提案」や「事前指導」の方向） 

協働探求学習のハイライトである８月のジョグジャカルタ FW と事前学習の企画作りは両校教員間

で行っている。課題探求の方法論も両校生徒同士が直接意見交換できるのが理想ではあるが、過去の

実践からは両校の参加生徒チームの学年構成（課題探求的学習の経験差）や教育文化の違いがプロジ

ェクトの進行や効果に影響することがわかっているため、対面交流の前まではシラバス作りは教員間

の相談で進めてきた。今年度の本学院側の研究テーマ詳細提案には、参加生徒との事前学習①での話

し合いをもとに、３つのサブテーマの解説および「ジョグジャカルタ FW 中に訪問したい場所、テー

マ探求のために面会したい人」を記載した。Tri 先生はその情報をもとに FW の日程をアレンジし、

また相手校参加者に対する英語の集中学習を FW の内容に合わせたものにした。 
 本学院側の７月の「事前学習②、③」では、各班のサブテーマ探求の中間報告と質疑応答に加え、

家庭科教員（2018 年度にジョグジャカルタ FW 引率）に「個人と共同体との関係」「インドネシアの

食文化」についてミニ講義を依頼した。また７月末には、FW 中に面会できるジョグジャカルタ市民

の情報が Tri 先生から送られてきたため、本学院生徒は想定質問とインタビューの分担を自分たちで

話し合って準備した。Tri 先生からは、想定質問集は相手校生徒が通訳準備のためにも必要という連絡

に応え、質問する相手も想定した一覧表（表２）にして事前に送付した。 
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表２ ジョグジャカルタFWでの市民インタビューのための想定質問例（原文は英語） 

Ⅲ．ジョグジャカルタFW （2019年８月26日〜30日） 

 パートナー校およびジョグジャカルタ側の参加者の所属校の理解と支援をいただき、インドネシア

の授業期間に関わらず、相手校の６名の生徒が全日程参加し、両校生徒間に協働学習パートナーとし

ての人間関係が形成された。また Tri 先生の尽力で、職業や年齢等が多様な市民８名の方へのインタ

ビューがかなった。今年度のジョグジャカルタ FW の概要を以下に示す（表３）。 

 

表３ 2019年度ジョグジャカルタFW日程表（８月26日〜８月30日） 

４回のインタビューでは、本学院生徒が英語で質問をし、相手校生徒がインドネシア語（必要に応

じて地元のジャワ語）に訳すという流れで行った。１回のインタビューに複数の市民が来てくれてい

る場合は両校生徒がペアを組んで分かれ、自分の担当ではないサブテーマのものであっても分担して

   
写真１ 

レストラン支配人と 
写真２ 

王宮護衛官と 
写真３ 

農家の方と 
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質問し、事後に得られた回答を全員で共有した。 
Ⅳ．事後学習と発表ポスター作成 

 ２学期開始直後に本学院生徒全員での事後学習セッションをもち、インタビューの成果を受けての

考察を深めた。それぞれの方へのインタビューは 30 分前後で相手校生徒の通訳と Tri 先生の補足も入

るものだったが、自分の仕事への誇りやジョグジャカルタの共同体への愛着など、生徒たちそれぞれ

が属するコミュニティーにも共通する考えを聞き取ることができた。以下はインタビューで、特に印

象に残ったコメントとして事後学習で本学院生徒が挙げたものである。 

「助けが必要な人が目の前にいて、自分ができることがあるなら躊躇せず行動する。」 
「この手助けは迷惑だろうか、という迷う考え方はない。自分の隣人は家族と同じ。」 
「他人に心を開きつつ、自分のことが自分で解決できるなら、10 才であっても『一人前』。」 
「農地改革など地域が豊かになるためなら、自宅移転を提案されても（悲しいが）受け入れる。」

「ジョグジャカルタは共同体の中での相互支援が特に大切にされ、定着している。」 

 また、王宮護衛官の方へのインタビューでは、志願しての奉仕活動であることや、王がジョグジャ

カルタ自治区の知事であり、かつ市民の精神的支柱として大切に思われる存在であることなど、貴重

なコメントを聞き取ることができた。また、相手校生徒からは相互支援の精神を啓蒙するためにジョ

グジャカルタの共同体が青少年を対象に開く会合について長所と短所を論じたコメントが９月に送ら

れてきた。これらの成果をもとに、本学院の生徒で学術発表ポスター２本をまとめ、文化祭での展示、

およびパートナー生徒を日本に迎えての AEW で協働発表を行った。 
Ⅴ．補足（謝辞） 

 今年度のジョグジャカルタ FW では以下の方々の協力をいただいた。 
Mr. Kusuworo (SMA N2 Yogyakarta 校長) 
Ms. Wulan (SMA N3 Yogyakarta 日本語教師)  Ms. Riana (LINGKAR JOGYA 誌 記者) 
Ms. Yuli （Pura Wisata 支配人）        Mr. Rosyid（Pura Wisata 従業員） 
Mr. Kanjeug Raden Tumenggung （王宮護衛官）Mr. Budoyo （農業従事者） 
Ms. Tien Indarti （元教師、地震被災経験者）  Ms. Lilis （主婦、地震被災経験者）   

成果・分析 

Ⅰ．（成果）オンライン交流と対面交流を組み合わせた協働学習のシラバス例作成 

 パートナー校の SMA N2 Yogyakarta の協力、とりわけ Tri Indaryati 先生の献身的な関わりで、６

月から 12 月のシラバスモデルを作ることができ（表４）、また、より多くの生徒への成果普及ができ

る形に向上させることができた。同校とは日本福祉大学主催の「World Youth Meeting (WYM)」での

協働研究発表の相手校として紹介されて以来、来日交流を核とした協働プロジェクトを 15 年以上実施

してきたが、SGH 指定２年目の 2016 年度からは相互訪問が実施できた。2018〜2019 年度は、招聘

を８月の WYM 時からプロジェクト参加者以外の在校生とも交流が可能な秋の国際学術交流企画

(WaISEC、AEW)に変更することで理解が得られ、短い対面交流の密度と効果を向上させた国際協働

学習の実践例が提示できた。AEW 終了直後の相手校生徒のコメントでは、「研究発表準備や 350 人の

聴衆に対する英語発表など知的に負荷がかかる活動は苦しかった分、達成感があって印象深かった」

とあり、指導教員間で事前・事後の十分な打ち合わせがあれば、関係校双方にとって学術交流企画を
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続けていく意義はあること考えられる。 

  

表４ 夏のフィールドワーク（交流校訪問）から秋の学術交流（招聘）までのシラバス概要 

＊2019年度１学期に研究企画提案詳細と一緒に交流校に送付したもの。原文はすべて英語 

Ⅱ．（効果）生徒の変容（2019年度の実践より） 

 12 月に相手校生徒がまとめた事後レポートによると、特に市民へのインタビューでは何よりも言語

の壁で苦労し、また文化や社会の違いで本学院生徒にとって理解が難しい点（例： 低賃金で生活し

ている人が相互支援を躊躇しない気風など）で壁を感じたとあった。また、「異なる背景を持つメンバ

ーのチームで物事に取り組む場合、他人への献身にまず意識を向けることで、メンバーそれぞれの強

みと弱みを踏まえて物事を進められるようになり、それがパートナーシップの継続の鍵となる」との

コメントからは、夏の FW から秋の AEW にかけて通しのテーマを踏まえた考察が進んだことが推測

できた。 
Ⅲ．（付随的な効果）本学院の生徒集団のイスラム教文化理解 

 付随的な教育効果としては、約 15 年の SMA N2 Yogykarta との協働学習交流を通じ、本学院生徒

にはイスラム教徒のパートナーを日本に迎える際の 低限の知識が定着したことが挙げられる。ハラ

ルフードの配慮や礼拝の時間と場所の確保は交流プログラム計画作りの際のチェックリストに必ず入

るようになった。ツアーガイドとして本学院生徒だけで相手校生徒の日本での町歩きをサポートする

際、食事の世話では相手の食習慣に配慮するやりとりが自然になされている。日本に招聘するための

支援の充実は、日本側にとって貴重な学びの機会になることを再度強調したい。 

課題 

 海外交流校との課題探求型協働プロジェクトの運営と継続は、関わる学校双方のコーディネーター

役教員間で教育文化の違いを考慮した綿密な打ち合わせが鍵となる。参加する生徒たちの外国語運用
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力の差や、いわゆる「異文化間ギャップ」に加え、課題探求型の学習への馴染みや研究デザインの知

識、データ収集方法の知識、学術発表のスタイルの知識などの差が、プロジェクトの進行や生徒たち

のストレスマネジメントに関わってくる。本研究課題では課題探求型協働プロジェクトのシラバスの

一つの形を示したが、コーディネーターを交代した場合、この教育文化の違いへの対応も含めた引き

継ぎが可能かどうかについては今後の課題となった。 
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Ｃ．国際連携プロジェクト群 

 

研究課題 Ｃ－１（中国（北京）、韓国、台湾の高校とのテーマ学習型交流の開発） 

研究内容 

目 標 〇独自の共同学習を開発して各訪問先での交流を発展させ、修学旅行の核とする。

〇「土地に学び、人から学ぶ」を修学旅行のテーマとし、高校生が市民交流の担い

手となることが、近隣諸国との国際関係においていかなる意義を有するか展望させ

る。 
〇学年担当／SGH 担当／科目担当、交流校が連携し、一連の学習を総合的に構成す

る。 

対 象 生 徒 ３年生のうち、事情により修学旅行に参加できない者を除く全員（北京 88 名、韓国

89 名、台湾 145 名。訪問先は希望制）。 

実 施 日 程 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

 
 

           

 

評 価 方 法 教員相互レビュー、生徒修学旅行アンケート（実施後振り返り）を通じて評価する。

活動の詳細 

Ⅰ．概要 

本プロジェクトは、修学旅行で訪れる海外のパートナー校とのテーマ学習型交流を行うことを軸

とした研究開発である。本学院では３年次において修学旅行を行っている。1982 年入学の第１期

生が北京を訪問して以来、天安門事件等の特別な事情があった年を除いて毎年訪中修学旅行を続け

てきた。その後、修学旅行を北京・韓国・台湾の３コース制に変更し、各地のパートナー校（北京

大学附属中学、安養外国語高等学校、台中第一高級中学）とも協定を締結した。それ以降、現在に

至るまで交流を深めてきている。修学旅行は授業の一環であり、カリキュラムに組み込まれたもの

である。原則として３年生が全員参加することから、修学旅行の機会を活用した学習交流は、学校

のカリキュラム全体に大きなインパクトを与えることができる。そのため、修学旅行の在り方をテ

ーマとする本プロジェクトは、本学院の SGH 構想においても特に大規模かつ重要である。 
これまで、本プロジェクトは主に韓国のパートナー校（安養外国語高校）との協働学習について

