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ＰＢＬⅡ「食と健康プロジェクト」 
 

 ４月の宿泊研修（プロジェクト学習Ⅰ[ＰＢＬⅠ]）では「地

域資源」を素材に、「オズボーン７８の質問」を活用したア

イディアを創出しポスター発表を行いました。 

 そして、４月から６月の１年生の探究の時間には、ＰＢＬ

Ⅱとして「食と健康」をテーマとしたアイディア創出を行い

ました。 

 「食と健康」というキーワードは、本校のＳＧＨ課題研究

で取り組む大テーマで、このキーワードから発想した新し

いアイディアの実現を目標に、研究テーマを設定していく

ことになります。 

 プロジェクトⅠにひきつづき、黒木和樹先生によるワーク

ショップ形式で新しいアイディアを創出・絞り込み、そして

アイディアの実現に向けたプランの設計までを思考フレー

ムを提示し、教えていただきました。このアイディアを発散

し収束させていくプロセスは、さまざまなプランを作るとき

だけではなく、後の課題研究にもあてはまる考え方です。 

 

 

おみくじが配られて新チーム 
 宿泊研修のチームで反省をした後、突如「おみくじ」が

配られました。それぞれおみくじにはありがたい？メッセー

ジとともに番号が書いてありました。実はこれが新しいチー

ムの番号だったのです。しかも、今回は先生達にもおみく

じが配られたのです。 

 今回は、生徒のチームに加え、先生達のチームもつくら

れ、生徒が先生達のチームの発想を超えられるかが試さ

れることになります。  
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Project Based Learning Ⅱ  

  Since the intensive training in April, during 
classes of Tankyu, the 1st graders have been 
learning  several  methods  to  generate  out-
standing ideas. The theme ‘Food and Health’ is 
the main theme of Omiya High School SGH, so 
ideas of each groups should be based on it. 

  Under the instruction of Mr. Kazuki Kurogi, 
new ideas are created, narrowed, and then re-
vised for proposal. The process in which stu-
dents create or narrow their ideas will surely be 
useful, not only for making detailed plans, but 
also for their future study. 

 

 

 

New groups  

  ‘Omikujis’ are given to all students on which 
constructive advice and the number are written. 
The number represents a new group for each 
student. Teachers also are given ‘Omikujis’. The 
teachers as well as the students are supposed to 
participate in this project. 
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「マンダラート」でテーマを拡散しアイディアの発想 
 今回は、「マンダラート」というフレームワークを使用しま

す。これは、強制的に発想をするためのフレームワークで

す。各チームで「食と健康」をコアのキーワードとし、ここか

ら連想する抽象的なキーワードをサブワード①～⑧に記

入します。そして、そのサブワードから連想する具体的な

キーワードをさらにまわりに８つ書

いていくワークショップを通して、

テーマを６４個のキーワードに拡

散させました。そして６４個のキー

ワードから２つ選び組み合わせ

て、新しくて斬新なアイディアを作

りました。 

 アイディアを作っているときは、

生徒も先生も夢中になり、アイ

ディアをチームで共有しているときは、笑い声も聞こえる

などにこやかな表情で、どのチームも楽しそうでした。 

 

「トレードオフマトリックス」を使って収束 
 前回は「マンダラート」でテーマを拡散させ、キーワードを

組み合わせてチームの一人一人が発想した６つ程度の

アイディアを「アイディアストーリー」にまとめました。 

 今回は、フレームワーク「トレードオフマトリックス」を使っ

て、独創性・実現可能性という２つの軸で検討し、３つに

絞り込みます。 

 まず、チームのメンバーでこの２つの観点でそれぞれの

アイディアを数値化します。これを、独創性を縦軸と実現

可能性を横軸にとった２軸図の上に配置してみます。そう

すると、数値化して客観的に評価したつもりでも、それが

比較する中で「こちらの方がいいんじゃないか」などぶれる

ことから、客観的にしたつもりでもいかに主観的に物事を

捕らえているかも気づかされました。 

 

‘Mandarato’ 

The  framework  called  ‘Mandarato’  is  the 
method to force the students to think of some-
thing. The students used Mandarato’ for the 
‘Food and Health’ topic. The key word ‘Food and 
Health’ was in the center of a board, and 8 
words concerning the key word are chosen. 
Then 64 words in relation to 8 words are se-
lected. Next, two out of 64 words were mixed in 
order to generate the new idea. During this 
process, both students and teachers looked very 
happy. 

 

 

‘Trade-off’ 

Students learned a framework called ‘the Trade-
off matrix’. It uses two criteria; originality and 
feasibility.  This practice gave participants an 
objective viewpoint. 
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「3C/4C」を使って立場・視点を変え最もよいもの

はどれか検討する 
 前回、各チームで３つまで絞ったアイディアを、今回はフ

レームワーク「３Ｃ／４Ｃ」を使って、立場・視点を変えて

検討しました。「顧客」「自社」「競合」の３つの立場に立

ち、それぞれの立場からの視点にたった質問に、チーム

で協力して答えていく中で、３つのアイディアの中でベスト

アイディアが選ばれていきました。「給食レストラン」「農業

マイスター制度」「老人の、老人による、老人のための部

活」など独創的で実現可能性もあるものにブラッシュアッ

プされてきました。 

  

「フローチャート」で計画を立て、検討する 
 このプロジェクト学習Ⅱでは、ベストアイディアを選び、そ

のプロジェクトの実現のためにどのような手順で準備すべ

きかをフローチャートに整理していきました。「このプロジェ

クトのゴールは何か？」「これを実現するためにはどのよう

な準備が必要か？」と真剣な議論が続きます。 

 自分達が考えたアイディアを実現するためのフロー

チャート。一見すると立派に見えますが、論理的に飛躍し

たり破綻していることがあります。自分達の作ったフロー

チャートが論理的に飛躍・破綻していないかを「逆・裏・対

していきました。 

 

 

 

 

 

 

 
  

‘3C/4C’ 

The  next  framework  students  learned  was 
‘3C/4C’. This framework requires participants to 
make questions from three different viewpoints; 
the customers, their own company, and the 
competitive company. Through the process of 
answering the questions, the best idea among 
three ideas was selected. 

