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いよいよ今年の東京オリンピックの開催に注目が集まる一方で，日本社会をとりまく環境は「第二の戦
後」
「第三の明治維新」といわれる大きな変革期にきています。グローバル化や AI を中心とした第 4 次産
業革命，アジア・アフリカを中心とした世界的な人口増加の一方で，日本の人口は近代以降初めて本格的
な減少が始まり，１億の人口・経済規模で形成されてきた日本の社会システムの転換が迫られることは必
至であり，これまで経験することのなかった課題に私たちは直面していくことが予想されます。
本校は創立 131 年の長い歴史の中，とりわけ戦後の混乱の中で，現在の学校文化の基盤となる精神を育
んできました。それは，校歌にも謳われている自ら物事の最高の姿を考える「真理を探り，美に憧れ，善
を行う」という精神で，そのために，精神的に束縛されず主体的に行動し，自ら律しなければならない｢自
主自律｣という精神を校是として引き継いできました。
私たちはこの先人たちの叡智の上に，これから求められる力を「答えのない課題に対して，多様な人々
と協働し，創造的な解決方法を考える力」
（協創力）と考えました。この「協創力」をスーパーグローバル
ハイスクール（SGH）の際に生徒に育みたい資質・能力と位置づけ，４年間の研究開発を行ってきました
が，
「協」は組織的な活動をするうえで必要な能力，すなわち協働する力です。この協働という言葉は，自
ら進んで行動を起こす主体性と，他者や異質なものに共感・受容しようとする多様性，自己と他者を媒介
するコミュニケーション能力に基づくと考えています。
「創」は目の前の事象を様々な角度から考え，その
核心を捉え，新たな価値を生み出すために必要な能力，すなわち創造する力です。これは論理的思考力，
批判的思考力，複眼的思考力，水平思考力といった４つの思考力がもたらすと考えています。そして，こ
のような資質・能力は，従来の教科学習との相互作用によって互いに高め合うことができると私たちは期
待し，このような資質・能力を持った人物が，大きく変化する将来の宮崎・日本・世界で活躍することを，
心から願っています。
多様な人々と協働しながら創造的な解決方法を提案できる「協創力」を備えたグローバル・リーダーの
育成を目標に研究開発をしてきた本校のスーパーグローバルハイスクール事業も最終年度となりました。
この間，
「産・学・官・金」まさに「オールみやざき」の様々な方々のご支援・ご教示を賜りながら，教育
プログラムの充実深化に努めてまいりました。特に，多大なご協力をいただいている宮崎大学の先生方に
よる指導は不可欠であり，大学には多くの苦労をおかけすることになりましたが，本研究開発において，
最も成果の実感できる教育プログラムとなっております。課題研究の助言をはじめ，海外研修のアドバイ
ス等，多大なご支援をいただきましたことに対し，この場を借りて改めて深く感謝申し上げます。
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第１章 研究開発の概要
1.1 学校の概要
(1)学校名・校長名 宮崎県立宮崎大宮高等学校 飯干 賢
(2)所在地・電話番号・FAX 番号
宮崎県宮崎市神宮東１丁目３番１０号 電話

0985-22-5191 FAX 0985-27-9803

(3)課程・学科・学年別生徒数・学級数
課
程
全
日
制

学科

第 1 学年

第 2 学年

第 3 学年

計

生徒数

学級数

生徒数

学級数

生徒数

学級数

生徒数

学級数

普通科

284

7

279

7

319

8

882

22

文科情報科

82

2

80

2

78

2

240

6

366

9

359

9

397

10

1122

28

計

太枠内が平成 31･令和元年年度第５年次の SGH 対象生徒
1.2 研究開発構想名
「オールみやざき」でグローバル・リーダーを育成する教育プログラムの研究開発
1.3 研究開発の内容等
グローバル・リーダーとして身につけさせたい３つの資質・能力として，
①「グローバルな社会課題に対する問題意識」（知識・理解）
②「国際社会で通用する汎用的能力」
（技能・スキル）
③「グローバルな社会課題を解決するための行動力・実践力」（態度・姿勢・価値観）
を想定し，その育成を行う教育プログラムの研究開発。
1.4 研究開発の目的・目標
①目的
宮崎県内のグローバルに活躍する大学・企業・行政と連携し，地域にある国際的に関心の高い社会課
題を，国内外で研究し解決策を考えることで，郷土に対する誇りと柔軟な国際感覚にあふれるグローバ
ル・リーダーを育成する。
②目標
グローバル・リーダーとして身につけさせたい３つの資質・能力を育成することで，
「目標設定シート」
に挙げた９つの「成果目標（アウトカム）
」を達成する。
1.5 現状の分析と研究開発の仮説
①現状の分析
本校文科情報科はグローバル・リーダー育成を目的に設置された学科だが，
「生徒の意識調査」では，
グローバルな社会課題に対して興味・関心はあるものの，その課題を身近な地域の事柄と結びつけて考
えたり，具体的な提案や行動をしたりしようとする生徒が少なく，また，海外大学へ留学や進学を考え
ている生徒も少なかった。そこで，国際理解・国際交流を単に「おもしろい，楽しそう」と感じるだけ
のレベルから，身近な地域の社会課題をグローバルな視点で考え，具体的な提案や行動ができるレベル
へ向上させる必要がある。

②研究開発の仮説と概要
本研究ではグローバル・リーダーとして「身につけさせたい資質・能力」を①「グローバルな社会
課題に対する問題意識」，②「国際社会で通用する汎用的能力」，③「グローバルな社会課題を解決す
るための行動力・実践力」の３つに分類し，その育成のための研究開発を行う。なお，この「資質・
能力」は，それぞれ独立して育成されるものではなく，有機的に関連させることで相乗効果が生まれ
ると考える。また，ここでの「グローバルな社会課題」とは，宮崎県にある国際的に関心の高い社会
課題のことで，本研究開発によって，身近な地域の課題をグローバルな視点で検討し，その解決のた
めに具体的な提案をして，実行できる人材の育成を目指す。
研究開発Ⅰ グローバルな社会課題に対する問題意識（知識・理解）の育成
「課題研究」において，地域と海外における探究活動を有機的に関連させた教育プログラムの研
究開発。
研究開発Ⅱ 国際社会で通用する汎用的能力（技能・スキル）の育成
「課題研究以外の取組」において，
「課題研究」で必要とされる基礎的な思考やスキル（英語力を
含む）を習得させる教育プログラムの研究開発。
研究開発Ⅲ グローバルな社会課題を解決するための行動力・実践力（態度・姿勢・価値観）の育成
「グローバル・リーダーに関する環境整備・教育課程以外の取組」において，生徒の主体的・自
治的活動を推進する教育プログラムの研究開発。
1.6 平成３１年度・令和元年度の研究開発実施計画
(1)研究事項
SGH事業の成果と課題の総括としての研究開発の成果発表及び次年度以降の展望
(2)実践内容
①課題研究…平成２８年度から取り組んでいる宮崎大学との高大連携を基軸とした産官学金連携に
よる「課題研究」の授業開発研究を継続する。本年度は成果と課題を総括し、翌年以降の高大連
携のあり方を検討する。その際、ＩＣＴ機器を活用した「探究」の実践を通して、生徒の学びの
過程を学びログとして記録・分析することで、教師のどのような働きかけによって、生徒の言動
がいかに変容するのか、研究を行う。
②観点別講義・ワークショップ…「課題研究」を検討する際に必要な各観点から、講義・ワークシ
ョップを実施する。
・
「政策」
「ビジネス」…宮崎県庁・宮崎銀行の協力による講義・演習
・
「健康と安全」宮崎大学の先生による講義
・
「イノベーション」一般社団法人i.schoolとの協働で、県内他校の生徒も含めて「東大イノベー
ション・サマープログラム2019」を実施する。宮崎にある魅力的なモノ・コトを、東大生・海
外の学生とともにフィールド調査をすべて英語で行い、イノベーションの考え方を体験的に学
びつつ、調査から発表までをすべて英語で実施する。他校との協働や、教育機関・官公庁・企
業等にも公開する。
③プロジェクト学習Ⅰ・Ⅱ…「課題研究」に必要なマインドセット・スキルセットを体験的に学ぶ。
本年度は、昨年度に引き続きポートフォリオのあり方、個人ルーブリックのあり方を検討する。
④ＭＳＥＣ第１回合同探究活動発表会…「課題研究」の成果を英語で、外国人留学生や県立学校Ａ
ＬＴおよび学校関係者を含む関係団体関係者に対して発表し、３年間のＳＧＨ教育活動の成果発
表と、検証の場とする。
⑤ＳＧＨ運営指導委員会…管理機関主催で年２回実施し、事業評価を行う。
⑥海外現地研修…平成30年度の反省を踏まえ改善を行い、３地域での海外研修の学習モデル化、ポ
ートフォリオ・ルーブリックの検討、ＩＣＴ機器の活用による交流校とのディスカッションの検
討を行う。

⑦ＳＧＨ生徒推進部…活動の在り方について国際バカロレア（IB）の「CAS」
（創造性・活動・奉仕）
等や海外での事例を踏まえながら、生徒会を中心とする校内の生徒自治組織と協働で検討する。
⑧研究交流…１、２年生の希望者が姉妹校である台湾の高雄高級中學、交流校のベトナムのグエン
タッタン高校とカオバクワット高校、シンガポールのパイオニア・ジュニアカレッジと課題研究
を軸とした交流を実施する。
⑨海外留学…海外留学の促進と留学生の受入体制の整備を継続する。今年度は、ＡＰの導入や交換
留学の仕組みを構築するため、調査と交渉を行う。
⑩英語４技能育成研究…「グローバル英語Ⅰ～Ⅲ」を実施し、課題研究と結びつけて総合的に４技
能を育成する授業の在り方を検討する。
⑪ＳＧＨ生徒探究発表会…第４回生徒探究発表会を行い、県内外の高等学校教員、大学関係者と「総
合的な学習の時間」
（探究）の評価のあり方について協議を行う。
⑫成果発表…ホームページ上で研究報告書や成果物、活動報告を整理して発信するとともに、管理
機関と連携し成果発表を行う。
1.7 研究体制
(1)研究組織図（構想調書）
文部科学省・宮崎県教育委員会
ＳＧＨ運営指導委員会
校

長

大学・企業
研究機関等

副校長・教頭・事務長
ＳＧＨ全体協議会（職員会議・職員研修）
ＳＧＨ推進委員会（運営委員会）

①

主幹会
ＳＧＨ生徒推進部会③

ＳＧＨ研究開発部会

ＳＧＨ連携会議④

②

ＳＧＨ研究開発
総 務

企

画

各部会

課題研究

教科会

広報・記録

連

携

学年・学科会

評

価

会

生徒会

①ＳＧＨ推進委員会
氏名

役職

ＳＧＨとの関わり

1

西依 功

副校長

全体総括，普通科への普及

2

黒木 篤

教頭

総括

3

抜屋 博基

事務長

会計事務

計

4

栗木 誠一

教務主任

教務の視点による助言

5

山崎 慎一

進路指導主事

進路指導の視点による助言

6

井野 慎也

文科情報科主任

指定学科文科情報科の運営と協力

7

土屋 良博

第 1 学年主任

第 1 学年会との連携

8

皿良 尚子

第 2 学年主任

第 2 学年会との連携

9

竹元 賢一郎

第 3 学年主任

第 3 学年会との連携

10

猪股 秀一

研修部主任

ＳＧＨ推進委員会運営

11

木塲 康典

研修部副主任，推進リーダー

ＳＧＨ推進委員会運営

②研修部（ＳＧＨ事業を担当）ＳＧＨ授業担当者

氏名

１

２

猪股 秀一

木塲 康典

教科
科目

授業担当
校務分掌・学年所属

理科

研修部 主任

（生）

2 年文科情報科副担任

地歴
（世）

3

森田 浩平

英語

4

甲斐 吉樹

英語

研修部 副主任

井野 慎也

数学

２

３

年

年

年

○

◎

◎

ＳＧＨ事業における
授業以外の役職・役割
高大・産官学連携担当，SGH 生徒探究発表会，
さくらサイエンスプラン企画・運営，ＴＩＳＰ運営

◎

○

○

２年文科情報科副担任

ＳＧＨ推進リーダー，海外現地研修（シンガポー
ル），ＴＩＳＰ企画・運営，さくらサイエンス交流事業
企画・運営

研修部

◎

○

◎

1 年普通科担任

ＳＧＨ推進副リーダー，海外現地研修（ベトナム），
さくらサイエンスプラン，ＴＩＳＰ運営

研修部

○

○

ＳＧＨ推進副リーダー，海外現地研修（台湾）

○

○

文科情報科主任，校外連携，ＳＧＨ生徒探究発

２年普通科担任
研修部

5

１

○

２年文科情報科担任

表会統括，海外現地研修(ベトナム)，ＴＩＳＰ，さくら
サイエンスプラン運営

地歴

研修部

（地）

1 年普通科担任

6

諸冨恒一郎

7

黒田 正人

数学

8

小原 陽子

国語

9

五反田 聡

公民

10

永野 利夫

11

佐藤 晃

教務部

○

くらサイエンスプラン運営
○

1 年文科情報科担任
教育相談部

ＴＩＳＰ運営、さくらサイエンスプラン運営，ＳＧＨ生
徒探究発表会

○

1 年文科情報科担任
生徒指導部

海外現地研修（台湾），ＳＧＨ生徒探究発表会、さ

ＴＩＳＰ運営、さくらサイエンスプラン運営，ＳＧＨ生
徒探究発表会

○

1 年文科情報科副担任

理科

広報情報部

(生)

１年文科情報科副担任

芸術

環境美化部

(美)

１年文科情報科副担任

○
○

さくらサイエンスプラン運営，ＴＩＳＰ運営

12

渡部 祐一

英語

13

木原志保子

国語

14

渡司真一郎

英語

15

佐藤 加奈

英語

16

谷口 達也

数学

17

岩切 弘乃

国語

18

濱 俊博

19

河野 裕子

総務部

○

1 年学年団
研修部

○

ＳＧＨ生徒探究発表会、ＴＩＳＰ運営、さくらサイエ

2 年文科情報科担任
研修部

ンス交流事業運営
○

○

ＳＧＨ生徒探究発表会、ＴＩＳＰ運営、さくらサイエ

2 年文科情報科副担任

ンス交流事業運営

進路指導部

海外現地研修（シンガポール），さくらサイエンス

3 年普通科副担任

交流事業運営

広報情報部

〇

三校合同ポスターセッション

○

三校合同ポスターセッション

3 年文科情報科担任
研修部
3 年文科情報科担任

地歴

教務部

三校合同ポスターセッション

(世)

３年文科情報科副担任

理科

教育相談部

（化）

３年文科情報科副担任

○

○

さくらサイエンス交流事業

③ＳＧＨ連携会議（高大連携）
氏名

役職

ＳＧＨとの関わり

1

池ノ上 克

宮崎大学 学長

ＳＧＨに係る全体統括

2

水光 正仁

宮崎大学理事（研究・企画担当）

学部へのＳＧＨ協力依頼

3

伊達

宮崎大学理事（女性活躍・人材育成）

学部へのＳＧＨ協力依頼

4

新地 辰朗

宮崎大学理事（教育・学生担当）

5

國武 久登

宮崎大学副学長（産学・地域連携）

高大連携等の相談，高大連携

6

村上 啓介

宮崎大学副学長（国際連携）

海外との連携，留学生の派遣等

7

後田 剛士郎

宮崎大学産学・地域連携センター

高大連携の大学教員との調整，広報

紫

学部へのＳＧＨ協力依頼
ＳＧＨ生徒発表会での講評

第２章 研究開発の目標・カリキュラム
第２章では，まず第１節で指定２年目に再設定した資質・能力内容を示し，第２節では，その資質・
能力を育成するために開発した本校のＳＧＨプログラムの構成を示す。
（なお，個別プログラムについて
は第３章にて報告する。
）第３節ではわが国や諸外国の動向を踏まえて，指定５年目の目標・カリキュラ
ムの方向性を示したい。
１．目標構成
本校では，指定２年目の 2016 年に以下のように
グローバル・リーダー像を再設定し，育成すべき
資質・能力を整理した。
１）目指すグローバル・リーダー像
「地域に誇りをもち国際感覚にあふれ，協創力
を兼ね備えたグローバル・リーダー」
２）
「協創力」を設定した理由
本校は県内でも最も古い伝統をもつ高等学校で
あり，地域のリーダーから海外で活躍する方まで
多くの人材を輩出してきた。ＳＧＨ指定学科であ
る文科情報科は冷戦が終結した 1989 年に創設さ
れ，
「地球規模の視野で考え，地域視点で行動する
（Think globally, act locally）
」
，
「創造力豊かな人物」
の育成を目指してきた。
そして，このようなリーダーに必要な資質・能
力を一言で表したものが「協創力（Co-creation）
」
である。チームで取り組むことを得意とする日本
の強みを最大限に活かし，グローカル・イノベー
ションをおこすことのできる人物を育成すること
とした。そのイノベーションにおいては，堀井
（2011）が「多様性こそ創造性の源泉」と述べて
いるように，グローカルに取り組むことで多様性
が担保され，イノベーティブな発想を生み出す確
率が高まることを期待している。
ここで，イノベーションという語の定義をして
おきたい。技術立国のわが国では「技術革新」と
訳されるなど，技術面・商業面の革新という印象
が強い。しかし，そもそもイノベーションという
語はチェコの経済学者シュンペーターによって
1912 年に著した『経済発展の理論』で初めて提唱
された語である。シュンペーターによると，イノ
ベーションとは新しい価値の創出により劇的な変
化がもたらされることを指す。本校でのイノベー
ションは「新しい価値を創出する」という意で使
用する。
３）育成すべき資質・能力の再設定
前述の通り，本校のＳＧＨの取り組みで育成す
べき資質・能力を「協創力（Co-creation）
」とした。

協創力とは，
「多様な人々と協働しながら，創造的
な解決方法を提案できる力」であり，言い換える
ならばグローカル・イノベーションを起こす力で
ある。
この協創力は，行動をとる際に必要となる資
質・能力である「協働力」と思考力である「創造
力」に分けられ，その内容を以下のように定義し
た。
①創造力…イノベーションを起こす４つの思考力
ア．論理的思考（ロジカル・シンキング）
確かなデータをもとにして根拠を導き，根拠
を積み重ねて論理的に考える。
イ．批判的思考（クリティカル・シンキング）
複数の課題や条件，または変化する状況の中
で何が最も重要であるかを見抜く。
ウ．複眼的思考（コンパウンド・シンキング）
課題解決のために様々な立場から客観的に考
える。
エ．水平思考（ラテラル・シンキング）
誰もが思いつかないような斬新なアイデアを
考える。
②協働力…イノベーションを起こす行動力
オ．共感…相手と協調できる
カ．コミュニケーション…日本語・英語を用い
て，「読む」
「書く」
「聞く」「話す」能力
キ．実践…計画を立てて行動できる
ク．使命感…行動の意義が分かる
ケ．倫理観…社会も認める行動ができる
※特に，ア～カは議論する力・プレゼンテーショ
ンをする力を構成する要素である。

２．本校のＳＧＨプログラムの構成（カリキュラム）

本校のＳＧＨ教育プログラムは「コア・カリキ
ュラム」のカリキュラム類型で構成されている。
本節では，まずコア・カリキュラムの基本的な
考え方とその沿革を述べる。次に本校のＳＧＨ教
育プログラムの構成を説明する。最後に，わが国
と同様の問題を抱えて教育改革を進めたシンガポ
ールの教育改革の中でわが国の探究型への教育改
革への示唆を与えるシンガポールのプロジェク
ト・ワークについて触れ，次年度に向けた方向性
を示したい。
１）コア・カリキュラムの考え方と沿革
コア・カリキュラムとは，1930 年代以降，アメ
リカ合衆国で提唱された教育課程（カリキュラム）
の形態である。教科の生活化・統合を意図したも
のであって，一般に，子供の生活上の問題を解決
するための単元学習からなる「中心課程（コア）」
と，それを支えるものとしての専門分化した体系
的な知識，芸術，技術の習得を目的とする「周辺
課程」とから構成されている。
代表的なものにバージニア・プラン，カリフォ
ルニア・プランがある。日本でも第二次世界大戦
後，アメリカの影響のもとで，コア・カリキュラ

ム連盟を中心に研究と試行が活発に行われたが，
1950 年代，経験主義教育論の勢いが衰えるにつれ，
科学主義・系統主義の教科カリキュラムに押され
て後退していった。しかし 1990 年ごろから学習や
生活の断片化・抽象化，人格発達上の問題が指摘
されるようになり，子供の生活課題にこたえる総
合的な学習を教育課程の中軸に組織する意義が説
かれ，ふたたび注目を集めるようになった。
２）本校の教育プログラムの構成
１節で述べたように，本校は生徒に育成したい
資質・能力として「協創力」を設定した。この資
質・能力は，知識・スキル，思考力・表現力・判
断力，学びに向かう力（主体性・多様性・協働性）
を含むものである。
この能力を育成するカリキュラム構成として，
本校では経験主義と系統主義を組み合わせたコ
ア・カリキュラムの形をとることとした。
経験主義の利点である学習者から生まれた課題
から進められる課題研究を中心課程として，系統
主義の利点である学ぶべき知識・技能を周辺課程
として配置している。いわゆる「はい回る経験主
義」にならないようにすることが，教育としての

効果を高める上でも重要である。
①中心課程としての課題研究
本校の課題研究は，宮崎の強みとも言える「食
と健康」を切り口にテーマを設定する。今年度の
１年生（４期生）は，
「宮崎と世界の人々のために，
『食と健康』をテーマにイノベーティブなプロジ
ェクトを立ち上げよう」という課題のもと進めて
いる。
この課題設定は１年次６月～３月と９ヶ月と長
期間にわたるが，この段階こそ全体の半分以上を
占める重要な要素であると考えている。この段階
で課題を深く理解した上で，自分達が取り組み「た
い」
，宮崎や世界の人にとって取り組む「べき」と
いう２つの要素が重なる部分で課題を設定する。
これまでの開発研究で，この課題テーマに取り
込みたいという内発的動機の強さとその後の学習
効果は比例することが担当者の中では共有されて
いる。
そのため，課題が仮設定されると「事前調査」
を行っている。この段階では，研究対象とする人
間・社会・自然に実際に触れ，深く理解すること
を目的としている。この理解の深さこそが，適切
な課題設定とその後の研究へのモチベーションへ
の試金石となる。
課題設定の最後の段階では，１年次３月の「研
究概要発表会」では，連携協定を結んでいる宮崎
大学の先生の前で設定した課題について「研究の
背景」
「研究目的と研究方法」について口頭発表・
質疑応答を行う。
課題が設定されたら，研究計画の再設定と，調
査・実験，考察を行う「課題分析・解決」の段階
へと移る。この「課題分析・解決」の過程では自
分達のグループ（6～7 名×13 グループ）の研究テ
ーマに応じて，宮崎大学の先生が助言もいただく
ことができるようになっている。
そして，その研究成果を２年次１月の「ＳＧＨ
生徒探究発表会において発表し，成果を研究論文
にまとめ，３年次６月の「グローカル・イシュー・
ポスターセッション」において英語で発信し，自
身の成長を振り返る構成となっている。
②周辺課程としての諸プログラム
ア．プロジェクト学習Ⅰ・Ⅱ
プロジェクト学習では，課題研究をチーム
で進めて行く重要なプロセス・スキル，いわゆる
「考え方」を学ぶ。
イ．観点別講義・ワークショップ

「食と健康」を見て行く際の知識，すなわち
「見方」を「政策」
「ビジネス」
「健康と安全」
・イ
ノベーション」という観点から学ぶ。イノベーシ
ョンは「見方」だけではなく，
「考え方」すなわち
イノベーション創出のプロセスが重要であるため，
イノベーションの方法論を学んだ東大生と海外学
生と高校生の４泊５日のワークショップである
「ＴＩＳＰ（東大イノベーション・サマープログ
ラム）
」を実施している。
ウ．グローバルキャンプ・ディスカッション
英語でスピーチ・ディベートを行うことで，
４技能の育成の基礎を育てる。
エ．海外研修
課題研究の海外調査先としての海外研修であ
り，海外研修が単独で独立するものではない。
オ．課題研究交流(さくらサイエンス交流事業)
課題研究についての交流・ディスカッション
を中心に据えている。
３．米国ギフテッド教育と
ＰＢＬ・ＳＴＥＡＭ教育の視察報告
（視察校 The Nueva School）
（1）視察校 The Nueva School の概要
（URL:https://www.nuevaschool.org）
①創設の背景
創設 者 Karen Stone McCown は，ギフ テッド
(Gifted)な子供達に注意が払われていないと問題
意識を持ち，著名な教育者，ノーベル賞受賞者，
心理学者，医師，企業の人々と会い，ギフテッド
な学習者のニーズ，学校内のリソース，社会のニ
ーズを調査。彼女の研究の結果をもとに，1967 年
に The Nueva School が設立した。
学校のモットーは“Learn by doing, Learn by
caring”であり，同校の特色ある教育として，①
ギフテッド教育(Gifted Education)，②社会性・
情動スキル教育（Social-Emotional Learning)，
③デザイン思考（Design Thinking)，④探究学習
（Inquiry-based Programs)，⑤優れた教師集団
（Distinguished Faculty)が挙げられる。
を挙げている。
②生徒の人数，先生の人数
生 徒 936
Lower School (PreK - 4th)
数
名
Middle School (5th - 8th)
Upper School (9th -12th)

214 名
299 名
423 名

教 職 205
140 名（常勤）,職員 65 名，教員
員
名
の 70%が修士号・博士号を取得
生徒：教員＝1：6
１授業あたりの生徒数 15～18 名
（2）The Nueva School の視察結果・考察
①教室空間・学校空間上の特徴：
ア．アート性が高い中間成果物の展示

High Tech High で PBL の中 Exhibition（展示）
は重要であるといわれていたが，同校でも同様の
傾向が見られた。日本の場合は，プロジェクトの
途中過程は，模造紙に付箋やペンで箇条書きされ
るケースが多く，途中経過が展示されることは少
ない。同校の展示を見てもわかるとおり，視覚的
にまとめるスキルを学んでおり，アート性が高い
ため，多くの人々の目に触れることにより，自己
肯定感やフィードバックから次への指針を考える
ことができるようになっている。
イ．イノベーションスペース i.lab

The Nueva School の特色ある教育の 1 つである，
デザインシンキングの象徴的な場所が i.lab であ
る。i.lab については Stanford d.school ご出身
の Joey 先生が説明をされた。室内には，Nueva 版
の PBL のデザインプロセスとそのポイントが明確
に 示 さ れ て い た （ 左 ）。 お そ ら く ， Stanford
d.school のプロセスをもとにしているとは考えら
れ，同校の教育に合わせたわかりやすいものであ
った。Hill View でも同様のデザインプロセスと
マインドセットが図式化されていたが，この展示
があるということは，教員と生徒でこれが共有さ
れていることの証であろう。空間は，d.school を
彷彿とさせるプロトタイプスペースとなっており，
i.lab は平日の 8:00～18:00 で自由に使用でき，
クラブ・選択授業・個人プロジェクトなどで使用
できる。
3D プリンタは保護者からの寄贈，長期休業中に
は保護者企画の PBL が行われるなど，保護者を巻
き込んでいることが空間からも察することができ
た。
ウ．共有空間の重要性
同校では教室は仕切られているが，教員のスペ
ースは廊下から完全ではなく，緩やかに仕切られ
ていた。ある程度の教員の作業空間も確保しつつ，
生徒の顔が見え，他の教員ともコラボケーション
が生まれる空間設計となっている。シンガポール
においても，正面玄関すぐの生徒の談話スペース
が重要であり，そこでコラボレーションがうまれ
ることが重要であると言われた。創造都市論では，
都市が創造的であるためには，店舗と店舗を結ぶ
多様性を育む共有空間の存在が重要であり，そこ
にアートの存在が不可欠である。学校の場合は，
教室と教室を結ぶ空間づくりとアートの融合によ
って，教員・生徒のコラボレーションと創造的な
環境づくりができる可能性がある。
緩やかにつながり
オープンであること
は創造性を生み出す
ポイントではないか。

②授業上の特徴：
ア．クリス先生の日本語の授業
今日やる課題をはじめに提示し，それを解決す
るための練習が途中にあり，最後に再度冒頭の課
題について実際行う，PBL の授業構成であった。

具体的には，クリス先生が「今日は授業の最後
にトトロやビヨンセを日本語で描写します」と言
ってスライドでトトロやビヨンセの画像を示し，
生徒達は日本語でこれを説明したいというモチベ
ーションと，授業のゴールが明確となっていた。
そして，本時のゴールに到達できるよう，ステッ
プとなるワークが入っていた。
「他の生徒を描写し
よう」という問いかけのもと，
「A さんの髪は黒い
です」など，生徒相互の描写を日本語で表現する
という内容あった。このワーク中は，20 名程度の
生徒の様子を先生がくまなく見て回り，できるよ
うになるまで繰り返させていた。そのワークを経
て，最後にトトロとビヨンセの写真を示して，ワ
ークの内容をもとに，生徒達に日本語で描写させ
るというものであった｡そして，宿題は自分の好き
な有名人を日本語で描写するというものであった。

イ．i.lab で行われている授業
i.lab とは，Innovation Lab のことであり，生
徒は，個別プロジェクト・選択授業・クラブ活動
などでこの部屋を使用して，デザインし，プロト
タイプを作る部屋である。
ヌエバスクールのデザインシンキングは，IDEO
と Stanford d.school との協力で作られており，
空間もデザインプロセスはその影響を大きく受け
ているが，中等教育段階で取り組みやすいプロセ
スになっている。空間も，3D プリンター・レーザ
ーカッターがあるなど充実したプロトタイプスペ
ースとなっている。
インターセッションの期間中は，保護者が企画
するさまざまなプログラムが存在する。そのうち，
i.lab に移動動物園が来る際，生徒達は動物の行
動を観察し，ニーズに合わせたツール（おもちゃ）
をつくるというＰＢＬがある。まさに，動物の行
動観察と保護者による講義の往還で深く理解し共
感が生まれ，ニーズを絞り込み，アイディアを発
想して，プロトタイプをして，実際にやってみる
という内容だそうだ。