実践と研究を重ねてきた。夏季にフィールドワークとして訪韓し、歴史認識や SDGs などをテーマ

とする共同フォーラムを開催したことなど、「海外の交流校との学習交流」の企画・展開（打ち合

わせから事前学習、オンライン等を活用した取り組み、現地での活動、事後のフィードバック）の

モデルとなるなど、様々な成果を挙げてきたところである。 
2019 年度はこれまでの実践を踏まえ、小規模なフォーラムやフィールドワークによる成果を修

学旅行本体に反映させ、韓国のみならず北京・台湾のパートナー校との学習交流に生かすこととし、

第３学年の生徒全員が参加するカリキュラムとしての在り方を検討した。 
まず、第３年次で１単位を履修することになっている「総合的な学習の時間」を修学旅行と連動

振り返り
事前学習 

修学
旅行
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する事前学習・旅行準備・事後学習の時間に充てた。全コース共通のものと、コース別に展開した

ものがある。 
Ⅱ．「総合的な学習の時間」による事前学習 

新年度開始から９月にかけ、「総合的な学習の時間」を使った事前学習を進めた。全コースの共

通内容として、相手校生徒との事前交流、学習交流のデザイン、発表内容の準備を行わせた。また、

早稲田大学政治経済学部浅野豊美教授（政治史）による講演を「近代化・植民地・ナショナリズム、

そして和解」と題して実施した。各コース別の内容は以下の通りである。北京コースでは元中国国

際放送局日本語部アナウンサーによる講話を実施した。韓国コースでは現地の文化事情について調

査・探究を深め、生徒間での発表・共有を行った。台湾コースでは本学院３学年在学中の台湾から

の留学生による文化事情紹介を行った。 
Ⅲ．修学旅行実施中（10月 14日～18日）の現地交流 

各コースとも、現地の協定校を訪問し、１日交流を行った。北京コースでは北京大学附属中学に

おいて「日中両国における環境保護」をテーマにディスカッションをした。本学院生によるごみ問

題の発表と定期があり、班別討議を行った。韓国コースでは安養外国語高等学校において「労働児

童」をテーマとした学習と支援ボランティアに参加した。アフリカ地域の子どもたちの労働につい

ての映像資料を視聴し、棘の中を歩く子どもたちが使用できる靴の絵付け・発送作業を共同で行っ

た。また、両国の文化について相互にレクチャーしながら協力して取り組むクイズゲームなど、能

動的な交流を実践した。台湾コースでは、台中第一高級中学を訪問し、パートナーの生徒とともに

それぞれ生物、物理、情報、美術、英語、数学などの授業に参加した。共同で実験に取り組んだり、

実技を含む内容もあった。また、課外活動として儀仗隊披露観覧、民族楽器演奏試技に参加する機

会も得られた。なお、北京コースにおける北京大学附属中学との交流は、外務省より「日中青少年

交流推進年」認定行事の指定を受けることができた。 
Ⅳ．通常授業に組み込んだ事後学習 

 修学旅行での学習を、通常授業で学ぶ内容と有機的に関連付けるため、主に地歴公民科の必修選

択科目において関連する諸テーマを学ぶ機会を設けた。「近現代の世界」では東アジア地域の各国

史および国際関係、その課題の学習・検討を行った。「人文社会科学特論」・「政治・経済」におい

ては、「異文化間交流と多文化主義」「ことばの多様性と文化」「各国教科書と日本の戦争」「国際社

会の持続可能性」「環境と先住性」「絶対的貧困と児童労働」といったテーマでの発表や討議が行わ

れた。 

成果・分析 

過去４年間の SGH 事業、とくに本課題Ｃ－１での過年度の経験を踏まえて、現代社会の諸課題

を修学旅行における交流学習の主な内容に据えた。関心を共有し意見を交換することで、将来の地

球社会をともに切り拓く共同作業者としての意識を醸成した。 
学年担当教員は「土地に学ぶ、人から学ぶ」を修学旅行の教育目標に設定し、事前学習の指導、

交流の準備に当たって、交流学習のテーマと意義を十分に浸透させた。加えて、浅野豊美教授の特

別講義を企画実施したことは、東アジア地域の国際関係の重層性、歴史において民衆の感情が果た

す役割について生徒の関心を喚起する効果があった。 
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上記より、いわゆる歴史認識問題を踏まえた近隣諸国の同世代との交流のあり方をめぐっても、

課題Ｃ－１の従前の成果が継承され早期の準備が促された。昨年度本課題における韓国でのテーマ

型学習交流プログラム参加生徒は「背負っている歴史、文化、思想、受けてきた教育が異なる相手

に自分の価値観や思想を強要してはならない」（本学院『研究開発報告書・第４年次』2019、p.62）
との感想を参加後に残した。本年度は「歴史教育の際の事実の選択、視点も違い、その差を知って

おかないと交流に支障が出てしまう」（９月特別講義「学びの記録」）などの姿勢を、多くの生徒が

修学旅行の参加前に用意した。 
これらの成果は、生徒アンケートにおける交流への肯定的な評価の一層の向上にも反映された。

「現地での交流」について、「とてもよかった」（５段階中で 高）とする回答は 61.5%にのぼり、

昨年度（56.5%）から 5.0 ポイント上昇した。「どちらかといえばよかった」と合わせた肯定的な回

答は 88.5%となり、同様に昨年度（83.4%）を上回る結果となった。 
また、修学旅行を総合的な学習の時間や必修選択科目といった通常のカリキュラムと結び付ける

ことにより、修学旅行での学びをより深くするとともに、通常授業の在り方をより探究的に変容さ

せることにもなった。修学旅行の機会を活用して現地調査を行い、卒業論文に反映させた生徒もい

た。 
総じて、生徒らが、各人の行動が国際共生のあり方に影響を与えその総和がパートナーシップの

質をなすという当事者意識を持つ点で、本年度事業は過年度にも増した成果をあげたといえよう。

課題 

生徒アンケートの自由記述部分では、「（交流内容について）事前に詳しく知らせてほしかった」、

「討論内容について交流相手とこちらとで十分な理解がなされていなかった」など、未消化だった

との回答も見受けられた。「交流相手が英語を話せずコミュニケーションが取れなかった」ケース

もあった。その理由の一端は、「バディとテーマをマッチングさせるという繁忙な作業」ゆえに「交

流相手、テーマが錯綜し…事前学習が十分に行えなかった」（本学院『研究開発報告書・第 4 年次』

2019、p.62）昨年度の課題を、本年度はより大人数で実践し克服しえなかったことであろう。 
事前学習と交流の実施および生徒の受け止めに一定の濃淡が生じることは不可避とはいえ、生徒

アンケートでのこの点に関する評価は、昨年度に比べて必ずしも向上していない。「事前学習」が

十分であったかとの問いへの回答（３択）は両義的で、「ちょうどいい」とした者は 61.8%で昨年

度 60.1%から微増、「増やした方がいい」が昨年度の 22.7%から本年度 20.1%へと減少した。「交流

と見学のバランス」を問うた設問（３択）では「ちょうどいい」が 59.0%で昨年度 61.3%から減少

し、「交流時間を減らして、もっと見学を充実させたい」が昨年度の 16.9%から本年度 22.9%へと

増加した。事前学習と交流の十二分な充実ゆえと解することもできる一方、昨年度までに比べ一日

短縮となった修学旅行の日程の中で、交流をより効率的・効果的に実施することもまた求められよ

う。 
本年度の経験を次年度以降も交流校とともに継続・発展させ検証し、学習交流の深化を図りたい。
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研究課題 Ｃ－２ 国際共生学の学びを踏まえたボランティア活動の充実 

研究内容 

目 標 〇ボランティア活動を通じて、世界で起こっている環境問題に対して課題解決能力

を向上させる。（１） 
〇上記で得られた研究結果をまとめることによって、科学論文の書き方、また課題

研究発表の方法をまとめたフォーマット・教材を作成する。（２） 

対 象 生 徒 全校生徒を対象に参加希望者を募集し、希望者全員が研究にあたる。ただし、屋久

島フィールドワークは希望者の中から参加者を選抜する。 

実 施 日 程 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

 
 

           

 

評 価 方 法 学術交流ウィーク研究成果発表会におけるプレゼンテーション及びポスター、英語

論文のパフォーマンスにより評価する。 

活動の詳細 

現在世界では様々な環境問題、とりわけ自然には分解されないようなプラスチックゴミの不法投

棄が問題となっている。普段の授業内でも環境問題について学習してはいるが、実際にどれほどの

ゴミが不法投棄されているのか、そしてそれらがどのように地球環境に問題を起こしているかを把

握することは難しい。そこで、本研究では、実際に不法投棄されたゴミの回収や分別作業を通して、

生徒に今日世界で起こっている環境問題を認識させ、その認識を通じて国際共生の在り方を考えさ

せることが目標（１）である。本研究では、近隣アジア諸国のゴミが流れ着くと予想される屋久島

において、不法投棄されたゴミの回収および分別を行い、今日世界で問題となっている環境問題に

ついて考察した。また、海外で不法投棄されたゴミがどのように日本に流れ着くのか、屋久島をモ

デルにして近辺の海流や環境を調査・考察して、その成果を論文、また AEW などの研究集会で発

表した。 
 ８月27日から29日にかけて実施した屋久島におけるフィールドワークの行程は以下の通りであ

った。 

【１日目】８月 27 日 羽田空港に集合し、福岡空港を経由して屋久島空港へと空路で移動した。

その後、屋久島環境文化研修センター、千尋の滝を訪問し、ナイトハイクを行った。 

【２日目】８月 28 日 ふれあいパーク海岸清掃、元浦浜海岸清掃を実施後、クリーンサポートセ

ンターの見学、永田いなか浜訪問、星空観察を行った。 

【３日目】８月29日 ヤクスギランド散策（80分コース）後、屋久島空港から福岡空港を経由し、

羽田空港へと戻り、解散した。 

本研究では、当初近隣アジア諸国のゴミが流れつくと予想される屋久島にスポットを当てて活動

を行う予定であった。しかし、屋久島で実際にゴミの回収・分別作業を行なっていくうちに屋久島

で回収されるゴミの多くはマイクロプラスチックといった分解できないゴミが多いことを発見し

た。そこで、生徒はこの現象が屋久島に限った事なのかということを検証すべきだと考え、埼玉県

の市街および河川について屋久島同様ゴミの回収・分別を行いゴミの種類や量などを追跡調査し

ポスター作成
発表準備 

フィールド
ワーク 

論文執筆
校正 

フィールドワーク 
準備 
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た。また、屋久島の海岸と首都圏近辺の海岸との比較・調査を行うため、神奈川県の海岸のデータ

