２

課題研究以外の取組

（１）学校設定科目「ＳＧ探究」におけるディベート演習
＜仮説＞
国際的な社会課題をテーマとした専門性の高い講義、体験的学習、課題研究、ディベート
演習及び質の高い英語学習を行うことで、論理的思考力や国際社会に通用するコミュニケー
ション能力などの汎用的能力と、生まれ育った地域や国際社会に関する、幅広く、深い教養
を身に付けさせることができるのではないか。
課題研究やディベート演習において、協働的な学習を行うことで、答えの見えない課題に
対して粘り強く追究する姿勢や新たな価値あるものを生み出す創造性を育むことができるの
ではないか。
＜研究内容・方法＞
①目標
ア．生まれ育った地域や国際社会の諸課題についての関心を高め、主体的・積極的に学習
する態度を養う。
イ．集めた情報を整理・分析しながら、文献や資料など客観的根拠や理論に基づいて、論
理的に意見を構築する力を養う。
ウ．他の人の意見をよく聴き、他の人と関わり合いながら、協働的に課題の解決策を見出
すためのコミュニケーション能力を養う。
エ．自らの意見を他の人に分かりやすく伝えるための表現力を養う。
②対象学年・学科
第２学年・普通科
③内容
１）ＫＪ法を用いたグループの意見の集約
２）論題（テーマ）についての調査活動（データカードの作成）
３）論理展開（ディベート戦略）の立案と立論・反駁原稿等の作成
４）ディベートリハーサル
５）クラス内ディベート大会
６）振り返り
④指導計画
主題
オリエンテーション

ディベート演習

振り返り

内容

時間

オリエンテーション

１

意見の集約（ＫＪ法を用いた整理）

１

調査活動（データカード作成）

２

ディベート戦略立案、立論・反駁原稿等の作成

３

ディベートリハーサル

１

クラス内ディベート大会

１

観点別自己評価

１
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⑤内容の詳細
今年度も昨年度と同様、２学年副担任と学年付の教員で協議し、生徒たちが興味・関心
を持ち、また、進路選択も踏まえてキャリア教育の視点を取り入れ、また社会的に直面し
ている課題を論題（テーマ）とした。
【ディベートの論題（テーマ）】
「日本の高校・大学の授業料を無償化すべきである。是か非か」
※１

高校と４年制大学に限る（短大・専門学校・高等専門学校は含まない）

※２

入試制度は現状のままとする

※３

無償化にかかる財源は国または地方公共団体が負担する

まず、各クラスが９グループ
に分かれた後、ＫＪ法を使って
論題（テーマ）に対するグルー
プの意見を集約した。その後、
図書館で調査活動を行い、「デ
ータカード」（論題に関する識