前述の通り，インターセッションの期間中は，
保護者企画のプログラムがある。その時期に，教
員はテストの採点・評価や次の学期の計画・準備
に取り組んでいる。その期間に計画を立て，場合
によっては教員間のコラボレーションについても
話をしていると言うことだ。
③生徒の特徴
１〜２つのエピソードを元に，その学校にいる生
徒の特徴を取り上げる
儒教的な規範意識が残る東アジアとは異なり，
先生も生徒もフラットな関係である。授業中には，
生徒達は集中して取り組んでいて，得意・不得意
の差はあるが，日本の生徒に比べ，自らよく質問
をし，生き生きとした表情である。その背景には，
今回聞くことができなかったが，SEL 教育が背景
にあり，教室空間が安心して話しができる場であ
り，発言のしやすい人間関係が構築されているで
はないかと考える。
④教員の特徴
70 パーセント以上が修士以上の学位をもつ，レ
ベルの高い教員集団である。カリキュラムについ
ては，目線合わせがなされているだけであり，内
容レベルでマネジメントが詳細になされていると
いう話はなかった。High tech High 同様，高い専
門性をもつ教員集団の創造性の延長性でコラボレ
ーションが発生している。
また，評価方法については，例えば数学におい
ては，ペーパーテストで測定するものと，別の方
法で測定し評価する部分を切り分けているという
ことであった。
この 2 つのことは，各授業担当教員が身につけ
させたいコンピテンシーを設定し，これに基づき
授業計画し，そのコンピテンシーに対する到達度
を測定するという視点があるからであろう。

⑤学校経営上の特徴：
教師の高い専門性を背景に，教師の裁量権が強
く，他教師とのコラボレーションもその延長で行
われている。これをできる前提として，学校が外
部を巻き込み，徹底して分担するという経営上の
特徴がある。
ア．保護者を巻き込み，分担
日本では，保護者主催のワークショップ・出前
授業等もあるが，基本的には教師が企画・運営や
連絡調整を行っているケースがある。しかし，ヌ
エバスクールの場合は，学期末に保護者に企画か
ら任せて先生は採点に集中するという取り組みを
おこなっている。その期間に，記述式の試験を実
施して丁寧なフィードバックをする等，より深い
学びを促進する取り組みを実施している。
イ．大学入試について
大学共通テストである SAT 対策は予備校に委託
して取り組んでおり，学校教育からは切り離され
ていた。また，大学のアドミッション担当に評価
の方法，同校での学び方を説明しており，生徒が
高校で学んだことを大学で生かせるように高校側
も取り組んでいる。
（3）学校の特徴を日本に取り入れる上で検討・留
意すべきこと
①教師の学び直しと高い専門性・創造性
ヌエバスクールでは，わが国の学習指導要領に
類似したナショナルスタンダードにとらわれない
教育をしていない可能性もあるが，教師の高い専
門性とクリエイティブさが印象的であった。PBL
をつくるためには，教育に対する深い理解を基盤
に，自由な発想のもと，周到な準備をしなければ
ならない。教員たちに学び直しの機会が制度化さ
れていて，学校も推奨している。台湾，ベトナム，
シンガポールでも同様に，教員は修士課程以上を
終了しているケースが多く，その割合がホームペ
ージで公表されており，教師集団の質の高さの指
標としている。
②教師の裁量権と創造性
ヌエバスクールでは前述の通り，同じ数学でも
ペーパーで測定する部分と，他の方法で測定する
部分があるということであった。その背景には，
設計の段階から，コンピテンシーをもとに，身に
つけさせたい学力像を設定していることが大きく
影響しているのではないか。日本でも，教師の裁
量権を高め，設計するという文化が広まれば，ペ
ーパーテストで測定できる学力とそうでない学力

を分けて評価されるようになるのではないか。
（4）その他考察：
アメリカの調査において，日本の総合的な探究
の時間にあたる発想は，アメリカでは見受けられ
なかった。むしろ，各教科科目の専門性の延長性
での PBL であった。現在，日本では高校 1 年生か
ら総合的な探究の時間が先行実施され，担当者が
計画と運営に追われている。多くは，教科目に並
列で探究の学習が設計されていることが多い。し
かし，学びの総体の中で探究学習を考える必要が
あり，探究の時間を「コア」とし，教科目はその
コアを考えるための周辺課程という学びのデザイ
ンしたとき，生徒達の学び全体に変化をもたらす
という発想である。これは，アメリカとは異なり
常勤の教員の割合が高く，教員集団のコラボレー
ションが生まれやすい日本型の教育として世界に
打ち出せるのではないか。
４．米国ＰＢＬ・ＳＴＥＡＭ教育を調査して，本
校の教育に生かせること
(1)テーマ設定
課題のジブンゴト化とデザインプロセス，エコ
システムとしてのコンソーシアムの構築
アメリカでの視察・調査をもとに，PBL・STEAM
が確立の裏には，わが国と比較したとき，デザイ
ンプロセスが明確であるだけではなく，それぞれ
のステップで身につけるスキル，マインドが明確
になっていることがあげられる。また，真正の学
びである PBL，STEAM をする際に外部との連携は欠
かせない。その際，米国で初めて知ることとなっ
たエコシステムの存在があるが，日本ではコンソ
ーシアムとして普及が始まっており，それが重要
であると考えている。
(2)テーマを選んだ背景
宮崎大宮高校は SGH5 年目の終了年度を迎えた。
この研究開発の上に新しい学びの設計をすること
が求められている。課題研究発表の研究大会では，
これまでも課題研究チームが全国大会でも上位を
獲得するなど，一定の成果は見られた。しかしな
がら，チームで取り組む課題研究において，その
取り組みには個人差がある。ジブンゴト化された
生徒は大きく人格形成に寄与することも明らかで
あるが，一方でそうでない生徒がいかにジブンゴ
ト化するかが課題である。米国の STEAM 教育・PBL
をもとに明らかにし，実践の上で考察した。
また，SGH では普及のための活動を行ったが，

成果発表会・フォーラム等も行ってきたが，その
効果は限定的であろう。一方で，数校で協働して
取り組んだプログラムにおいては波及効果が高い
ことが明らかとなった。協働して実施することは，
互いの生徒・教員にとっても大きな学びとなる。
米国のエコシステムを参考に，外部を巻き込んだ
学びの環境づくりを探究したい。
(3)視察を通じて参考になったこと
①探究プロセス・スキルの標準モデル化
今回の視察で訪れた学校には，基本的に各学校
で探究プロセスやスキルのスタンダード・モデル
が「図式化されて掲示」されている。日本の中等
教育において該当する学習として，総合的な探究
の時間のモデルであろう。
「課題設定→情報収集→
整理・分析→まとめ・表現」というプロセスがあ
り，高等学校学習指導要領の総合的な探究の時間
には，以下のような記述がなされている。
生徒は，①日常生活や社会に目を向けた時に湧
き上がってくる疑問や関心に基づいて，自ら課題
を見付け，②そこにある具体的な問題について情
報を収集し，③その情報を整理・分析したり，知
識や技能に結び付けたり，考えを出し合ったりし
ながら問題の解決に取り組み，④明らかになった
考えや意見などをまとめ・表現し，そこからまた
新たな課題を見付け，更なる問題の解決を始める
といった学習活動を発展的に繰り返していく。要
するに探究とは，物事の本質を自己との関わりで
探り見極めようとする一連の知的営みのことであ
る。
これを念頭にしながら，わが国では各学校・各
教員の創意工夫を加えて，そのプロセスが年間計
画に組み込まれて実施されている。この場合，プ
ロセスについてはモデル化されることは少なく，
年間計画から各学校・各教師の頭の中にあるプロ
セスを類推・解釈することはできる。そういう意
味では「隠れた探究プロセス・スキル」となって
いる。
これと比較し，3 つの点から参考になったこと
を述べたい。
第 1 に，課題設定力・課題解決力をより高める
プロセス設計がなされていることである。まずは，
ここで The Nueva School の i.lab に掲示してあっ
た，デザインプロセスについて紹介したい。
同校のデザインプロセスは，Research / Deep
Dive（調べる・深く掘り下げる）から始まる。こ

のステップでは，Observe(観察)，Ask & Listen
（尋ね・聞く，インタビュー）Research（文献調
査）となっており，五感を使って調べるというも
のであり，まさに Stanford d.school のデザイン・
プロセスの最初のステップ Emphasize（共感）を
意味している。そして，次のステップとして，Focus
（焦点化・絞り込み）となっていて，このステッ
プでの重要な点として，Synthesize & Define（統
合・総合化と問題定義）とある。
以上の 2 つのステップが，
「課題設定」のステッ
プにあたる。確かに課題発見・課題設定の重要性
が示されてはいるものの，いかに発見し，いかに
設定するかという点において，The Nueva School
のデザインプロセスは，課題発見・課題設定能力
が重要視される中で，大きな示唆を与えよう。
The Nueva School では課題を設定した後の課題
解決の過程も具体的で，Generate Ideas（アイデ
ィアを発想する），Make Informed Decisions(十分
な情報を得た上での決定)，Prototyping Cycle(プ
ロトタイプのサイクル)，Collaborate（協働する）
では Monitor Team Dynamics(チームの活動過程を
注視する)Motivate & Inspire(モチベーションを
高め，盛り上げる)，Project Management(プロジ
ェクト管理)することが重要とされている。
以上の 4 ステップは「課題解決」のステップに
あたり，標準モデルとしても精緻化された内容と
なっているといえるだろう。

Table:The Nueva School の i.lab のデザインプロセス
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表：The Nueva School の i.lab のデザインプロセス
第 2 に，このようなプロセスを設計したり，多
彩なプログラムを展開できる，熟知した専任者の
存在である。The Nueva School の i.lab の先生は
Stanford d.school の出身者であり，学校自体も
d.school と連携してプログラム開発をしていると
いうことである。
第 3 に，このプロセスが掲示されていることに
より，
「価値ある試行錯誤」である。ここから，プ
ロセスやスキル等が少なくとも教員と生徒の間で
共有されているということがいえるだろう。The
Nueva School の場合は「What’s Next?」と書い
てあるように，生徒が，どのようなステップで進
め，どのようなことをすべきか，気をつけるべき
ことは何か，ということを理解し，進めることが

ットをあわせて行
っているというこ
とが重要である。
右の写真は Hill
View School のもの
で あ る が ， "fixed
mindset" と "Glowth Mindset" の 場 合 に 分 け ，
Challenge,Obstacles,Effort,Criticism,Success
of others という項目でその違いが示されている。
The Millenium School では，朝から集会にてマ
インドフルネス瞑想が行われ(インドに端を発す
る瞑想は無目的），"Who am I?","How do I relate
to others?" ， "How can I contribute to the
world?"と，瞑想の中で自己・他者・世界とむきあ
い，穏やかな気持ちで精神性を高めた上で，午前
中に探究にあたる”Quest”が行われている。ここ
から，他者との協働で取り組み，解なき問いに挑
む前に，そのマインドセットを行っていることが
わかる。
この他 The Nueva School でも Social Emotional
Learning が行われており，これが PBL・STEAM 教
育を下支えする存在といえるだろう。
わが国の協働型学習の問題点は，方法面や認識
レベルの話に焦点があてられ，情意面については
多くが話題となることが少ない，または体系化さ
れていない部分ではなかろうか。
昨今生徒達の「グループ学習疲れ」「探究疲れ」
という言葉が出現する背景には，解なき問いをグ
ループで考えることは，時として他者との衝突や
自己との葛藤を伴う場合が多く存在するからであ

ろう。また，国際比較によって明らかとなってき
た，わが国の生徒・大人の自身の自尊感情・自己
肯定感・自己効力感の低さ，他者への理解や他者
との関係構築力の低下等への大きな示唆を与えて
いるのではないかと考えられる。
STEAM 教育･PBL は現実の社会について他者と取
り組み，対象世界を広げ，学習の有用性を感じる
ことのできる刺激的な学習活動であり，市民的資
質を育成できる場である。そこで，わが国では
STEAM・PBL を導入する際には，同時にマインドセ
ット教育に形式だけではなく，現場レベルでの調
査研究と学問的な探究の往還を繰り返しながら取
り組む必要がある。
③中間成果物のアートと展示

今回視察した中では，STEAM・PBL いたるところ
に生徒の掲示物が展示してあった。実際に，写真
左の展示があった High Tech High での説明の中で
「展示は最も重要」という言葉がそれを裏付けて
いた。なぜ，重要かと尋ねたところ，表現するこ
とで自分達の考えていることを整理する一方で，
共有することで，たくさんのフィードバックがも
らえ，次への指針が見つかるということであった｡
写真右は，
The Nueva School の廊下の展示物で，
グラフィック・オーガナイザーともいうべきもの
であろう。実際に展示物に書かれている内容は，
日本でいうと模造紙にマジックで箇条書きで書か
れるレベルのものであったが，米国の視察校の場
合は文字情報ベースではなく，図式ベースで書か
れており，アート性も高く展示されていた。目を
引くものになっているので生徒や先生との共有と
フィードバックが闊達に行われ，好循環を生んで
いると考えられる。日本の場合は優れた最終成果
物が展示されることが多いが，このような中間成
果物にアート性が入ることで，生徒の社会的有用
感（レリバンス）や次への指針につながるのでは
なかろうか｡
その背景には，メディアアート教育やグラフィ
ックオーガナイザーなどのアートと融合した教育
があるのではないか，と考察した。
５．エコシステム化，学び直しの制度化による教
師のクリエイター化
どの学校の視察でも気づいたことは，教員がク

リエイティブに働いていることである。今回視察
した学校の多くの先生が在職中に大学院等に学び
直しに行っている。中には，High Tech High の数
学の先生は理学（数学）と認知科学の両方のマス
ターコースを修了していた。The Nueva School で
はマスター以上の学位をもつ先生が全職員の 70
パーセント以上いることを学校のホームページに
も記載している。教師陣のレベルの高さを示す指
標として，台湾・ベトナムの高校でも同様のこと
を行っており，宮崎大宮高校の連携している台
湾・ベトナム・シンガポールの連携校では 7 割程
度の先生が修士の学位を有している。姉妹校の台
湾の高雄高級中學の場合は，学校に在職中に大学
院費用を学校が支払うということであった。
わが国では，研修制度は充実しているという利
点もあろうが，教員が自分の課題意識に基づいて
学び直しをしたいという情熱をもった時，それを
支える制度が未整備である。大学院休業制度があ
るが，ノーワーク・ノーペイであり，給与がない
中で学費を負担し，生活費用もまかなわなければ
ならない。結果的には，教員の学び直しが難しい
制度である。大学等での短期派遣研修等は，給与
が支給された状態の中で研修費用も負担されてい
る。多くの教育が学び直しをする制度の設立が必
要である。
また，このような PBL・STEAM や日本の探究学習
もテーマが「真正の学び」となる以上は，社会に
開かれた学びとなる。その場合には，必ず外部と
の連携が必要となる。The Nueva School がインタ
ーセッションで，保護者企画のプログラム行って
その間，教員は次年度の授業の準備をする，San
Diego Ecosystem のように間を取り持つ機関があ
るなどの，PBL・STEAM に取り組む環境は，日本も
大いに参考にすべきことだと考えられる。

第３章 研究開発の内容
第１節「研究開発単位Ⅰ グローバルな社会課題に対する問題意識（知識・理解）の育成」
（課題研究の取り組み）
3.1.1

課題研究Ⅰ（課題発見～課題設定）

【仮説】
プロジェクト探究基礎，課題研究基礎

力を目的としている。そのためこの「課題発見・課題
設定」を重視した内容構成になっている。

で学んだ協創力の基礎的スキルをもとに，グロー

とくに課題設定においては，生徒達本人が「やりた

バル・キャンプの外国人とのディスカッション，先輩

い」という学習動機と人間・社会・自然環境にとって

達の研究成果発表を踏まえながら，SGH で連携して

「やるべき」という有用性を重視した課題設定の指

いる台湾・ベトナム・シンガポールとわが国の４地域

導を行っている。

で共通する課題からプロジェクトを発想する。その

学習動機の高さが，時には先が見えなくなる中で

プロジェクトのために明らかにしなければならない

課題研究を進める原動力となる。また，有用性の高さ

課題を発見し，研究課題として設定する。

は，生徒達が研究の過程や発表の局面で出会う人々

課題設定にあたっては，文献調査だけではなく，社
会調査(観察・インタビュー・質問紙による調査を実

から有用感を感じられるものになる意味でも重要で
ある。

施し，自分たちの手で集めたデータを考察し，この根
拠をもとに主張を組み立てる。

２．課題研究の指導体制と指導の考え方

本校では，プロジェクトを立ち上げるという形で

本研究開発における課題研究は，グローバル・リー

の課題研究テーマを設定することで，以下のことを

ダー育成に必要な資質・能力(本校では「協創力」と

期待している。

設定)の形成を目的としている。

第一に，プロジェクトは，自分達が取り組みたいと

よって，自分達で課題を設定し，自分達でその解決

いう動機と，世のため・人のためという社会的有用性

に向けて計画を作り実行し，その結果を自分達で受

で設定される。このことにより，多くの人々と関わる

けとめ，振り返る，という一連の課題研究のプロセス

中で，社会的有用感（レリバンス）を感じ，自己有用

を通して，いかに「学び」の局面を作ることができる

感，責任感，他者の包摂，行動力など多くの心理的な

かが肝要である。

成長を期待している。

その中でも，学習プログラムの構築と並んで重要

第二に，グループで協力して調査・研究，議論する

なのが，そこに関わる教師の存在である。教師が教育

ことを通して，創造力(論理的思考・批判的思考・複

的な価値を理解し，生徒に助言・指導ができるかが生

眼的思考・水平思考)と協働力(共感・コミュニケーシ

徒の成長に大きく影響する。そして，内容知を中心に

ョン)など認知的な成長を期待できる。

系統的に構成され習得中心である教科学習に対して，
方法知を中心に構成される探究学習の指導経験を通

【内容・方法】

して，教師が自発的に教科学習へ生かされることも

１．課題発見・課題設定に対する本校の考え方

担当者としての願いである。

課題研究のプロセスは，
「課題設定」
「課題解決」に
大きく分けることができる。いずれも重要なプロセ
スであるが，課題研究の成果を重視する場合は「課題

３．学習形態
ＳＧＨ指定前は，課題研究は個人研究であったが

解決」重視型であろうが，本校は第２章で述べた通り，

これをグループ研究にすることで以下の効果が期待

「学習経験」をさせそのプロセスで得られる資質・能

できる。

１）教師の抱える研究テーマ数を減らすことで，生徒
の学習活動の幅と深さに対応できる。（校外での調

2)指導計画
◇ＳＧＨ５期生「課題研究Ⅰ」指導計画
課題研究ガイダンス

10

年

※「探究の手引き」を用いて

時

次

1.研究グループの結成(6～7 名)

間

査・研究活動等への対応，議論する時間の確保）

１

２）研究ユニット(研究グループ)で合意形成をしなが
ら協働する。これを通して，グローバル・リーダー

７月

2.プロジェクトを構想する

には不可欠な多面的な視点で考えるという思考力
育成と，共感する態度の育成を期待している。

プロジェクトのテーマを発表
９月

課題発見（情報収集）
４地域に共通する課題に関する情報の
収集

４．SGH５期生のグループ結成と課題発見・設定
本年度は指定３年間の成果と課題をもとに，SGH

10 月

プロジェクトの立案

11 月

グローバル・キャンプの準備，ディスカッション

10

ディベートの立論を通して，世界の情報を収

時

集し，これらを根拠に立論を立てることでグロ

間

４期生を対象に以下の方法でグループを結成，課題
設定を指導した。

ーバルな視野でとらえる。
グローバル・キャンプ

1)グループ結成の方法
SGH１期生はグループ結成を，のちの研究の機動
力を考慮して，生徒達に結成させた。しかし，その指
導の過程でグループ内での多様性が担保されないと

(グローバル・ディスカッション)
12 月

※さくらサイエンスプロジェクト参加者
は，課題研究についての意見交換

１月

プロジェクトから研究テーマを構想

時

いう課題が生じた。実際に１期生の３年次のコメン
トの中にもグループの多様性のなさ（特に性別や部

２月

共通課題のポスターセッション
SGH 生徒探究発表会

活動）が研究の停滞感と関連していると述べている

1.前日に 2 年生の発表見学
(兼 2 年生のリハーサル)

コメントが複数存在した。

2.発表会終了後に研究を引き継ぎたいユニ

２期生以降に対しては，プロジェクト学習Ⅰ・Ⅱ

ットと 2 年生の意見交換

(後述)の結果を踏まえて探究学習の成績を算出し，グ

社会調査（事前調査）

ループ間で探究的な学習が得意・不得意などが均等

1.文献調査

になるように考慮し，高校教員側でグループを結成

2.インタビュー調査
3.質問紙による調査

した。
シンガポールでもグループによる課題研究が行わ

4.プレゼン作成の方法
３月

探究課題発表会(3/14・金)･･･延期

れているが，教師がグループの編成をしている。理由
は「社会に出てからもチームメンバーを自分達で決

５．学習の実際

めることはできないから」とのことである。また，

1)作成した教材の一部

i.school のワークショップでは個人の時間とグルー
プの時間を明確に分けることで，主体性の上に多様
性をもたらすこともできるであろう。このグループ
編成方法はその後の学習の質を左右する重要な問題
であるので，今後も研究開発を進めたい。

15
間

2)学習過程のモデル化
課題研究のような，真正の学びにおいては試行錯

６．指導体制と指導方法の普及
本校の探究活動は基本的に高校の教員が担当であ

誤をする学習においては，
「はいまわる活動主義」で

る。よって，担当の教員には生徒達の状況を見ながら，

はなく，価値ある試行錯誤ができるかが重要である。

「いかなるタイミングで」
「いかに発問するか」とい

その相違点は，プロセスをメタ化して振り返りが

う悩みは絶えない。学生の研究指導を日常的に行う

可能であるかという点であろう。そのためには，学習

大学の先生ならばともかく，高校の教員は不慣れで

過程を標準モデル化し，生徒が認識した上で，学習に

容易ではない。

望めるかどうかであろう。
本校では指定 2 年目からそのプロセスを理解する
ために後述のプロジェクト学習を行っている。この
プロジェクト学習も含め，以下のプロセスを提示し，

そこで，本校の探究活動では基本的に課題研究Ⅰ
では 7 名，課題研究Ⅱでは 10 名のチーム・ティーチ
ングの形態をとっている。
以下の図にあるように，大きな教室に SGH 指定生

直線型ではなく螺旋型の学習モデルであることを生

徒 80 名程度を集め，全体的なガイダンスは探究総括

徒達に示している。

教員が行うが，各グループには担当教員がおり，その

以下は，教材中に示したアイディア創出のプロセ
スで，スタンフォード d.school，慶應義塾大学 SDM

全員が同じ部屋で指導することにより，指導方法の
共有化を図っている。

研究科，東大 i.school のアイディア創出方法を参考
にして，作成したものである。

相談
コーナー

探究総括教員

行き詰ったら相談コーナーへ(他の教師も参加)
教
員

口頭プレゼン・
質疑
生徒グループ
(ユニット)
グループの
状況を共有

3)ＳＧＨ最終年度における改善点
ＳＧＨ指定 4 年目まで，地域の魅力的なものをグ
ローバルに考えるというテーマ設定を行っていた。
この結果，課題も発見しやすく，面白いテーマが生ま
れる反面，海外研修にて現地生徒と協働する際に，テ
ーマに共感できず，本校生徒のテーマに相手校の生
徒が合わせるという片務的なものであり，パートナ
ーシップとはいえない状況があった。
これを改善するため，
最終年度から連携している 3
地域と宮崎の共通課題を探していく方法をとった。

教
員
【検証】

教
員

教
員

が行われており，米国の Millennium School では，実社
会に近い環境で，多様性を理解し，「自分は何者なのか」
「他者とどうつきあっていくのか」「実生活でどう行動する
のか」という問いかけを常に行うようにしている。
他者とのふれあいの中で，自己を認識し，自己と他者
の関係構築，自己と社会との関係を考えさせる取り組み
が次年度以降必要であろう。
「グローカルな視点で提案・行動する意欲」について
は，諸課題について現地に足を運んで五感で課題を発
見し，考えていく経験をさせていくことで，改善されると考
えている。

Fig1:1 年生の資質・能力の自己評価の平均点の変遷
Fig.1 は，１年生（ＳＧＨ５期生）の資質・能力の自己評
価の４月～３月での自己評価平均点の変遷を示したもの
である。この結果は，生徒達が「どのような資質・能力が
どの程度伸びたか」という自己認識を示すものである。
４月～３月にかけての平均点の増減で見ると，「問題
解決の思考力の習得」が伸びており，後述するプロジェ
クト学習で思考する方法を学び，課題研究 I で活用する

Fig2: 1 年生の課題研究アンケート結果

という取り組みを通して，生徒達は問題解決の思考力を

１年間探究活動（プロジェクト学習，課題研究Ⅰ，グロ

習得したと実感しているといえるだろう。
また，「地域社会の課題への理解」「グローバルな社
会課題の理解」の項目での伸びが高いのも，今年度から
は地域と海外を同心円的拡大で認識させるのではなく，
３地域をクロスさせるプロセスに変更したことが影響して
いると考えられる。

ーバル・キャンプ）に取り組んできたＳＧＨ５期生（現：１年
文科情報科生）に質問紙による調査を行った結果，以上
の結果となった。
多くの質問項目で，「かなりできた」「できた」をあわせ
ると 80％を超え，おおむね良好である。
しかし，

一方で，のびが低い項目として，「自己認識・自尊感

逆に，後述する２年生との大きな差異は，探究学習と

情」「グローカルな視点で提案・行動する意欲」がある。

教科の関連性に実感が持つことができていない点であ

今年度に限らず，過年度比較をしても同様の傾向あり，

る。おそらく，教科学習の進度も進んでいない１年生で

しかも学年が進行しても同様の傾向があることから，これ

は，探究学習で必要とされる知識・スキルと教科学習の

らの項目に対する改善が課題となる。

関連性の実感がないことが大きいと考えられる。また，教

「自己認識・自尊感情」については，グループで活動
する中に，自分自身と向き合う時間をつくることが重要で
ある。特に，第２章で紹介した，欧米諸国では探究学習

科担任レベルでの，探究的な学びと教科の関連性の取
り組みが組織的ではない点があげられる。
探究学習の指導教員側は意識して取り組んできたが，

をふくむＰＢＬの授業の目的として，個人ではなくグルー

生徒の実感が得られていないことが顕著となった。実感

プで取り組むというよさを生かして，他者との関わり合い

が得られるためには，教科会との連携，職員研修など探

の中で自己を見つめるという Social Emotional Learning

究活動を教科で活用できる場づくりを検討する必要があ

ると考える。

つ経験を通して，行動力が形成されると考える。

また，行動力の高まりについても，肯定的意見が 73％

学校の教室内での行動する経験行動を現在よりももう

にとどまっている。議論が中心の取り組みになっている

少し早い段階で，社会と結びつく局面を設定し，実社会

のでやむを得ない部分もあるが，議論がつくされたら現

に向けて行動を起こす取り組みを始める必要があろう。

場へ足を運び，さまざまな人々とふれあい，成就感をも

3.1.2 観点別講義・ワークショップ（イノベーションサマープログラムの開催）
i.school スタッフ（３名），国内外参加大
学生（１１名）

【仮説】
本校の課題研究テーマを分析する最も重要な観点で
ある「イノベーション」を日本社会イノベーションセンター
（JSIC）と共催で「イノベーション・サマープログラム（ＴＩＳ
Ｐ）」として実施する。本校生徒（希望者），東京大学を中
心とする日本人学生，外国人大学生でチームを結成し，
フィールドワークで宮崎の資源について協働でインタビ
ュー調査を行い，これをもとにイノベーティブなアイディ
アを創出，精緻化を行い，英語で発表する。
この活動を通して，①フィールドワークによる五感を使
った情報収集の方法を学び，②調査結果の情報の整
理・分析，③アイディア創出・精緻化（課題解決）のプロ
セスを理解し，課題研究に活用できるようになる。④グロ

④運営：宮崎大宮高等学校，日向高等学校
都城泉ヶ丘高等学校
一般社団法人 i.school
⑤協賛企業：全日本空輸（ANA）
，ANA ホリデイイ
ンリゾート宮崎
⑥協力企業：青島屋（宮交ショップ＆レストラン），
こどものくに，MFE HIMUKA，霧島酒造，ヤマエ
味噌醤油
３．学習内容

(1)フィールドワーク（インタビュー調査）
①

青島屋（宮交ショップ＆レストラン）

②

こどものくに

ーバルな視野で地域をみつめる（グローカル）な考え方，
⑤多様性・多文化を理解し，⑥イノベーティブなことに挑
戦する意欲を育む。⑦期間中オール・イン・イングリッシ
ュで議論し，英語活用能力の向上の契機とする。
【内容・方法】
１．対象：
本校１年生文科情報科（SGH 指定学科）生徒１９名
県立日向高等学校フロンティア科 生徒５名
県立都城泉ヶ丘高等学校理数科 生徒５名
２．概要
(1)プログラムのテーマ
「中小企業の強みを生かしたイノベーション」
(2)実施概要
①期間：2019 年 8 月 4 日〜8 月 8 日（5 日間）
②場所：農業総合研修センター（高鍋町）
宮日会館 宮日ホール（宮崎市）
③参加者：宮崎大宮高校文科情報科１年生（１９名），
日向高校フロンティア科１年生（５名），
都 城 泉 ヶ 丘 高 等 学 校 理 数 科 （ ５ 名 ），