も追跡調査した。 

ところで、得られた成果を論文という形でまとめる、また研究成果を発表するスキルを身につけ

ることは、今後の社会で必要なスキルだと考える。そこで、実際に生徒が書いた科学論文を元に、

どのようにすればより良い論文になるかを考察し、高校生のための科学論文作成マニュアルを作成

することが本研究の目標（２）である。また、プレゼンテーション発表についても、プレゼン資料

の作成の仕方、実際にプレゼンを行う際に必要なスキルの養成について本研究課題を通して考察

し、高校生によるプレゼン発表のあり方の一つのマニュアルを作成することが目標である。 
屋久島でのフィールドワークなどをふまえ、９月から１月にかけてまとめ、考察、AEW の準備

（プレゼン用のポスター作成や発表練習）、論文執筆に取り組んだ。従来の科学系の研究論文の組

み立て方を参考に、（１）の結果をまとめた論文を作成・校正を重ねるようにした。話し合いをし

ていく中で、より良い論文を書くために①論文やプレゼン中に図やグラフを使うときは、グラフの

座標軸が何を表しているのかをはっきり明示すること、②先行研究との比較および違いを明確にす

ることの２点が重要であると結論づけた。 

成果・分析 

 まず目標（１）について述べる。生徒が自ら立てた課題について、その課題を調査するために、

課題の条件を様々に変化させ調査するといった活動は非常に意義のある活動であり、今後学部に進

学し研究活動を行っていく上で必要不可欠な能力であると考える。またこのような柔軟な考え方

は、机上で学習しているだけでは得られないものであり、そうした意味でも本研究は生徒の自発的

な研究姿勢を推進するということについて、非常に意義のあるものであったと考える。実際に研究

を通して、生徒は「ゴミの不法投棄が問題になっていたのは知っていたが、実際にここまでの量が

不法投棄されているとは思わなかった」、「市街や河川で回収されたゴミの多くはタバコの吸い殻や

生活用品類であることから、ゴミ問題を改善するためには私たち一人一人が意識して生活していか

なければならないということがわかった」等、環境問題が自分たちの身の回りで実際に起こってい

るという危機感を覚えていた。こうした身の回りで起こっている問題に対して注視する姿勢を得ら

れた点についても、本研究の成果だと考えられる。 
 次に目標（２）についてであるが、「①論文やプレゼン中に図やグラフを使うときは、グラフの

座標軸が何を表しているのかをはっきり明示すること」というのは実際に生徒が発表をした後に聴

講者からいただいたコメントである。図や表をスライド等で用いると視覚的な効果もあってわかり

やすくなるという利点がある一方で、そのグラフが何を表しているかが伝わらないと、聴講者に対

してミスリーディングを引き起こす可能性もある。そうした誤解を防ぐためにも、図や表を用いる

際には、座標軸や調査した母体数をしっかり明記させる指導を行なっていく必要があると感じた。

そして「②先行研究との比較および違いを明確にすること」とあるが、先行研究に比べて本研究は

どのような点が違っているのか、またそれはどのような意味があるかを明確にすることは論文を書

く上で重要である。そのためにも、まずは先行研究においてどういったことが行われていて、どの

ようなことがまだわかっていないのかを調べる必要がある。研究を始める前に、まずは現段階での

資料集めおよび先行研究の調査がとても重要であるということ、それは高校生が論文を書く上でも
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大切なことであるということを結論づけた。そこで、マニュアルを作成するにあたり、先行研究の

調査の仕方や関連する文献・論文の検索の仕方等を生徒と共有し、実践させて考察した。論文の中

には日本語だけでなく、英語で書かれたものも多数あり、そうした論文を読むためにも 低限の英

語力は必要であると生徒は感じていたようである。また、科学系の論文は専門用語が多いため、よ

く使われる専門用語は押さえておく必要があると実感していた。 
また、生徒はプレゼンテーションやポスター発表を通して、発表して聴講者に伝えることも大事

だが、それと同じくらい大事なことは「聴講者と共にディスカッションをすることである」という

ことに気づき、新しいプレゼンテーションの方法の枠組みを構成する実践を行なっていた。このよ

うな取り組みを通して、文面だけでは伝わらない、対面でコミュニケーションをとることの重要性

を実感していたようである。多くの生徒がこうした気づきを得られたことは、本研究の成果だと考

える。 

課題 

 目標（１）に関連して、今回は屋久島と関東近辺の市街地・河川および海岸との比較・検証を行

なったが、それ以外の場所での考察は時間の関係上行うことができなかった。SGH 事業が終了し

ても環境問題がすぐに解決されるわけではなく、事業終了後も生徒一人一人が危機感をもって継続

的なボランティアを続けていくことが望まれる。 
目標（２）に関連して、今回の研究では大学が所有している学術論文データベース等を用いて論

文を検索していたが、付属校でない一般の高校において、高校生が論文を探すための普遍的な方法

について確認する必要がありそうである。 
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研究課題 Ｃ－１（国際高校生学会WaISECの開催） 

研究内容 

目 標 〇海外交流校、研究に従事する他国生徒を招く高校生学会を本学院生徒の立案・運

営のもとで主催し、学術的関心の共有を通じた交流・友好親善の深化を図る。本年

度は昨年度の WaISEC の成果・課題も踏まえ「学術交流ウィーク」（AEW）の形を

とり、５年間の SGH 事業の成果全般を広く還元する。 
〇韓国ハナ高校（Hana Academy Seoul、以下 HAS）主催のシンポジウムに発表参

加する。概念把握の相互共有を徹底し、研究の成果を明確な論理のもとで表現し合

い客観的な議論に資する力を獲得する。国際シンポジウムの運営を学び AEW での

協働学習に反映させる。 
〇交流が単に心理的距離を縮め交友関係を生むことにとどまらず、社会問題解決へ

向けて共に思考・討議する知的関心を紐帯とすべく、生徒の運営能力を向上させる。

対 象 生 徒 〇AEW では全校生徒を対象に運営役生徒（シニアスタッフ）を募り、16 名が担当

した。海外生徒との協働学習会および研究報告には、SGH 各研究課題参加者に希望

者を加え 20 名が参加した。AEW 期間中のイベントとした本年度 SGH 報告会およ

びポスターセッションには、１年生全員（350 名）が出席した。 
〇HAS シンポジウムでは、2019 年３月に当時の１・２年生（2019 年度の２・３年

生）を対象に公募し、課題により８名を選考した。 

実 施 日 程 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

 
 

           

 

評 価 方 法 HAS シンポジウムは、英文ペーパー、各参加生徒による振り返りレポートにより評

価する。AEW は、各研究課題の英語プレゼンテーション、発表ポスター、シニアス

タッフの運営総括、海外参加生徒の振り返りレポート、１年生の振り返りアンケー

トにより評価する。 

活動の詳細 

 ６月に AEW の開催を機関決定し「持続可能なパートナーシップ」をテーマに据え、プログラム

の検討を進めた。７月には以下の日程を策定し、シンガポール National Junior College とインド

ネシア Yogyakarta 市内４校から生徒ら 25 名を招いてテーマ討議や共同研究発表を展開すること

とした。 

【期間前】10 月 28 日・29 日 海外ゲストの到着を出迎え、都心部フィールドワークを行った。

【１日目】10 月 30 日 早稲田大学において協働学習会を行った。英語によるディスカッション、

共同発表準備、早大「教育の国際化」研究会での発表に参加した。 
【２日目】10 月 31 日 企業訪問フィールドワークを実施した。テーマは「ビジネスにおけるパー

トナーシップと持続可能性」であった。 
【３日目】11 月１日 海外ゲストも通常授業に参加した。文化交流、SGH 成果報告会における発

表の準備を進めた。 

AEW
AEW日程調整、協力機関との折衝、海
外参加校確定、HASシンポ参加、AEW

詳細打ち合わせ等準備活動 

成果整理と課題分析、各種レビュ
ー・アンケート等の収集、分析、

運営指導委員会 

フィールドワーク準備、シニアス
タッフ組織、テーマ等策定、プラ
ニング、HASシンポ調査研究 

事後 
評価 
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【４日目】11 月２日 SGH 成果報告会を開催し、SGH 各プロジェクトの研究代表者が発表した。

海外ゲストとの協働研究発表も含め、生徒研究発表等は 10
本、教員成果報告、ポスターセッションが行われた。 
 各研究課題で夏季実地研修が行われたことを踏まえ、９月

に SGH 報告会での報告を校内で募り選定を進めた。またシ

ニアスタッフ生徒は教員と協議し、参加生徒も参画する具体

的集団におけるパートナーシップについてのグループディ

スカッションを協働学習会の核とするプランを定めた。フィ

ールドワークの訪問先企業はサンデン㈱に決まり、テーマに

則すものとすべく擦り合わせた。 
 ９月後半から 10 月にかけては、協働学習会の議事進行の

検討と資料準備、SGH 報告会でのプレゼンテーション準備

と英文ポスターの仕上げ、ロジスティクスの詰めを生徒主導

で加 させた。 
AEW 期間中の学習・研究・発表等を通じた交流のようす

は写真４点のとおりである。 

〔HAS シンポジウム〕 
韓国ハナ高校にて毎年開催されている国際高校生学会

（HAS シンポジウム）に参加し、本学院における国際学術

交流の運営にフィードバックさせることを目標とした。準備

プログラムとして、2019 年１月から３月にかけて HAS シン

ポジウムＯＢ・ＯＧも参加するワークショップを行った。 
ハナ高校から「ＡＩ利活用の倫理問題」を大会テーマにす

るとの招致連絡を受け、３月に校内で参加生徒８名を選考

し、４月に「信用スコア個人ユーザーの主体的統御」「自動

運転システムへの法と意識の適応」の２チームでエントリー

した。６月に英文ペーパー（各 2、500words）を提出し、

以降シンポジウムまでプレゼンテーションの準備を重ねた。

日本国内から参加する他校とともにプレシンポジウムも行

った。ハナ高校での期間中の日程は以下のとおりであった。

参加生徒は、プログラム時間外も韓国・中国・タイ・ブルガ

リアから集った生徒らと積極的に意見交換した。 
【１日目】７月 22 日 到着、アイスブレイク、歓迎会 
【２日目】７月 23 日 基調講演、フィールドワーク 
【３日目】７月 24 日 パネルディスカッション、ポスターセッション 
【４日目】７月 25 日 パネルディスカッション、文化交流、ホームステイ 
【５日目】７月 26 日 帰国 