ディベート原稿作成

クラス内ディベート大会

者の意見や各種数値データを
まとめたもの）にまとめた。そのデータカードをもとに、グループディスカッションによ
ってディベート戦略の立案、各種原稿の作成を行った。そして、各クラスでディベートリ
ハーサルを実施し、「プレゼンテーション能力」の育成を目指した。また、今年度も昨年
度同様、教員参加型のディベートリハーサルをおこない、大人の視点から指摘を加え、
「相
手の予期せぬ主張に対応する能力」の育成を目指した。
クラス内ディベート大会は、各グループそれぞれ２試合ずつ行った。試合に出ない生徒
は、他の試合の審査員となり、
「審査用フローシート」に基づいて肯定側・否定側の立論・
反駁等を「論理性」、
「説得力・独自性」、
「表現力」の観点別に３段階で評価し、審査員の
多数決で試合の勝敗を決定した。
＜検証＞
①自己評価結果より
ディベート演習の後、各生徒が観点別の自己評価を行った。その結果は、以下のとおり
である。全て自由記述欄からの抜粋である。
ａ．「学習に向かう意欲・態度」について
・自分も高校生なので、身近な事例であり、主体的に取り組めた。
・奨学金のことなどを知ることができよかった。
・家でも新聞を読んだり、ニュースを見るなど自分から取り組めた。
・調査した情報を班の人に伝えることができ、きちんと聞くこともできた。
ｂ．「論理的思考力」について
・原稿を読んでみると、論の組み立てができていない部分もあったので、繰り返し原稿作
成をおこなった。
・尋問・反駁は難しくて、すぐに思いついて発言することはできなかった。
・根拠の曖昧さを突かれ、答えることができなかった。
・反駁では相手の立論について的確に指摘できた。
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ｃ．「コミュニケーション能力」について
・自分の意見も主張しつつ、班の人の意見も聞いて話し合えた。
・グループ全員で意見を出し合ってより良い意見を選びまとめることができた。
・グループの中にまとめるのが上手い人がいて、助けてもらった。
・色々な人の意見が聞けて、新鮮であった。
ｄ．「問題解決能力」について
・論題のメリット・デメリットを出すことはできたが、偏りが見られた。
・相手の論理を予想したが、予想外の論理を展開されたので、調査不足を実感した。
・意見を予測し、調査を進め、それを基にして意見を述べることができた。
・反駁に関しては、自分たちの立論を作成する時に問題となった部分を逆に活用した。
ｅ．「情報活用能力」について
・なるべく論文や公的機関のものを使うように心がけた。
・パソコンやタブレットで調べた情報は信頼性を判断するのが難しかったので、文献や公
式サイトを多く活用した。
・情報をしっかり集め、必要かどうかを判断し、まとめることができた。
・グラフや統計の引用元をしっかり探し、「本当に正しいのか」と考えることができた。
ｆ．「プレゼンテーション能力」について
・はっきりと聞き取りやすいスピードで話せた。
・立論が分かりやすかったと言われて良かった。
・まとまらないまま話してしまったため、整理してから話したい。
・分かりやすく説明することはできたが、早口だったし、表情豊かに話すのは難しかった。
生徒の自由記述から、身近な事例であり、また進路に関連する論題であったことから主
体的に学習に取り組んだ生徒や、お互いの考えや情報の共通理解をはかった上で、より内
容を深めようと協働的に学習する姿勢がより育成されていることが見て取れる。これらの
ことは、昨年度生にも見られたが、協働的な学習を重視する本校の学びのスタイルがより
一層浸透していることが分かる。
立論原稿や反駁原稿の作成においては、昨年度同様、調べたデータを活かし、客観的根
拠や理論に基づいて論理的な文章を作成しようとグループで協力しあいながら補填するグ
ループや、また、論理的な文章が作成できているかなど確認する、改善の必要性を自覚し
た生徒も見られ、仮説にある「論理的思考力」の育成ができたと同時に、より高度なディ
ベート力を養うことができたと考える。
「情報活用能力」については、毎年、教員間で指導内容を徹底し、その都度、生徒たち
に情報収集、情報の信頼性について指導を加えているので、大半のグループが信頼性のあ
る情報を収集することができていた。また、生徒の自由記述に見られるように、その情報
を鵜呑みにせず、批判的に物事を見る力が育成されてきたと考える。そして、集まった多
くの情報を、ＫＪ法を用いて効果的に整理する技能も身に付いている。一方で、昨年度同
様、相手の意見や論理展開を予測することを難解に感じている生徒が見られた。多くの生
徒が、予め十分な準備ができることについては自信がついてきているが、相手の反応など、
事前には予測するしかできないような内容については、まだ自信を持てないことがうかが
える。
また、
「プレゼンテーション能力」については、生徒の自由記述に「はっきりと聞き取り
やすいスピードで話せた」「立論が分かりやすかったと言われて良かった」とあるとおり、
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より良いプレゼンが出来た生徒が見られ、教員参加型のディベートリハーサルが効果的で
あったと考える。その一方で、「整理してから話したい」「早口だったし、表情豊かに話す
のは難しかった」など、相手に分かりやすく、筋道を立てて伝える話し方、相手に聞き取
りやすいスピードで表情豊かに表現する話し方を難しく感じる生徒も一部あった。
＜今後に向けて＞
まず、仮説にある「協働的な学習」については、当初は生徒たちに抵抗感が見られたが、
徐々に慣れ大部分の生徒が肯定的に取り組み、協働的学習を通してより内容を深めようと
する姿勢が育成された。このことは、共通教科・科目において授業のＳＧＨ化がより一層
進み、協働的な学習を重視する本校の学びのスタイルが定着・深化したといえる。
本校の学びのスタイルが確立したことで、グループ内で自分たちの考えを議論したり、
まとめたりして、次第に論理的に筋道を立てて文章を作成することができるようになった。
また、情報の扱い方については、教員間で指導内容について共通理解をはかり、その都度
生徒たちに情報収集、情報の信頼性について指導を加えたので、大部分のグループが客観
的根拠に基づく情報を収集することができた。また、批判的に物事を見る力も徐々に育成
されてきた。これらのことから、仮説にある「論理的思考力」の育成に資するものである
と考える。
そして、集まった多くの情報を、ＫＪ法を用いて効果的に整理する技能も身に付いてい
ると同時に、情報整理をするために自分たちなりに工夫を加え、作業効率を上げようとし
たグループも見られた。生徒たちの中で徐々にではあるが、
「タイムマネジメント能力」が
育成された。
一方、毎年のように相手の意見や論理展開を予測することを難解に感じている生徒が見
られた。教員参加型のディベートリハーサルなど工夫を凝らしたが、この面の力を十分に
育成することはできなかった。また、
「プレゼンテーション能力」については、より良いプ
レゼンが出来た生徒も見られ育成できた面もあるが、相手に分かりやすく、筋道を立てて
伝える話し方、相手に聞き取りやすいスピードで表情豊かに表現する話し方を困難に感じ
る生徒もいた。一定の成果はあったが、引き続き育成が必要であると考える。
以上のように、学校設定科目「ＳＧ探究」においてディベート演習を行ったことは、論
理的思考力やコミュニケーション能力の育成等に資するものであったと言える。学校設定
科目「ＳＧ探究」は教育課程上の特例であること、また「Ⅲ１（３）学校設定科目『ＳＧ
探究』における課題研究」でも述べたとおり、２年生の課題研究にかける時間が不足して
いることから、他の学年、場面で行っていくこととしたい。
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（２）ＳＧパワーアップセミナー（講演会）
＜仮説＞
国際的な社会課題をテーマとした専門性の高い講義、体験的学習、課題研究、ディベート
演習及び質の高い英語学習を行うことで、論理的思考力や国際社会に通用するコミュニケー
ション能力などの汎用的能力と、生まれ育った地域や国際社会に関する、幅広く、深い教養
を身に付けさせることができるのではないか。
＜研究内容・方法＞
①（第１回）身近な社会的課題の解決に向けた研究に関する講演
ａ．実施日
平成３０年