③

MFE HIMUKA

②未来ニーズの分析
次のプロセス
は未来ニーズの
分析です。事前課
題として読んで
きた 10 個の未来
シナリオに基づいて，未来社会におけるニーズの
分析を行います。日本の大学生，海外の大学生，高

④

霧島酒造

校生が一緒に，未来社会での人々の生活を想像し
ながら，それぞれの観点で未来に起こりうるニー
ズについて議論をしていきます。最初は英語での
大学生との議論に悪戦苦闘していた高校生も，少
しずつ積極的に日本語英語混じりで議論を進める
ようになってきました。
③アイディア創出，アイディアの絞り込み，プレ
ゼンテーション準備
次はいよいよ

⑤

ヤマエ味噌醤油

アイディア創出
です。分析した
企業の強みと未
来のニーズか
ら，活用できそ
うなものを抜き
出し，その後それらを掛け合わせることで「企業
の強みを活かし未来社会のニーズを満たす製品/
サービス」のアイディアを創出していきます。1 回
目のアイディア創出で良いアイディアが出なかっ

(2)ワークショップ
①企業の強みの分析
フィールドワークで聞いてきた情報から企業の
強みを分析するところからワークショップは始ま
りました。高校生が中心となって聞いてきた情報
を書き出し，日本，海外の大学生からのアドバイ
スも活かして担当した企業のユニークな強みは何
かを議論していき，模造紙にまとめていきます

た班は，ファシリテーターからのフィードバック
を元にどのプロセスをやり直すべきかを考え，次
やるべきことを自分たち設計していきます。プロ
セスをやり直してはアイディアを創出し，フィー
ドバックを受ける。このような繰り返しの作業を
経て，企業の強みや未来ニーズの理解が深まって
いきます。この日にはいくつかの企業の社員がワ
ークショップ会場にお越しくださり，アドバイス
をいただき，時には一緒になって議論をするよう
な場面もありました。参加者は良いアイデアが出

るまで，8 月 6 日と 7 日の 2 日間はほぼワークシ

写真のポーズ，青島の歴史や神話，周辺のイベン

ョップ会場に籠りっぱなしでアイディアを作りま

ト情報が入手できるというアイディアを考えまし

した。納得の行くまで議論を重ね，この日の終り

た。インスタ映えという高校生らしい要素を取り

までには納得するアイディアまで持っていくこと

入れたアイディアとなり，プレゼンテーション中

が命題です。何とかその段階まで持ち込み，翌日

に行われたスキットもリアリティの高いものとな

の最終プレゼンテーションに備えました。

りました。
② こどものくに班のアイディア
子供の誕生などの記
念日に，こどものくにの
敷地内に木を植えるこ
とで特別な記憶を残せ
るというサービスを考
えました。植樹を通じて，
時間や世代，人を跨いだ
記憶を残し続けられる
という考えは，こどもの
くにの創設者である岩切章太郎の「大地に絵を描
く」という言葉と合致したものとなりました。広
大な敷地と，記憶に残るような施設設備，知名度
を保持しているという強みと，価値の多様化の進
行に伴って生まれる，特別な記念日を覚えておく
ために特別なことをしたいというニーズをうまく
組み合わせたアイディアです。

(3)プレゼンテーション

③ MFE HIMUKA 班のアイディア
MFE HIMUKA では

① 青島屋班のアイディア
情報化が進んだ社会

金属の加工，組み立てを

で，観光客が自分に最

行なっており，部品にバ

適化されたリアルタイ

ラして出荷する場合で

ムな青島観光情報を入

も一度工場で試しに組

手したいというニーズ

み立てています。この事

と，青島屋の，往路では

実から，金属製品を簡単

情報提供，帰路では土

に組み立てられるよう

産物屋としての役割を

に作るノウハウを強み

持っているという強み

と捉え，高まる環境への関心と組み合わせました。

を生かし，観光客が青

考え出したアイディアは，祭りなとのイベントの

島屋の看板やレシートに印刷された QR コードを

際に簡単に組み立てることができる大型のゴミ箱

読み取ることでその人に合ったフォトスポットや

というものでした。ゴミが溢れかえる小さな簡易

ゴミ箱の代わりとなるもので，さらにその見た目

どを使います。ヤマエの地元の農家などとのつな

を地域の文化，風習に合わせて変えることができ

がりや，美容効果があると言われる霧島裂罅水を

ます。入れられたゴミはゴミが落ちていく過程で

使えること，などを強みと捉えてアイディアを創

自動的に堆肥となる機能が備わっています。作成

出しました。発表では，このみそ汁が家庭でどの

したプロトタイプには２種類の見た目になるよう

ように使われるのか，親子がどんな会話をするの

な工夫が施されていました。

かまで非常に具体的に表現されました。

④ 霧島酒造班のアイディア
日本で働きたい外
国人に宮崎に移住し
てもらい，日本の開発
者とともに，機械を扱
いながら自国のみん
なの好みの味を開発
してもらうというア
イディアを考えまし
た。このアイディアは，
霧島酒造の焼酎製造

【検証・評価】

のプロセスが機械で管理されてあるため外国人も
扱いやすく開発に携わりやすいという強みを活か
し，日本文化や日本食が世界へ浸透する中，それ
らをその国に適した形で取り入れたいというニー
ズを捉えたものです。このアイディアには，海外
の大学生による外国人の視点も加わっており，海
外大学生，日本の大学生，高校生のコラボレーシ
ョンによってできた実現性の高いものとなりまし
た。
⑤ ヤマエ班のアイディア
子供の健康も自身の
健康も気遣う余裕が
ない共働きの家庭を

Fig1:TISP2019 参加者のアンケート結果

ターゲットに，美容効
果があり健康にも良

Fig1 に示したアンケート結果や，参加した高校生のコ

いインスタントみそ

メントから，TISP の効果として，以下の 5 つの効果があっ

汁というアイディア

たと考える。

を考えました。みそ汁
の具財は地元宮崎の

①英語活用能力の動機の高まり，海外留学・進学意欲

美味しい野菜や肉な

の向上
Fig.1 の「英語によるコミュニケーション能力」について，

「高まった」ということについては，肯定的な意見が 75％
であるが，「高めたい」については肯定的意見が 100％
であるなど，英語コミュニケーション能力や学習意欲向
上に高く寄与していると考えられる。また，海外留学・海
外での活躍への意欲についても 80％が肯定的意見で
あり， 寄与していると考えられる。
【関連すると考えられるコメント】
「英語がもっと上手くなりたい。留学したいと思います。今回の
ような環境を持ち続けたいです。」
「今回の体験を経て，英語の勉強をもっと一生懸命して，海外
でのホームステイなどのチャンスがあれば積極的に参加してみ
たいと思うようになりました。」
「外国人の人と話すのも怖くなくなりました。もともと英語は好き
でしたが，もっと好きになりました。」
「以前は日本語で考えてから英語で話すということが多かった
が，今回のプログラムを通じて自然に英語が出てくるようになっ
た。もっと外国人と難しい話がしたいので，日常的に英語を使う
回数を増やしたい。」

②視野の広がり，社会への関心・意欲の高まり
「身近な問題について日頃からもっと深く考える習慣をつけたり
したいと思いようになった。」
「5 日間を通して今の日本には様々な問題があるということが発
見できた。小さいことであっても私たち高校生にもできることが
あるということに気付いた。」
「どの会社もお客さんのことを一番に考え，お客様の声をよく聞
いているから誇れる会社として社会に残っていけることがわか
った。社会やその業界での変化に合わせて対応し，変わって
いけるような会社がこれからの将来には必要だと思った。」

③地域の価値を発見・企業への関心の高まり
Fig.1 の「グローバルな視野から宮崎をみることができ
た」「グローバルな視野から宮崎をみる態度が生まれた」
と 95％の生徒が答えており，地域の価値をグローバルな
視野で再発見するとともに，企業への関心が高まること

間頑張って楽しいことも苦しいことも体験できて，自分を変えて
くれたこのプログラムに感謝したい。」
「日本や外国の大学生と議論したり，自分たちが企業で働く人
の立場に立って企業のイノベーションについて考えたりなど大
変新鮮な５日間でした。普段の自分と全く関係ないようなことを
経験した時の自分の中の何かが変化した感覚は何者にも代え
難いものでした。」
「TISP に参加する人は，すべてのみんなが志が高いので，自
分もその高いレベルに追いついていくために必死で５日間を
過ごしました。すると，知らないうちにこれだけ頑張れている自
分がいるんだと，成長を感じました。限界を超えた気がしまし
た。」

⑤イノベーション教育を通して，探究的な学びのマ
インド・スキル･プロセスを習得
Fig.1 の「情報収集」「整理・分析」「アイディアを創出・
絞り込み」に関する項目で肯定的意見が 80％～90％で
あり，イノベーション教育を通して，探究的な学びの方法
を理解し，習得していると考えられる。
【関連すると考えられるコメント】
「アイディアや考えを共有する楽しさもわかりました。一人よりも
他の人と一緒に物事を解決するという気持ち，意識を持ち続け
たい。」
「これからグループとかクラスで何かするときには自分の意見を
伝えるだけではなく，相手の意見をきちんと分かってあげたい
と思うようになりました。」
「自分とは違った視点で物事を捉える人がいた。いろいろな視
点で見られるようになりたいと思った。」
「アイディアを出すことの難しさを知った。模範的な回答をしよう
といつもしている自分に気がつかされた。」
「話し合いをする中で，終わりが見えたと思っても振り出しに戻
ってしまうという場面が多々ありました。でも，その失敗を学んで
いるからこそ，振り出しに戻ることを重ねるにつれ，どんどん内
容が濃くなっていくのが実感できました。つまり，その過程で成
長したんだと思います。そして，これをいったら今までの仮説が
崩れてしまうという場面でも，怖じけずに自分の意見を言うこと
は良いことだと言うことを知る事ができました。」

が示された。
【関連すると考えられるコメント】
「今まで知ろうともしなかった宮崎の魅力や，宮崎のために宮
崎で努力をし続けている人たちの存在を知って，宮崎が大好
きになりました。それと同時に，宮崎のために何ができるのか，
もっと良いアイディアはないのかと考えるようになりました。自分
の地元と正直に向き合う事ができた，とても良い機会でした。」
「あまり会社について興味がなかったが，いざ参加してたくさん
の会社の話を聞いていると，自分の知らなかった発見がたくさ
んあって楽しかった。会社はただ働くためだけの場所だと思っ
ていたのに，社長さんは常に社員やお客様のことを考えていて，
逆にお客様や社員は会社や社長さんに感謝していて，信頼関
係がないと会社は経営できないのだと思った。」

④志の高まりと自己の変革
「少しだけど，今回のプログラムを通じて自分に自信が持てるよ
うになった。自分から積極的に意見が言えるようになった。」
「2 回目の参加だったが，前回に比べると大きく変化した。２年

【課題】
Fig.1 の｢これまでのプロジェクト学習で学んだ考え方を
活用した｣において「１：できた」という生徒が昨年度まで
は 80％前後で推移したが，今年度は 15％に激減した。
今年度変更したプロジェクト学習のカリキュラムを，再度
見直し，生徒の探究の基礎となるようプログラムの再編
成が必要であろう。

3.1.3

グローバルキャンプ・グローバルディスカッション

【仮説】
英語の授業で学ぶ４技能をもとに，令和元年度は
“One World, One People”をテーマにして，英語力
だけでなく本校 SGH 事業で育成を目指す協創力の涵
養を目指して実施した。はじめに，インタビューやス
ピーチ，休み時間での英語による交流で，グループ内
の生徒やインストラクター役の ALT と様々な意見を
共有し，視野を広げる。本プログラムの大きな２つの
柱であるディベートでは，プログラム当日までに論
題についての議論を授業内外で行い，論理的思考や
批判的思考にもとづく英語表現を行う力を身につけ
ることができる。もう一方の柱として，プログラム内
の様々なアクティビティを通して共有した知見を活
用して生徒自身の郷土である宮崎の魅力をより高め
るイノベーティブなアイディア創出を行うことで，
複眼的思考や水平思考も用いた協働力や創造力を身
につけることができる。

6.

【内容・方法】

13. Debate Competition

“Unique Travel Experience”
7.

項目
課題提示

11 月 1 日

プレゼン
ディベート
プレゼン
ディベート
プレゼン
ディベート
プレゼン
ディベート

11 月 8 日
11 月 15 日
11 月 22 日
12 月 5 日

宿泊研修

12 月 6 日

宿泊研修

Miyazaki”

“High school students should be required
to study abroad.”
14. Lunch
15. Preparation for the presentation
16. Presentation Contest
“Business Ideas to Attract Foreign Visitors to
Miyazaki”

③グローバル・キャンプの日程・概要

DAY 1

3.

Interview & Introduction of each ALT

4.

Students’ speeches

5.

Lunch & Walk around Ikime Ancient Tombs

Preparation for the presentation & debate

12. Preparation for the debate

各活動
（下記参照）
各活動
（下記参照）

Opening ceremony

9.

11. Breakfast

模擬練習

2.

Cooking and Eating dinner & Taking a bath

10. Wake up(6:30) & Stretching

問答作成

Meet at Yukokan

8.

DAY 2

学習内容
GC 概要説明
モデルディベー
ト提示
本論作成
（肯定・否定）
本論作成
（肯定・否定）

1.

Discussion for the presentation
“Business Ideas to Attract Foreign Visitors to

(1)対象：文科情報科１年生（SGH 指定学科）全員
(2)概要
①プログラムのテーマ
“One World, One People”
多様性を受け入れ，グローバルな視点から地
元宮崎を見つめ，新たな価値を協創する
実施日
10 月 25 日

ALTs’ presentations

“Where I want to Travel”
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17.

Room Cleaning

18.

Closing ceremony

【活動の実際】

3.

8. Cooking curry and rice

Introduction of each ALT

4. Students’ speeches (Preliminary)

13. Debate Competition

6. ALTs’ presentations

16. Presentation Contest
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【検証・評価】

質問項目３:批判的思考力は向上しましたか。

表：2018 年・2019 年１年生のＳＧＨ対象生徒の平均

点推移比較(6 月-12 月)
学科
2018 年
2019 年

月
6月
12 月
6月
12 月

R
177
184
168
198

L
199
206
201
215

W
234
242
236
239

S
212
246
262
268

Total
822
877
867
919

2018 年度より 10％増えて 89 パーセントの生徒が
肯定的意見をもっている。批判的思考力の評価が論

質問項目１:英語により情報読解ができるようになったか。

理的思考力の評価を超えたのは初めてである。この
批判的思考力は，最もこのプログラムでつけたい能
力の大きな柱であり，1 年次の教科学習では論理的思
考力に比べて身につけにくい資質・能力である。今年
度のプログラムが充実した結果であろう。

質問項目４:世界の多様性を理解できましたか。

89 パーセントの生徒が肯定的意見をもっており，
これまでとほぼ同様の結果であり，グローバル・キャ
ンプのように課題解決のために英語を活用する Task
Based Learning は，英語で情報を理解する実感を与
えるには有用であるといえる。

世界の多様性も 1 年次の教科学習では身につけに

質問項目２:論理的思考力は向上しましたか。

くい資質・能力であり，本プログラムで身につけさせ
たい資質・能力である。今年度は，昨年度よりも肯定
的意見が 9％増加して 89％の生徒が肯定的な意見で
あった。
質問項目 1～4 を総合的に考察してみよう。SGH 指
2018 年度とほぼ同様の 86 パーセントの生徒が肯

定４年目までに，探究学習などのＰＢＬ（Project

定的意見をもっており，このグローバル・キャンプは

Based Learning）などの，本人の課題意識や動機に

論理的思考力に影響を与えるということであろう。

もとづく学習の場合，
「主体性・多様性・協働性」が

最高評価である 1 の割合が，昨年度より 10％低いが，

高くなると，「思考力・判断力・表現力」が高まり，

これは表にある 2019 年度の対象生徒の英語活用能力

そのために必要な「知識・技能」を身につけようとす

が昨年度に比べて高く，論理的思考力は教科学習に

る傾向がある。よって，ＰＢＬにおいて，知識・技能

おいても日常的に身につけられる能力であるので，

の評価が高まる場合は，主体性・多様性・協働性や思

本プログラムで向上したという実感が低かった可能

考力・表現力・判断力が高まっていることが前提にな

性がある。

っている。
こういう視点で今回の結果を見てみよう。今年度
は，質問項目４の世界の多様性理解が昨年度より 9％
増加している。そして，質問項目 2 の論理的思考力
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よりも難しい，質問項目 3 の批判的思考力の最高評

本プログラムの有用性として，英語コミュニケーシ

価である 1 が昨年より 10％高いということは，昨年

ョン能力の高まることに加えて，英語コミュニケシ

度よりも，生徒達が主体的になり，より深く考えるプ

ーョン能力の重要性を感じ，学習動機につながると

ログラムであったということがいえるのではないか。

いう点において，最も重要な意味をもつと考えられ
る。よって，本プログラムの 6 ヶ月後のＧＴＥＣの

質問項目５:地域と世界を結びつけて考えることができる

試験や様々な英語活用能力の試験等の結果と組合せ

ようになりましたか？

て，明らかにしていく必要がある。

2017 年までは，肯定的意見が 80％に満たない項目
であったが，2018 年度に続き，本年度も 85％の生徒
が肯定的評価を行った。この理由として考えられる
のは，2018 年度から始まった，プロジェクト・ワー
クであろう。このプログラムでは，高校生が調べてき
た地域の魅力的な観光資源を，ＡＬＴが経験してき
た魅力的な旅行の事例を組合せてアイディアを創出
した。この結果，地域と海外の事例を組み合わせたと
いう経験から肯定的意見が 80 パーセントを超えたも
ものと考えられる。

質問項目６:英語コミュニケーション能力は高まりましたか？

質問項目７:英語コミュニケーション能力の重要性を感じましたか？

例年通りの傾向であり，英語を活用して取り組む
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3.1.4

探究課題発表会と高大連携システムの構築

【仮説・ねらい】

足していることに気づくことができる。このプレゼンテーシ

探究課題発表会は，本校 1 年文科情報科の生徒が，

ョンと質疑応答の内容を踏まえて，宮崎大学の理事の先

課題研究Ⅰで取り組んできたテーマについて発表をす

生方が，担当学部に依頼し学科長が生徒の研究テーマ

る場である。この場を設定することを通して，内容を明確

に近い専門の大学の先生を推薦し，生徒に助言をして

にし，質疑応答やコメントをいただくことで，不足している

いただく宮崎大学の先生が決定されるというものである。

ことや良さに気づき，今後の探究活動の指針を得る機会
となる。

２．ＳＧＨ終了後の連携方法

【内容・方法】

高大連携先である宮崎大学との協議を重ね，ＳＧＨで

１．ＳＧＨ指定期間の連携方法

連携を進めてきた宮崎大学との連携を維持することを確

2016 年 1 月に本校と宮崎大学との間で「SGH に係る

認した。一方で，その会議で，これまで取り組んできたマ

高大連携協定」が締結され，組織的に高大連携を図るこ

ッチングシステムの課題を以下の通りに整理した。

ととなった。

①毎年，高校生のテーマが異なるため，そのたびに

そしてその一環として，宮崎大学が本校生徒の課題テ

大学側を調整する事務職員の負担が大きいこと。

ーマに近い専門の先生を紹介する「マッチングシステム」

②毎年，高校生のテーマが異なるため継続研究が生

が構築された。このシステムの導入によって，生徒達の

まれにくく，プロジェクトや研究の深まりと上級生と下級

課題意識・課題設定が尊重され，本校の考える「課題設

生のつながりの機会が失われていること。

定能力」育成に全面的に協力をいただけることとなった。

③高校の生徒・教員，大学の教員の双方にとって，そ
れぞれ得られるものがある双務的なパートナーシップと

本
校
教
員

本
校 研究テーマ
生
徒

①生徒グループの結成
（３人を基本）
②「宮崎の課題・資源」から
研究テーマを設定

プ研
レ究
ゼ概
ン要
テ発
ー
シ表
ョ会
ンで

研究テーマ
本
校
生
徒

はいえない状態であること。
そこで，今後は 8～10 程度の領域を設定して，ＳＤＧｓ
の関連領域で分野を設定し，持続可能な高大連携を進

⑤学科長を
通じて候補
者を推薦

める。また，これまでの宮崎大学との高大連携体制を活

③宮崎大学の理事等による
助言・ブラッシュアップ

⑥研究活動の開始

本
校
教
員

各
学
部
に
依
頼

宮
崎
大
学
の
理
事
等 ④担当学部
等へ依頼

研究内容の
詳細な
打ち合わせ

かし，他大学とも広域の連携を検討している。

宮
崎
大
学
専門領域の
先
生

グループを結成し合意形成をして研究テーマを決める
研究テーマに近い先生を大学側に照会してもらい研究活動

このマッチングシステムとは図にある通りである。
まず，生徒が研究概要発表会にて，自分達の設定し
た研究テーマ，研究の背景・目的，研究の方法について，
プレゼンテーションをする。それに対して大学の先生方
から質疑をうけて答える中で，自分達の研究の良さや不

37

3.1.5

課題研究Ⅱ

高大連携を基軸とした産官学金連携の課題研究

（研究計画，実験・観察・調査，中間報告，結果の考察，まとめ，発表会，論文作成）
【仮説・ねらい】

言いただくアドバイザー教員として位置づけ，高校

１年次の「課題研究Ⅰ」（課題発見・課題設定）

教員と大学の先生が連携し，共に高校生を指導する

で設定した研究テーマについて，ＳＧＨに係る連携

体制を継続した。昨年度，配置していた科学的実験

協定を結んだ宮崎大学との高大連携を基軸として

に関して指導助言をいただくためのサポーター教

産官学連携の「課題研究」を行う。

員は，本年度のアドバイザー教員と課題研究内容か

プロジェクト学習の結果を踏まえて構成した６

ら配置の必要性がないと判断した。

～７名の１３ユニットで研究に取り組む。その中で，

大学の先生の関わりにより，生徒は高校の先にあ

合意形成をしながら研究を進めることと課題解決

る学びとのつながりを感じることで，興味・関心を

に向けて必要となる自然科学的アプローチ及び社

高め，意欲・好奇心・集中力・持続力を育む課題探

会科学的アプローチを選択し，試みた上でより多面

究型の学びに的確な助言を得ながら取り組むこと

的に課題解決に取り組むことを求める。これらの活

ができ，高次の学力形成を図ることができる。

動を通して，創造力（論理的思考，批判的思考，複

さらに，高校教員は大学の先生が高校生の研究活

眼的思考，水平思考）を育み，多様な意見を持つ人

動に対して指導・助言する場面を見て，研究活動に

達と合意形成をしながら課題を解決していく中で

対する指導方法を学ぶことができる。本年度も指導

協働力を高める。また，ポスター作成及びポスター

教員として新たに４名の教諭が加わることとなっ

セッション，論文作成を通して表現力を育成する。

た。これらの活動を通して，習得型から主体的な学

さらに，課題研究に応じた海外での調査等を計画

びへの脱却が求められる教科指導に生かされるこ

して海外研修（台湾・ベトナム・シンガポールにて

とを狙う。また，このうち１名は普通科の総合的な

実施）に参加し，その成果をもとにグローバルな視

探究の時間について企画運営を行う普通科探究委

点で課題研究に取り組む姿勢をもたせる。また，海

員会のメンバーであり，指導教員としての学びが，

外研修先やさくらサイエンスプランに招聘した海

普通科の取り組みに活かされていくものと考えた。

外の学生とのフィールドワークやディスカッショ
ンを通して，グローバルな協創力を高める。

２．課題研究指導体制
課題研究の直接的な指導は，職員 8 名が指導教

【内容・方法】

員として担当する。このうち対象学科の担任など５

１．本校の考える高大連携

名が２ユニットずつ担当する。また，SGH 指定以

本来生徒を指導するのは，高校の教員である。し

来中心的に課題研究の指導に当たっている２名を

かしながら，高校教員の中で研究の指導経験をもつ

支援教員としてすべての研究活動においてこれま

人は多くはない。昨年度の発表会時のアンケートで

での経験や学びをもとに指導助言する立場として

は回答した職員の約９０％が指導法を学びたいと

位置づけた。宮崎大学によってマッチングされた

答えており，引き続き高大連携を軸に，課題研究へ

13 名（原則各ユニット１名）の先生方にアドバイ

の関わりを通して，大学の先生から職員が学ぶ場と

ザー教員として継続的に研究の指導助言を生徒の

しても活用していく。

状況に応じて適宜していただく。

高校の教員を直接的な指導助言を行う指導教員
として位置づけ，さらに研究の指導を日常的に行っ
ている大学の先生を各研究活動に継続的に指導・助
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【高大連携で協力していただいた宮崎大学の先生方】
アドバイザー教員
1

嶋本 寛 准教授

所

属

宮崎大学工学部

実施日

活動内容

時
数

11/6

中間報告（教員及び生徒を対象にポス

２

ター発表 助言をもらう）
2

榊原 啓之 教授

宮崎大学農学部

3

小川 健二郎 助教

宮崎大学テニュアトラック機構

4

圖師 一文 教授

宮崎大学農学部

5

雉子谷 佳男 教授

宮崎大学農学部

6

佐伯 雄一 教授

宮崎大学農学部

7

服部 秀美 准教授

宮崎大学農学部

11/13～

研究成果のまとめ・ポスター作成

８

12/11
12/20～25

さくらサイエンスプラン
（台湾・ベトナムの高校生を招聘し，課題研究ディス

12/18～1/31

8

坂本 信介 講師

宮崎大学農学部

9

藤掛 一郎 教授

宮崎大学農学部

10

西山 和夫 准教授

宮崎大学農学部

11

山崎 正夫 教授

宮崎大学農学部

12

黒木 勝久 助教

宮崎大学農学部

13

山崎 有美 准教授

宮崎大学地域資源創成学部

カッション）
ﾎﾟｽﾀｰ修正とﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ準備

８

(ﾎﾟｽﾀｰ提出一次 12/16 二次 1/6
三次 1/17 最終 1/27)

2/1

ＳＧＨ生徒探究発表会

2/4・12

振り返り／ポスター修正

４

2/26～

論文作成

２

※適宜ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ教員からメールを中
心に指導助言を受ける
論文提出一次 3/17
最終 3/30

３．活動日程
活動内容

時
数

研究計画〔フローチャート・ガントチ

４

実施日
4/17・23

課題研究に関わる高校・大学の先生方に共通でお
願いしていることは以下の２つである。
１つ目は，この課題研究は「成果を出すこと」で

ャート〕作成
5/8～6/19

実験計画・調査計画作成

10

はなく，「プロセスを経験することを通した教育」

宮崎大学訪問

が目的であるということである。２つ目は，「答え

（アドバイザー教員を訪問し，研究計

を教える」のではなく生徒に今の状況を説明させ，

画及び実験・調査計画を説明。指導助

「質問・発問をしてもらう」「助言をする」ことに

言を受ける）
6/26
6/20・27

研究計画発表会

２

よって，生徒たちが気づいて主体的に動くように支

調査・研究（各ﾕﾆｯﾄ単位）

４

援していくことである。

※適宜，ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ教員から直接また
はﾒｰﾙにて指導助言を受ける海外研修

４．本単元の指導と教材の開発

に関する事前ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ（該当者のみ

「課題研究Ⅱ」は基本的には高大連携での「研究

1 時間）
7/17

7 月下旬～

研究計画修正，
調査・研究①
１学期の振り返り・夏の計画立案
海外研修調査計画発表

方法・計画」のブラッシュアップを行い，これに基

２

づいて「調査（観察・インタビュー・質問紙による
調査）
・実験」を行う。
「結果」および「考察」を「ポ

海外研修（台湾・ベトナム・シンガポール）

スター作成」で整理し，「ポスターセッション」で

8 月上旬
8/28

それを表現し，最終的に「論文」として研究成果ま
海外研修報告

２

とめるというこれまでの流れを踏襲する。

（1 年文科情報科の生徒に対して，研

この過程においては，高校の教員は生徒に研究状

修の成果をプレゼンテーションで発
表後，座談会方式で質疑応答）
9/11～10/30

調査・研究（各ﾕﾆｯﾄ単位）

況を説明させ，これらの説明に対して質問をするこ
14

とで，生徒の思考を引き出すファシリテーターの役

※適宜，ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ教員から直接また

割であり，生徒の研究を通して大学の先生や外部機

はﾒｰﾙにて指導助言を受ける
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関と生徒を結ぶコーディネーター，そして同時に研

おける生徒の自己評価をもとにして，協働力育成に

究の進捗状況を把握するマネージャーの役割を果

関わる効果について検証する。なお，
【生徒の記述】

たしている。各ユニットの活動状況については活動

は，課題研究発表会開催後に生徒が回答した「探究

ごとに「活動報告書」への記録を義務づけ，それを

を通して学んだこと」などにおける記載内容をもと

もとに生徒と指導教員が活動の進捗状況や課題を

にした。

随時確認しあった。

0%

使用教材は昨年度使用したものをベースとして

11月

20%

7%11% 15%

40%

60%

27%

3月

の伸びを示している。
「ややできた(4)」までを含め

創力の育成，
（２）グローバルに考える資質の育成，

ると 84％の生徒がチームにおいて貢献できたとい

の２点と（３）その他についてまとめて検証する。

う実感を得ていることが分かる。

（１）協創力の育成

【生徒の記述】

ここでは，協創力を協働力と創造力に分けて検証

生徒 A「いちばん大変だったのは，メンバーとの議

する。

7月

3:
6:あまりできなかった
9:

いる生徒が，11 月の 29％から 3 月の 63％と 34％

バルリーダーの資質として重視している，（１）協

論や意見の相違である。ぶつかることもあり，協調

協働力について
20%

19%

2:できた
5:
8:できなかった

1%
21% 10%3%
1%

fig-2 において「できた(1-3)」という実感を得て

本校がＳＧＨの活動を通して育成を目指すグロー

4月

15%

fig-2 チームにおいてどの程度貢献しましたか？（貢献
度）

【検証・評価】

0%

40%

1:とてもできた
4:ややできた
7:

して作成し，利用した。

（１）－１

8%

100%

5%
16% 15%1% 1%

「ポスター作成」や「論文作成」など全体指導と生
徒の活動の進捗状況に合わせて参考となる資料と

80%

40%

20%

23%

しながら研究，一つの課題へ向かうことはすごく大

60%

80%

34%

26%

100%

変だと感じた。その中でたくさん意見をぶつけ合い，
みんなが納得する形でまとめられたのは，本当に自

20% 7%

34%

分の自信にもつながるし，人と協力する楽しさを味

15% 3%

わうことができてすごくよかったと思う。
」
11月

41%

3月

35%

56%
1:できている

2:少しできている

18% 4%3%
33%

3:

4:あまりできない

生徒 B「はじめの頃はなかなか良いコミュニケーシ

7% 1%
3%

ョンがとれず，悩んだこともあったけど，積極的に

5:できない

探究の話をしてみて，メンバーもそれぞれ考え方を
もっていることに気づいた。コミュニケーション力

fig-1 コミュニケーション力は身についているか？
（日本語で）

が身についたと思う。また，実験をして失敗した・・・

【指標】自分の考えを効果的に表現し、他者と話し合い合意形成できる。

チーム（研究ユニット）の中において，協働が成立

（中略）･･･なんで失敗したのか，なんでその結果

すれば，自ずと個人の役割が明確になり，それを果

になったのか，条件が悪かったなど班の人と議論し

たすことで達成感を得るとともに，チームの一員と

た。成功したときも気になる点がいくつかあり，そ

してチームに対して貢献できた実感がもてると考

の原因を話しあって理解できないときは，分かるま

えられる。fig-1 が示すように，協働の基盤となるコ

で頑張った。」

ミュニケーション力について，その成長が最も顕著

生徒 C「研究を進める中で，チーム内での格差がど

なのが，11 月以降に行っている調査・実験の結果

うしても生じてしまうことあって，それを感じたか

をまとめさらにそれらを整理し，考察し，表現して

らこそメンバー全員で同じ方向を向いて研究を進

いく過程であることが分かる。そこで，該当時期に

めることの難しさが身にしみて分かったし，同時に

40

全員で協力することが，いい研究に仕上げられるこ

が 53％に，
「高まった」までを含む割合も昨年度の

とにつながっていると思った。研究を始めたばかり

87％から 93％に増加している」。このことも前述の

の時は，先輩達のような研究が私たちにもできるの

肯定的に評価し，積極的に協働する姿勢をもって行

かと不安に思っていたが，特にチーム内での話し合

動できていたことを裏付けていると言える。

いの場で，自分の意見がしっかり言えるかそれを意

【「チーム内であなたはどのような役割を果たして

識したら，自然と研究も良い方向に進んできたので，

いましたか。」に対する生徒の記述】

小さな事から頑張っていくとよい結果，達成感につ

生徒 E「私はパソコン作業が得意であるので，中間

ながると思った。
」

発表のプレゼン作成やポスターづくり（レイアウト

生徒 D「成長したことは２つあって，･･･（中略）･･･。

やデザイン，グラフ，文章等）を行った。

２つ目は議論の進め方です。誰かが一人でどんどん

生徒 F「探究は，5,6 時間目でみんな疲れている時

進めたり，誰かが置いてけぼりにされたりせずに，

間だったけど，始めにみんなに声かけをしたり，明

何度も議論を重ねるにつれて，うまくなって，その

るい話をして少しでも場が和むように心がけまし

内容をし，全員で発言し合えるようになるまで成長

た。

しました。
」

生徒 G「最初の方は，話が円滑に進むようにまとめ

昨年度は様々な価値観，個性をもつメンバー感で

る側であったが，研究が進むにつれて，一人一人が

の協働の難しさに直面したことへの記述が多く，

積極的に取り組むようになり，ポスターの作成や原

「違い」に戸惑う様子が強調され，この困難を乗り

稿の作成，大学での実験など一人だけがするもので

越えた達成感が綴られていた。前述の生徒 A の記

はなく，班員とまったく同じ事をしてきた。
」

述にあるように今年度も生徒たちにとって「違い」

以上の記述にあるように，それぞれが「違い」を

の壁が協働を困難にする場面があったようだ。しか

認め合った上で，その中で自分自身の個性をどう活

し，最後に「協力する楽しさを味わう」という記述

かすかを考え行動できていることがうかがえる。ま

がある。生徒 B や生徒 C は「違い」を意識した上

た，生徒 G の記述にあるように班の状況の変化に

で，それを利用して議論し理解を深めることに活用

よってそれぞれの行動を変化させることが互いに

し，その成果から達成感を得ていることが分かる。

できている生徒もいたことが分かる。このことから

つまり，前年度のように「違い」の壁を乗り越える

も協働することの成果を実感し，それをもとに積極

ことが目的ではなく，協働することを肯定的に評価

的に実践する傾向が本年度は強くなったと判断で

し，その必要性をより強く意識してその利点を踏ま

きる。しかし，課題研究Ⅱにおいて本年度変更した

えた上で実際に行動していたと読み取ることがで

要素に明確にその原因となる事がないことから，１

きる。生徒 D は協働できること自体を自分の成長

年次のプログラムにおいて，チームで協働し，その

と認知している。それだけ協働の重要性を体験的に

成果発表し評価される場を例年より多く設けてき

実感したことがうかがえる。

たことや，「まずは否定しない」という意識を持つ

0%

20%

40%

60%

53%
１：かなり高まった

２：高まった

80%

40%
３：

４：高まらなかった

ように繰り返し伝えてきたことが影響し，彼らの中

100%

に協働することが肯定的に根付いていたと考えら

4%3%

れ，この姿勢は今後のさまざまな場面で活かされて，

５：全く高まらなかった

多様な人々との協働の上に更なるイノベーション

fig-3 今年度の探究活動を通して、多様な考えを認め合
うことができるようになりましたか?

を起こしていく原動力となっていくと期待できる。

fig-3「今年度の探究活動を通して，多様な考えを認
め合うことができるようになりましたか？」におい
て「かなり高まった」が昨年度 31％であったもの

41

（１）－２
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創造力について

20%

4月

6% 14%

7月

10%

40%

【生徒の記述】

60%

39%

80%

「思考力が付いたように思う。例えば，『これはこ

100%

34%

うだけどだから何？って感じじゃない？』とか，
「こ

7%

ことここはつながりがなくない？」とかものごとを

11月

32%

34%

19%

22%

56%

3月

3%

考えることができるようになった。
」
「課題研究を通
して論理的に考える力をつけることができました。

15% 8% 1%

54%

29%

研究をどうしたいのか，どうしてこの研究になった

12% 6%

のかポスターをつくる時に考えているとちょうと
1:できている

2:少しできている

3:

4:あまりできない

5:できない

どうしてこの研究になったかという理由がしっか

fig-4 問題解決のための思考力（論理的思考・批判的思考・
複眼的思考・水平思考）は身についているか？

り論理的に説明できて，課題研究をやっているとき

fig-4 に示したように，問題解決のための４つの

には気づかなかったのですが，後から論理的に考え

思考力（論理的思考，批判的思考，複眼的思考，水

ることができていることに気づいて，とても嬉しく

平思考）については，その成長が最も顕著なのが，

感じました。」

11 月以降に行っている調査・実験の結果をまとめ

論理的に考えることの重要性を感じ，実践してき

さらにそれらを整理し，考察し，表現していく過程

たようすが確認できる。

であることが分かる。また，
「1:できている」とした
割合が昨年度の 33％から 54％に大きく増加してい

b)批判的思考

る。これらのことに焦点を当て，初期となる 11 月

0%

と発表会を終え，ある程度論文作成が進められてい
る 3 月において実施した生徒の自己評価をもとに
して，思考力及び表現力の育成について，検証する。

11月

4% 19%

3月

18%

なお，【生徒の記述】は，課題研究発表会開催後に

a)論理的思考

3月

40%

15%

9%
1:とてもできた
4:ややできた
7:

38%

80%

100%

11% 14%

53%

11% 12% 1%
3%

2:できた
5:
8:できなかった

3:
6:あまりできなかった
9:

fig-6 に示したように「できた(1-3)」という実感

20%

1%18%

10%

60%

fig-6 複数の課題や条件の中で、何が最も重要であ
るか、判定することができましたか？（批判的思考）

る記載内容をもとにした。

11月

40%

1:とてもできた
4:ややできた
7:

生徒が回答した「探究を通して学んだこと」におけ

0%

20%

60%

40%

53%
2:できた
5:
8:できなかった

80%

100%

を得ている生徒が，11 月の 33％から 3 月の 82％

5% 18% 3%
16%

と 49％の伸びを示している。
「ややできた(4)」まで
を含めると 94％に達しており，ほとんどの生徒が

14% 7%1%

批判的に本質的なものを見出すことが課題研究活

3:
6:あまりできなかった
9:

動を通して実感できたことが分かる。
【生徒の記述】

fig-5 確かなデータ(数値・発言)をもとに根拠を導き、論理的に
考えることができましたか。（論理的思考）

「情報をどうすれば確実なものにできるかという

fig-5 に示したように「できた(1-3)」という実感

ことも学んだ。ちょっとだまされにくくなったかも

を得ている生徒が，11 月の 34％から 3 月の 78％

知れない。」
「自分の班のポスターも批判的につくっ

と 44％の伸びを示している。
「ややできた(4)」まで

ていたので，他の班の発表を批判的に見たり，矛盾

を含めると 92％に達しており，生徒の実感として

がないか考えるような批判的思考も身に付いた。発

論理的に考えていくことを課題研究活動を通して

表までの活動を通して，上手くいかないことも多く，

実感できたことが分かる。

ボツになったものもたくさんあって，一つの形に完
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成させるのがいかに大変かを学んだ。」
「大学の先生

聞きながら，この人とは別の立場から考えるとどう

方や一般のギャラリーに発表していくたびに，自分

なるんだろう，と様々な角度からものを見ることが

の発表の中で要らない部分がどんどん削られてい

できるようになりました。一つのものを一通りでは

って，研究内容が鮮明になっていく感覚を味わうご

なく何通りもの見方で見ることで，発見できなかっ

とに『声に出して発表して質疑応答すると，こんな

たことを発見できると思います。」
「事象をどう捉え

に洗練されるのか！感動した！』と思えました。
」

るかというのは研究だけでなく，すべてに通じるも

何が真理であるかを情報収集の段階から意識し

のだと思います。複眼的思考を身につけるとすべて

て行動してきたことや，班のメンバーやアドバイザ

の核心が見えてきて，そこに何が使えるのかつまり

ー教員などとのディスカッション等を通して，真理

水平思考のヒントが見えてきます。複眼的思考もし

を見出す経験をしており，批判的思考の必要性を強

くは批判的思考というのは，物の本質を見抜くため

く感じ，実践に活かされていることが確認できる。

の基礎だと分かりました。基礎を完璧にしたことで，

探究の活動における班員とのやりとりや発表会を

そこからの水平思考へと結びついたのだと思いま

含めた大学の先生やその他の人との関わりの中で，

す。
」

思考を研ぎ澄ますことの大切さを体験的に実感す
る場にもなっている。

たコメントはこの他にも多数あった。チームメイト

c)複眼的思考

や大学の先生など研究で関わった様々な人とのデ

0%
11月
3月

多様な視点で物事を見ることの重要性を実感し

20%

4% 18%

40%
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23%
1:とてもできた
4:ややできた
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60%
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31%
2:できた
5:
8:できなかった

80%

15%
19%

ィスカッションの中で得ていることが，その他の生

100%

徒の記述からも読み取ることができる。チームで課

15%

題研究に取り組むことの効果の 1 つであるといえ
る。

24%

d)水平思考

3:
6:あまりできなかった
9:

0%

fig-7 様々な立場から多面的に物事を見て、客観的に
考えることができましたか？（複眼的思考）

11月

fig-7 に示したように「できた(1-3)」という実感を

3月

得ている生徒が，11 月の 34％から 3 月の 73％と

20%

11% 19%
19%
1:とてもできた
4:ややできた
7:

39％の伸びを示している。
「ややできた(4)」までを
含めると 97％に達しており，生徒の実感として複

40%

9%
28%

60%

19%
15%

2:できた
5:
8:できなかった

80%

100%

14% 16% 8%
22%

4%

8%7%

3:
6:あまりできなかった
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fig-8 既存のものを異なるものに活用するなど、斬新な
アイディアを考えることかせできましたか？（水平思
考）

眼的に見ることで客観視することの必要性を感じ，
実践することができていると確認できた。

fig-8 が示すように「できた(1-3)」という実感を得

【生徒の記述】

ている生徒が，
11 月の 39％から 3 月の 62％と 23％

「私は，今までの活動を通して，自分の視野を広げ

の伸びを示している。「4:ややできた」までを含め

ることができたと思う。様々な人と出会い，話し合

ると 84％となっている。昨年度は「1:とてもでき

うことで，自分では思いつかなかった考えに出会う

た」が 7％にとどまっていたことから論理的思考，

ことが多々あった。それにより，物事を考えるとき

批判的思考及び複眼的思考が目前の真実に対して

には常に多くの視点から考えるということを常に

向けられるのに対して，これらの思考から明らかに

できるようになった。今後も物事を考える際には，

なったことを，別の事象に活用し，斬新なアイデア

一つの視点だけで見るのではなく，多角的に考える

を創出する高度な思考が水平思考であるためだと

ようにしていきたい。
」
「周りの人の意見を肯定的に

考えた。しかし，本年度は 11 月段階でも「できた
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(1-3)」の割合が昨年度の 22％から増加している。

末なものであるといけないことを知り，人に伝える

これは，1 年次の課題研究Ⅰにおいて，デザイン思

能力がついた。
」
「相手に分かりやすく伝えるにはど

考についてワークショップを通して学ぶ機会を設

うしたらいいか考えるようになった。」
「自分の頭の

けている。高次な思考である水平思考であるが，ロ

中では言いたいことがいくつかあって，何を言わな

ールモデルを参考に，その中にある手段を転用して

ければならないのか分かっているのに，いざ大学の

アイデア創出する経験をしており，このことが例年

先生に話そうとして結局上手く伝えることができ

以上の効果を生徒が実感する背景となったと考え

ませんでした。でも，今までの自分だったらそれに

られる。

挑戦することすらしなかった気がするので，言って

【生徒の記述】

みよう！としたところは少し成長できたかなと思

「最初アイデアは特にうかばず，話の流れを人任せ

います。
」
「発表会は情熱的になって酸欠になるくら

にして，･･･（中略）･･･アイデアは急には出なくて

いまで，上手く相手の心をつかむ会話ができて納得

も，自分が手に入れたデータを見て，気が付いたこ

して帰って行く方々の姿を見て成長できたなと感

とを一つ一つ挙げていけば，思いがけないところで

じることができました。
」

結びつき，アイデアになるということがわかり，よ

表現力に関する記述は課題研究発表会に向けて

く発言するようになった。」
「斬新なアイデアを創出

のポスターづくりや発表の練習及びポスターセッ

することは素晴らしいことだけど，そのためには，

ション本番に関するものはもちろん，探究活動全般

様々なベクトルにアンテナをはって，かつ多くの知

において自分の考えを明確に伝えるための表現力

識も欠かせないということを学んだ。
」

にも意識を向けている生徒が多いことが分かった。

このように水平思考に至るまでの難しさではなく

そのことは協働を円滑にし，チームメイトと相乗的

水平思考を機能させるためにどうすべきかに意識

に各思考力などを育む環境作りにつながっている

をもって活動していることが分かる。課題研究Ⅰの

ようだ。

経験をもとに水平思考の本質を再確認しながら活

表現力の向上はポスターの変化からも確認する

用してきたものと考えられる。

ことができる。fig-10 は若山賞（表現力）を受賞し

e)表現力

たポスターの二次提出(1/6)時のものと最終提出
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1:とてもできた
4:ややできた
7:

40%
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43%
2:できた
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(1/27)のものまでを比較したものである。
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《二次提出(1/6）》

12% 15% 7%3%

《最終提出(1/27)》

14% 7% 6%4%
3:
6:あまりできなかった
9:

fig-9 見やすさ・聞きやすさなど相手のことを考えて、伝え
たいことが的確に表現できましたか？（表現力）

fig-9 が示すように「できた(1-3)」という実感を得
ている生徒が，
11 月の 37％から 3 月の 81％と 44％
の伸びを示している。「4:ややできた」までを含め
ると 88％に達しており，表現力が身に付いた実感

fig-10 一次提出ポスターと最終提出ポスター比較

を多くの生徒がもっていることが分かる。

大きな変更点（工夫した点）としては，参加者の

【生徒の記述】

注目を集める工夫と自分たちが主張したいことに

「どんなよい研究内容であっても，発表の仕方が粗

注目してもらいかつ理解してもらう工夫の大きく
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2 つが挙げられる。まず，参加者の注目を集めるた

時点から，海外研修でのフィールドワークとして

めに，実験材料として用いたキウイをデザインとし

調査できる内容がないかを検討させてきた。さら

て用いたりすることで，見栄えのよいタイトル部と

に，4 月の参加募集において，チームで取り組ん

なっている。次に主張を強調する工夫であるが，二

でいる課題研究の計画とそれに基づいた海外研修

次ポスターをもとに発表のリハをしていく中で，特

での調査計画の提出及び説明を義務づけた。昨年

に「背景・目的」
（fig-10 の太線）そして「結果・考

度の 3 期生の海外研修での活動内容について事前

察」（fig-10 の破線）の部分をしっかりと聞き手に

に知らせていたこともあり，各自が実施可能な調

伝えることが必要だと気づき，この２点について目

査計画を提出した。これらをもとに選考された 24

立つように場所を大きく確保するとともに，表やグ

名が実際に海外研修に参加した。参加決定後も，

ラフを効果的に使っている。同様な変化は差はある

課題研究に必要な調査の内容を具体化し，現地で

もののすべてのポスターにおいて見られる現象で

の調査に臨んだ。海外研修で得られたことは，各

あった。ポスター作成とそれを用いたリハーサルそ

ユニットで共有され，それぞれの課題研究におい

して更なる修正という過程を通して，主張を明確化

て活用されていることが確認できている。更なる

しつつ，聞き手にとっての印象なども踏まえた工夫

調査のために，宮崎大学の留学生へのアンケート

改善が自発的に行われていくことが今年度も確認

調査を実施し，海外と日本の違いを示す根拠とな

できた。この過程を通して，生徒たちは自分たちと

るデータとして活かしたユニットもある。この他

相手のことを相互に配慮した真に相手に伝えるこ

にも，ポスターセッションに使用するポスターに

とのできる表現力が成長していると評価できる。

海外研修での調査結果を活用したものが昨年度の

以上の検証を踏まえて，仮説に挙げた創造力と表

２つから５つに増加した。その一例を fig-11 に示

現力の育成は，その程度に個人差などはあるものの

している。このユニットは投資に関する意識調査

多くの生徒が実感できるレベルまでその能力が高
まっていると判断できる。また，１年次における協
働力の育成が，２年次におけるチーム内での障壁を
少なくし，安心感をもって活動する環境の形成につ
ながり，協働による資質能力の育成がさらに進むこ
とが確認できた。
（２）グローバルに考える資質の育成
課題設定の段階から地域にある課題を出発点と
して，海外ではどうかについても考えるように生
徒たちに求めてきた。海外との関連で見ていく
と，まず挙げられるのが先行研究について調べる
過程で，国内外の論文や資料を調べる活動であ
る。複数のチームが国外の研究者がまとめた論文
を読み，研究活動の資料にしていた。次に本校が
7 月末からシンガポール，台湾，ベトナムで実施
する海外研修を利用して海外の現状に関する調査
を行うことが可能であり，本年度は 12 ユニット
合計 24 名が参加した。昨年度 1 年次の 3 学期の
fig-11 課外研修での調査用紙とその結果を反映したポスター
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複数見られることから，グローバルな視点を意識
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する傾向は高まっていることは確実である。ロー

1%
8% 14% 4%
1%

カルからスタートした課題研究をグローバルな視

3:
6:あまりできなかった
9:

点で考えるのは一段高いステップであるが，徐々
にチャレンジする環境が形成されてきている手応

fig-12 国外の様々な文化や価値観を知り、自国内に限った
観点ではなく、国際的な観点から物事を考えることのできる感
覚をもつことができましたか？（国際感覚）

えを感じている。
【生徒の記述】

を海外研修を利用して台湾のシンガポールで実施

「さくらサイエンス等を通して海外の方々と交流

しており，日本での調査結果との比較を行い，日

することで，国際的な視点をもち課題研究に取り組

本と海外との投資に対する意識の違いを明らかに

むことができた。」
「1 つの事象を日本とシンガポー

している。他にも，今後の研究の課題として海外

ルのそれぞれの立場に立って見ることで，その事象

の情報収集を更に進め，グローバルな課題として

の核心が見えてきました。」

取り組みたいという意欲を示しているユニットが

一つ目の記述にあるように，海外の方と接触できる

複数あった。
fig-12 が示すように「できた(1-3)」という実感を

他のプログラムでの経験が，課題研究においてグロ

得ている生徒が，11 月の 32％から 3 月の 52％と

ーバルな視点で考えることを促している事が分か

20％の伸びを示している。「ややできた(4)」まで

る。同様な記述は複数あり，SGH の様々なプログ

を含めると 71％となっている。対象となる期間に

ラムが有機的につながり，活用されていることが確

おいて 12 月末に台湾及びベトナムの高校生を招

認できた。また，二つ目の記述は fig-11 のポスター
を作成した生徒のコメントの一部である。昨年度ま

いて開催されるさくらサイエンスプランの影響も

では，海外と日本の間でデータの比較をし，両者の

増加の一要因として考えられるが，一部の生徒の

「違い」を明確にしたものばかりであった。しかし，

参加であるので，増加の主な要因は課題研究であ

この生徒は事象の本質を見出すことに「違い」を活

ると判断できる。このことからも，課題研究を通

用している点が注目できる。これは確実に視野が広

してグローバルな観点で考えようとする生徒が増

がったことを意味している。このような活用ができ

えていることが確認できる。その一方で思考力や

れば，SDGs のようなグローバルな課題に対しても，

表現力と異なり「できた(1-3)」の割合が低くなっ

海外の生徒たちと身構えることなく議論し，協働で

ている。ただ fig-13 に示すように，グローバルな

事象の本質に迫り，その課題解決に向けた共同研究

視点で検討し，具体的な提案や行動をする意欲を

を実践する新たなステージへの道筋が見えてきた

もつ生徒は確実に増加してきていること，海外の

と確信している。

要素を入れたポスターが増えたこと，さらに今後
0%

20%

40%

60%

80%

（３）その他

100%

その他について生徒アンケートから検証する。
4月
7月
11月

14%

23%

18%

27%

35%

3月

29%
38%
32%

53%
1:できている

23%

2:少しできている

（３）－１

11%6%
24%

23%
3:

11%

4:あまりできない

0%

7%3%

20%

課題への関心と理解
40%

60%

32%

20% 3%1%

１：かなり高まった

5:できない

55%
２：高まった

３：

４：高まらなかった

80%

100%

8%3%1%
５：全く高まらなかった

fig-14 今年度の探究活動を通して、社会や自然などの事象
に対する理解が深まりましたか?

fig-13 身近な地域の課題をグローバルな視点で検討し、
具体的な提案をしたり、行動をする意欲があるか？
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fig-14 に示すように，
「高まった(1-2)」という実感

研究などに生かされることを適宜発信してきたこ

を得ている生徒が 87％に達している。課題研究に

とも，生徒が意識するようになった背景にあると考

関わる活動を通して，興味関心を高め，理解を深め

えられる。さらに fig-17 に示したように，
「役立つ

ていくことができているといえる。

（1-3）」が 92％に達しており，学んできたことが
0%

【生徒の記述】

20%

「これまでの自分は，自身の住む地域が抱えている

40%

60%

59%

課題など考えたこともなかった。しかし，SGH 探

最高(1)

究を通して，宮崎が抱えている多くの課題を知るこ

80%

33%
高（2-3）

中（4-6）

100%

8%

低（7-9）

fig-17 課題研究を主軸としたSGHの取り組みは，教科学習
や将来に役立つと思いますか？

とができ，地元である宮崎に対する関心も高まっ
た。
」

将来的にも役立つという意識を強く抱いているこ

この生徒のように身近な課題について注目するよ

とが分かる。これはさらに次に述べる主体的な活動

うになった生徒もいれば，国際的な課題に対して関

の原動力にもなるものだと考える。

心をもち，考える姿勢を持てるようなった生徒もい

【生徒の記述】

る。また，難しいと思えた課題研究を何らかの結論

「大学の研究でも同じようなことをするとよく聞

を得るまでに成し遂げたという達成感を得ている

きます。そういう将来の面でも非常に役立つと思い

生徒が非常に多い。この実績から，自分たちでも社

ます。また，探究で使う深く考える力，情報整理力，

会課題に対して何かできるという実感をもてたこ

判断力など，学習でも本当に役立つので探究は是非

とが，社会課題を「自分たちも関わりがある課題」

やるべきだ。」

というよりむしろ「自分たちも係わることができる。

（３）－３
0%

役に立てる課題」と捉えるようになってきたことが

（３）－２ 教科学習との相互作用の意識
20%

40%

21%

60%

１：かなり高まった

２：高まった

３：

１：かなり高まった
４：高まらなかった

80%

52%

100%

21%
４：高まらなかった

20%

15%
１：よくできた

40%

60%

46%

3%3%

２：まあまあできた

80%

３：

４：あまりできなかった

60%

80%

51%
２：高まった
５：全く高まらなかった

100%

10% 3%
３：

fig-18 に示すように，
「高まった(1-2)」が 88％と昨
年度の 75％を超えている。

５：全く高まらなかった

26%

40%

fig-18 今年度の探究活動を通して、行動力は高まりました
か?

fig-15各教科・科目で学習した内容やスキル（見方・考え
方）を活用して、探究活動で自分達が設定したテーマを考
えることができましたか？
0%

20%

37%

背景にあるのではないかと考えられる。
0%

主体的な行動力

【生徒の記述】
「チャレンジすることが楽しい。中学の頃までの臆

100%

病ですぐ逃げてしまう自分とはいつの間にか変わ

5% 8%

っていた。これが私が学んだことであり，そして成

５：全くできなかった

長したことだと思う。
」
「何かを追究しながら，誰か
と協力して研究することの楽しさがようやくわか

fig-16 探究活動で学習した内容・スキル（見方・考え方）
を、教科・科目での学習に活用することはできましたか？

りました。なので，大学に入ってからも，人と話し

fig-15 に示すように，
「高まった(1-2)」が 73％と昨

合ったり，考えをぶつけあうのを恐れずに，前向き

年度の 58％を超えている。また，fig-16 に示すよう

にいきたいと考えるようになれたのが私の一番の

に，
「できた(1-2)」が 61％と昨年度の 43％を超え

成長です。
」

ている。これは，昨年度の課題研究Ⅰのときから学

ほとんどの生徒が課題研究を通して，何らかの成長

習を含めあらゆる活動において，探究で学んだ思考

を実感している。この実感が原動力となり，新たな

法などが活用できること，逆に教科での学びが課題

主体的活動に踏み出す意欲を高めていると考えら
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れる。
以上のように，本校が目指す協創力をもつグロー
バル・リーダーに必要な資質が，課題研究を通して
育成されていることが明らかになっている。
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3.1.6

海外現地研修（台湾・ベトナム・シンガポール）

【仮説】

ル

海外研修では，自分達の課題研究テーマについて

7 月 17 日(水)

海外研修調査計画発表会

現地の人々と協働のフィールド調査・訪問(インタビュ

７月下旬～

海外研修

ー調査)，課題研究テーマについて現地の高校生・大

８月上旬

① 台湾

学生とのディスカッション，ホームステイ等や市内調査

7 月 27 日（土）～8 月 3 日（土）

により現地の人々の思考・行動様式に影響を与える社

② ベトナム

会・文化を理解する。

7 月 28 日（日）～8 月 4 日（日）

これらの活動を通して，課題研究テーマをグローバ

③ シンガポール

ルな視野で研究できるようになり，グローバルな視野で

7 月 20 日（土）～７月 27 日（日）

地域をみつめるグローカルな考え方，多様性・多文化

9月

海外研修報告会・座談会

を理解し，現地の人々と英語で議論し，思考力に裏打

（ＳＧＨ5 期生全員対象）

ちされた英語活用能力を向上させ，将来グローバルに

12 月

海外研修報告会・座談会

活躍する意欲を高める。

(第 1 学年希望生徒全員対象)

【内容・方法】

３．海外研修プログラムの基本方針

１．対象：第２学年文科情報科（SGH 指定学科）

海外研修では，各研修先を以下の３つの視点で構

希望者から選抜（２４名）

成している。

２．海外研修の概要

①各課題研究テーマについて現地の人々と協

1)参加生徒

働のフィールド調査・訪問(インタビュー調査)

台湾（台北・高雄）８名，

②課題研究テーマについて現地の高校生・大学

ベトナム（ハノイ）８名

生とのディスカッション

シンガポール８名

台湾

高雄高級中學（姉妹校）

ベトナム

カオ･バ･クワット高校

2)日程
3 月 15 日（金）

海外研修説明会・募集要項の配
布

グエン･タッ･タイン高校

4 月 9 日（火）

応募締め切り

ベトナム国家農業大学

4 月中旬

書類・面接選考

4 月 21 日（日）

海外研修参加生徒発表

カレッジ

海外研修説明会

シンガポール国立大学

(研修計画書 1 作成)

日本文化研究会

5 月 8 日(水)

6 月 8 日(土)

シンガポール

海外研修 共通事前研修 1

ジュロン・パイオニア・ジュニア

③現地の人々の思考・行動様式に影響を与える

(問い・仮説，研修計画書 2 作成)