 
写真１ 

協働学習会 

写真２ 

SGH 成果報告会 

写真３ 

SGH 成果報告会 質疑応答 

 
写真４ 

ポスターセッションでの交流 
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成果・分析 

AEW 期間中に行った SGH 成果報告会では、各研究発表とも短い時間の中に今年度の新たな知

見を要点よく凝縮し、努めて分かりやすく提示した。海外ゲストを招く国際学会の形をとり、さら

に今後探求に着手する１年生を聴衆にしたからこその成果といえる。この点は HAS シンポジウム

においても一層顕著であり、昨年度に続き参加した本学院生は、５カ国の生徒オーディエンスに向

けていかに平易な表現で論理を正確に伝え、理解共有と関係構築を図るかが 大の目標だったと振

り返った。 
また、協働学習会の中心に概念理解をめぐるディスカッションを据えたことにより、成果報告会

における本学院生と海外参加生徒の共同発表の論理一貫性が高まった。海外参加生徒からは、AEW
での学習、学術発表・討議への注力が大きな成果になり、この点が参加前からの 大の変化だった

との振り返りを得た。「アジアでの同世代間の学術交流のハブとなる」ことを掲げる本学院の SGH
事業の本旨に則した成果となった。 

AEW のプログラムの工夫として、昨年度 WaISEC の反省に基づき、アイスブレイクやグループ

ディスカッションを期間の前半に配置して信頼醸成に努めたことも奏功し、研究発表、とくに国際

共同研究発表を円滑化にし、学術交流を通じた相互理解の促進に寄与した。 
同じく昨年度の WaISEC の反省を踏まえて、AEW のテーマを普遍的なものにすべく本学院の事

業構想「パートナーシップ構築」のあり方に定め、これをプログラムに落とし込むことができた。

社会問題の解決におけるアクター間の連携を意識した研究発表から、身近なマネジメントに焦点を

絞ったグループまで生徒の関心は多岐にわたったが、その多層的なパートナーシップの連動が求め

られることの意義は、今後時間をかけて参加生徒らに吸収されていくであろう。 
AEW 開催と HAS シンポジウムへの参加を総じて見れば、研究・発表を核とするプログラムの

学術的なコアと、非公式な場でも展開される交流校間および参加生徒個人間の信頼・交友形成とが

効果的にかみあう相補的な関係が確認された。HAS シンポジウムにはじめて参加した本学院生は、

プログラム外の時間を活用し、中国・韓国からの参加生徒らを交えて香港情勢や台湾問題について

ディスカッションを重ね、この親密で率直な一対一の対話が貴重だったと振り返った。 
本研究課題を機会とする生徒個人間の信頼と対話も、一人ひとりの個人の中に諸文化が重層的・

可変的・連続的に反映されており、人を特定の「文化」の枠に押し込めて理解することはできない

との実感を、生徒らにもたらしている。「多文化共生」という和製語が、各地で多様化する「人」

をしばしば多「文化」と表現して用いられている問題に対する生徒の気付きも、大きな成果である。

課題 

昨年度 WaISEC について、全般に先行研究のサーベイ不足が外部指導委員等から指摘された。

本年度は海外生徒との連携・協働によりはじめて可能になる学習の幅がさらに一層広まった一方、

高校生の段階では共同研究において方法論の妥当性の検討まで深めることはなお難しい。今後も、

HAS シンポジウムへの参加や National Junior College グループの来校交流は継続が想定される。

交流校との長期の共同学習・研究体制の維持・継続により克服すべき課題である。 
SGH 報告会に１年生全員が出席したが、英語発表や質疑応答を十分に吸収できなかった者も少

なからずいた。研究開発群Ｄ「英語運用力」をはじめとする様々な取り組みとの連動を一層進める
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ことにより、今後効果を高めることを期すものとする。 
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Ｄ．英語運用力の向上 

 

研究課題 Ｄ（英語運用力の向上） 

研究内容 

目 標 〇SGH の研究課題を遂行する上で必要となる英語能力の向上を目指す。 

対 象 生 徒 全学年の全生徒を対象とする。 

実 施 日 程 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

 
 

           

 

評 価 方 法  生徒全体の英語運用力については、英語資格試験である「GTEC」、「TOEFL Jr」、
「TOEFL ITP」のスコアの変化を年度毎に測定し、生徒達の読む力、聞く力、書く

力といった英語の３技能について評価する。また、アンケート分析による評価を行

う。個別授業を通じた英語運用力の変化については、生徒の「話す力」及び「書く

力」といった能力（productive skills）について、ルーブリックを用いて事前と事後

の変化を測定する。その他―習熟度別授業による留学への関心・意欲の変化、海外で

実施されるプログラムやボランティア等への参加者の伸び、英語運用力の変化につ

いて、アンケート調査により明らかにする。 

活動の詳細 

 ここでは、各学年の英語科必修科目における実践について詳細を述べる。１年生は「英語表現Ⅰ」

における習熟度別授業実施、２年生は「コミュニケーション英語Ⅱ」の取り組み及び「政治・経済」

の授業や課題と連携したプロジェクト活動、３年生は「コミュニケーション英語Ⅲ」「英語表現Ⅱ」

の内容について説明する。 
Ⅰ．１年生 

１．英語表現Ⅰ 

 英語表現 I では１単位を実場面で活用することを念頭においた文法学習を、残り１単位を話すこ

と（発表・やりとり）・書くこといった発信能力（productive skills）に焦点をあてた授業「英語表

現Ⅰ（SGH）」（以下、英表Ⅰ（SGH））を展開している。英表Ⅰ（SGH）の授業では、生徒の英

語力に応じ、標準レベルと上級レベルの習熟度別授業を展開している。本授業では、学期毎にテー

マを決め、１学期は「life style、 health、 wellbeing」、２学期は家庭科での学びを転移できるよ

う「food culture」にし、３学期は「Cool Japan」とした。授業の教授言語は英語であり、日本語

の使用は限定的である。毎時間、評価したり、創 したりといった力である「高次の思考力（Higher 
Order Thinking Skills: HOTS）」を高めるような問いかけを生徒に繰り返し投げかけ、英語で即答

できる能力を育成することを主な目的とした。例えば、上級レベルの授業では、以下のような質問

を授業内で投げかけた（抜粋）。 

- Research shows that in English-speaking countries、  such as the UK and 
Australia、 some teenagers are suffering from smartphone addiction. Should schools thus 

探究活動
フィードバック
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prohibit the use of smartphones in schools? If schools prohibit them、 will it be effective in 

protecting teenagers? What do you think? 
- Studies reveal that doing regular exercise helps to maintain and develop your 
physical and mental wellbeing. What types of exercise do you think are best for lowering 
stress levels? Give one example and explain why you chose it. 
- Some people love doing outdoor activities、 such as fishing and camping. In 
contrast、 others love to stay at home and relax. Which is better for recharging your 

batteries? Give specific reasons and anecdotes to support your answer. 
- What images and practices do you think of when you hear 'unhealthy lifestyle'? 
Compile a list of these images and practices. After you have done this、 state why they are 

not good for your health. 
- Many of people believe that doing exercise at the gym or drinking vegetable juice is 
good for maintaining your healthy. Do advertisements on national and social media、 such as 
TV、 Instagram and YouTube、 influence what we see as healthy lifestyles and practices? To 

what extent are our mental images and ideas toward healthy lifestyles controlled by the 
media? 

表１ 英語での質問例 
 こうした質問に対して、ペアないしは 3 人グループを組み、1 人あたり 1 分程度で応答する、と

いった練習を繰り返し行った。加えて、各学期末にはパフォーマンス評価を実施した。1 学期は個

別によるスピーチを実施し、２学期はプレゼンテーションを実施した。なお、標準クラスでは２～

3 点程度のプレゼンテーションを実施したが、上級クラスではプレゼンテーション後にクラス仲間

からの英語に答える活動を取り入れ、即興で受け答えできる評価活動を取り入れた。 
Ⅱ．２年生 

１．コミュニケーション英語Ⅱ 

コミュニケーション英語Ⅱでは SGH の目標実現に必要な内容を教科等横断的な視点で組み立て

ている。本授業では、学期毎に大きなテーマを扱っている。例えば１学期は “Universal Design”
をテーマにし、生徒通学で使っている街をよりよくするためのプレゼンテーション提言を目標とし

た。ポスターを使用したプレゼンテーションを効果的にするため情報科の教員と連携した。具体的

なプレゼンテーション準備のための手順は事前生徒に示した（表２）。 

1  Set goals (1) Who will benefit? (2) Which aspects of Honjo city needs to be improved? 

2  Find problems (1) What problems have you noticed /experienced? 

3 
 Make plans (1) What kind of tasks do you need for your presentation? (2) Assign the 
tasks to your members. (3) Create the timetable for your project.   

4 
 Find evidences of the problem (1) What is the problem? (2) Why does it happen? (3) Is 
it a serious problem? (4) Show your evidences to prove the problem and convince your 
audience. (Books/ Newspaper/ Pictures)  
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5 

 Propose solutions (1) How can you solve the problem? (2) Is your solution based on 
UD?  (3) Are there any similar solutions used somewhere else? (4)  Is your solution 
original? (5) Is your solution easy to achieve? (4) Who can benefit from your solution? 
(5) Can your solution cover as many UD principles as possible? 