５月２１日（月）

ｂ．目的
科学者の観点からみた身近な現象や物質についての講
演をとおして、身近な生活に役立つ科学に関し具体的に
実感を伴いながら理解を深めるとともに、身近な生活の
観察をとおして社会的課題を見つけ出すヒントを見いだ

飯田拡基 氏による講演

すヒントを得る。
ｃ．対象学年・学科
全学年・全学科
ｄ．内容
『身の回りにある化学

～分子のかたちと機能～』

講師：島根大学大学院総合理工学研究科

准教授

飯田拡基 氏

②（第２回）創造と国際社会貢献をテーマとした講演
ａ．実施日
平成３０年１１月

１日（木）

ｂ．目的
インターネットを通じて幅広い企業活動を国際的に展
開している企業代表の、起業から今日に至るまでのご経
験や、多国籍のスタッフとの交流、将来国際社会で活動
していくための心構えや必要となる資質・能力等につい

鮄川広樹 氏による講演

て話を聴くことで、生徒の社会貢献に対する考えを深め、
国際社会で活躍しようとする意欲を醸成する。
ｃ．対象学年・学科
第１・２学年、全学科
ｄ．内容
『グローバル社会へ羽ばたく高校生へ』
講師：株式会社モンスター・ラボ 代表取締役社長

鮄川宏樹 氏

③（第３回）国際的な社会課題の解決に向けた研究に関する講演
ａ．実施日
平成３１年

２月

６日（水）

ｂ．目的

− 60 −

科学者の観点からみた生命科学についての講演をと
おして、病気や治療のメカニズムに関し具体的に実感を
伴いながら理解を深めるとともに、多領域の知識や技術
を活用した研究の必要性と研究成果を社会貢献に繋げ
る姿勢に対する意識を高めることにより、将来国際社会
で活動していくための心構えや意欲を醸成する。