社会・文化の理解（ホームステイ等や市内調査

海外研修 共通事前研修 2

等）

(社会調査法，研修計画書 3 作成)
6 月～7 月

海外研修 地域別事前研修

特に①については，生徒が提出する「海外研修調

①台湾 ②ベトナム ③シンガポー

査計画書」にもとづき，教員が訪問地を毎年見直して
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いく。「課題研究」の項でも述べたように，本開発研究

＜課題研究調査計画書の内容＞

は広い知識・スキルに支えられた深い思考力にもとづ

ア．課題研究テーマ

く行動力のある人間の形成をめざす。そのため，生徒

イ．課題研究の背景と目的

は研究テーマにもとづく調査計画を作成し，教員は海

ウ．課題研究の方法

外研修で生徒が調査を行えるよう，コーディネートして

エ．海外研修調査のテーマ

いる。

オ．海外研修の調査目的

このことを通して，生徒に強い使命感にもとづく行動

カ．海外研修の調査方法

力を育み，そのために必要な思考力，さらにはその土

キ．海外研修を将来にどうつなげるか

台となる多くの知識・スキルを活用することで学習の質
を向上させることに意義がある。

２）面接試験
副校長（地理）・教頭（地理）・研修部主任（生物）・学

４．海外研修の選考方法

科主任（数学）・研修部員（英語）で，日本語と英語によ

本校の海外研修では，「書類選考」と「面接選考」を

る面接試験を課した。

実施して，海外研修参加者を決定している。詳細は以
下の通りである。

５．台湾海外研修
１）参加者 ２年生８名、引率者２名

１）書類選考

２）日程

本校の海外研修は，「応募条件」「審査基準」を事前

１

7/27(土)

宮崎空港出発----桃園国際空港到着

に募集要項で示した上で，以下の３つの書類を提出す

２

7/28(日)

台北市班別フィールドワーク。その後九份視察

ることが義務づけられ，書類選考を行っている。

3

7/29(月)

午前： 公益財団法人日本台湾交流協会訪問

ア．願書…日常の生活・学習・英語の技能を記入

午後：商社トレードメディアジャパン訪問

イ．誓約書…本人と保護者の誓約

4

7/30(火)

ウ．課題研究調査計画書

午前：長生製茶廠有限公司にて講話・実習
午後：高速鉄道で高雄市へ移動

特に，「課題研究調査計画書」を以下の義務づけて

5

7/31(水)

おり，課題研究の調査の充実を図った。

午前：姉妹校・高雄高級中學との交流事業
午後：課題研究ディスカッション
その後、ホームステイ。

6

8/1(木)

終日：高雄高級中學生徒とフィールドワーク
その後、ホームステイ。

7

8/2（金）

午前：プレゼンテーション準備
午後：課題研究コラボプレゼンテーション

8

8/3(土)

午前：高速鉄道で高雄から桃園に移動
午後：桃園国際空港出発----宮崎空港到着

３）事前学習
７月初旬

各自、姉妹校生徒との交流スタート
内容：課題研究・ホームステイ（SNS、mail）

7 月初旬

課題研究プレゼン、スピーチの準備（英語）

７月 10 日

台湾からの留学生（宮崎大学）とのミーティング
内容：フィールドワーク準備、台湾の言葉、習慣
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7 月２０日

③現地の人々の思考行動様式に影響を与える社
会・文化の理解

映画 『KANO』 視聴
内容：日本統治時代の台湾を舞台にした映画視聴

ア．公益財団法人日本台湾交流協会研修

による日本と台湾の歴史、民族構成の理解

４）フィールドワーク先・調査内容
①各課題研究テーマについて現地の人々と協働のフ
ィールド調査・訪問(インタビュー調査)
ア．長生製茶廠有限公司（林社長講話）

●台湾の政治・経済、日本との結びつきを考える
●「海外で働く」ために、相手国の理解が重要であることを認識

イ．九份市内研修

●台湾の茶業界の課題、六次産業化、日本との共通することを認識
●お茶の栽培、製造、販売について認識

イ．商社トレードメディアジャパン研修

●台湾の歴史を生かした観光調査
●日本と台湾の人々の食文化の違いを認識

ウ．高雄市内フィールドワーク

●宮崎県の特産物の販売の最前線を視察
●「海外で働く」ためには、語学の重要性を認識

②課題研究テーマについて現地の高校生とのディ
スカッション
ア．高雄高級中學の高校生とのディスカッション

●台湾の市場や商店での販売・流通の調査
●台湾における海藻を食べる頻度や種類などの調査
●台湾におけるバス利用等公共交通機関の実態調査

●英語によるディスカッションで英語の必要性を再認識
●価値観や生活習慣の違いを実感
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６．ベトナム海外研修

ウ．果物野菜研究所（FAVRI）訪問・フィールドワ

１）参加者 ２年生８名，引率者２名

ーク

２）日程
1

7/28(日)

宮崎空港出発―福岡空港―ハノイ・ノイバ
イ空港到着
ホーチミン廟・ナイトマーケット見学

2

7/29(月)

ベトナム国家農業大学訪問（研究交流，課
題研究ディスカッション）
JETRO ハノイ事務所訪問
文廟見学

3

7/30(火)

交流校 Cao Ba Quat 高校(CBQ)訪問
バチャン村訪問

4

7/31(水)

CBQ との協働
果物野菜研究所(FAVRI)，ダン・サー社フ
ィールドワーク

5

8/1(木)

交流校 Nguyen Tat Thanh 高校(NTT)訪
問
メッチー地区フィールドワーク

6

8/2(金)

NTT との協働
水環境研究所(IWE)訪問
ナムディン省ハイハ村フィールドワーク

7

8/3(土)

NTT との協働
ベトナム民族博物館見学
ファイナル・プレゼンテーション

8

8/4(日)

ハノイ・ノイバイ空港出発―福岡空港―宮
崎空港帰着

●日越の農業様式の共通点と相違点
●ベトナムにおける野菜・果物の品種改良
●農業設備の見学

エ．水環境研究所訪問・ナムディン省（ハイハ村）フィ
ールドワーク

●ベトナムの水質汚染・浄化プロジェクトの理解
●農村部と都市部の違い
●農村での水の使われ方
●現地農家でのインタビュー

３）フィールドワーク先・調査内容
①各課題研究テーマについて現地の人々と協働のフィー
ルド調査・訪問（インタビュー・質問紙調査）
ア．JETRO ハノイ事務所におけるベトナムと日本
の関係（貿易・日系企業など）

②課題研究テーマについて現地の高校生・大学生とのデ
ィスカッション・調査
ア．ベトナム国家農業大学（VNUA）の学生とのデ
ィスカッション，インタビュー

●ハノイ事務所所長北川浩伸様によるブリーフィ
ング
●日越関係の理解促進
●日本へのベトナム人技能実習生への理解

●大学生の研究内容や大学についての紹介
●本校生徒の研究テーマの紹介と意見交換，調査
オリーブの搾りかすの活用
ゴミ捨て場を荒らす害獣問題について
ベトナム人好みの千切り大根の味付け
海藻を用いた食品の官能調査
公共交通機関について
ドライフルーツの需要と種類
災害時の非常食について

イ．ダン・サー社，メッチ―地区

●虫を活用した農業用土壌
●日本とベトナムの糯米の違い
●伝統的なベトナム糯米料理の試食
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●街の様子（都会と郊外）
●公共の場所（公園，休日の路上）での活気溢れる
市民の活動。健康への意識。笑顔が絶えない。
●ホームステイによる生活体験，ホストファミリーとの
絆が深まった

イ．カオバクワット高校（CBQ）
・グエンタッタイン高校
（NTT）の生徒との課題研究ディスカッション

７．シンガポール海外研修
１）参加者 ２年生８名，引率者２名
２）日程
●各研究テーマに関する調査
●テーマごとにポスター化して情報を見える化
●学校生活（学習・放課後の時間・教育制度・英語
教育・クラブ活動）
●校内見学（教育機器・教材・教室）

１

7/20（土）

午後：宮崎空港---福岡空港 （福岡泊）
夜：ホテルにて資料作成（3 時間）

２

7/21（日）

福岡空港----チャンギ国際空港－ホテル
伊勢丹スコッツ店
（元伊勢丹バイヤー，現宮崎県委託職員大
塚さんから，地下の食品売り場にて日本や
宮崎の食品の販売の動向を説明）

３

7/22（月）

＜シンガポール理解＞
URA ｼﾃｨｷﾞｬﾗﾘｰ，クレアシンガポール事務所
＜調査研修＞
マリーナ地区（マリーナバラージ他）

４

7/23（火）

＜調査研修・交流＞
シンガポール国立大学（NUS）キャンパスツ
アー，NUS 学生とグループフィールドワーク

５

7/2４（水）

＜調査研修＞
NUS 学生とチーム別フィールドワーク
研修のまとめとしてプレゼンテーション準備

６

7/25（木）

＜調査研修・交流・異文化理解＞
ジュロン・パイオニアジュニアカレッジ(ＪＰJC)
での交流会・ディスカッション

７

7/26（金）

午前：クレアシンガポールでプレゼン・ディス
カッション準備
午後：プレゼンテーション
お世話になった NUS 学生とお別れ夕食会

８

7/27（土）

終日：シンガポール国立博物館見学の後，
自主研修，チャンギ国際空港出発

９

7/28（日）

福岡空港着----宮崎帰着

③現地社会の文化活動や生活様式の理解
（ホームステイや市内調査）
ア．市内フィールドワーク

イ．陶芸の村 バチャン村訪問

ウ．ベトナム民族博物館見学

３）事前学習

エ．ホームステイ

毎週火曜
日

研修参加者ミーティング，日程・研修内容の確認
ＡＬＴとの英語ランチ，研修計画について助言

７月１2 日

宮崎市国際交流員ング・アリシアさんによる講義，宮
崎市役所・元クレア・シンガポール事務所職員飛岡
克哉さん説明，生徒によるプレゼンテーション・セッ
ション

７月１7 日

探究の時間に，研修で行うことについてプレゼンテ
ーション

＜国際交流員による説明・ディスカッションの様子＞
●ホーチミン廟，ホアロー収容所，文廟などの歴史
的建造物や文化的建造物の見学，歴史理解
●ドンスアン市場，ナイトマーケット見学，一般市
民の生活理解
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英語でシンガポールの社会・文化・歴史・教育など広
い領域にわたる説明を宮崎市の国際交流員にしてもら
いました。宮崎県とシンガポールとの経済的・文化的
関係やシンガポールにおける県産品の PR についてな
どの講義をいただきました。
３）フィールドワーク先・調査内容
①各課題研究テーマについて現地の人々と協働の
フィールド調査・訪問(インタビュー調査)
ア．
「食で世界の人々の健康に貢献チーム」
（ドライフルーツ・赤ピーマン班）
イ．ジュロン・パイオニア・ジュニアカレッジでの交流，
課題研究テーマについてのディスカッション

ドライフルーツ・ピーマンの販売の現場から，その
種類，現地の人々の食の傾向を観察・インタビュー
調査。
イ．森林資源の保全・利活用チーム
（林業への投資，オビスギの精油活用）

ウ．クレアシンガポールでのファイナル・プレゼンテーション
ウ．茶葉の力で世界の人々の健康に貢献チーム

②課題研究テーマについて現地の高校生・大学生と

③現地の人々の思考・行動様式に影響を与える社

のディスカッション・調査

会・文化の理解（市内調査等）

ア．シンガポール国立大学（NUS）のキャンパスツア

ア．伊勢丹スコッツ店での食品コーナー店舗見学

ー・課題研究テーマについてのディスカッション
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イ．ＵＲＡシティギャラリー（政策）

【検証】

1.昨年度と今年度の海外研修の比較
①2017 年度（ＳＧＨ２期生）

1:課題研究の調査
ができた
10:地域・日本の改
善のための海外…

ウ．クレアシンガポール事務所（政策）

9:将来、海外留学
や海外で活躍し…

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50

8:英語コミュニケー
ションの重要性

2:高校・大学生と活
発な意見交換
3:社会･文化の理
解
4:フィールド調査を
課題研究に

7:英語コミュニケー
ション能力の高まり

5:地域と世界を結
びつけて考える
6:多様性の理解

エ．マリーナ地区

台湾

ベトナム

シンガポール

②2018 年度（ＳＧＨ３期生）

1:課題研究に関す
る調査ができた
10:地域・日本の改
善のための海外…

オ．中華文化の理解（チャイナタウン，仏教・道教寺院）

9:将来、海外留学
や海外で活躍し…

1
1.5
2
2.5
3
3.5

8:英語コミュニケー
ションの重要性

2:高校・大学生と活
発な意見交換
3:社会・文化の理
解
4:フィールド調査を
課題研究に

7:英語コミュニケー
ション能力の高まり

5:地域と世界を結
びつけて考える
6:多様性の理解

台湾

ベトナム

シンガポール

カ．インド文化（ヒンドゥー寺院など）

③2019 年度（ＳＧＨ４期生）

1:課題研究に関す
る調査ができた
10:地域・日本の改
善のための海外…
9:将来，海外留学
や海外で活躍

キ．イスラームとマレー・アラブ文化

1
1.5
2
2.5
3
3.5

8:英語コミュニケー
ション能力の重…

2:高校・大学生と活
発な意見交換
3:社会・文化の理
解
4:フィールド調査を
課題研究に

7:英語コミュニケー
ション能力の高まり

5:地域と世界を結
びつけて考える
6:多様性の理解

台湾
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ベトナム

シンガポール

2017 年度，2018 年度と比較して，本年度の海外

することが難しいという現状から，このような結果であ

研修参加者のアンケート調査の結果から，検証を行

ろうと考えられる。

いたい。

「1．課題研究に関する調査ができた」という項目

レーダーチャートで，全体的な傾向から考察して

の結果は，「4．フィールド調査を課題研究に生かせ

いきたい。本年度の海外研修の 3 地域間の差は本

た」「5．地域と世界を結びつけて考える」「10．地域・

年度が最も少ない。海外研修の研究開発において

日本の改善のための海外調査の有効性」との関連

は，各地域ごとに研修計画は立ててきたものの，5

性が高く，今回も同様の結果を示している。

年間の研究開発と互いの情報交換から，よりよい構

最も重要なのは，今回の海外研修と自己のキャリ

成や手法を共有・検討し，宮崎大宮高校の海外研

アを結びつけて考え，生徒の生き方・あり方に変容

修モデルが確立したといえるであろう。そして，本年

をもたらすことである。特に，「8.英語コミュニケーショ

度は，全体的な満足度も高かったといえるであろう。

ンの重要性」や「9.海外留学や海外で活躍したい」と

続いて，個別の項目に関する考察を行いたい。

考える生徒の割合が高いことは，本海外研修が生

「１．課題研究の調査ができた」はシンガポール・台

徒に大きな影響を与えたといえるであろう。

湾は交通の利便性と自由に調査できる環境にある

今年度の海外研修の計画は，事前・事後を含め

ので，大学生・高校生とのフィールドワークが，個別

てこの 5 年間で最も充実したものであったといえる。

テーマに沿った形で調査可能であるので，高い値を

ＳＧＨ終了後は，指定学科の文科情報科だけで

示している。一方でベトナムは，交通の利便性と地

はなく，普通科の生徒に門戸を広げ，拡大する際，

理的な課題から，貸し切りバスを利用する比率が高

今年度の計画を継承・発展させる必要がある。

く，その分生徒達の課題研究に応じて柔軟に調査
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3.1.7

SGH 生徒探究発表会と評価及び研究成果の発信

【仮説】

6

一
般

本校生徒による課題研究のポスターセッションやＳＧＨ
の取り組みの発表を県内外の教育関係者・県内の産官
学関係者・保護者・中学生に公開する。また，普通科の
２年の生徒をポスターセッションに参加させる。その後，
発表会の振り返りを１・２年生それぞれの課題研究ユニッ

6名

行政・企業
県内高校

14 名

その他

12 名
1名

7

運営指導委員

8

本校教職員

25 名

9

大学関係者

14 名

トで行う。また，１年生のユニットの中で２年生のユニットと
面談を希望するところは，希望通りのユニットと面談する

２．ＳＧＨ生徒探究発表会の日程

時間を設定する。発表会の振り返りと同時進行で「教育

table-2 発表会当日の日程

関係者の研修会」を開き，課題研究などＳＧＨの教育プ
ログラムと学力との関係性について意見の交換を行う。こ

全

8:30

受付

9:00

開会行事

のことによって，以下のことを期待する。生徒が社会的有

体

①校長挨拶

用性と成就感を味わい，今後の研究へのモチベーション

会

②生徒代表挨拶
③日程説明

を高める。また，課題研究Ⅱの活動を振り返り，自分自

9:20

身とユニットの成長を確認し，今後の探究活動の指針を

SGH 生徒推進部による SGH 活動報告
①１年次活動紹介

得る。また，１年生は自分たちの課題研究のテーマ設定

②２年次・３年次活動紹介
9:50

に必要な情報を手に入れ，取り組みを加速する。普通科

２年生によるポスターセッション
（13 ユニット，3.5 時間）

２年の生徒による理解を得るとともに，彼らの総合的な学

※表１参照

習の時間における活動の刺激となる。連携機関や県内

フリータイム制，審査・投票

の高等学校・中等教育学校の理解・協力と成果の県内

※2 年普通科 4 ｸﾗｽ 150 名が参加(50 分)
※普通科希望生徒参加（50 分）

外への波及・普及を期待している。

13:30

【内容・方法】

講評
新地 辰朗 先生

１．ＳＧＨ生徒探究発表会の概要

（宮崎大学理事）
14:00

1)期日 令和２年２月１日（土）
2)会場

アンケート記入
発表会の振り返り

宮崎県立宮崎大宮高等

２年：自分たちの発表を振り返る

学校 体育館
3)参加者

研究内容と発表方法について考える

６５１名

１年：発表会を受けて，自分たちの課題研究テー
マ設定を考える
１・２年生ユニット同士の面談

table-1 参加者

1

本校文科情報科（ＳＧＨ指定

希望する１年生ユニットと対象の２年生ユニッ

80 名

トが面談
16:00

学科）２年（発表者として）
2

本校文科情報科（ＳＧＨ指定

①

82 名

本校普通科生徒

が参加(５０分)

272 名

※前日ﾘﾊｰｻﾙ参加生徒を含む
4

中学校（生徒・保護者・職員）

55 名

5

本校文科情報科の保護者

90 名

成績発表 ②表彰式

※前日のリハーサルのポスターセッションに 2 年普通科３ｸﾗｽ

学科）１年（運営・発表）
3

閉会式
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table-3 高大連携を基軸とした産官学連携の課題研究 高大連携担当者一覧
発表タイトル

1

バス交通改革
－宮崎市街地中心部への
BRT 導入の可能性を探る－

2

Wisdom from the Edo
period for modern
disasters
－兵糧丸の非常食としての可能性を探る－

3

4

5

安心してください、捨てませんよ
－オリーブ残渣の資源化－
ピーマン×ト×ヒカリ
－光の波長によるピーマンの変化－
精油は効く蚊？
－オビスギ精油の蚊に対する忌避効果について－

6

君ならできるよ クラゲちゃん
－クラゲチップによる水質汚染の防止－

7

SENGIRI for VIETNAM
カラスからゴミ捨て場を守ろう

8

－ゴミ捨て場におけるカラスの被害の
現状と対策について－

9

ＯＮＥ ＴＥＡＭ －企業化で持続可能な林業へ－

10

Vitamin C.C. DRY FRUITS
－避難生活における栄養状態の偏りを
ドライフルーツで改善－

11

茶葉 －グローバル保存食への道－

12

13

へべすで健康＆消費 UP！
－抗酸化作用の可能性－
海藻で海外のヨウ素欠乏を解決！
－ベトナム調味料を添えて－

生徒氏名
日吉健人，川名凜，
手束梨音，横山結子，
大平もこ，垣内拓馬，
河野凜々花
荒木琉杏，押川咲子，
高村純平，田爪淳之介，
野崎莉玖 廣松萌，
森重日詩
加藤葵，黒木菜々華，
兒玉翔，中村月南，
日髙悠斗，湯淺敬太郎
落合俊亮，羽田彩美夏，
永迫大和，渡邊伊吹，
谷口涼泉，森本郁真
伊喜颯大，井上美優，
黒木昂希，代田夏帆，
武田美咲，山口太陽
川野雅人，齋藤要，
大田原和希，緒方成菜，
下茂音羽，鍋西李佳
佐藤大雅，戸髙誠司郎，
徳永祐一郎，有馬ちひろ，
香月小絵，松田志穂
甲斐敬識，佐藤暖流，
武田舞弓，田爪颯太郎，
鶴田絵己，平原衣梨，
Puel Claire Elise
木下陽斗，森祐弥，
山下紗英，清水将馬，
中村星菜，𠮷野愛海
古川準之助，脇山結生，
井手上桃子，後藤晟友，
有住凌，久紗緒里
橋本海斗，新垣怜子，
甲斐悠真，甲斐倫子，
佐野朱莉，杉田大晟
重黒木亮太，白石倖也，
原田紘希，久保絢菜，
中尾和夏，原口夏実
小川真人，高橋叶，
南村正磨，五反田滉平，
長濱里音，西田昂生

指導教員（教科）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ教員（学部）

※高校教員

※大学教員

甲斐吉樹（英）

嶋本 寛 准教授（工）

井野慎也（数）

榊原啓之先生（農）

木原志保子（国）

小川 健二郎 助教（TT）

木原志保子（国）

圖師 一文 教授（農）

河野裕子（理）

雉子谷 佳男 教授（農）

諸冨恒一郎（地）

佐伯 雄一 教授（農）

井野慎也（数）

服部 秀美 准教授（農）

森田浩平（英）

坂本 信介 講師（農）

河野裕子（理）

藤掛 一郎 教授（農）

阿部祥子（体）

西山 和夫 准教授（農）

渡司真一郎（英）

山崎 正夫 教授（農）

渡司真一郎（英）

黒木 勝久 助教（農）

森田浩平（英）

山崎 有美 准教授（地創）

３．全体会
３－１

ＳＧＨ活動報告

１・２年の生徒推進部各２名が，スライドを使って活動の
概要を発表した。また，本校のＳＧＨの取り組みに関する
展示を発表会場の体育館内に設置した。
①1 年生の報告内容
プロジェクト探究基礎，課題研究基礎，イノベーション
サマースクール（TISP），グローバルキャンプ，課題研究
Ⅰ

Fig-1 SGH 活動報告
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②2 年生の報告内容

かりを得ることができる。また，参加していただいた方々

課題研究Ⅱ，海外研修，さくらサイエンス，ＳＧＨ生徒探

に本校のＳＧＨが育成しようとしている資質・能力「協創

究発表会，３年次の MSEC 第１回合同探究活動発表会

力」に関心を持っていただき，本校のＳＧＨ活動とその必

３－２

要性について理解を深めていただくきっかけになること

ポスターセッション

１１月にポスター作成に関するガイダンスを行い，それに

が期待できる。

基づきながらユニットごとに作成にあたり，年明けに一次

（２）審査手順について

提出。これを受けて，すべてのユニットのポスターと自分

受付で手渡される投票券には審査項目の異なる６種類

たちのポスターを比較し，改善点を考えさせた。二次提

（本校のＳＧＨで育成すべき資質・能力「協創力」から６

出時には，指導教諭が主体となって詳細な点まで助言

つ）がある。各審査目に最も適当と考えられる発表者（ポ

を行った。さらに発表リハーサルを重ねながらポスターの

スター）に投票する形をとった。また，投票に際しては，

改良に取り組み，完成したものを最終提出させて印刷し

参加者にも自分の意見に責任をもってもらうということで，

た。発表に使えるのは四六判の用紙に発表内容をまと

投票券への署名を義務づけている。また裏面には，投

めたポスター１枚のみ。また，昨年度と同様に各ユニット

票した理由を記載する欄を設けており，後ほど生徒たち

ごとに 2 枚ずつポスターを準備し，2 ヶ所に分かれて発

へのフィードバックの材料とする。

表することとした。発表時にはポスター前に立ち発表で

なお，生徒との関係性から参加者を以下の７通りに分類

きるのは 2 人までとすること。そして，ユニット全員が時間

し，関係性の強さからそれぞれ得点（☆数）を以下のよう

内に発表することをルールとした。このことで，発表者１

に設定した。

人あたり平均 140 分程度は発表することが義務づけられ

【投票券】

たことになる。
４．発表会における評価・審査について

★点
この投票券１枚の点

審査項目の説明

署名欄

審査項目

審査に責任を持っていただくため
の署名欄

（裏面）

fig-2 ポスター前に２人立ってセッションをする

参加者全員（２年文科情報科生を除く）による投票形
式の評価・審査と宮崎大学の理事４名による採点形式の
評価を行った。
４－１

参加者全員による投票形式の評価・審査

（１）ねらい
本校のＳＧＨで育成すべき資質・能力「協創力」をポス
ターセッションに参加したすべての方々に評価していた
だくことで，評価の偏りを減らすことができ，より客観的に
これらがどのようになっているかを把握するための手が

投票理由記入欄
後でフィードバックの資料として使用
Fig-3 投票券について

【審査員】生徒との関係性で参加者を以下のように
分類した。
〇特別審査員
☆10 点の投票券をもつ。
※大学理事や運営指導委員
〇研究協力者
☆10 点の投票券をもつ。
※アドバイザー教員（大学の先生）や研究に
協力いただいた外部の方々
〇一般参加者
☆5 点の投票券をもつ。

〇本校職員
〇中学生
〇発表者の家族
〇在校生

☆5 点の投票券をもつ。
☆3 点の投票券をもつ。
☆3 点の投票券をもつ。
☆1 点の投票券をもつ。

【優秀賞】 2 作品
☆367 「バス交通改革
－宮崎市街地中心部への
BRT 導入の可能性を探る－」

（３） 評価項目と審査の方法
１： 評価６項目について
①論理的思考…確かなデータをもとに根拠を導き，論
理的に考えている発表者
②批判的思考…複数の課題や条件の中で，何が最も
重要であるかを見抜くことができている発表者
③複眼的思考…様々な立場から客観的に物事をとら
え，考えている発表者
④水平思考…既存のものを異なる活用をするなど，斬
新なアイデアを考えている発表者
⑤国際感覚…国際的な観点に立ち，物事を考えてい
る発表者
⑥表現力…聴き手のことを考え，見やすさ・聞きやすさ
を工夫し，自分が伝えたいことを的確に表現している
発表者

☆322 「君ならできるよ クラゲちゃん
－クラゲチップによる水質汚染の防止－」

なお，生徒との関係性から参加者を以下の７通りに分類
し，関係性の強さからそれぞれ得点（☆数）を以下のよう
に設定した。
２：総合成績による表彰。
得点の最も高かった研究作品１点を「最優秀賞」，次
点２作品を「優秀賞」とする。研究協力者・特別審査
員から得点を多く集めた作品の中から１点を大会事
務局にて厳正に審査・選出し，「審査員特別賞」とす
る。

【審査員特別賞】
「SENGIRI for VIETNAM」

以下，本年度受賞ポスター
【最優秀賞】 ☆524
「 Vitamin C.C. DRY FRUITS
－避難生活における栄養状態の偏りをドライフルーツ
で改善－"」

３：観点別表彰
６つの観点で最も優秀であった作品に以下の賞を授
与する。
【髙木賞（論理的思考）】
「Vitamin C.C. DRY FRUITS －避難生活における
栄養状態の偏りをドライフルーツで改善－」
【小村賞（批判的思考）】
「バス交通改革 ～宮崎市街地中心部への BRT 導入
の可能性を探る～」

【石井賞（複眼的思考）】
「ＯＮＥ ＴＥＡＭ －企業化で持続可能な林業へ－」
【岩切賞（水平思考）】
「君ならできるよ クラゲちゃん －クラゲチップによる
水質汚染の防止－」
【伊東賞（国際感覚）】
「SENGIRI for VIETNAM」
【若山賞（表現力）】
「Vitamin C.C. DRY FRUITS －避難生活における栄
養状態の偏りをドライフルーツで改善－」

観点
論理的思考

2

批判的思考

3

複眼的思考

4

水平思考

5
6

国際感覚
（共感）
表現力
（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）

揃えているか（２点）（Sufficient amount of data），4-2
分かりやすい結果であるか（３点）（Clear results that
are summarized properly）」，「5.提言と今後の展望
（Proposals and future prospects），5-1 研究成果を
も と に ， 提 言 を 行 っ て い る か （ ３ 点 ） （ Proposals for
further activities based on the research results），
5-2

table-3 評価の観点と賞の一覧

1

考察（Results and discussions），4-1 十分なデータを

賞
高木賞
（ビタミンの父・高木兼寛に由来）
小村賞
（外務大臣・小村寿太郎に由来）
石井賞
（児童福祉の父・石井十次に由来）
岩切賞
（宮崎県観光の父・岩切章太郎に由来）
伊東賞
（天正遣欧使節・伊東マンショに由来）
若山賞
（本県出身野歌人・若山牧水に由来）

しっかりとした今後の展望があるか（３点）

（Prospects for solid [meaningful] future research）」，
「 6. 引 用 ・ 参 考 文 献 （ Quotations and reference
materials），本やサイトなどを引用して研究しているか
（ ４ 点 ） （ References that are quoted from proper
sources such as books and web sites），ポスターにつ
いては「７.ポスターのデザイン（Poster design），7-1 わ
かりやすいデザインであるか（３点）（Legible design），
7-2 わかりやすいキャプションであるか（２点）（Legible
captions）」 ，発表については「 8.プレゼンテーション
（Presentation），8-1 声の大きさは適当であるか（2 点）
（Appropriate voice volume），8-2 テーマに沿った話