6 
 Create posters (1) Cite problems (2) Show evidences (3) Methods for your solution      
(4) Who can benefit (5) Create illustration 

7 
 Practice (1) Did you practice with your teammates? (2) Did you time yourself? (3) 
Delivery (gesture etc..) 

8  Deliver presentations:  10 minuets with the poster 

9 Reflection  (1) What did you learn through this project? (2) Writing activity 
表２ プレゼンテーションの指導手順 

上記の手順にしたがい、生徒たちは４人一組でチームを組みプレゼンテーション準備を授業内や

授業外で自発的に行う。その際、取り組み内容を可視化するために毎回記録を取らせた（図１）。

実際の生徒のプレゼンテーションの成功の度合いを評価するために、ルーブリック評価基準を取り

入れた。成功の度合いを示す数レベル程度の尺度と、それぞれのレベルに対応するパフォーマンス

の特徴を示した記述語（評価規準）からなる評価基準法（JACET 教育問題研究会、 2017）がル

ーブリック評価であることから、今回本評価方法を取り入れた（図２）。 

        

図１ 取り組み記録シート       図２ ルーブリック評価 
２．政治・経済（英語科による支援） 

 必修科目「政治・経済」の授業における SGH プロジェクト課題について、英語科が連携して支

援を行った。これは、韓国の高校生とのＳＤＧｓをテーマとする協働研究を通年で行うものであっ

た。共通言語は英語であり、主にオンラインチャットによるコミュニケーションを通じて進められ

た。８月には代表メンバーが韓国を訪問して共同フォーラムを開催した。支援は次のような内容で

行った。 
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【６月】レポート作成補助 
①アカデミックライティングの基礎の指導 
②アカデミックボキャブラリーの指導 

【７～８月】訪韓プロジェクトに向けての言語運用能力の向上 
①Skype による英会話指導（１時間×10 回程度） 
自己紹介、時事問題、アカデミックトピック（作成したレポートの研究内容や TED Talk につ

いてなど） 
②専門用語の学習（訪韓プロジェクトにて扱われる予定の専門用語を学ぶこと） 
③アカデミックプレゼンテーション・ポスターにおける質疑応答の練習 

＊訪韓プロジェクト中 
①研究発表のプレゼンテーション（内容改善、音声指導、ジェスチャー・アイコンタクト等） 

 ②その他挨拶などスピーチ（内容改善、音声指導等） 
【11 月】SGH 成果報告会におけるアカデミックプレゼンテーション・ポスターセッション練習 
 ①研究発表内容の改善（論理構成、アカデミックライティングの基礎等） 
  ②質疑応答の練習 
＊Final Paper 作成補助 
①アカデミックライティングの基礎の指導 
②アカデミックボキャブラリーの指導 

Ⅲ．３年生 

１．コミュニケーション英語Ⅲ① 

 ３年生のコミュニケーション英語Ⅲでは、「読む力」・「聞く力」を育成することに加え、「話す力

（発表・やりとり）」及び「書く力」の育成にも相当程度の時間をかけた。とくに、評価したり、

創 したりといった力である「高次の思考力（Higher Order Thinking Skills: HOTS）」を高める

ような問いかけを重視した授業もあり、例えば、以下のような問いを投げかけ、生徒の英語力や思

考力を高める工夫を行ったクラスもある（表３）。 

Q1：The text presents a ‘top five’ list of the world’s most dangerous sports、 but they are not 
in the correct order. Read the text above、 then rank the paragraphs in the correct order 
using your original criteria. After that、 compare with a classmate’s ranking. How are your 

lists similar or different? 
（英文では世界で も危険なスポーツトップ 5 を紹介しています。しかし、危険度順には並んで

いませんので、正しい順に並び替えましょう。その際、自分で設定した評価（criteria）を使っ

てください。その後、他の人のランキングがどのようになっているのかを比較しましょう。どの

ような点が似ていて、どのような点が異なりますか。） 
Q2：How formal or informal is the tone of a text? Rate the text on a scale of 1 to 5、 where 5 
is very formal/academic and 1 is very informal. When you rate、 give specific reasons to 

support your answer.  
（英文はインフォーマルなものでしょうか、あるいはフォーマルなものでしょうか。１から 5
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までで評価しましょう（5 がフォーマルあるいはアカデミックで 1 がインフォーマル）。評価す

る際、根拠を述べてください。） 
Q3：The author’s ranking of these five sports as ‘the most dangerous’ is ambiguous. 
‘Dangerous’ will be interpreted different by different people. In the text、 find and underline 

facts or evidence to support the author’s opinions.  
(筆者が紹介している 5 つのスポーツのランキングで「もっとも危険」という定義があやふやで

す。「危険」という言葉は人によって異なる解釈をします。英文から事実あるいは根拠を探し、

筆者の意見をサポートする箇所に下線を引きましょう。) 

表３ 授業中に投げかけた質問例 
表３に示した問いかけに応答するには、相応の時間の訓練が必要である。スモールステップで優

しい問いかけから始め、毎時間の帯活動として応答練習を 20 分程度実施したクラスもある。その

結果、表３に示したような問いかけにも、なんとか自力で応答できる力が備わったことが確認でき

た。 
２．コミュニケーション英語Ⅲ② 

 コミュニケーション英語Ⅲでは、学習者の思考に負荷をかけるため、Anderson（2001）が改訂

したブルームのタキソノミー(教育目標の分類学)の改訂版を本実践で採用した。例えば、食料廃棄

問題について扱った単元ではトピックを“How can we solve the food waste problem in Japan?”と
し、思考力に負荷がかかる問いを設定した。プレゼンテーションの内容は以下の４項目とした。 
〇【Current situation】How is the current situation on food waste? 
〇【Reasons】  What causes this problem? 
〇【Action Plan】 In what ways can you solve the food waste problem? 
〇【Assessment】What could be the possible advantages and disadvantages of your plan? 
なお、同学年の他クラスと共通トピックとし、他クラスにプレゼンテーションを見せ合う形式を

取った。プレゼンテーションの詳細は以下の通りである。 
①３、４名のグループをランダムで作る。 
②プレゼンテーション時間は約 10 分（質疑応答を含む） 
③模 紙を利用して、ポスターセッション形式で発表する。 
④評価はルーブリック評価（図３）とする。評価項目は以下の４項目とした。  
＊Contents（データに基づき、深く内容を調べ、観客の興味を引き出す魅力ある内容か） 
＊Delivery （ポスターを有効に用いている。ジェスチャー・表情等） 
＊Language、 Expression（声量・発音・リズムやイントネーション） 
＊Teamwork（全体としてまとまりある内容となっているか） 
＊プレゼンテーションまでの準備過程を取り組み記録シートに書き込む。 
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      図３：ルーブリック評価表         図４：取り組み記録シート 
３．英語表現Ⅱ 

 以下のように進めた。 
【４～７月】 
①幅広いトピック(環境問題、言語、メディア・エンターテインメント、政治・歴史など)に関する

授業内ディスカッション、プレゼンテーション、ライティング 
e.g. 言語に関するトピックの場合：World Englishes の概念の導入後、Which should Japanese 
English teachers teach “Standard” English(American or British) or “Japanized” English?といっ

たトピックについてディスカッション・プレゼンテーションを行い、言語に関するライティングを

行う。 
②習熟度に応じたアカデミックライティングライティング 
1)120~150 words での英検準一級の過去問 
2)350~450 words 程度の TOEFL iBT 過去問 
3)1000 words 以上のアカデミックトピックに関するエッセイ 

e.g. Which is harder to live as a man or a woman? 
Should Japan accept more immigrants? など人種や性差に関するトピックなど 

③プレゼンテーション（アカデミックプレゼンテーションの形式に則る）（通年） 
1)「商品の売り込み」をテーマにしたプレゼンテーションを３～５分で行う 
【夏季休業期間】 
①TOEFL、TOEIC、英検等の技能検定試験用の指導（希望者） 
1) 生徒による学習計画作成と、その達成の有無や反省の担当教員への報告 
2) 多読・多聴・語彙（サイドリーダー用教材、TED Talk、『コーパス 4500』の単語テストなど）

3) TOEFL、 TOEIC、英検等の問題集 
4) Change Maker Award（外部プレゼンテーション大会）への参加（希望者） 
  「世界に伝えたい私のこと」に関して 4 分間のプレゼンテーションを行う 
5) Skype 英会話（希望者） 
【９～12 月】 
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グローバル社会において重要視される「多様性」に関するトピック（Race/Ethnicity、
Gender/Sexuality、 Class、 Political Correctness 等）についてのディスカッション、プレゼン

テーション、ライティング 

成果・分析 

Ⅰ．学校全体 

１．習熟度別授業による教育効果 

（１）習熟度別授業による留学への関心・意欲に対する変化 

本校では、SGH 指定２年目の 2016 年度から、全校生徒を対象に年度末に択一選択式の質問紙

調査を実施し、回答の傾向を学年ごとにまとめて検証を行っている。質問紙調査では、１年以上の

留学への関心の度合いを「１．（留学は）したくない」から「５．（留学を）計画中」までの５段階

での回答を求めた。2020 年度に早稲田大学の各学部への進学を予定している現３年生は、１年次

から習熟度別授業を経験しているが、結果は「４．（留学に）かなり関心がある」あるいは「５．（留

学を）計画中」と回答した生徒が全体の 41.9%（グループ別の内訳は上級グループが全体の 23%、

普通グループが全体の 18.9%）となり(2018 年回答時は 22.8%で、グループ別の内訳は上級グルー

プが全体の 12%、普通グループが全体の 10.8%)、前年からの増加率は上級グループは 11%、普通

グループは 8.1%、全体で 19.1％である。このとから、習熟度別授業により、上級グループ、普通

グループともに関心の増加が認められた。 
また、入学時から習熟度別授業を経験している現２年生のうち、「４．（留学に）かなり関心があ

る」あるいは「５．（留学を）計画中」と回答した生徒は全体の 30.2%（グループ別の内訳は上級

グループが全体の 18%、普通グループが全体の 12.2%）となり（2018 年回答時は 21.6%で、グル

ープ別の内訳は上級グループが全体の 12.3%、普通グループが全体の 9.3%）で、前年からの増加

率は上級グループは 5.7%、普通グループは 2.9%、全体で 8.6%である。なお、全校生徒のうち４

名は、2019 年 12 月現在、英語圏に留学中である。 
以上から、習熟度別授業により、留学への関心・意欲の高まりが確認できた。 

（２）海外研修・短期留学プログラム（海外での語学研修・海外ボランティア等）への参加 

 本校が主催しない他の教育・ボランティア機関提供による海外研修・短期留学プログラム（以下、

プログラム）に参加した人数を調査した（対象期間は 2019 年 3 月末から 2019 年 8 月末まで）。結

果、対象期間中に 70 名の生徒が参加(グループ別の内訳は上級グループが 45 名、普通グループが

25 名)していることが分かった（参考：2017 年度調査 24 名（上級グループが 15 名、普通グルー

プが 9 名）、2018 年度調査 57 名（上級グループが 37 名、普通グループが 20 名））。2017 年度か

ら毎年、上級グループ及び普通グループともに参加人数が増加傾向にあり、2017 年度比 191％と

なった。なお、プログラム実施国・地域もアジア太平洋地域や欧米各国に加えて、2019 年度は新

たにアフリカ地域（ルワンダ）も含まれるようになった。 
 このことから、習熟度別授業を取り入れたことにより、自ら海外に出ていく行動の高まりが確認

できた。 
（３）海外研修への参加 

 次に、本校が主催する SGH プログラムや科学プログラム等の海外研修等への参加歴を調査した
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（対象期間は 2019 年３月末から 2019 年８月末まで）。結果、対象期間中に 113 名の生徒が参加（グ