宮崎 徹 氏による講演

ｃ．対象学年・学科
第１・２学年、全学科
ｄ．内容
『医療の未来を切り拓く AIM の可能性』
講師：東京大学大学院医学系研究科

教授

宮崎

徹 氏

④（第４回）海外の高校・大学への留学・進学を目指すためのセミナー
ａ．実施日
平成３１年

１月１１日（金）

ｂ．目的
グローバル化が進行する世界の社会・経済の動きを知
り、国際的な社会課題についての関心を高めるとともに、
海外の大学で学ぶ日本人学生との出会い、意見交換を通
して、将来、地域・社会のリーダーとして活躍するため
の意欲を喚起する。また、主体的なキャリア選択につい
て考える契機とし、その選択肢の一つとしての海外大学
への進学・留学の目的や意義について理解を深める。

海外の大学生を交えて意見交換

ｃ．対象学年・学科
第１・２学年・全学科（希望者）
ｄ．内容
『世界にはばたくグローバルなキャリア形成のための特別セミナー
～海外の大学で学ぶ学生とのグローバル・セッション～』
講師：ＮＰＯ法人留学フェローシップメンバー
髙島 崚輔

さん

（大阪府出身・ハーバード大学 3 年）

加井野 絢

さん

（東京都出身・ウェルズリー大学 2 年）

藤尾 充樹

さん

（神奈川県出身・グリネル大学 4 年）

田畑 凛空

さん

（東京都出身・コロンビア大学 3 年）

羽鳥 静華

さん

（茨城県出身・ウェズリアン大学卒業）

１）ワークショップ「アイスブレーキング」
２）講師によるプレゼンテーション
３）講師によるパネルディスカッション
４）グループディスカッション「グローバルなキャリア形成を考える」

など

ｅ．その他
セミナーのあと、将来、海外で学ぶことを希望する生徒に対して、１時間の個別相
談会を実施した。
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＜検証＞
①第１回のアンケート結果より
実施後のアンケート結果は以下のとおりである。回答基準は（５：とてもそう思う、４：
そう思う、３：どちらでもない、２：あまり思わない、１：全く思わない）の５段階とし
た。
講演会の内容に興味・関心を持ち、意欲的に聴くこ
とができましたか。（平均値：3.91）

講演会を通して、課題研究などに積極的に取り組も
うとする意欲が高まりましたか。（平均値：3.79）
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講演会を通して、自らの将来の生き方や今後の進
路に対する意識が高まりましたか。（平均値：3.79）
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生活科学に関する講演であったため、内容理解が心配されたが、事後アンケート結果よ
り８割程度の生徒が内容に興味を持ち、意欲的に聴講できていたことが分かった。聴講し
た内容を課題研究や自己の進路に活かそうとする生徒も７割程度見られ、身近な生活に視
点を置いた講演の効果は高かったと考える。
自己の学習や活動を「自分ごと」として実行するために、身近な生活の中に潜在化する
課題を可視化することの重要性に気付いた生徒が肯定的な回答をしたのではないかと推測
される。
②第２回のアンケート結果より
実施後のアンケート結果は以下のとおりである。回答基準は（５：とてもそう思う、４：
そう思う、３：どちらでもない、２：あまり思わない、１：全く思わない）の５段階とし
た。
講演会の内容に興味・関心を持ち、意欲的に聴くこ
とができましたか。（平均値：4.17）