４－２

特別審査員による採点形式の評価

（１） 評価項目と評価の方法

しであったか（１点）（Presentation was in line with
the given theme），8-3 提示された資料は分かりやすか

研究の指導や評価の経験が豊富な宮崎大学の理事

っ た か （ １ 点 ） （ Materials presented were easy to

２名及び運営指導委員 1 名を特別審査員として位置づ

understand），8-4 ボディランゲージは適切だったか（1

け，「内容」，「ポスター」，「発表」に関して，以下の項目

点）（Appropriate body language）」，「9.定められた発

について点数で評価していただいた。なお，この評価項

表時間を有効に用いているか：有効（５点），普通（３点），

目及び配点は６月に実施した MSEC 第１回合同探究活

長いもしくは短い（１点）（Ability to use limited time

動発表会と同じ評価項目である。

effectively (1 point)」，「10.特筆されるべき優秀な点

まず，内容については「1. 研究背景 Fundamentals，

が 存 在 す る （ ５ 点 ） （ Presentation had some

研究テーマに関して，十分に理解をしているか（５点）

particularly outstanding feature(s)）」，そして「自由

（Sufficient knowledge about the research topic），

記述欄（Space to add description）」には特に優れてい

「2. 研究目的（Research purpose），2-1 研究の目的は

る点を記入していただいた。。

具 体 的 で あ る か （ ３ 点 ） （ Clear definition of the

（２） 評価の結果と活用

purpose of the research），2-2 仮説は提示されている

特別審査員による評価は，参加者全員の投票による

か （ ２ 点 ） （ Sufficient hypotheses ） 」 ， 「 3. 研 究 手 法

評価と異なり，研究成果をまとめていくために必要な項

（Research method），3-1 何かしらの研究手法を用い

目を評価の対象としている。そのため，各ユニットの状態

た分析をおこなっているか（３点）（Analysis conducted

を客観的に把握することができる。また，これらの評価の

was based on a research method），3-2 その研究手

結果は優劣を比較することには使わず，あくまでも生徒

法は研究目的に合っているか（２点）（Valid research

たちにフィードバックすることで，発表会以降の研究活動

method for the purpose of the research）」，「4.結果，

をより充実したものにしていくことがもっとも大きな狙いで

えてもらう中で，これまでの過程と成果を振り返り，整理

ある。そこで，特別審査員の評価用紙をユニットに渡し，

することも目的にしていた。その結果については別の章

振り返りの参考とさせた。内容に関する評価項目は，研

で詳述する。各人の整理ができた時点で，ユニットに分

究を論理的に説明するために必要な項目であり，評価を

かれて振り返りを行った。

もとに弱い部分に注目し，改善策を講じることで，研究内

また，１年生のユニットの中には議論の中で，２年

容を充実させることができ，次に取り組む論文作成に大

生の課題研究に関する疑問が生じたり，興味を持っても

いに役立てることができる。また，ポスター及び発表に関

っと深く知りたいという欲求が生じたり，不安に思う部分

する項目の評価を踏まえることで，３年次の６月に実施

に対しての経験者としての助言を求めたいといった部分

予定の MSEC 第２回合同探究活動発表会に向けてのポ

が生じるユニットが出てくる。そこで自分たちに必要な情

スター作成及びプレゼンテーションの技能向上につなげ

報収集のために２年生のユニットを指名し，ユニットどうし

ていくことが期待される。

の面談を行った。

６月実施予定の MSEC 第２回合同探究活動発表会では，
今回の理事による審査と同じ項目で，大学の先生方や

【検証・評価】

留学生及び ALT に評価していただくので，今回の結果

（１）文科情報科２年生の変容，（２）文科情報科１年生

と比較することで，生徒たちの成長を本人達も含め，確

への影響，（３）普通科への影響，（４）外部の発信，の 4

認することができる。

点について検証する。

５．普通科生徒の参加

（１）文科情報科２年生の変容

普通科の学部学科研究（ＧＧ研究）のポスターセッショ

ＳＧＨ生徒探究発表会のみの生徒への効果を検証す

ンのゴールイメージとして普通科２年生に対して，前日の

ることはできないため，発表会を含めた文科情報科２年

リハーサル及び当日に分けて参加する機会を設けた。

生での課題研究Ⅱの活動評価として「3.3.6 課題研究Ⅱ」

普通科２年生 7 クラスのうち 3 クラスは前日のリハーサル

において，検証・評価を行っている。育成を目指してきた

時に 50 分間参加し，残り４クラスは当日同様に 50 分間

資質は向上し，かつ主体的な行動力が高まっていること

参加した。ポスターセッションに参加し，それぞれが参加

が確認できている。

したポスター発表についてコメントを書いて投票する形

課題研究を進めるにあたっては，それぞれの特性とユ

式をとった。コメントはフィードバックに活用した。また，ポ

ニット内での立場などから，個々人が取り組むべき内容

スターセッション参加後に参加した生徒全員を対象にア

が異なるようになり，認識に隔たりが生じて，後の衝突に

ンケートへの回答と感想文の作成を求めた。

発展するのだが，本年度は認め合う雰囲気作りが 1 年次
より意識的に取り組まれていたことから，大きな衝突は生
じなかったようだ。さらに，そのような雰囲気ができている

fig-4 普通科２年生用のコメント用紙

６．発表会の振り返りと１・２年生間の面談
宮崎大学の新地辰朗先生（宮崎大学理事）から講評を
いただいいた後，それぞれ発表会に関するアンケートに
回答（４０分程度）する。その後昨年同様に１・２年生とも
それぞれのユニットごとに発表会の振り返りを行った。ア
ンケートでは，課題研究に取り組んできたことでの自分
自身の変容とユニットとしての変容についてそれぞれ答

fig-5 当日の会場の様子

からこそ，発表会に向けて１つのポスターを仕上げる過

果に触れることで初めて，自分たちのゴールイメージを

程で，異なる立場で取り組んできたメンバーが意見を恐

具体的にもてるようになった。２年生と同様にアンケート

れることなくぶつけあうことができ，その分，しっかりとした

である程度視点を合わせておいた上で，ユニットごとに

合意形成の上でポスターを完成させることができたようで

自分たちの課題研究について振り返りをする時間を与え

ある。その中で互いを認め合い，協働感を高めることが

た。熱心な議論が行われた。その後，２年生に助言を受

できていると考えられる。さらに，同じポスターを使って同

けるための面談に複数のユニットが臨んだ。２年生がポ

じ内容をすべてのメンバーが繰り返し発表することを通し

スターセッションに使ったポスターの前で，１年生が様々

て，ユニットメンバーの立場がほぼ同等になっている。さ

な質問をし，２年生がこれまでの経験や成果をもとに回

らにアンケートで自分自身とユニットについて共通の視

答することで，１年生は必要な情報を手に入れることとし

点で振り返り，まとめているので，目線合わせが自然とで

た目的を達成できていた。発表会後の課題研究Ⅰの活

きている。これらのことから，多くのユニットが詳細な部分

動の中で，発表会において得られた視点を活用する傾

まで互いの意見を交換し，次のステップに向けた話を具

向が議論の停滞しつつあったユニットに見られた。一方，

体的に進めることができていた。

２年生は，ポスターセッションでは伝えきれなかったこと

また，直後に鹿児島で開催された第５回高校生国際

を，その思いも含めて１年生に伝えることができたので，

シンポジウムにおいて優良賞を受賞するという評価を得

２年生の熱意も感じ取ることができたようだ。発表会以降

ることができた。発表を行った生徒への聞き取りなどから，

も，先輩に助言をもらいにいくなど，縦のつながりを利用

校内での発表会を経て，その振り返りからさらなる変容を

して，先輩が後輩を支援する関係が生まれてきているこ

げてきた成果であることが確認できた。

とも確認できている。

(2)

文科情報科１年への影響

1 年生が主体となって運営する初めての行事であった

昨年までの発表会に中学生として参加した生徒が数

が，SGH 生徒推進部の生徒１０名が各部門のリーダーと

名１年生に在籍しているが，多くは課題研究発表会への

なって準備及び当日の活動計画を立案し，メンバーに

参加は初めてである。入学以来，プロジェクト探究基礎，

周知するとともに活動中も状況によって臨機応変に対応

課題研究基礎を経て，課題研究に必要なものを体験的

できていた。準備段階で，昨年度大会運営を経験した

に学び取ってきた。そして新たに課題研究ユニットを編
成し，研究テーマについて考察し，議論を重ね，発表会
の時期には，それぞれの研究テーマが概ね設定できて
いる段階であった。その過程で議論が空転するなど思う
ように進まないユニットも多く，ほとんどのユニットが自分
たちの課題研究のゴールイメージを具体的には持てて
いない状況であった。発表会に参加し，２年生の研究成
fig-7 中学生等を対象とした座談会

SGH 生徒推進部２年生からの助言を踏まえて具体的な
大会運営のイメージを持った上で行動できたことが大き
な要因であると考えられる。円滑に大会が運営できてい
たことはもちろん，昨年度の振り返りを受けて，参加した
中学生及びその保護者に対して，個別に SGH の取り組
みについて座談会形式で応対する取り組みも組織的に
fig-6 ポスターの前で面談する文情科１・２年

実行できていた。このことも縦のつながりが活かされた主

fig-11 に示したように，高評価（７～９）が５７％であった。

体的な行動の結果であるいえる。
（３）普通科への影響

0%

発表会で回答を得たアンケートから検証する。
0%

20%

40%

60%

80%

100%

非SGH生
（普通科2年）

20%

13%

30%
低(1-3)

非SGH生
（普通科2年）

39%

61%
1:参加した

40%

60%

80%

30%
中(4-6)

高(7-8)

100%

27%
最高(9)

fig-11 機会があれば、あなたも「探究」という授業を学びた
いと思いますか？

2:参加していない

fig-8 の結果より約３０％低下している。このような授業の

fig-8 去年参加しましたか

必要性を強く感じるが，自分たちが学ぶことに躊躇する

fig-8 に示したように，多くの生徒は昨年度の発表会に参

傾向が残っているようだ。 しかし，昨年度より割合が１

加しておらず，今回が初めての参加となった。平均３.７

０％ほど高くなっている。SGH 指定５年目となり，１２月開

作品（最低 1 作品 最大 10 作品）のポスターセッション

催のさくらサイエンスプランなどにおいて，普通科の参加

に参加しており，参加時間が 50 分であるので，１作品あ

が増え，関わり方も深くなっている。徐々にではあるが，

たり１３．５分程度参加していることが分かる。１ポスター

普通科の生徒たちも自ら挑戦しようという姿勢を強めてき

あたり１０分程度が目安と考えていたので，しっかり参加

ているようだ。

できていることが分かる。また，平均３．１作品（それぞれ

（４）外部への発信

が聞いた発表のうち約８０％を素晴らしいと評価）となっ
ており，生徒の感想文を見ると，内容のみならず，研究
の思考過程やその表現を高く評価するコメントも多く見ら
れた。ポスターセッションのゴールイメージとしてより高次
のものを意識できていると考えられる。
0%
非SGH生
（普通科2年）

20%

2%
13%
低(1-3)

40%

60%

31%
中(4-6)

80%

100%

54%
高(7-8)

最高(9)

fig-9 「課題を自分で見つけ、計画し、分析し、解決する
授業」は必要だと思いますか。

fig-9 に示したように，高評価（７～９）を付けた生徒が８
５％に達しており，ポスターセッションに参加し，課題研
究の成果に触れることで，同学年の文科情報科２年生の
成長を実感し，このような取り組みの必要性を認識したと
考えられる。

fig-12 保護者及び一般の方に説明する生徒

SGH 生徒探究発表会時に参加した方々のアンケート
について分析を行った。その詳細については第４章にま
とめている。「全体的に研究のプロセスも明確で，よく考
察されていることが生徒の説明から分かりました。身振り
手振りでの説明の中に，視線（目力）がある生徒はとても
好感がもてます。地域，宮崎の視点を忘れずに，研究し
ていることがとてもいいと思います。今後も継続して調べ
てほしいテーマもありますし，生徒たちの学びが次のス
テップにいけるように期待しています。」とのコメントをい
ただくなど参加者の注目度は高く，「生徒による「活動報
告」は授業の内容を知る良い機会になりましたか?」との
質問項目に対して，いずれの分類群においても９割以
上が「良い機会になった」と回答しており，この発表会は，

fig-10 ポスターセッションに参加する普通
科の生徒たち

活動内容を発信する上で，大きな役割を果たしているこ
とは間違いない。

3.1.8

課題研究Ⅲ（英語での研究成果の発信・振り返り）

【仮説】

２．学習の実際

１年次から取り組んだ課題研究の成果を２年次に日

１)研究論文の完成

本語でポスターセッションを行うことで，学習者である

２年次に作成した研究論文についてグループ内で

生徒は他者に発信することを通して，有用感を感じる

ルーブリックを使用して多面的に評価し，高校の教員

一方で課題にも気づくことができた。これを踏まえて前

による添削を行い完成させた。

年度末からその成果を研究論文としてまとめる活動を

【研究論文のルーブリック】

継続してきた。３年次の課題研究Ⅲでは，論文を完成
させるとともに，英語ポスターセッションを行い，留学生

（Ｓ＝優の部分を抜粋，他は省略）
＜パート別評価＞
項目

など外国人に対して発信する。これが３年間の加太研
究を主軸とした活動の集大成である。次に，グローバ
ル・キャリアパスで自身の学習を振り返り，将来像を描
く。以上の学習活動を対して，以下の仮説を立てた。

タ
イ
ト
ル

優の基準

１

タイトルの内容

□研究の主題や内容（研究
で明らかにすること）を示す
キーワードが含まれている

２

タイトルの長さ

□適切な長さで読みやすい

１

研究の背景となる先
行研究や事象の整
理

□研究の背景となる先行研
究や社会・自然の現状を理
解し，適切に整理されてい
る。

２

研究の意義
（研究の有用性）

□研究の意義（有用性）を，
先行研究や社会・自然の現
状を分析した上で，適切に
示すことができている。

３

研究の目的・問い
（リサーチクエスチョ
ン）の明示

□研究の目的（明らかにす
ること）が明確であり，問い
（リサーチクエスチョン）の形
にすることができる。

４

研究の目的・問いの
新奇性

□先行研究で明らかになっ
ていること，明らかになって
いないことを適切に整理し
ており，新奇性が示されて
いる。

５

仮説とその根拠
（３．の問いに対する
自分の答え）

□十分な根拠をもとに仮説
が示されている。

１

研究方法
（再現性）

□調査・実験方法が具体的
に示されているので，第３者
が再現することができる。

２

研究目的と研究方
法の有効性

□ 研究目的に 対し て研 究
方法は有効であることが分
かるよう明確に書かれてい
る。
＊どのような法則に基づい
て，何を測定すれば結果が
得られるか明確に書かれて
いる。

①研究論文という取り組みを収束させる活動を通し
て，協創力を構成する４つの思考力のうち３つの
思考力（論理的思考・批判的思考・複眼的思考）
や表現力がさらに高まるだろう。
②英語ポスターセッションを通して，英語活用能力と
ともに，グローバルな視点で地域の課題をみるこ
とができるようになるだろう。
③グローバル・キャリアパスを通して，自身の学習過
程を振り返ることで，価値ある学習をしていたこと，
自身の成長に気づくことができるだろう。
【内容・方法】
１．学習内容

序
論
（
研
究
の
背
景
と
目
的
）

◇ＳＧＨ１期生「課題研究Ⅲ」指導計画
３

４月

英語ポスターセッションガイダンス

６

英語ポスターの製作・添削

時

５月

＊「ポスターセッションに使える

間

６月

MSEC 第 １ 回 合 同 探 究 活 動 発 表 会

年
次

表現集」の教材開発
４時間

（6/15・土，宮崎県総合博物館）

３

ポスターセッションの振り返り

時

７月

論文の相互評価・完成

間

９月

グローバル・キャリアパス

12

10 月

時

11 月

間

12 月

本
論
①

本
論
①

１

本
論
②

結
論

データの収集・表示

□研究仮説を実証するため
のデータが過不足なく（必
要かつ十分な分量）示され
ている。

２

研究結果

□調査・実験のデータがグ
ラフ・表・図など適切でわか
りやすい形にまとめられて
いる。

３

結果の説明

□個々の結果の説明は必
要かつ十分にされている。

４

考察

□研究結果にもとづいた主
張がなされており，なぜその
主張に至ったかが論理的に
示されている。

５

結果に対する新し
い問いや課題

□ 研 究 結 果 を踏 ま え た 課
題・改善策，新しい問いが
適切に書かれている。

１

結果・考察をもとに
した結論

□結果・考察から論理的に
結論（リサーチ・クエスチョン
の答え）を導いている。

２

研究成果の意義

□研究成果の意義が具体
的に示されている。

３

今後の展望

□研究成果をもとに次の研
究につながる提言を具体的
に行っている。

に示されてい
る。

パ
ラ
グ
ラ
フ
・
文
・
表
現

１

パラグラフ・
ライティング

□概ねパラグラフが構造的に書かれ
ている。
＊１パラグラフ内に主張する文（トピッ
ク・センテンス）は１つであり，他の文
はこれを支えている。

２

文の長さ

□概ね一文は適切な長さであり，適
切な接続詞を用いて書かれている。

３

誤字・脱字
や表現

□誤字・脱字がなく，表現も適切であ
る。

Fig-1 論文集「郁文」

２)ポスターセッションの準備
以下の準備を英語教諭や ALT の指導助言を受け
ながら準備を進める。
a)英語ポスターの作成
2 年時の課題研究発表会後に修正を加えた日本

＜表記に関する項目＞
項目

１

引
用
文
献
・
参
考
文
献

表
・
グ
ラ
フ
の
表
記

２

引用文献・
参考文献の
使用

引用文献
＊ある場合
のみ

優秀（９・８・７
点）
８の基準
引用文献・参考
文献が使用さ
れており，効果
的かつ適切で
ある。
適切な形式で
引用がなされて
いる。

３

引用文献・
参考文献の
まとめ

引用文献・参考
文献が適切な
形式でまとめら
れている。

１

表 や グ ラフ
のタイトル

□表のタイトル
は表の上，図や
グラフについて
はグラフ下に書
かれている。

２

表 や グ ラフ
の表示

□グラフの軸，
単位の表記，プ
ロット・線が適切

語のポスターをもとにして，英語表記のポスターを
作成する。
b)発表原稿の作成
ポスターを用いた説明について，英語の原稿を準
備する。
c)想定問答原稿作成
ポスターを用いた説明に対する聴衆の質疑を予
想し，それに対する回答の英語原稿を準備する。

Fig-2 想定問答原稿

３) MSEC 第１回合同探究活動発表会
①期日：令和元年６月１５日(土)

4

②場所：宮崎県総合博物館
③参加者

5

reinforced hardtackSTOCK FROM NOW ON
-UPDATE YOUR AWARENESS
FOR FUTURE DISASTERSave the World with SENGIRI !
-Survey on the adaptability of Japanese radish
to food culture and preferences overseas based
on sensory evaluationPossibility of the compost
-Improvement of odor for the further spreadA potential of central city district based on
creative city

3

本校文科情報科（ＳＧＨ指定学科） 79 名
３年（発表者として）
１・２年 SGH 生徒推進部
15 名
（運営・発表）
宮崎北高等学校の生徒
48 名

4

五ヶ瀬中等教育学校の生徒

38 名

8

The magic of the sound

5

本校職員

10 名

9

Let's eat delicious Avocados！

6

宮崎大学の先生方(審査員)

6名

10

7

宮崎大学の留学生（審査員）

26 名

Hops vs Life style diseases
-possibility of hop-specific polyphenol-

11

Let's eat carps at home part1

8

県立学校 ALT

10 名

12

Aim to Improve Reading Skill

9

県教育委員会

4名

13

How Do You Make Use of Hebesu?
-Promoting Hebesu focusing its new potential of
preventing cancer cells from increasing-

1
2

10

本校文科情報科の家族

11

一
般

6
7

28 名

県内高校

11 名

その他

12 名

⑥審査と表彰
審査については，SSH である宮崎北高校のシステムに
よる参加者による評価と，本校の審査基準による留学

④大会の日程
9:50

Opening Ceremony

生および ALT による英語での審査の２種類を行った。

12:45～14:20

Poster Sessions

以下に，概要を示す

15:00～15:30

Closing Ceremony

ａ）参加者による評価
【審査員】参加者全員とし，高校生，教員，そして
一般参加者に４つの観点，
「独創性」
「論理力」
「批
判的思考」
「表現力」の投票券で得点を与えるべき
ポスターに投票する形式をとった。
ｂ）ＡＬＴ及び留学生による審査
本校を含め，英語でのポスターセッションを行って
いるものに対しては，以下に示す審査項目でそれぞ

Fig-1 ポスターセッション

れを評価いただいた。
1

⑤発表タイトル一覧
Unit

1

2
3

Title
Shall we meat, dear？

研究テーマに関して，十分に理解をしているか
Sufficient knowledge about the research topic
2

-To reduce the amount

of deer meat thrown awayWe have to manage kumquat!!
‐Aiming to improve the appetite for buying of
kumquat by creating dried fruits and improving
the color of advertising‐
HARDTACK WITH SPROUT
-The proposal of nutritious

研究背景 Fundamentals

3

/5

研究目的 Research purpose
2-1 研究の目的は具体的であるか
Clear definition of the purpose of the
research

/3

2-2 仮説は提示されているか
Sufficient hypotheses

/2

/5

/3

/5

研究手法 Research method
3-1 何かしらの研究手法を用いた分析をおこな
っているか

【金賞】２作品

Analysis conducted was based on a research
method.
3-2 その研究手法は研究目的に合っているか
Valid research method for the purpose of the
research.
4

5

6

/2

結果，考察 Results and discussions
4-1 十分なデータを揃えているか
Sufficeint amount of data

/2

4-2 分かりやすい結果であるか
Clear results that are summarized properly.

/3

8

5-1 研究成果をもとに，提言を行っているか
Proposals for further activities based on the
research results

/3

5-2 しっかりとした今後の展望があるか
Prospects for solid 〔 meaningful 〕 future
research

/3

1
0

/6

引用・参考文献 Quotations and reference materials

/4

ポスターのデザイン Poster design
7-1 わかりやすいデザインであるか
Legible design

/3

7-2 わかりやすいキャプションであるか
Legible captions

/2

◯Possibility of the compost
-Improvement of odor for the further spread-

/5

プレゼンテーション Presentation
8-1 声の大きさは適当であるか
Appropriate voice volume

/2

8-2 テーマに沿った話しであったか
Presentation was in line with the given theme.

/1

8-3 提示された資料は分かりやすかったか
Materials
presented
were
easy
understand.

/1

to

8-4 ボディランゲージは適切だったか
Appropriate body language
9

/5

提言と今後の展望 Proposals and future prospects.

本やサイトなどを引用して研究しているか
References that are quoted from proper
sources such as books and web sites
７

◯How Do You Make Use of Hebesu?
-Promoting Hebesu focusing its new potential
of preventing cancer cells from increasing-

/1

/5

定められた発表時間を有効に用いているか
有効（5 点），普通（3 点），長いもしくは短い（1
点）
Ability to use limited time effectively
Appropriate length (5points); Normal (3
points); Too Short or too long (1point)

/5

特筆されるべき優秀な点が存在する
Presentation
had
some
particularly
outstanding feature(s)

/5

【銀賞】３作品
◯Shall we meat, dear？ -To reduce the amount
of deer meat thrown away-

⑦総合成績
⑥での評価を踏まえて，それぞれを評価し別々
に上位作品を決めて，金賞及び銀賞を決定し
た。これらの表彰のうち，ＡＬＴ及び留学生に
よる審査によって，金賞および銀賞を得たもの
を以下に示す。

◯Save the World with SENGIRI !
-Survey on the adaptability of Japanese radish
to food culture and preferences overseas based
on sensory evaluation-

自分の内面を分析し，向き合うきっかけにもなると思う
のです。
・同じグループの人達としっかりコミュニケーションをつ
って協力することがとても大切だということが分かりまし
た。研究のやり方や実験のやり方にもひとつひとつ丁
寧にこだわって考えなければいけないので，何かにつ
いて深く考えて自分の経験や考えを最大限活用する
という良い経験ができたと思います。机で座ってする勉
強では学ぶことができない貴重な体験を積むことがで
きました。
・あるテーマや課題について思考する際のアプローチ
が豊富にあるということです。今までは１つの問題をそ
のまま見つめるだけでしたが，探究の一環で物事を水
平的に考えたり，ターゲットを絞って考えたり，条件を
つけたりなど色々なとらえ方を踏まえることで，新しい

◯We have to manage kumquat!!
‐Aiming to improve the appetite for buying of
kumquat by creating dried fruits and improving
the color of advertising‐

アイデアが生まれたり，自分の見落としていた課題が
新しく見つける力がつき，それは普段の勉強でも活か
すことができたと思います。
・探究を通して学んだことは，大きく分けて 2 つあります。
１つ目は４つの思考法（批判的思考，複眼的思考，水
平思考，論理的思考）です。水平思考に関しては少し
習得が難しく，完全に習得できたとは言い切れるかは
微妙ですが，他の３つに関しては，探究活動を通して
しっかり習得できるようになったと思います。これらは勉
強にはもちろん，日常的なものの見方や思考にも応用
でき，様々な意味で自分自身が豊かになった気がしま
す。
・誰かがこれしなさいとかおっしゃることはありません。
すべて自分たちがどう考え，どう動くかにかかっていま
す。・・・（中略）・・・気が付くと班の誰かがプレゼンをつ
くってくれたり，話の記録をしてくれたり …。・・・（中

４）グローバル・キャリアパス

略）・・・私が探究を通して学んだこと，それは「気づく」

①概要

力そしてそれを実行する大変さです。

内容は高校３年間の学びを整理してもらった。その
上で，観点別に自分自身の達成度を自己評価し自身
の成長を確認した。そのことによって，価値を再確認し，
成就感と有用感を得た。それをもとに，各自がグローバ
ル社会の中であり方を考えた。
②振り返りのコメントの中から
・さまざまなプロジェクトに参加したことで，今の地域や
社会の課題を見つけ，多角的なアプローチで課題に
アタックできるようになったと思います。

③キャリアパスとしての「国際化に重点をおく大学」
への出願割合（ＳＧＨ３期生の場合）
「スーパーグローバル大学（ＳＧＵ）」「グローバル人
材育成推進事業」「大学の国際化のためのネットワーク
形成事業」「大学の世界展開力強化事業」に指定され
ている大学を「国際化に重点をおく大学」と呼んでいる。
ＳＧＨ３期生のうち６２％がＳＧＵなどの「国際化に重
点をおく大学」を受験している。

・自分がどんな人間なのかを否応なく感じさせられまし
た。・・・（中略）・・・探究は自分の外の世界についての
分析をして，アクションをしていくことにとどまることなく，

【検証】第４章の検証編にて述べる。

第２節「研究開発単位Ⅱ 国際社会で通用する汎用的能力（技能・スキル）の育成」
（課題研究以外の取り組み）
3.2.1 探究学習の基礎（プロジェクト探究基礎，課題研究基礎）
【仮説】
探究学習の基礎では，チームで協力してアイディ

2．課題研究基礎「プロジェクト実現に向けて研究しよ
う」

アを創出し絞り込み，実現化に向けて活動するプロジ

1)対象：１年生文科情報科（SGH 指定学科）全員

ェクト学習を通じて，本校が育成するグローバル・リー

2)概要

ダーに必要に資質である「協創力（思考力・行動力）」

プロジェクト学習で創出したアイディア実現のため

の基礎を生徒に身につける。
プロジェクト探究基礎では，「宮崎発の地域イノベ
ーション」プロジェクトでは，宮崎のマイナーな地域資

には，調査や実験をして試してみることが重要となる。
これを素材に，課題研究の問いの立て方，研究方法
の考え方を生徒が体験する。

源から魅力的イノベーティブなアイディアを創出する。
この過程を通して，課題研究の一連の過程で最も重

今年度は以下の日程で実施した。

要な「思考の拡散」「思考の収束」「メタ認知」の経験を

4/12

プロジェクト探究基礎①

通して課題研究の予行練習となっている。４つの思考

（金）

事前学習（本校・視聴覚室）

（論理的思考・批判的思考・複眼的思考・水平思考）

①チームづくり

のフレームワークを用いながら段階的に進めていくこ

②地域資源のくじ引き

とによって学び方を学ぶことができるだろう。

③くじで引いた地域資源の情報収集の

課題研究基礎では，「アイディアを実現するために

打ち合わせ

研究を考えよう」では，プロジェクトの実現に向けて，

＜生徒は週末を利用して情報収集＞

明らかにしなければならないものを明確化し，レポート

④｢オズボーン７３の質問」配布

を書くことを通して，課題研究の進め方を理解すること
ができるだろう。

（強制思考法）
4/15

プロジェクト探究基礎②（集中研修）

（月）

①マンダラートによって思考の拡散

【内容・方法】

②アイディアをトレードオフマトリックスで

１．プロジェクト探究基礎「地域資源プロジェクト」

吟味・検討（収束・発散）

1)対象：１年生文科情報科（SGH 指定学科）全員
2)概要

③文科情報科入科式で発表
5/10(金)

新入生を対象に行われるプロジェクト学習Ⅰは「地

アイディアを 3C/4C で立場・視点を転換

域資源活用コンテスト」と題し，１時間の事前研修と 3
時間の集中研修と授業にて実施した。入学して間も

して検討
5/24(金)

ない生徒をグループ化し，宮崎のマイナーな地域資
源の活用方法を考える教育プログラムである。地域資

プロジェクト探究基礎③

プロジェクト探究基礎④
発表会，相互投票・評価

6/7(金)

課題研究基礎①

源活用コンテストでの優勝を目指すという外的要因を

プロジェクトの実現のために，明らかにす

用いて，フレームワークを使って自分達のアイディア

べき問いを発見する。

をつくっていく。

6/14(金)

課題研究基礎②
問いを動機と有用性，実現可能性，新奇

6/21(金)

6/28(金)