ループ別の内訳は上級グループが 83 名、普通グループが 40 名）していることが分かった（参考：

2018 年度調査 100 名。グループ別の内訳は上級グループが 73 名、普通グループが 27 名）。2018
年度からの増加が認められ、2018 年度比 113%となった。なお、これらの研修は校内選考を経て参

加者を決定しているが、全体の応募倍率は 1.9 倍となっており（参考：2018 年度調査では 1.5 倍）、

普通グループと上級グループともに応募者が出ている状況であえる。このことから、研修への興

味・関心の高まりが示唆された。 
（４）習熟度授業に対する意識 

 2018 年度末に早稲田大学の各学部に進学した学部１年生に習熟度別授業の感想を記述で求めた

ところ、上級グループ・普通グループともに９割が肯定的な回答をした(参考：2017 年度末調査で

は８割)。2019 年 7 月に自由記述式の調査を実施（回答者 89 名）したところ、教員のライティン

グ指導のきめ細かさへの満足度、議論・討論・スピーチといった言語活動への参加満足度が高いこ

とが分かった。また、英語を書く力・話す力が伸びた実感の高まりが認められ、書くこと・話すこ

とへの抵抗感が薄れている傾向もみられた。肯定的ではない回答の中にも、「もっとアカデミック

で高度な内容が学べるよう、さらにレベルを分割してほしい」、「将来英語は必須なので、授業時数

を増やしてほしい」といった、習熟度別授業を支持する回答が複数みられた。また、2019 年 12 月

に習熟度授業を行っている１年生対象にアンケート調査を実施（回答者 314 名）したところ、82.5%
の生徒が習熟度別で授業が展開されていることでプレゼンテーションやディスカッションのスキ

ル向上に「多いに役に立つ」、「ある程度役に立つ」と感じていることが明らかになった。 
（５）英語力の変化 

 毎年、新年度開始時期に全校生徒を対象に英語資格試験「GTEC」、そして９月に TOEFL Jr 及
び TOEFL ITP を実施している。TOEFL Jr は英語力が中位・下位のものを対象とし、TOEFL ITP
は上位のものを対象としている。振り分けは英語科が個々人の英語科目成績等を勘案しながら行っ

ている。2019 年度の結果によると、CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠・外国語の運用能力を測

る国際的な指標の１つ）で高校卒業時推奨レベル以上とされる学院生の割合は、１年生で 68%
（2018 年度１年生は 60%）、２年生で 69%（2018 年度２年生は 66%）、３年生で 74%（2018 年

度３年生は 72％）であった。このことから、年度ごとに英語力の伸びがみられ、前年度と比較し

て、上級レベルが５%程度増えていることが分かった。英語科の教員からは、習熟度別授業により、

上級グループの学習者に対して「これまでより発展的な指導ができるようになった」、「学習者の個

に応じたレベルの高い指導が可能になった」といった報告がなされた。 
Ⅱ．各学年別必修科目での実践 

１．２年生 政治・経済（英語科による支援） 

（１）レポート作成補助 

語数の多いレポートのなかで、英語表現で学習した文法事項で必要なものを自覚し始めた。レポ

ートに多く見られた口語的表現から文語的表現への書き換えを意識し始めた。パラフレーズを考慮

し同じ表現を避けるようになった。 
（２）訪韓プロジェクトに向けての言語運用能力の向上 
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Skype や学校での会話練習を通して、 初は、アカデミックなトピックでの議論はおろか自己紹

介もおぼつかない生徒が、文法的な正確さはないものの、話す態度ができてきた。習熟度の高い生

徒は、アカデミックなプレゼンテーションの話の流れを理解し、妥当性のある質問ができるように

なっていった。少なくとも、話すことができないために沈黙するという態度は全員改善された。ま

た、６月に作成したレポートでの自分の研究内容の要約、現状や課題といった基礎的な部分の説明

はできるようになった。 
（３）訪韓プロジェクト中の指導 

ソウル国際高校（Seoul Global High School）の生徒と、本校の生徒では英語力に大きな差があ

った。しかし、事前に練習が可能な挨拶等では、堂々と話すことができていた。また、日常会話に

関しては、ほぼ全員が意思疎通をできる程度にはなっており、さらに、事前のアカデミックプレゼ

ンテーションでの概要をつかみ質問をする練習の成果か、参加者の全員が英語で比較的妥当性のあ

る質問をしていた。以下の参加者の声の抜粋からもわかるように、意欲に関しては大きな変化が見

られた。 

も変化したのは一文を口に出すのにかかる時間が短くなったという点である。話の内容、レ

ベルにもよるが、以前は長めの一文を口に出すのに 10 秒以上かかることがあったのに対して、

特に今回のプログラムの３・４日目に関してはかなり短くなった感覚がある。その要因を個人的

な感覚として考えた時、１つはコミュニケーションを多く取ることで、自分や話し相手が使った

いろいろな構文や単語、使い回しが耳に残り、次に使いやすくなるということ、また、口や耳、

脳が単純に英会話の発音やリズムに慣れてくるということ、が挙げられる。 
あちらの生徒を見ていて、自分の意見を英語に起こすのがとても早いなと思っていました。で

すが、どうやら彼らはほぼ直接的に、母国語を経由せずに、英語での意見を述べているのではな

いかと思い始めました。そのため、今自分が英語でのコミュニケーションを思うようにとれない

理由には、単語の意味をシビアに扱おうとする、正しい型を使おうとする、ということが確実に

含まれていると思う。しかし今後は、特にコミュニケーションの場においては、英語の正確性に

執着しすぎないようにしようと思う。 
また、未だ理解出来るプレゼン内容の割合が極端に低いことが今回のプログラムでよく自覚出

来た。インプットに力を入れることがかなり重要だと考えられることから、ボキャブラリーの強

化を図ろうと思う。 

（４）SGH成果報告会におけるアカデミックプレゼンテーション・ポスターセッション練習 

アカデミックプレゼンテーションでは質疑応答が適切に行われていなかったため、練習が不十分

に思われる。ポスター・セッションでは、事前に考えてきた質問への答えを用意し、説明が難しい

と思われる事柄について図などを用意しており、入念な事前準備の結果、適切な対応が取れていた。

（５）Final Paper作成補助 

言語補助を行った生徒たちのレポートは、同グループの６月に作成されたレポートと比較して、

アカデミックライティングの基本的なルールや、それに適切な語彙が使われていた。ただし、サン

プル数が少なく、言語補助による成果によるものだと断定することは難しい。 
訪韓プロジェクトに参加した生徒は、英語でコミュニケーションをとれたという成功体験が自信
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につながったが、一方で自身の英語力の不足とその原因を考察し、英語学習へのモチベーションを

向上させていった。また、それ以外の生徒も、共同レポート作成を通して異文化を知り、環境問題、

人権、平和などのコンテンツのある英文を書くことを楽しんでいたように思われる。 
ポスト SGH に向けては、交流プログラムを続けられるのであれば継続が好ましく、文化交流と

ともに英語学習のモチベーションを高めていきたい。そうでなかったとしても、研究を通して英語

力を高めていくといったコンテンツベースの英語学習は実り多きものとなるだろう。 
２．３年生 英語表現Ⅱ 

【４～７月】 
①環境問題、言語、メディア・エンターテインメント、政治・歴史に関する授業内ディスカッショ

ン、プレゼンテーション、ライティング 
結果：やや難易度が高いトピックが多く、ディスカッションの際に、日本語で話した内容を英訳し

たものを読む班が多い。ここで、英語力は高くはないが、トピックに関する知識が豊富な生徒が意

欲的に取り組んでいる姿が見られた。プレゼンテーションは約 1 分間程度で、 初は原稿をそのま

ま読む生徒が多かったが、指摘していくうちにジェスチャー・アイコンタクトを取ろうとする努力

が見られた。また、イントネーションやアクセントの工夫も見られだした。ライティングは 20 分

の時間で行う。以下の要素を年間を通して徹底したため、概ね全ての生徒に定着したと思われる。

パラグラフライティング(Topic Sentence and Supporting Sentence)、パラグラフに適切なサポー

ティングセンテンス(Illustration and Listing、 Cause and Effect、 Time Order) パラフレーズ、

専門用語(環境問題、言語、メディア・エンターテインメント、政治・歴史)の使い方。 
②習熟度に応じたアカデミックなエッセイライティング 
結果：上記の時間制限のあるライティングで習う要素に加えて、Citation を持いた論拠の補強や、

シソーラスを用いたラテン語由来の学術的な語彙を使ったパラフレーズ、コロケーションディクシ

ョナリーを使用した適切な語彙の使用ができる生徒も増えてきた。さらに、約半数程度の生徒が英

語での 1000 words のライティングに挑戦し、自信を付けた生徒も多い。 
③プレゼンテーション 
結果：以下の四点について指導をした結果が定着しているように思われる。 
1)内容(構成、客観的な論拠等) 
2)話し方の技術(発音、イントネーション、アクセント、ジェスチャー・アイコンタクト等) 
3)視覚補助(パワーポイントのデザイン) 
4)双方向のコミュニケーション(聴衆とのやり取り) 
 とりわけ効果的だったのは、生徒のプレゼンテーションを動画に取り、自身のプレゼンテーショ