 

‘Flow Chart’ 

After choosing each group’s best idea, they 
should make plans to realize their goal. They 
tried to make the procedure clear by using a 
‘Flow chart’. This will be the most important 
activity for them along with deciding the theme 
of their research project. 

When we are doing research, we often fall into 
the state of logical leap or logical failure. In or-
der to avoid this, we have to check our ideas 

logically. Then the ‘inspection method’ － check 
something from the view point of ‘not necessar-

ily’ － is effective. 
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各グループのアイディア 
Aチーム「給食レストラン」 

 ビジネス街で働くサラリーマンをターゲットに、栄養士の

立てた献立をもとにつくられた給食。内装を懐かしい学校

の教室のようにすることで、他店との差別化も図る。 

 

Bチーム「全日本農業マイスター選手権」 

 国が都道府県で数人ずつの農業マイスターを指定。トラ

クター・コンバイン・田植えなどの農業機具や農業技術を

競い合う農業イベントの開催を提案。 

 

Cチーム「歯磨き博士になろう! In Summer」 

 自由研究に悩める小学生を対象とした歯磨き粉メー

カーによるプロジェクト。大学の歯学部と連携し、「歯磨き

粉の成分」「昔はどうやって歯磨きをしていたか」などを科

学的に解明する。気分は科学者。 

 

Dチーム 「安全・安心な給食を食べるプロジェクト」 

 食材はその地域のもの、場所は廃校等を使い、なつか

しさを感じながら栄養バランスのとれた安全・安心な給食

風の料理を食べるプロジェクト。 

  

Eチーム「和食のすばらしさを体験してもらうプロジェクト」 

 地域の子ども達を対象にかかしづくりと稲刈り体験を行

い、昼食として地元の食材を使った和食を食べることを通

して和食のすばらしさを体験してもらい、子ども達の農業

に対する関心を高める。 

 

Fチーム「お化け屋敷低カロリー料理店」 

 低カロリーのトマト料理店。ヘルシーで量も少なめの料理

を提供する店だが、１週間に１回はお化け屋敷となる。こ

れが食欲減退効果を促し、食事制限をしている人の外食

におすすめ。 

 

Gチーム「部活動ができる老人ホーム」 

 「老人の老人による老人のための部活」ができる老人

ホームを設立します。ウォーキングクラブからコーラスクラ

ブまであり、地域のスポーツクラブや小学校のクラブ活動

と協力する。 

 

Hチーム「体質を改善する宿泊施設」（教員チーム） 

 体質を改善したくても自己管理ができない20～40代の

女性がターゲット。エクササイズマシーンや温泉プール等

を設置。宿泊中、専門のトレーナーのもとで運動・測定

し、一人一人に応じた体質改善プログラムが提案される。 

 

 

 

Iチーム「らいふ～生活習慣の記録・計画を支援」 

 健康的な生活を送るためのスケジュール帳。栄養士の

監修による健康レシピもついている。ダイエット向け、糖尿

病向けなど目的に応じた手帳となっており、献立の支援

をしてくれる。  

 

Jチーム「農業でダイエット・健康な体づくり」 

 農業の楽しさを経験し、ダイエットもできるというプロジェ

クト。筋肉をつけたい人、スタイリッシュになりたい人など目

的に応じたコースがある。チームで１つの作物を育て、愛

着がわくことで、長続きする。 

 

Kチーム「若者のための給食」 

 不摂生な若者の食事による栄養バランスの偏りを解決

する。管理栄養士さんが作ったメニューだが、その日何を

食べるかは自分で考えて注文する「自分で考える給食」

がポイント。これが、給食センターから配達される。 

 

Lチーム「エステ・ダンスと地元食材を使ったレストラン」 

 エステ・ダンス施設では、その人に最も効果のある運動

をプロ講師から学べる。ダンス施設では気軽に爽やかな

汗を流し、エステでは体のリフレッシュを行う。また、地元

食材を使ったレストランでは、食生活の見直しもできる。 

 

Mチーム「サラリーマン向けの給食カフェ」 

 サラリーマン向けに低コストで栄養のある給食をランチで

提供するカフェ。配達も行っている。地産地消にこだわ

り、栄養を重視する。 

 

Nチーム「野菜オリンピック」 

 日本で生産されている野菜のビタミンの量や質、大きさ

や甘さを競う祭典。これによって野菜の知名度をあげ、消

費量を増やし、国民の健康意識も高める。 

 

Ｏチーム「植林ダイエット」 

 ゴミ拾いをしながら山に登り植林することで、体を動かし

ながら緑を増やし、ダイエット効果を期待するもの。参加

者は達成感と山の幸を得られ、林業関係者は植林の手

伝いをしてもらえる。 

  

  