性で検討する。

たのではないかと考えられる。他県の先生方から

課題研究基礎③

ＰＢＬは短いＰＢＬをいくつかすることで，よく

問いに対する仮説を立て，証明する方法

わかるという側面があるということがわかったの

を考える

で，来年度以降はプロジェクト学習を２回取り組

課題研究基礎④

むことが重要であろう。

研究計画をレポートにまとめる
9/13(金)

課題研究基礎⑤
研究計画をレポートにまとめる

【プロジェクト学習の設計】
目的に関する情報入力

手段に関する情報入力

「宮崎の魅力的な

地域イノベーション

モノ・コト」

の事例

目的に関する情報分析

手段に関する情報分析

手段アイディアの創出
アイディアの精緻化
アイディア実現に向けてのプラン
【検証】
第 4 章の資質・能力の変容で総合的に述べるが，
昨年度までプロジェクト学習を２回取り組んだも
のを１回に減らした。
このことによって，後のプログラムにおける生
徒の学びのマインドセットや有用感が減少してい
ることが明らかにとなった。
人間が取り組んでいることに価値を認識するた
めには，体験を通した実感と結びついていなけれ
ばならない。そういう点で，従来のプロジェクト
学習を２回取り組むことによって，より探究活動
の進め方のポイントや意味・価値を深く理解でき

3.2.2 課題研究と連動した英語４技能育成
【仮説】

ムをつくり、４泊５日活動。共に地域イノベーションを

TASK-BASED-Learning を意識して、ＳＧＨ事業の

おこすため、フィールドワーク中には英語で通訳とガ

英語を用いた課題研究に関する諸活動をタスクとした、

イド。その後のワークショップ・ディスカッションは全て

教科外国語の「英語表現Ⅰ・Ⅱ」や総合的な学習の

英語。発表会も英語で行っている。

時間「探究」を連携させた英語４技能のカリキュラムを

②グローバル・キャンプ…全員参加

編成する。このことにより、必然性にもとづく英語コミュ

１年次１２月に、SGH 指定学科・文科情報科全員と

ニケーションとなり、英語での情報収集力、発信力、

ALT 等１２名の外国人が参加し、チームを結成し全て

思考力（４つ）、コミュニケーション力、表現力がより一

英語を用いて活動する。課題研究テーマ「食と健康」

層高まるだろう。英語諸能力の向上に自信を得て、海

をもとにした「インタビュー」「スピーチコンテスト」「ディ

外大学への進学・留学への機運を高めることができる

ベート・プレゼンテーション大会」「グローバル・ディス

だろう。

カッション」を実施している。

【内容・方法】

③さくらサイエンスプラン…１・２年希望者

今井(2015)によると、第二言語習得（SLA）研究に

１・２年の１２月末に台湾・ベトナムの高校生を招聘し

おいて、生徒を「言語学習者」へ成長させるためには、

て、「食と健康」に関する最先端研究施設等の訪問、

学習者自身が、学習した言語知識を状況や場面に応

３カ国の高校生の合同チームで宮崎大学提供の「科

じて選択して使う機会が必要であると述べている。

学実験教室」、このプログラムを踏まえて現状の課題

また、「タスク」を実践することによって学習者を「言

の解決策を提案するプレゼンテーションを行う。

語学習者」ではなく「言語使用者」として行動を引き起

＜２年次＞

こすことが明らかになっている。そしてそのタスクは以

④海外研修…２年希望者

下のようにあるべきであると述べている。
１）言語形式ではなく、主に意味内容に焦点が置か
れる。
２）タスクを達成するために必要とされる何らかのギャ
ップがある。
３）タスク達成のために学習者は自ら言語を用いる
必要がある。
４）正確性を求めた言語練習というよりも、明確な言
語使用の目的がある。

２年次夏季に３カ国（台湾・ベトナム・シンガポール
研修）を行っている。期間中は英語で現地の高校・大
学生と共にフィールドワークにおけるインタビュー調査、
ディスカッション等を行う。
⑤さくらサイエンスプラン…前述の通り
⑥生徒探究発表会ポスターのアブストラクト…全員
＜３年次＞
⑦英語ポスターセッション大会…全員
３年次の１学期には、宮崎大学の留学生等に対して
英語でのポスターセッションを行い、ディスカッション

本校ではこれらの点を踏まえ、SGH 事業では明確な

を行う。

言語使用目的をもつ場面を以下のように設定してい
る。

この英語で活動する機会を念頭に、教科「外国語」
の「総合英語」「英語表現Ⅰ・Ⅱ」や総合的な学習の

＜１年次＞

時間「探究」における「グローバル英語」の時間のカリ

①TISP（東大イノベーション・サマープログラム）…２４名

キュラムを以下のように組み立てている。

１年次８月に、東大が選抜した海外学生８名とチー

表１：本校 SGH 事業英語４技能育成プログラム
表中の①～⑦の「タスク」に向けて、「外国語」と総合的な学習の時間で取り組む。

１
年
次

２
年
次

教科「外国語」（１年次：異文化理解、２年：総合英語・
英語表現）
ＳＧＨ事業との関連性
１ エッセイライティング（自由英作文）
学 ●比較的長い英文を書くことへの抵抗感をなく
期 す。１年次夏にあるＴＩＳＰや２学期のディベート
の立論づくりの基礎を形成。
●英語でのポスタープレゼンテーションを行う。

ＳＧＨ事業

夏
季

●１学期のポスタープレゼンとは別のテーマでの
エッセイライティングを仕上げる。（活用編）

①ＴＩＳＰ（イノベーション・サマ
ープログラム）
観点「イノベーション」を学ぶ
ため、フィールドワークで通訳・
インタビュー、ディスカッション、
英語発表（スキット等含む）。

２
学
期

批判的思考力を養成するディスカッションと
ディベート立論作成
インタビューテスト・ディスカッション
●表現力の養成として、賛成・反対に対する自
己意見を持ち、多角的な視点で物事を捉えさせ
る。
●実際のインタビューテストで、ALT の意見に英
語で反論する。
●ディベートの質疑や反駁等の練習で、即興で
英語が使えるように繰り返し練習する。

冬
季

●エッセイライティング（冬版）を完成させる。

３
学
期

ディベート大会
●ＳＧＨ指定学科（文科情報科生）は、一度グロ
ーバル・キャンプでの経験を生かして、知識・ス
キルを活用して取り組むことで、洗練されたディ
ベートを行うことができる。
●授業での言語活動を継続させることで、自己
意見発信力を引き続き身につける。
（インタビューテスト）（１～３学期）

１
学
期
夏
季

●自己意見発進力の実践として、海外研修・さく
らサイエンスでのインタビュー調査、課題研究デ
ィスカッションを行う。また同時に、３年次の英語
ポスターセッションの基盤をつくる。

総合的学習の時間「探究」
プロジェクト学習Ⅰ
プロジェクト学習Ⅱ
課題研究Ⅰ（課題発見）

観点別講義・ディスカッション
課題研究Ⅰ（課題発見）
②グローバル・キャンプ
（インタビュー、スピーチコンテ
スト、ディベート）
グローバル・ディスカッション
（課題研究ディスカッション）

③さくらサイエンスプロジェクト
（訪問時の通訳・インタビュ
ー、協働の科学実験教室にお
けるディスカッション、課題研究
ディスカッション）
課題研究Ⅰ（課題設定）
研究概要発表会
（研究テーマ・研究目的・研究
方法をプレゼン）
課題研究Ⅱ（研究計画）

④海外研修
現地の高校・大学生と共にフ
ィールドワークにおけるインタビ
ュー調査、プレゼン、ディスカッ
ション等
課題研究Ⅱ（調査・実験）

２学
期

冬
季

３
学
期

⑤さくらサイエンスプロジェクト
（訪問時の通訳・インタビュー、
協働の科学実験教室における
ディスカッション、課題研究ディ
スカッション）
●英語での情報収集・発信力、論理的思考力、
コミュニケーション力、表現力の養成として、即興
ディベートを行う。

⑥生徒探究発表会のポスター
のアブストラクト作成…全員

３
年
次

１
学
期

⑦英語ポスターセッション大会
宮崎大学の留学生や外国人
教員の前でポスターセッション
大会を実施。

3.2.3 課題研究交流（さくらサイエンスプラン）
【仮説】
台湾・ベトナムの姉妹校・交流校の高校生を招聘し

【参加者】昨年度より普通科と協働で実施
１）本校生徒

５日間協働で，プロジェクト学習（「科学実験教室」）･

1年

２年

計

フィールドワーク･課題研究の研究交流とディスカッシ

歓迎夕食会

15

19

34

ョンを期間中全て英語で行う。

歓迎セレモニー運営

13

18

31

5
9
8

12
18
7

17
25
15

4

4

8

この活動を通して，協働で実験計画の組み立て方，
協働で実験結果から考察する方法を理解し，課題研
究に活用できるようになる。また，グローバルな視野で
地域をみつめる（グローカルな）考え方，多様性・多文

課題研究ディスカッション
フィールド調査
科学実験教室（宮崎大学連
携）
ホームステイ受け入れ

化を理解し，イノベーティブなことに挑戦する意欲を
育む。期間中オール・イン・イングリッシュで議論し，英

２）招聘した生徒・先生

語活用能力の向上を図る。

①台湾
高雄市立高雄高級中學 生徒 9 名 先生１名

①２年生
ア）海外研修も踏まえた課題研究の成果を説明し議

②ベトナム
カオ・バ・クワット高校 生徒３名 先生１名

論することで，グローバルな視野から研究内容を見

ベトナム国家教育大学附属グエン・タッ・タイン高校

つめ直し，発表会に向けてブラッシュアップを行う。

生徒３名 先生１名

イ）（課題研究の進捗状況から）海外研修の時点で
はできなかった，議論や調査を行う機会とする。
ウ）英語で説明する機会をつくることで英語による「ス
ピーキング」「リスニング」をはじめとするコミュニケー
ション能力向上への態度育成，国や地域の枠を超
えて共感する態度を形成する。
②１年生
ア）課題研究のテーマ構想案を説明し意見交換を
することで，グローバルな視野から研究テーマをグ
ローバルな視野から考えられるようになる。
イ）海外研修の交流校との交流 ・ディスカッションを
通して，海外研修の事前情報を得る機会とし，海外

【内容・方法】
１）日程
12/20

〔ベトナム 8 名〕

（金）

01:40

ハノイ空港発（VN356 便）

07:20

福岡空港国際線ターミナル到着

（台湾到着まで待機）
〔台湾 10 名〕
06:50

台北桃園空港発（CI115 便）

09:55

福岡空港国際線ターミナル到着

（バスにて国内線へ移動）
12:40

福岡空港発(JAL3629 便)

13:25

宮崎空港到着

14:00

バス

14:30

宮崎観光ホテル到着（チェックイン）

研修を有意義なものとする。

※担当の先生と英語要項をもとに，

ウ）英語で説明する機会をつくることで英語による「ス
ピーキング」「リスニング」をはじめとするコミュニケー
ション能力向上への態度育成，国や地域の枠を超
えて共感する態度を形成する。

宮崎空港出発

スケジュール確認
・12/22・24

夕食の確認

・保険

16:50

歓迎夕食会準備

【大宮生】

17:00

バス

17:20

宮崎大宮高校到着（神宮ロータリー）

17:30

歓迎夕食会

19:30

歓迎夕食会終了

19:40

バス

20:00

宮崎観光ホテル到着

宮崎観光ホテル出発

宮崎大宮高校出発

20:00

片付け終了・解散

【大宮生】

【招聘生徒】ホストファミリーと移動
【大宮生】解散
※先生達をイオンに？

12/21

09:00

タクシー

ホテル出発【招聘者】

（土）

09:20

宮崎大宮高校到着

10:40

歓迎式典準備

12/23

07:50 【招聘先生】バス

（月）

08:00 【招聘生徒】
【大宮生】図書閲覧室集合

準備【招聘者】

◯会場設営

ホテル出発

08:10

バス

宮崎大宮高校出発

08:50

宮崎大学到着

09:00

宮崎大学農学部海洋生物環境学科
〔午前の部〕講義・実習

◯リハーサル
◯招へい校リハーサル
【歓迎式典】
11:40

宮崎大宮高校校長挨拶

11:45

招聘者パフォーマンス（各 10 分）
①

高雄高級中学校

②

カオ・バ・クワット高等学校

③

グエン・タット・タイン中学高等学

宮崎大宮高生徒代表スピーチ（２D 下池）

12:25

ギフト交換

12:30

歓迎式典終了

大学生協食堂にて昼食

13:00

〔午後の部〕講義・実習

17:00

〔午後の部〕終了

17:10

バス

宮崎大学出発

17:30 ANA ホリデイインリゾート到着
12/24

08:30

バス ANA ホリデイインリゾート発

（火）

08:50

宮崎大学到着

09:00

校
12:20

12:00

宮崎大学農学部海洋生物環境学科
〔午前の部〕講義・実習

11:00

大学生協食堂にて昼食

12:00

〔午後の部〕講義・実習

15:30

〔午後の部〕終了

15:40

バス

16:20

【招聘者】宮崎観光ホテル下車

16:50

宮崎大宮高校到着【大宮生】解散

12/25

08:00

【招聘者】バス

（水）

08:20

宮崎大宮高校到着

08:40

グループでディスカッション

10:30

グループ毎にプレゼンテーション

【課題研究ディスカッション】

11:10

お別れ昼食会（スライドショー放映）

14:30

12:00

閉会行事

招聘者は図書閲覧室へ

【歓迎ランチ＆交流会】
12:40

※招聘者は弁当
くじを引いて席を決定する
昼食＆自己紹介

13:10

片付け・準備

13:15

アイスブレイク（国ボ 2E 永野, 2G 飯干）

13:45

伝言ゲームのお題（運営委員）

14:15

交流会終了
課題研究ディスカッション

16:30

フリーセッション 森田氏と相談

①

17:00

終了

②

【大宮生】片付け大宮高校
17:30 【大宮生】解散
12/22

08:00

バス

宮崎観光ホテル出発【招聘先生】

（日）

08:20

参加者は図書閲覧室に集合

08:30

バス

09:20

青島地区到着・グループで散策

10:30

バス

11:20

日南市昼食会場（びびん屋）到着

13:00

外浦港到着

昼食会場出発

マリンビューワーなんごう乗船
14:30

バス

外浦港出発

【招聘先生】観光ホテルで下車
16:00

③

宮崎大宮高校到着

さくら修了証授与（英語）と個人スピー
記念撮影

13:00

タクシー

14:35

宮崎空港発(JAL3632)

15:25

福岡空港到着

宮崎大宮高校出発

・コンフォートホテル博多へ移動
16:30

コンフォートホテル博多到着
夕食、フリータイム

青島地区出発

バス

スピーチ（管理職、生徒）

以下【招聘ﾍﾞﾄﾅﾑ・送迎者】

宮崎大宮高校出発

12:30

宮崎観光ホテル出発

チ

17:10 【招聘生徒】ホストファミリーと移動
【招聘先生】小型タクシーで観光ホテルへ

宮崎大学出発

ホテル泊
以下【招聘台湾・送迎者】
13:00

バス

宮崎大宮高校出発

15:45

バス

イオン宮崎出発

16:20

宮崎空港到着

18:10

宮崎空港出発(CI115)

12/26

【招聘ﾍﾞﾄﾅﾑ・送迎者】

(木

08:00

タクシー

08:30

福岡空港国際ターミナル着

10:30

福岡空港発（ベトナム航空：VN357 便）

13:35

ハノイ・ノイバイ国際空港着

④プログラムの成果発表会（3 地域混合チーム）

コンフォートホテル博多出発

【送迎者】
12:40

福岡空港出発（JAL3629 便）

13:25

宮崎空港到着

⑤集合写真
２）指導の実際
①歓迎式典

【検証】
(1) 台湾・ベトナムの高校生と活発な意見交換を行う
②科学実験教室（3 地域混合チームによる）

ことはできましたか？
①２年

②１年

③課題研究ディスカッション

(2) さくらサイエンスのディスカッション等を課題研究

(4) さくらサイエンスでは，課題研究テーマを通じた，

に活用することはできましたか？

世界の多様性を理解できましたか？

①２年

①２年

②１年

②１年

(3) さくらサイエンスを通して，身近な地域の課題と
世界を結びつけて考えることができましたか？

(5) さくらサイエンスを通して，英語コミュニケーション

①２年

能力は高まりましたか？
①２年

②１年

②１年

(6)さくらサイエンスを通して英語コミュニケーション能

差が生じることが多い。しかし，後述の通り 1 年

力の重要性を感じましたか？

生の英語活用能力の高さから，その差が少ないの

①２年

が今年度の特徴である。
つづいて，最高評価の 1 の割合に着目すると，
「
（1）活発な意見交換ができた」
「(4)多様性理解」
は 2 年生で高い結果となっている。課題研究が進
み，自らのテーマが明確となっている 2 年生は活
発に意見交換でき，その結果，日本の台湾・ベト

②１年

ナムの多様性を目の当たりにしたものと考えられ
る。
英語活用能力というツールの部分と，内容理解
を詳細に今後検討していく必要がある。

(7)さくらサイエンスを通して，将来，海外留学やかつ
外で活躍したいと思いましたか？
①２年

②１年

今回の本プログラムの評価は，肯定的評価であ
る 1 と 2 と答えた生徒がほとんどである。例年で
あれば，英語活用能力の差とともに，学年間での

第３節 「研究開発単位Ⅲ グローバルな社会課題を解決するための行動力・実践力」（態度・姿勢・価値観）
（グローバル・リーダー育成に関する環境整備、教育課程外の取り組み）
3.3.1 ＳＧＨ生徒推進部
【仮説】
生徒による主体的・自治的活動を行う「ＳＧＨ生徒推
進部」を設置し、生徒の主体的・自治的な活動や異学
年交流の場を設けることで、対話を通して建設的にも
のごとを考えられるリーダー性のある生徒を育み、「グ
ローバルな社会課題を解決するための行動力」（態
度・姿勢・価値観）を育成できるだろう。
【内容・方法】
1．活動内容
SGH 生徒推進部は、毎週木曜日の昼休みにランチ

２）活動の実際～ニュー宮崎人創出プロジェクト
生徒が社会を巻き込み，課題設定をする自主企画の
開催
課題設定発見・課題設定が重要なデザイン思考は，
課題研究だけではなくあらゆるプロジェクトで活用す
ることができる。2020年 2月14日に，スクラムベンチャ
ーの外村仁氏ほか2氏を招いたトークセッションを行う
というプロジェクトを進めた。これまでも生徒による自
主企画は多く存在したが，①社会を巻き込めていな
い，②参加する生徒が少ない，という課題である。そこ
で，教員の介入は最低限度とし，生徒が自らの手で
問いを発し，大人と協働して，社会を巻き込むイベント
を起こす「ニュー宮崎人プロジェクト」と題して実施した。

ミーティングを行い、SGH 関連の行事等の企画・運営
を生徒の主体的・自治的な活動や異学年交流の場を
設けている。これにより対話を通して建設的に考えら
れるリーダー性のある生徒を育む。
１）年間計画
＜推進部が企画・運営した行事＞
４月

新入生へのＳＧＨ活動ガイダンス

５月

活動計画作成

６月

ＭＳＥＣポスターセッション（3年）の運営
東京大学院生による座談会

７月

オープンスクールでＳＧＨ説明

８月
９月
10月

JR 九州宮崎支社長 座談会

11月

ＳＧＨ生徒探究発表会企画・立案
さくらサイエンスプロジェクト企画・立案

12月

さくらサイエンスプロジェクト運営
（台湾・高雄高級中學、ベトナム・カオバクワ
ット高校、グエンタッタン高校交流計画企
画・立案）
ＳＧＨ生徒探究発表会準備

１月

ＳＧＨ生徒探究発表会運営

２月

ニュー宮崎人創出プロジェクト
活動の振り返り

３月

来年度に向けて

スクラムベンチャーの外村仁氏，i.school の根本紘
志氏，こゆ財団の稲田祐太朗氏の3名にアドバイスを
いただきながら，生徒主催のトークイベントを開催した。
こ こ で も ， 課 題 設 定 の 部 分 に 時 間 を 費 や し ， The
Nueva の1ステップ Research (Deep Dive!)をもとに，生

徒相互の観察・インタビューからインサイトを得つつ，
ゲスト3名の情報をインターネット・書籍で調べて，問
いを「失敗とどう向き合うか」と設定した。この結果､生
徒自主企画のイベントとしては5年間で最大の校内外
80名の参加となった。

この企画は，課題発見・設定を共感しながら課題を
設定するデザイン思考のプロセスの重要性が明らかと
なった。調査だけではなく，共感から入るプロセスの
存在は，課題をジブンゴト化する上で最も重要なステ
ップであるといえるだろう。

【検証・評価】
ＳＧＨ生徒推進部に所属する生徒（１・２年生）に対して質問紙による調査を行った結果、以下の通りとなった。
(1) ＳＧＨ生徒推進部２年の結果

(2)ＳＧＨ生徒推進部１年の結果

ＳＧＨ生徒推進部の２年生と１年生のアンケート結

たのは2年生が40％、１年生が29％である。その一方

果を比較すると非常に興味深い。「自ら考えて行動す

で、「他の部員や生徒・先生と協調した行動ができま

ることができましたか」の問いには、「１：できた」と答え

したか？」の問いには、「1:できた」と答えた生徒は、2

年生が60％、1年生は40％である。ここから，生徒推

も主体性が高かったが，年を経るごとに，前の世代が

進部全体として協調性は高いが主体性が乏しいとい

築いたものを継承していくので，いつの間にか自分事

う傾向が明らかとなった。

と考える生徒が減少した可能性がある。

SGH 指定1年目から SGH 生徒推進部が設置され，

これについては，①改めて取組の目的を考えさせ

生徒の主体的な活動の場の確保が目的であった。初

る，②新しい取組をする場を保証する，という2つの事

期の推進部はアンケート調査だけではなく，発言から

に取り組み，生徒の主体性を伸ばしていきたい。

3.3.2 短期・長期海外留学、海外留学生受け入れ、海外学生交流等
【仮説】
短期留学・長期留学に自主的に行く生徒の支援、海外の留学生の受け入れ、海外学生の交流受け入れ
を行うことで、海外への興味・関心を喚起し、グローバルな社会課題を解決するための行動力」（態
度・姿勢・価値観）を育成する。
【内容・方法】
1.留学・海外交流等
１）留学（長期・短期）
学科

種 別

人数

学年

留学等先

ＳＧＨ指定学科

長期留学

１名

２年

カナダ

（文科情報科）

短期留学

1名

2年

カナダ

長期留学

２名

２年

アメリカ合衆国

長期留学

１名

２年

カナダ

長期留学

１名

１年

アメリカ合衆国

ＳＧＨ非指定
（普通科）

※なお，2020年8月に米国国務省の支援を受け，2名の生徒が米国にて短期留学する予定である。
２）海外からの留学生
ＳＧＨ指定学科文科情報科だけではなく、学校として普通科も含めて学校全体のグローバル化を視野に入れた
留学生受け入れを実施している。
受け入れ学科
ＳＧＨ指定学科
（文科情報科）
ＳＧＨ非指定

学年
２年
2年

（普通科）
１年

国・地域

期間
フランス

2019.4～2018.7.24

カナダ
アメリカ合衆国
オーストラリア

2019.4

３）海外交流受け入れ、高校生等の留学生との交流
ＳＧＨ指定の文科情報科が中心であるが、姉妹校の高雄高級中學の教育旅行受け入れは生徒会が行っており、
ＳＧＨ生徒推進部と連携し、学校全体として海外交流や高校生の受け入れを行っている。
所属・団体等
TISP（イノベーションサマープロ

人数

国・出身地等

備考

7

オーストラリア

クイーンズランド工科大学

ドイツ

ライプツィヒ大学

アメリカ合衆国

カリフォルニア大学バークレー校

イギリス

ロンドン大学

泰日工科大学

タイ

イギリス

ヨーク大学

フランス

ＨＥＣ Ｐａｒｉｓ

台湾（生徒9・教員１）

高雄高級中學（姉妹校）

ベトナム（生徒６・教員

カオバクワット高校（交流校）

2）

グエンタッタイン高校（交流校）

グラム）

さくらサイエンスプラン

18

3.3.3 各種大会への参加

る水質汚染の防止－」

１．第２回九州 SGH フォーラム
１）実施日 2019年7月8日（月）
２）会 場 長崎ブリックホール
３）参加者 文科情報科3年生 6名
【英語ポスター発表部門】
☆奨励賞
河野一晴，甲斐絢音，松田文乃・
竹之前玲王，重本栞里，福原千尋
「Potential of composter －Improvement in
the odor for its wider use－」

５．第６回 宮崎県高等学校課題研究発表大会
※書類審査にて選考され，参加予定であったが，
新型コロナウイルス感染拡大により，大会中止。
１）実施日 2020年3月17日（火）
２）会 場 宮崎大学

２．第１回模擬国連（立命館宇治高等学校主催）
１）実施日 2019年12月17日（火）
・18日（水）

３）参加者 文科情報科2年

19名

◯ステージ発表 （２作品）

２）会場 立命館大学びわこ・くさつキャンパス

・古川準之助，脇山結生，井手上桃子，後藤晟

３）参加者 文科情報科1･2年生 8名
山下紗英，クレア エリーズ，清水はなび，
平根晶，阿部倫大，鎌田篤之，
清水真名，早田もも

ける栄養状態の偏りをドライフルーツで改善－」
・日吉健人，川名凜，手束梨音，横山結子，
大平もこ，垣内拓馬，河野凜々花
「バス交通改革 －宮崎市街地中心部への BRT
導入の可能性を探る－」
◯ポスターセッション（１作品）
川野雅人，齋藤要，大田原和希，緒方成菜，
下茂音羽，鍋西李佳
「君ならできるよ クラゲちゃん －クラゲチップに
よる水質汚染の防止－」

３．２０１９全国高校生フォーラム
１）実施日 2019年12月22日（日）
２）会 場 東京国際フォーラム
３）参加形式 成果物（ポスター）掲示
「Possibility of the compost
～Improvement of odor for the further spread～」

６．2019年度実施の WWL・SGH×探究甲子園
※書類審査にて選考され，参加予定であったが，
新型コロナウイルス感染拡大により，大会中止。
１）実施日 2020年3月21日（土）
２）会 場 関西学院大学
３）参加者

４．第５回 高校生国際シンポジウム

【探究成果プレゼンテーション部門】

１）実施日 2020年2月13日（木）
・14日（金）

文科情報科2年 7名

２）会 場 宝山ホール

日吉健人，川名凜，手束梨音，横山結子，

３）参加者 文科情報科2年 6名（発表者）

大平もこ，垣内拓馬，河野凜々花

文科情報科1年 3名
【ポスター発表 環境・防災・防疫部門】
☆優良賞受賞
川野雅人，齋藤要，大田原和希，緒方成菜，
下茂音羽，鍋西李佳
「君ならできるよ クラゲちゃん －クラゲチップによ

「バス交通改革 －宮崎市街地中心部への BRT
導入の可能性を探る－」

第４章 研究開発の評価(目標の進捗状況，成果・
検証)
第１章では本校ＳＧＨの概要を，第２章では本校の
ＳＧＨ事業によって生徒は「何ができるようになるか」
を，第３章では「何を学ぶか」「どのように学ぶか」とい
うことについて述べた。
本章ではこれらを踏まえ，第１節でこれらのＳＧＨ事
業を通して，生徒達は「何ができるようになったか」と
いうことについて中心に述べ，第２節で本校ＳＧＨを
他者は「どう見ているのか」ということについて述べて
いきたい。
4.1 ＳＧＨ生の資質・能力の変容
Fig.1 2018 年度 2 年生の資質・能力の自己評価平均点の変容

１．構想調書で設定した項目についての調査結果
本校は構想調書にて「生徒に身につけさせたい
資質・能力」を知識・理解，スキル・思考力，姿
勢・態度・価値観の３つに分けている。これにつ
いて，本年度のＳＧＨ対象生徒２年生に対して質
問紙による調査を行い（5 段階）
，その平均値の変
遷をまとめたものが右上のグラフである。
質問項目は以下の通りである。
［グローバルな社会課題に対する問題意識（知識・理解）
］
1 地域社会の課題について理解しているか？
【指標】 地域社会の課題の内容，解決に向けての取り
組みを説明できる。
2 地域・国・世界における多様性（異なる文化・価値観）
を理解しているか？
【指標】異なる地域や国の相違点や共通点を説明できる。
3 グローバルな社会課題を理解しているか？
【指標】グローバルな社会課題の内容，解決に向けての取
り組みを説明できる。
［国際社会で通用する汎用的能力（技能・スキル）
］
4 問題解決のための思考力（論理的思考・批判的思考・複
眼的思考・水平思考）は身についているか？
5 コミュニケーション力は身についているか？（日本語で）
【指標】自分の考えを効果的に表現し，他者と話し合い合
意形成できる。
6 情報活用能力は身についているか？
【指標】信頼性の高い情報を収集し，調査・分析に用いる
ことができる。
［グローバルな社会課題を解決するための行動力・実践力
（態度・姿勢・価値観）
］
7 自己認識をし，自尊感情をもっているか？
【指標】
自分の強みを理解し，強みを生かした行動をとる場面があ
ったか？
8 異文化や多様性を尊重し，受容する姿勢を持っている
か？
【指標】様々な違いを肯定的にとらえ，考えが異なる人と
も協働できる
9 身近な地域の課題をグローバルな視点で検討し，具体的
な提案や行動をする意欲があるか？