ンを見せたことであった。自分を客観視することで、アイコンタクト・ジェスチャー、読みなどの

改善につながった。 
【夏季休業期間】 
①TOEFL、TOEIC、英検等の技能検定試験用の指導（希望者） 
結果：Advanced クラスの下位の生徒一人が目標の TOEIC500 点台、もう一人が 600 点台のスコ

アを取得した。 
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②Change Maker Award（外部プレゼンテーション大会）（希望者） 
結果：４分間という限定された時間で、生徒は教員と相談しつつ可能な限りプレゼンテーションの

質をよくするために熟慮した。アカデミックな内容を簡潔に伝えるように文章の推敲をし、聴き手

にとって印象に残るように、イントネーションやアクセント、そしてジェスチャー・アイコンタク

トが適切に行われたプレゼンテーションを撮影することができた。 
③Skype 英会話（希望者） 
結果：主にアウトプットの練習量が足りず話慣れていない生徒の指導をした。少なくとも日常会話

に関しては文法や発音などを気にしなければ、意思の疎通ははかれるようになった。 
【９～12 月】 
グローバル社会において重要視される「多様性」(Race/Ethnicity、 Gender/Sexuality、 Class、
Political Correctness 等)に関するディスカッション、プレゼンテーション、ライティング 
指導項目：パラグラフライティング(Topic Sentence and Supporting Sentence)、パラグラフに適

切なサポーティングセンテンス(Illustration and Listing、 Cause and Effect、 Time Order) 、パ

ラフレーズ 
結果：グループで行われるディスカッションやプレゼンテーションに加えて、ライティングでは二

学期期末試験において出題された「多様性」に関する次の問いにすべての生徒が具体的な論拠をも

って議論を展開していた。また、７割以上の生徒が上記の指導項目をほぼ満たした 150 words 以上

のエッセイを書き、特に fluency の上達が見られた。これらの生徒が、英検準一級のライティング

問題を仮に受験したとき、750 点満点中 600 点以上は取得できるものと推測される。 
問.Recently、 diversity on gender/sexuality、 race、 class etc. has been accepted more and more 
in a global society. Is it really beneficial to accept diversity? Why? 
英語表現Ⅱに関する総評 

12 月に募った生徒からの感想によれば、以下のような特徴が見られた。 
1)個人・グループプレゼンを通して、英語を話すことへの拒否反応が多少軽減された。 
2)インセンティブなトピックだったため、グループで議論する意欲が向上した。 
3)英語力が低くても特定の分野の教養があれば、グループディスカッョンに貢献できた。 
4)ライティングをくり返し行ったので、1000 words ほどのライティングも書けるようになった。

ポスト SGH に向けて、コンテンツがインセンティブであれば、生徒たちは積極的に議論し、各々

の意見をプレゼンテーションやライティングで発することは可能だと思われる。そのなかで生徒は

自分の表現力の限界を知るため、そこで教員は既習のものも含め教科書で扱う文法事項を結び付け

ていきたい。 

課題 

英語に関して、まず生徒の英語のインプット量の不足があげられる。とりわけ、語彙において顕

著で、それがないと他の生徒のアウトプットを理解できない。特に音声においては、単語を目で意

味を理解することはできているが、耳で意味をとることができない生徒が少なくない。 
次に、即興のアウトプットに弱い。プレゼンテーションの原稿は準備を入念に行えば一定の水準

に到達するが、質疑応答などの即興性が求められる英語力が低く、訓練が求められる。 
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２．国内外学術交流 
 
（１）国内外の宿泊を伴うフィールドワーク派遣 

 以下の表は、指定期間中、SGH プロジェクトとして開発・実施したフィールドワークについてま

とめたものである。Ａ－１～Ｃ－３まで研究課題別・年度別になっており、各欄の上段はフィールド

ワークの派遣先と日数、下段は参加した生徒及び引率に関わった教員の人数である。 
 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

Ａ-1 

国内（沖縄）４日 

生徒５名・教員１名 

国内（沖縄）４日 

生徒６名・教員１名 

国内（沖縄）４日 

生徒２名・教員１名 

国内（沖縄）４日 

生徒５名・教員１名 

 

 韓国４日 

生徒６名・教員１名 

A-3 
上海蘇州４日 

生徒２名・教員２名 

上海蘇州４日 

生徒６名・教員２名 

上海蘇州６日 

生徒７名・教員２名 

上海蘇州６日 

生徒７名・教員２名 

上海蘇州６日 

生徒４名・教員２名 

B-1 
 シンガポール４日 

生徒５名・教員１名 

シンガポール４日 

生徒５名・教員１名 

シンガポール４日 

生徒５名・教員１名 

シンガポール４日 

生徒５名・教員１名 

B-3 
 インドネシア６日 

生徒５名・教員２名 

インドネシア６日 

生徒５名・教員２名 

インドネシア５日 

生徒８名・教員２名 

インドネシア５日 

生徒５名・教員１名 

C-1 
 韓国４日 

生徒 21 名・教員２名

韓国４日 

生徒 15 名・教員２名

韓国４日 

生徒 26 名・教員２名 

 

C-2 

 ネパール 12 日 

生徒５名・教員２名 

ネパール 10 日 

生徒７名・教員２名 

ネパール 11 日 

生徒７名・教員１名 

 

 フィリピン８日 

生徒６名・教員２名 

 

 国内（屋久島）３日 

生徒 10 名・教員１名

国内（屋久島）３日 

生徒 10 名・教員 1 名 

国内（屋久島）３日 

生徒６名・教員１名 

C-3 

 韓国５日 

生徒３名・教員１名 

韓国５日 

生徒７名・教員１名 

韓国５日 

生徒 10 名・教員１名 

韓国５日 

生徒８名・教員１名 

国内（愛知)３日 

生徒３名・教員１名 

 

 本学院においては、理科系の分野を中心に、タイ・マヒドール高校との学術交流やサイエンスフェ

ア、アイアンマンコンテスト参加、シンガポール研修などの国内外学術交流・フィールドワークが多

数行われてきたが、中国・韓国・台湾への修学旅行を除くと、人文社会科学系のテーマによる探究や

学術交流を含む海外派遣やフィールドワークは必ずしも多くはなかった。SGH 指定により、上掲の

表に示すように数多くの生徒・教員が参加する学術交流やフィールドワークが新たに開発され、本学

院の教育活動に大きなインパクトをもたらすことになった。５年間で国内外ＦＷに派遣された延べ人

数は、生徒 237 名、教員 47 名にのぼる。多くの生徒・教員にとって「海外に出かけ、国際的なシン
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ポジウムやフォーラムなどの学術交流に参加する」ことが日常的になり、参加した当事者に限らず、

国際的な志向性の高まりや英語学習の重要性の認識が共有されるといった効果があった。 

 
（２）本学院での学術交流 

以下は本学院において SGH プログラムの一環として行った学術交流（受け入れ）の一覧である。 
 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

学術

交流

受入 

韓国 

生徒 10 名・教員２名 

 

【Pre-WaISEC】 

中国・台湾・韓国・国

内 SGH 校 

生徒 30 名・教員 10 名

インドネシア 

生徒２名・教員１名 

【WaISEC】 

中国・台湾・韓国・イ

ンドネシア・タイ・国

内 SGH 校 

生徒 36 名・教員 11 名 

【AEW】 

インドネシア・シンガ

ポール 

生徒 20 名・教員４名インドネシア 

生徒２名・教員１名 

シンガポール 

生徒 15 名・教員３名 

インドネシア 

生徒２名・教員１名 

シンガポール 

生徒６名・教員２名 

 フィールドワーク派遣とならび、本学院での学術交流受け入れも SGH 研究開発の中心的なプロジ

ェクトとなった。本学院の SGH 構想は「国際共生パートナーシップ構築力育成」を掲げ、国内外の

高校生が協働によりグローバルな課題に取り組む過程を通じ、国際社会におけるパートナーシップ構

築に求められる立体的な視野やコミュニケーション力、問題解決能力を養うものである。しかし、国

内外への派遣型プロジェクトでは、フィールドワーク参加者にそのチャンスが集中してしまうことに

なり、経済的、あるいは部活動などの時間的制約のため参加が難しい生徒にとっては、派遣よりも学

術交流の「受け入れ」の機会が重要である。フィールドワークへの派遣に加え、学術交流の「受け入

れ」を行うことで、本学院の授業や学校行事、課外活動の中にプロジェクトを組み込むことが可能と

なり、より多数の生徒を対象とすることができるからである。受け入れる規模は小さくても、ホール

スクールで体制を整えて歓迎し、学術交流を行うことにより還元される成果はきわめて大きい。 
 顔を突き合わせながら協働して様々なプロジェクトに取り組む生徒たちは、言語、文化、宗教、国

籍の差を易々と乗り越え、友情を育んでいく。フィールドワークをともにし、アイディアを交換し、

議論を重ね、ポスターや論文に仕上げていく過程を通じて、その関係は強固なものとなる。これこそ

がパートナーシップの構築力であり、国際社会の安定と平和の礎となる。ここで交流を重ねた彼らが

20 年、30 年後にそれぞれの国でリーダーとなったとき、「友人の国」との敵対は望まないだろうし、

友好的な関係を築く努力を諦めないだろうからである。 
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３．運営指導委員会詳録 
 
 令和元（2019）年度運営指導委員会を以下の通り実施した。 
 
出席者：運営指導委員 鄭 世松 （三三会／台日商務交流協進会顧問）  

   安彦忠彦 （神奈川大学特別招聘教授）  
   佐藤慎一 （日本福祉大学教授） 
   橋本義夫 （サンデンホールディングス株式会社人事本部長） 
   金子弘征 （外務省アジア大洋州局北東アジア第二課課長補佐）    
   安倍英彦 （株式会社電通第 11 ビジネスプロデュース局長） 