Fig.2 2019 年度 2 年生の資質・能力の自己評価平均点の変容

Fig.3 2019 年度 1 年生の資質・能力の自己評価平均点の変容

まず，Fig.1 と Fig.2 に共通して見られる傾向
について 3 つ述べたい。
１つ目に，2 年生の終了時において生徒達は「地
域社会の課題の理解」
「異文化・多様性を尊重・受
容する姿勢」は高い水準にある。同様の傾向は他
の年度にもみられる共通する特徴である。このこ
とから，ＳＧＨカリキュラムを通して，生徒達は
地域社会の課題を理解し，グローバルに考えるこ
とを，チームで取り組むことを通して，異文化・
多様性を尊重・受容する姿勢が形成されていると
考えられる。
２つ目に，Fig.1 と Fig.2 から，2 年終了時に
おいて，
「問題解決の思考力」
「コミュニケーショ
ン力」
「情報活用能力」が高まったという認識がも
つこともわかる。2 年次には，課題研究が本格的
にすむことから，課題研究に必要な資質・能力が
身についたと考える生徒が多かったためと考え
られる。
３つ目に，２年終了時においても，
「自己認識・
自尊感情」が共通して伸びていないことがわかる。
グループ学習で取り組む本校のＳＧＨプログラ
ムにおいて，個人の向き合いの時間や機会が少な
い可能性がある。自己認識は，他者との交わりの
中で生じるものである。これについては，欧米の
Social and Emotional Learning が参考になると
考えられる。プログラム設計の中で，この自己認
識・自尊感情を育む局面をつくる必要があろう。
次に，まず，Fig.1 と Fig.2 の相違点から読み
取れることについて述べたい。
2018 年度と 2019 年度では，
「グローカルな視点
で提案・行動する意欲」が 2018 年度は 2.8 であ
ったのが，2019 年度は 3．2 となったことである。
それと連動するように，
「多様性理解」
「グローバ
ルな社会課題の理解」が増加している。
前述の通り，探究活動のような，本人の主体性
に依存する学習では，主体的に考え，行動して，
課題が自分事となる中で，より深く思考し，それ
を表現し，グループの中で判断する。その過程を
通して，生徒達は知識をひろげ，深く理解できる
ようになるというプロセスを経る。その結果，成
就感が生まれ，また提案・行動したいという意欲

がわくと考えられる。
つまり，現 2 年生は多くの生徒が主体的に探究
学習に取り組んだ結果であると考えられる。

＜参考資料：構想調書で設定した９項目の推移＞

(3) グローバルな社会課題を理解しているか？

２．構想調書で設定した９項目についての推移

（１年）

(1)地域社会の課題について理解しているか？
（１年）

（２年）
（２年）

(4)

問題解決のための思考力は身についている

(2)地域・国・世界における多様性(異なる文化・

か？

価値観)を理解しているか？

（１年）

（１年）

（２年）
（２年）

(5)コミュニケーション力は身に付いているか？

(7)自己認識をし、自尊感情を持っているか？

（１年）

（１年）

（２年）
（２年）

(6)情報活用能力は身に付いているか？
（１年）
(8)異文化や多様性を尊重し、受容する姿勢を持
っているか？
（１年）

（２年）

（２年）

(9)

身近な地域の課題をグローバルな視点で検

討し、具体的な提案をしたり、行動する意欲があ
るか？
（１年）

（２年）

4.2 英語活用能力の変容
１．実用英語技能検定試験の取得状況
下の表は今年度本校全学年生徒を対象に行っ
た実用英語技能検定試験（以下：英検）の２級以
上(CEFR の B1 以上に該当)の資格取得状況の調査
結果である。表１は学年別の取得状況を，表２は
ＳＧＨ対象生徒（文科情報科）とＳＧＨ非対象生

【結果・考察】
表３からは，２級以上の受検者が 2017 年度は
425 名であったのに対して，2018 年度は 743 名と
なり倍増したが，2019 年度では一昨年度と同程度
の 478 名と減少した。これは昨今の大学入試改革
に伴う「大学入試英語成績提供システム」に従来
型の英検が利用できないことから，２学年の生徒
が英検 S-CBT への受験に切り替えたことが主要因
であると思われる。

徒（普通科）の生徒の取得状況を示したものであ
３．高校 3 年生の GTEC のスコア

る。

(ベネッセ GTEC Advanced タイプ)

表 1 英検２級以上の取得状況(全校・学年別)
１級

準１級

２級

表４・表 5 は，今年度の高校３年生のＧＴＥＣ

3 年生

0

4

104

（38 回，６月実施）の結果であり，表４は SGH 対

2 年生

0

3

68

象生徒，表 5 は SGH 非対象生徒の結果である。

1 年生

0

1

13

全学年

0

8

185

表４

現３年生・SGH 対象生徒 GTEC38 回結果

CEFR

表２ 高校３年次における英検２級以上の取得状況
(３年生 SGH 対象生徒と非対象生徒の比較)
ＳＧＨ
対象生徒
ＳＧＨ
非対象生徒

１級
0名
(％)
0名
(％)

準１級
3名
(3.8％)
1名
(0.3％)

２級
24 名
(30.3％)
81 名
(25.1％)

合計
27 名
(34.1％)
82 名
(25.4％)

【結果・考察】
表１を見ると，特に 2018 年度の 3 年生は全
生徒 401 名に対して，2 級以上の取得は 108 名で
あり，全体の 26.9%である。
表２を見ると，CEFR の B1 レベル以上に該当す
る英検２級以上の取得率は，ＳＧＨ対象生徒が
34.1％，非対象生徒が 25.4％である。このことか
ら，ＳＧＨ対象生徒が英語活用能力においては，
非対象生徒よりも高い能力を身につけたことが
明らかとなっている。
２．実用英語技能検定試験の受検者・合格者数の

Reading

Listening

Writing

Speaking

Ｂ２

5%

10%

12%

16%

Ｂ１

55%

56%

61%

36%

Ａ２

40%

33%

27%

48%

Ａ１

0%

1%

0%

0%

LEVEL

表５ 現３年生・SGH 非対象生徒 GTEC38 回結果
CEFR

Reading

Listening

Writing

Speaking

Ｂ２

2%

1%

1%

1%

Ｂ１

12%

27%

38%

12%

Ａ２

84%

66%

52%

85%

Ａ１

2%

6%

9%

2%

LEVEL

【結果・考察】
ここでは，SGH の指標ともされている CEFR の
B1(海外高校で授業を理解し，参加できるレベル)

推移
下の表は今年度本校全学年生徒を対象に行っ
た英検の受験者数と合格者数の数である。

と B2(海外大学で授業を理解し，参加できるレベ
ル)に着目する。Reading では，B1･B2 レベルが対
象生徒は 60％，非対象生徒が 14％，Listening で

表３

３か年の英検受験・合格状況
１級 準１級
２級

2017

受検者

（一昨年度）

合格者

2018

受検者

(昨年度)

合格者

2019

受検者

(本年度)

合格者

1
0
1
0
0
0

22
1
53
1
51
7

190
87
318
174
321
126

合計
425
176
743
350
478
184

は対象生徒が 66％，非対象生徒が 28％，Writing
で は 対 象 生 徒 が 73 ％ ， 非 対 象 生 徒 が 39 ％ ，
Speaking では対象生徒が 52％，
非対象生徒が 13％
である。
客観的な採点で行われる Reading，
Listening の
受容型技能では，B1・B2 レベルの割合は，60%の
対象生徒が達しているのに対し，非対象生徒は

20％前後という傾向であり，対象生徒が優秀な成
績をおさめていることがわかる。

表７

１年生のＳＧＨ対象生徒と非対象生徒の
４技能の平均点推移(2019 年度 6 月-12 月)

学科

対象生徒 Reading・Listening，Writing の B1･

月
6月

SGH

B2 の割合はいずれも 60％前後であることから，

対象生

12 月

対象生徒はバランスよく英語の技能を身につけ

SGH

6月

非対象生

12 月

ていることがわかる。昨年度と比べると，B1・B2

R
168
198
153
172

L
201
215
169
175

W
236
239
213
226

S
262
268
236
238

Total
867
919
772
811

レベルに到達した生徒の割合が対象生徒，非対象

【結果・考察】
表６は高校２年生，
表７は高校 1 年生の 2018 年

生徒ともに減少しているが，発信型技能，とりわ

6 月・12 月実施したＧＴＥＣの結果である。全体

け「話すこと」においては飛躍的な増加を果たし

に共通して言えることとして，Total スコアは２

ている。これは，SGH 事業や日本科学技術振興機

０～３０点程度上昇している。技能ごとに見ると，

構のさくらサイエンスプランなどのプログラム

Reading は２年生，１年生の対象生徒・非対象生

の普及と深化により，英語を用いる量や質が向上

徒ともに６月から 12 月の平均点は大きく上昇し

したことによるものではないかと考えられる。

ているのに対し，Listening では２年生で僅かに

SGH の指定対象学科である文科情報科は，本県

下降が見られたが，１年生ではアップしている。

でも優秀な生徒が集まる学科であること，本校の

発信型技能の Writing と Speaking においては，

外国語教育の賜であると考えられる。普通科との

６月から 12 月のスコア上の変動はあまり見られ

大きな違いとして考えられることは，文科情報科

なかった。ライティングに関しては SGH 対象生徒

には，インプットした知識・技能を夏季の TISP，

が数点の上昇であるのに対し，非 SGH 対象生徒の

冬のグローバルキャンプ，さくらサイエンスプラ

上昇が 10 点以上見られたのは，対象生徒よりも

ンなどの場で活用する場が担保されているとい

文法事項など，言語材料である知識・技能の強化

う点である。このインプットとアウトプットのサ

が長期にわたるものであったことが考えられる。

イクルが確立していることにより，SGH 対象生徒

Speaking については，変化がほとんど見られなか

は自らの英語学習の成果を実感することができ，

ったが，他技能のスコアと比較して６月時点で全

次の学びへと活かせるのではないだろうか。

体的に高得点を修めており，高水準の技能を維持

これに加えて，高校２年生の結果を挙げながら

できているといえる。

詳述するが，本校指定５年間の検証の結果，1 年

５．高校１・２年生の GTEC の各技能の CEFR ごと

次の TISP・グローバルキャンプ，2 年次の海外研

の割合(2019 年 12 月)

修，3 年次の英語によるポスター発表など英語で

表８ 現２年生・SGH 生 GＴEC40 回 スコア

話さなければならないという体験をした生徒達

CEFR

は体験していない生徒より，英語活用能力が高ま

LEVEL

る傾向にあり，経験後 4～6 ヶ月後に大きな影響
を見ることができる。
４．高校１・２年生の GTEC の各技能平均点スコア
の推移(2019 年 6-12 月)
表６

２年生のＳＧＨ対象生徒と非対象生徒の
４技能の平均点推移(2019 年度 6 月-12 月)

学科
SGH

月
6月

対象生

12 月

SGH

6月

非対象生

12 月

R
197
219
173
187

L
226
224
193
187

W
244
251
223
237

S
274
271
248
250

Total
942
965
837
860

Reading

Listening

Writing

Speaking

Total

Ｂ２

4%

4%

0%

7%

1%

Ｂ１

40%

40%

86%

32%

44%

Ａ２

56%

53%

14%

60%

55%

Ａ１

0%

3%

0%

0%

0%

表９ 現２年生・非 SGH 生 GTEC40 回 スコア
CEFR

Reading

Listening

Writing

Speaking

Total

Ｂ２

0.3%

0.7%

0%

0.7%

0.3%

Ｂ１

9%

11%

50%

10%

8%

Ａ２

86%

72%

50%

87%

92%

Ａ１

5%

15%

0%

2%

0%

LEVEL

表 13 海外研修先ごとの（すべて SGH 対象生徒）の
４技能の平均点推移(2019 年度 6 月-12 月)

表 10 現１年生・SGH 生 GTEC40 回 スコア
CEFR
LEVEL

Reading

Listening

Writing

Speaking

Total

研修先
台湾

Ｂ２

3%

5%

0%

1%

0%

Ｂ１

12%

36%

43%

25%

20%

Ａ２

85%

57%

57%

72%

80%

Ａ１

0%

2%

0%

2%

0%

ベトナム
シンガポール

月
6月
12 月
6月
12 月
6月
12 月

R
202
221
207
228
210
240

L
222
225
246
248
238
257

W
244
248
260
259
250
264

S
262
276
293
293
293
275

Total
929
970
1007
1028
991
1036

表 11 現１年生・非 SGH 生 GTEC40 回 スコア
CEFR

Reading

Listening

Writing

Speaking

Total

Ｂ２

0%

0.8%

0%

0.4%

0%

Ｂ１

0.4%

4%

17%

4%

1%

Ａ２

92%

67%

82%

90%

96%

LEVEL

7%
27%
1%
5%
3%
表８と表９との比較，
表 10 と表 11 の比較から，
ＳＧＨ生と非ＳＧＨ生の各技能には，同様の関係
がみられるため，各技能別に CEFR の B1・B2 レベ
ルの割合に着目する。
Reading は高校２年生のＳＧＨ対象生徒は 44％
に対して非対象生徒は 9％，高校 1 年生のＳＧＨ
対象生徒は 15％であるのに対して非対象生徒は
0％である。
Listening は高校２年生のＳＧＨ対象生徒は
44％に対して非対象生徒は 11％，高校 1 年生のＳ
ＧＨ対象生徒は 41％であるのに対して非対象生
徒は 4％である。
Writing は高校２年生のＳＧＨ対象生徒は 86％
に対して非対象生徒は 50％，高校 1 年生のＳＧＨ
対象生徒は 43％であるのに対して非対象生徒は
17％である。
Speaking は高校２年生のＳＧＨ対象生徒は
39％に対して非対象生徒は 10％，高校 1 年生のＳ
ＧＨ対象生徒は 26％であるのに対して非対象生
徒は 4％である。
いずれの技能においても SGH 対象生徒が CEFR
の B1・B2 レベルの生徒の割合が高いことだけで
なく，ＳＧＨ対象生徒と非対象生徒の割合にはあ
る一定の関係性をみることができるので，詳細に
検討していく必要がある。
Ａ１

６．海外研修と英語４技能
表 12 海外研修経験者と非経験者
（ともに SGH 対象生徒）の４技能の平均点推移
(2019 年度 6 月-12 月)
海外研修

学科

月
6月

経験者

12 月

海外研修

6月

非経験者

12 月

R
207
229
193
214

L
235
242
222
215

W
251
256
241
248

S
283
281
269
267

Total
976
1008
926
944

本校では指定学科の文科情報科 80 名のうち選
抜を経て 24 名が７月下旬から８月上旬の期間に
１週間程度の海外研修に参加する。表 12 は海外
研修経験者の各技能の変容を示している。海外研
修前の 6 月と後の 12 月では，海外研修経験者は
トータルスコアが平均 32 点伸びており，非経験
者の伸びに比べて，英語４技能にも正の効果を示
している。
表 13 では本校の海外研修先別のＧＴＥＣの結
果の変容を示したものである。シンガポール研修
者は他の研修先に比べて伸びが高い。その理由と
して考えられるのは，次の３点である。
①英語を共通語とする国家であり，国民の多くが
ある程度のレベルの英語を用いていること。
②利便性・安全性が高いため，引率やガイドなど
が一切つかず，誰にも頼れない環境で生徒がペア
で行動する時間があること。
③３日間のフィールドワークの成果をまとめて，
最終日に公共機関の会議室でスライドを用いて
協力してくださった大学生やその機関の職員に
向けて英語でプレゼンテーションを行うこと。

今年度で海外研修４回目であるが，毎回同様の
結果であることから，各国の特色も考慮に入れな
がらも，シンガポール研修の要素を他の研修先に
加えるべく，相手国の連携校と新しいプログラム
の構築に向けて協議を進めている。

4.3 ＳＧＨ対象生徒と非対象生徒の比較・分析

②地域・世界の社会課題について

本節では，ＳＧＨ対象生徒の文科情報科と，非
対象の普通科生徒に対して行われたアンケート

SGH生
（3年文科情報科）
非SGH生
（3年普通科）

の結果をもとに，ＳＧＨ事業がどのように影響を
与えているかを明らかにし，その考察を行いたい。
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fig-3 グローバルな社会課題について，興味関心はあり
ますか。

(1)高校３年生の場合
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fig-2 英語力を高めたいと思いますか。
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fig-1 将来，英語は必要か，fig-2 英語力を高め

33%

10%

50%
3:

21%

4:思わない

100%
5:まったく思わない

13%

54%
32%

0%

5:まったく思わない

fig-1 将来，英語は必要だと思いますか。
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fig-4 グローバルな社会課題の解決に向けて，将来，何
か具体的な取組を行っていきたいと思っていますか。
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fig-5 身近な地域の社会課題とグローバルな社会課題を
結びつけて考えることができますか。

【結果・考察】

たいか の２項目については，ＳＧＨ対象・非対象

fig-3～5 に示した３つの項目は構想調書を提出

にかかわらず肯定的な意見がともに９０％を超

した５年前から毎年本校が生徒達にとってきた

えている。

アンケート項目である。

そこで，ここでは「強く思う」の項目に着目し

まず，対象生徒（文科情報科生徒）と非対象生

たい。
「英語が必要だ」という認識については，
「強

徒（普通科）間の差異を，各項目で見ていくこと

く思う」と答えた対象生徒が 75％，非対象生徒が

とする。

63％と 12％の差である。これに対して，
「英語力

fig-3 グローバルな社会課題への興味・関心 を

を高めたい」については，対象生徒が 79％である

見てみると肯定的な意見は，ＳＧＨ対象生徒が８

のに対して非対象生徒が 63％と 16％の差と両者

９％，非対象生徒は７７％と１２％の差である。

の差が拡大する。

また，fig-4 グローバルな社会課題に対して具体的

このことから，対象生徒は非対象生徒に比べ，

な取り組みを行いたい について，肯定的な意見

英語の必要性という認識（他人事）にとどまらず，

は，ＳＧＨ対象生徒が６４％であるのに対して，

自己の英語力を向上させたい（自分事）としてと

非対象生徒は５２％と１２％の差である。

らえる傾向が強いといえるではなかろうか。対象

しかし，fig-5 身近な地域の社会課題とグロー

生徒は正課授業における教科学習に加えて，ＳＧ

バルな社会課題を結びつけて考えることができ

Ｈ探究の Task-Based-Learning のプログラムを多

る については，対象生徒が７５％，非対象生徒が

く受講できる環境にあること，研究課題や研究成

４５％と３０％もの差となる。

果について自分が時間をかけて取り組んだ内容

このことから，興味関心や将来の取り組みたい

を英語で発信する場を多く持つことが影響して

という意欲レベルでは対象生徒・非対象生徒に大

いると考えられる。

きな差異はないが，現時点で地域と世界を結びつ
けて考えるという現時点での資質・能力レベルで

は，対象生徒の方が非対象生徒よりも高いといえ

いか は「強く思う」
「思う」
（以下，肯定的意見と

るであろう。

総称）は，ＳＧＨ対象生徒が６４％，非対象生徒

対象生徒は課題研究において，地域とグローバ

が４１％である。fig-7 進学先の大学での留学・海

ルを結びつけた探究活動を行い，地域での調査，

外研修 では肯定的意見が対象生徒は７４％，非

や海外研修での調査を行っている。地域と海外を

対象生徒は５８％と同様の傾向が見られた。

往還しながら取り組んだ成果がでている可能性

特に，対象生徒の中でも海外研修に参加した生

が高い。

徒が「強く思う」と回答している生徒が多いこと

table-1

から，高校時代に一度海外研修に行くという経験

グローバルな社会課題への興味・
関心はあるか。
グローバルな社会課題の解決に向
けて，将来，何か具体的な取り組み
を行いたいと思うか。
身近な地域の社会課題とグローバ
ルな社会課題を結びつけて考える
ことができる

構想時

現 SGH 生

94％

77％

42％

64％

40％

75％

は，その後のステージにおける意欲の喚起に大変
有用であることがいえると考える。
④進路について(進学・就職)
SGH生
（3年文科情報科）
非SGH生
（3年普通科）

次に，この３項目は構想調書を提出した指定前
の本校生徒の状況と比較することができる。当時
本校は，
「グローバルな社会課題への興味・関心」
は高いが，
「社会課題の解決に向けた取り組み」と
いう行動面や，
「地域とグローバルを結びつける」
というグローカルな社会認識面での課題を抱え
ていた。本年度のＳＧＨ３期生（３年文科情報科
生徒）の結果を見ると，
「社会課題の解決に向けた
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fig-6 （条件が整っていて，行くことが可能であると仮定
して）高校時代に留学または海外研修に行きたいです
か。
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fig-10 将来仕事で国際的に活躍したいと考えています
か。

最後は対象生徒と非対象生徒の進路について
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【結果・考察】

③高校・大学での留学・海外研修
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fig-9 将来，海外の大学へ留学や進学したいと思います
か。
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fig-8 「国際化に重点を置く大学」に進学したいですか。
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fig-7 進学先の大学で留学または海外研修に行きたい
ですか。

【結果・考察】
fig-6 高校時代に留学または海外研修に行きた

の考え方を明らかにしてみたい。国内のスーパー
グローバル大学（ＳＧＵ）のトップ型・グローバ
ル牽引型に指定されている大学を「国際化に重点
をおく大学」とし，fig-8 国際化に重点をおく大学
に進学したいか は肯定的意見が対象生徒は７
１％，
。非対象生徒が５０％とその差は２１％，fig9 将来，海外の大学への留学や進学 について肯
定的意見は対象生徒の６７％，非対象生徒は４
６％とその差は２１％，fig-10 将来仕事で国際的
に活躍したい は肯定的意見は対象生徒が５４％，
非対象生徒は４９％と，５％程度の差へ縮まる。
このことから，ＳＧＨ対象の生徒達は，非対象
生徒と比べて大学進学段階においてグローバル

な視点で学べる環境を強く望む傾向があり，その

(2)発表会全体を見たときに，生徒が取り組んだ

上で自らのキャリアについて考えて行こう等す

成果はどうでしたか？
0%

る意識を強くもつ傾向があることがわかる。

20%

中学生

27%

保護者 3%
本校職員

4.4

保護者・本校職員・特別審査員(大学関係

者)・産官関係による事業評価

40%

34%

14%

一般参加者
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校のＳＧＨ生徒探究発表会時に，発表者以外（２
年文科情報科生以外）の本校生徒，中学生，保護
者，本校職員，県内の官公庁・企業などの一般参
加者，本校連携先である宮崎大学を中心とした研
究協力者・特別審査員を対象に質問紙による調査
（各項目９段階評価）を行った結果である。

SGH生
（1年文情生）
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fig-2 発表会全体を見たときに，生徒が取り組んだ成
果はどうでしたか?

本校職員を除く９割以上の参加者が高程度の
評価（７～９）をつけていることから，生徒の取
り組んだ成果は高く評価されていると考えられ
る。特に，中学生・保護者は最高評価である９を
つけている割合が５割を超えている。この評価と，
ポスターセッションにおける質疑応答やコメン
ッションにこれらの方を呼ぶことによって，発表

100%

74%

者がレリバンス（有用感）を感じられているので
はないかと考えられる。

87%

31%

69%

本校職員
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トは連動していると予想されるので，ポスターセ

(1)昨年の探究発表会に参加しましたか？
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以下のグラフは，２月１日（土）に開催した本
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fig-1 昨年の探究発表会（主にポスターセッション）に
参加しましたか?

ＳＧＨの指定学科である文科情報科の１年生
の２６％は中学生の時に本校の発表会に参加し

Fig-3 大学の先生の質問に答える生徒

ている。本校文科情報科の取り組みを知る機会に
なっているともいえるが，逆に 7 割以上の生徒が
参加していないのは，志望校を明確にした中学 3
年生にとっては，高校受験の追い込みの時期であ
る１月末が阻害要因になっている可能性もある。

(3)探究活動で「課題を自分で見つけ，計画し，解
決する授業は必要だと思いますか？」
0%
中学生

参加する本校職員が固定化されているという

保護者

ことも明らかであり，広く校内への普及の方策を

本校職員

考えなければならない。
研究協力をいただいている宮崎大学の先生も
３割程度は昨年度に続き発表会に参加していた
だいた。大学の先生からの本事業についてインタ
ビュー・アンケート調査を行うことが，本校ＳＧ
Ｈ事業のあるべき姿を描くことができる可能性
がある。
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fig-4 「課題を自分で見つけ，計画し，分析し，解決を
する授業」は必要だと思いますか?

全種別のほぼ１００％高程度（７～９）の評価
をしており，本校 SGH 探究で取り組む探究学習の
必要性は内外で認知されていることを読み取る

ことができる。

の評価が低いことから，より一層多くの職員に実

ただし，最高評価の９をつけている割合で見る

際に関わってもらうために，あらゆる場面で活動

と，探究学習に取り組んでいない中学生般参加者

状況を知らせ関心をもってもらうとともに，参加

は８割以上いるのに対して，一般参加者・研究の

できる機会を設定するなどの工夫が必要である

指導助言をもらっている大学の先生を中心とす

だろう。

る研究協力者は６割程度と，意識の差が見られる。
取り組む生徒やその関係者がレリバンス（有用
感）を実感できる工夫がより一層求められる。

(6)機会があれば，
「探究」の指導法を学びたいと
思いますか。
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(4)宮崎大宮高等学校の「探究」という授業は，
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生徒の将来に役立つと思いますか？
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fig-7 機会があれば，「探究」の指導法を学びたいと思
いますか?
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fig-5 宮崎大宮高校の「探究」という授業は，生徒の将
来に役立つと思いますか?

ている。その影響で導入直前の昨年度は「学びた

本校の「探究」の授業の成果としての発表会を

い」とする職員の割合が高かった。しかし，実際

通して「探究」の授業評価をしていただいた。全

に「総合的な探究の時間」が始まると，普通科で

体としては，全種別で９割以上の高程度の評価を

はキャリア形成の要素を強くもたせる方向性で

してもらっており，将来に役立つと認知されてい

あることから，文科情報科の「探究」とは異なる

ると考えられる。中学生を除く立場の方において

内容が多く含まれるプログラムになっている。さ

は初めて１００％の表をいただいており，必要性

らに３年間３単位と５単位で取り組んできたＳ

を強く認識していただけるようなったといえる。

ＧＨ対象の文科情報科とは時間的余裕がないこ
とから，ワークシート形式で指導しやすいプログ

(5)探究活動で「考える力」や「協力する力」
「表

ラムにしていることが背景にあると考えられる。

現力」が身につくと思いますか？

ただ，違いはあるものの普通科もこれから課題研
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fig-6 探究活動で「考える力」や「協力する力」「表現
力」が身に付くと思いますか?

探究活動を通して，ＳＧＨ事業で目指す思考
力・協働する力が身につくと思うかという問いに
対して，全種別で１００％に近い方から高程度の
評価をしてもらっており，目指す力を身につけら
れるとし認知されていると考えられる。
ただし，最高評価の９の割合で見ると，ＳＧＨ
事業で探究活動を指導していない本校職員から
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第 2 回運営指導委員会 令和２年３月１６日
2.実施場所
3.実施概要

宮崎県立宮崎大宮高等学校 校長室
①管理機関県教育委員会挨拶
②学校長挨拶
③ＳＧＨ事業説明
④質疑応答，協議，指導助言
⑤諸連絡，挨拶

4.第１回出席者
運営指導委員 隈元 正行

元南九州大学教授

髙橋 宏輔

株式会社ソラシドエア代表取締役社長

米良 勝也
児玉 康裕

宮崎県総合政策部
産業政策課課長
高校教育課課長

長友 美紀

高校教育課副主幹

桑畑真理

高校教育課指導主事

飯 干

賢

校

西 依
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管 理 機 関
宮崎県教育庁

宮 崎 県 立
宮 崎 大 宮
高 等 学 校

長
校

長
頭

井野 慎也

文科情報科主任

猪股 秀一

研 修 部 主 任

木塲 康典

研 修 部 副 主 任
ＳＧＨ推進リーダー
●宮崎の強みを生かす研究ができている
●課題研究の内容や生徒の取組について効果が
高い事業である。
●持続的な高大連携の在り方に課題がある。
●指定校だけでなく県全体で取り組む課題。
●最近アクティブラーニング疲れが見られる。自
分の課題として捉えられることが大事。
●卒業生の追跡を事業後もしていただきたい。
●グローバルでイノベーティブな人材を今後も
大宮高校と県が一体となり人材育成をリードし
ていってほしい。
●新たな価値を創造するリーダーであればこそ，
他者を思いやり，多様性を尊重していいただき，
倫理観，価値観をしっかりとベースにもって次の
ステップに取り組んでいただきたい。

管 理 機 関
宮崎県教育庁

宮 崎 県 立
宮 崎 大 宮
高 等 学 校

長
校

長
頭

井野 慎也

文科情報科主任

猪股 秀一

研 修 部 主 任

木塲 康典

研 修 部 副 主 任
ＳＧＨ推進リーダー
●ＳＧＨ生と探究発表 会において生き生きと
生徒たちが発表してい た。課題研究は主体的
な行動の動機付けとなっている。
●このような「学び方を学ぶ」ことや「協働す
る」を体験的に学ぶことは，キャリア教育とい
う視点からも大変重要 である。ぜひ指定後も
継続して欲しい。
●指定５年の間，新しいことにチャレンジし，
その都度成果を積み上 げてきている。学校に
おける教育は社会で活 躍できる人材を輩出す
ることだという認識の 下にプログラム開発が
成されていると感じて いた。このようなプロ
グラムを経験した卒業 生達が後輩をサポート
できるとよい。
●グローバルとローカ ルの両方の視点をもっ
た人材の育成ができており，将来，地元でも活
躍してくれることを願っている。
●これまでの成果を教 科指導にどのように反
映させていくのかが今後の課題の一つとなる。
事例を示すなど，先生 方が取り組みやすい雰
囲気をつくることを期待する。
●将来的に教科にして いくのであれば，評価
が必要となるが，評価 することで失敗を恐れ
て生徒の活動が萎縮す るなどゆがみが生じる
可能性がある。工夫し てより豊かな人を育て
るプログラムにしていって欲しい。
●英語以外の授業にお いても英語の教員がＴ
Ｔに入って，英語での 授業実践にチャレンジ
して，留学生にとって も学びやすい環境作り
をしていくとよいだろう。
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