    早稲田大学  松本直樹 （理事、附属系属担当）  
           本間敬之 （教務部長） 
           久保 徹 （教務課職員 SGH 担当） 
           共田浩昭 （教務課職員 SGH 担当） 
           菰原克典 （教務部高大接続推進課課長） 
    本庄高等学院 半田 亨（学院長） 影森 徹（教務担当教務主任） 
           藪潤二郎（事務長） 
           望月真帆（SGH 委員長、英語科） 羽田 真（SGH 副委員長、公民科） 
           上田太郎（SGH 委員、公民科）  根本裕介（SGH 委員、数学科） 
           林山まゆり（SGH 委員、国語科） 𠮷田 茂（前学院長） 
日 時：2020 年１月 10 日（金） 17：30～19：40 
場 所：早稲田大学早稲田キャンパス 大隈会館３階 教務課会議室 
時 程：17:30～18:40 第１部 生徒発表 （日本語発表、質疑応答） 
    １ "Education Environment in Japan and South Korea” 
            発表者 古川夏帆、田川優衣 （２年生、「政経 SGH」オンライン国際協働研究） 
    ２ "Aiming Partnership Construction” 
            発表者 西川なずな、渡部 瑛（２年生、SGH シニアスタッフ、AEW プレーヤー） 
   18:45～19:40 第２部 教員からの SGH 事業報告 
      「自己評価の経過と 2020 年度以降の展望について」 報告者 望月真帆 

 
（１）意見交換 

■生徒発表１（政経 SGH）に対して 
委員 課題研究をするにあたっては、研究・調査手法の指導をしっかり受けてやらなければ、どんな

結果でも分析や一般化ができない。共同研究を 7 月からやっているのだとすれば、時間はあったはず

で、もう少し指導を受けてから進めればよかった。 
委員 韓国の生徒との共同研究において、政治的な問題があるなかで、難しいと感じることはなかっ

たか？ 
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生徒 韓国フィールドワークの際に博物館で独立記念の展示があり、韓国の生徒が詳しく説明してく

れた。自分は心のどこかで韓国側の歴史認識に基づく展示が「事実ではないこともあるのかもしれな

い」と思いながら、歴史に関する知識や関心の差を感じて深く触れることができず、もどかしさが残

った。 
委員 仮説を立てて検証してみて、仮説どおりの結果が出たところで、当たり前だということになり

やすい。むしろ、仮説や事前の予想と異なる結果が出たところについて、なぜそうなのか、どうして

そうなったのかをもっと掘り下げていくような研究をしてほしい。 
■生徒発表２（シニアスタッフ）に対して 
委員 問題をどう発見するかとか、解決の方法論ではなく、若い世代の人たちが今どのような問題に

直面していて、将来何を解決していかなければならないのか、またそれを具体的にどう解決するのか、

という具体的な問題意識を知りたい。方法論ばかりに偏っていて、具体的な中身がない。 
生徒 （発表者個々が参加した探求学習活動（防災サミット、政経 SGH）で、それぞれ設定した問

いと解決のための提案の事例を紹介した） 
委員 海外の人と交流しながら、答えのないような、抽象的なプロジェクトで結論を出すことは非常

に難しいが、KPI をはっきりさせること、会議のやり方を決めていくこと自体はとても重要なこと。

この発表では KPI が述べられ、分析して考えを整理し、自分たちの取り組みで完結させずポスト SGH
に向けた提言まで提示できたのは高校生として見事。実態の社会においても会議の運営や「壊した」

会議の再構築など、様々なやり方はあり、そういったものを勉強していくといいのではないか。 
■教員報告に対して 
委員 WaISEC に参加した台中一中の生徒 2 名が早稲田大学に留学しているという報告があったが、

SGH にかかわった生徒の追跡調査をすること。SGH のカリキュラムで学んだあと、その後どうなっ

たのか。例えば専門の選び方とか進路とかにどのような違いがみられるのか。そういう部分で SGH
の効果や成果を外部に見えるようにしてほしい。（SGU や海外大学進学率の差分を調査できる一般校

と違い、早稲田に全員が進学し、かつ進学先は学部の枠に拘束される学院においては）早稲田大学に

全員行くということは前提として示しておくほうがよい。そのような中で海外大に進学する学生がい

るなら特筆すべきことということになる。 
学院 本庄の SGH は全校生が参加となっているが、特に積極的に関わっているのは各学年 30 人位。

追跡調査はこのメンバー対象に限定してもいいのか？ 
委員 追跡調査は特に熱心だった生徒集団で大丈夫。統計的なものも、コアなメンバーと、全校生と、

両方出せばよい。 
委員 近はどのような報告でも数字が重視される。どのような成果や効果があったのか、ビフォー

とアフターの数字の変化を差分として見る。例えば教科横断的な授業などは SGH 前にほとんどやっ

ていなかったのではないか。それが SGH によって増えたということも、SGH 前は何件、SGH 後は

何件というように件数を出す。材料はたくさんあるので、まとめればそれなりにすごい成果があった

と言えるのではないか。対象メンバーを限定した評価をやるのもいい。全体でみるとわずかな変化し

か見られないことでも、ある限定された部分において大きく変化したということもある。それから、

SGH 指定後に予算がなくなると、これまでのような活動がなかなか行えなくなってくる。そうした

ときに活用するべき既存のリソースは卒論と修学旅行ではないか。卒論は優秀作品を発表する場を国
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際会議にしてみてもいいし、大学に行って発表させるようなことも考えられる。修学旅行は広く浅く

の国際交流の場として機能できる。少人数が深くコミットするような交流だけでなく、薄く軽い接触

であっても当事者にとっては大きなインパクトを残すこともある。修学旅行の場を国際交流にうまく

つなげられるとよい。 
大学 FD が推進されたことが大きな成果である。例えば教科横断型の授業が増えたことや、ポスタ

ーセッションを取り入れた授業が一般的になってきたことなど、教員の側の変化について評価ができ

る。 
大学 FD は非常に大事で、生徒は入れ替わっていくが、教員は継続して関わるのだから、教員がど

う変わったのかということは非常に影響がある。アンケート調査の分析にあたっては、積分的な見方

だけでなく、微分的に見ることも大事。つまり統計的にみて全体を集積的に見るだけでなくて傾向か

ら外れる特異な点をピックアップしてみて、そこに着目することも意味がある。例えば、英語力の習

熟度グループでアドバンストの生徒のほうが、SGH 成果報告会等へのコメントをより具体的に記述し

ていましたといっても、まあ当然そうだよねということにしかならない。コメントを 1 項目あたり 200
字書かせているなら、（テキストマイニング等の手法による量的な分析に加え）注目すべきコメントを

目視で抽出し、あわせて紹介していくとよい。 
委員 さまざまな成果が「早稲田本庄だからできた」というような見方をされてしまうことがあると

思う。SGH は国の事業であるので、早稲田本庄のような特殊な条件の学校でしかできないことを開

発することが求められているわけではなく、普通の学校にも一般化・普及できること、参考にできる

ことは何なのかが大事。一方、早稲田本庄ではないとできないことも見えていると思うので、プロジ

ェクト進行にあたってどのようなリソースをどう使ったのかを明確にするとよい。例えば大学の支援

があってできることとか、大学附属校でなくてもできること、早稲田本庄だからこそできたことを分

かるようにするだけでも他校にとってわかりやすくなる。 
 
（２）小括 

 運営指導委員会においては、SGH により何が変わったのかを明確にすることの重要性が示された。

特に多数のフィールドワークについてはしっかりと整理する必要がある。通常の座学の中だけでは得

られない気づきや体験があるばかりでなく、フィールドワークへの参加がモチベーションとなり、生

徒にとって学びのブースターとなったことや、フィールドワークを通じてグローバルな課題への意欲

や関心が高まったことは重要な成果である。多くの生徒や教員がフィールドワークに参加し、その体

験を学校に持ち帰ってきて語ることにより、フィールドワークに参加しなかった生徒にとっても、国

際学術交流が身近なものとして広がっている。加えて、異学年メンバーが組んでの協働学習も従来あ

まり展開されてこなかった事例であり、SGH による変容の一つである。 
 また、多数のフィールドワークが実施されることにより、教員の意識変化に結びついたことも事実

である。引率にあたるだけでなく、英語と他教科という組み合わせを中心に、教科横断型や教科連携

による授業展開が促進された。特に、教員間で自分の科目で教えていることを「見える化」し開示し

あうのは、これから必要となる教育プログラムの展開に重要であり、推進を続けるべきであろう。ま

た、教員が生徒を引率して海外に出かけていく機会や、海外校の教員とのプログラム打ち合わせをす

るといった機会も大幅に増加した。国際的なプロジェクトをコーディネートする経験を積んだことで、
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教員にとっても国際的な視野が広げる契機となったといえる。これにより、学術発表を目標においた、

探究型の学習が授業の中に数多く組み込まれるようになったことも SGH の成果であろう。一方、探

究型の授業やアクティブ・ラーニングにより従来扱ってきた教科の内容が薄れてしまうといった問題

も残されることになった。これについては、教科横断型授業やカリキュラムの整理によって解決して

いく方向性が示唆された。また、SGH によって国内外のフィールドワークや学術交流の機会が大幅

に増加したのにもかかわらず、既存の授業や課外活動の整理縮小を行ったわけではなく、全体として

負担感が増したのも確かである。サステイナブルな事業継続に向けて、学校全体として教育活動の精

選に取り組んでいく必要性がある。加えて、優秀な研究事例を複数の学校で持ち寄る場を設けること

の大切さも感じる。ＷＷＬはまさにそのために創られたようにも思えるが、それに倣うように、たと

えば早稲田大学の附属系属校間で、無理のない形で研究発表会をすることも検討できるであろう。 
 運営指導委員会後の談話でもいくつかの指摘があった。「大学で卒業論文の取り組みでアカデミック

ライティングの基礎から教えるのは本当に大変である。SGH の各研究課題でアカデミックライティ

ングの基本に１・２年生から触れられるのは、下の学年で厳しいことを言われても、卒論の制作には

本当に役に立つ」こと、「SGH の成果を生徒間で引き継いでいこうというメッセージを生徒から発信

できるというのは素晴らしい。それぞれの年度で本当に熱心に協働学習に取り組んでも、それを学生

間で次の学年にリレーする仕掛けを作るのはなかなか苦労する」ことも話題になった。生徒が社会問

題について深いディスカッションをしたいという気持ちを育て、リレーしていくための仕組みづくり

も必要かもしれない。年間行事にあるキャリアデザイン講座について、事前・事後学習にも責任を持

たせる形で生徒が講師を人選し、希望を伝えるようなあり方も検討できるであろう。 
 
 