講演会を通して、起業することや企業活動について
理解することができましたか。（平均値：4.15）
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講演会をとおして、将来国際社会で活躍するための
心構えについてヒントを得ることができましたか。
（平均値：4.19）
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講演会を通して、将来国際社会で活躍するために
必要となる資質・能力についてヒントを得ることができ
ましたか。（平均値：4.16）
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（平均値：4.20）
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講演会を通して、自らの将来の生き方や今後の進
路に対する意識が高まりましたか。（平均値：4.17）
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講演講師は本校卒業生でもあり、企業活動を通じた国際貢献に関し、「自分にも実現可
能な身近な挑戦」として受け止められたと思われ、事後の生徒アンケート結果にも色濃く
反映されている。また、講演終了後も生徒からの質問が止まず、興味・関心の高さがうか
がえる。特に、「中東の難民雇用やバングラデシュにおける孤児対策などの社会貢献」に
取り組もうとする講師の姿勢が生徒の心に大きく響く講演であった。
③第３回のアンケート結果より
実施後のアンケート結果は以下のとおりである。回答基準は（５：とてもそう思う、４：
そう思う、３：どちらでもない、２：あまり思わない、１：全く思わない）の５段階とし
た。
講演会の内容に興味・関心を持ち、意欲的に聴くこ
とができましたか。（平均値：4.26）

講演会を通して、課題研究などに積極的に取り組も
うとする意欲が高まりましたか。（平均値：4.02）
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講演会を通して、自らの将来の生き方や今後の進
路に対する意識が高まりましたか。（平均値：4.04）
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○自由記述欄からの抜粋
・フランスやスイスで何年も研究をしておられたと聞き、しかも結果を出しておられる
話を聞いて、すごく驚いた。研究内容もすごくわかりやすく説明してくださって、良
く理解できたし、とても興味深かった。これから本当に商品化されるものの話をきけ
たのも新鮮だった。科学者として、自分の理想の科学者像をはっきりもっておられて、
自分がそうあろうと頑張っておられ、とても良い刺激を受けた。
・研究職についたのは、偶然の出会いだったと聞いて、今、進路を決めようとしている
が、狭い視野で決めた進路にこだわらずに臨機応変に好きなもの、興味のあるものを
追求しようと思った。問題を解決しようと思った時、専門とする分野の知識しか持っ
ていなければ、問題のある一面しか理解できないので、解決することは難しくなる。
専門にこだわらないというポリシーはとてもためになった。何かを一つ追求しつつ、
多角的な方向から見ることができる視点を養うという姿勢に学ぶことが多い。
・先生は私達のことを「ポテンシャルの塊だ」と言われた。同時に「ポテンシャルの塊
のままで、社会に出ても何の役にも立たない」ともおっしゃった。今のうちに学べる
だけ学び、そこからどんどん自分の興味・関心の強いものに削って、専門性を磨いて
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いきたい。自分の生き方に満足できるようになりたい。
医療に関する講演であったため、内容理解が心配されたが、事後アンケート結果より９
割程度の生徒が内容に興味を持ち、意欲的に聴講できていたことが分かった。聴講した内
容を課題研究や自己の進路に活かそうとする生徒も８割程度見られ、難病を克服し世界患
者を救いたいとする後援者の熱意が生徒の心に響いたものと思われ生徒感想にも現れてい
る。社会課題の解決には、専門性の深化も大切だが、注目する事象に関する多角的な視点
や多領域の知識・技術の活用も大切であることに気付くよい機会となった。
③第４回のアンケート結果より
実施後のアンケート結果は以下のとおりである。回答基準は（５：とてもそう思う、４：
そう思う、３：どちらでもない、２：あまり思わない、１：全く思わない）の５段階とし
た。
セミナーの内容に興味・関心を持ち、意欲的に参加
することができましたか。（平均値：4.63）

セミナーの内容について理解し、国際的視野を広げ
ることができましたか。（平均値：4.79）
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セミナーを通して、自らのグローバルなｷｬﾘｱ形成に
ついて意識を高めることができましたか。
（平均値：4.67）
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セミナーを通して、地域・社会のリーダーとして活躍し
たいという意欲が高まりましたか。（平均値：4.33）
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セミナーを通して、自らの進路に対する意識が高まり
ましたか。（平均値：4.71）
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○自由記述欄からの抜粋
・海外の大学がどんな風になっているか、お話がとてもわかりやすく、視野が広がった。
入試制度や大学で受ける授業など、日本の大学と全然違うことを知った。これからの
進路選択に生かしたい。
・このセミナーに参加する前は、海外の大学はとても遠い存在で、考えていなかったが、
実際に海外の大学に進学された方の話を聞くと今まで考えていた大学進学の考えが
少し変化した。話を聞き、「本当に自分が好きなことを本気で学びたい」という考え
方に変わった。
・このセミナーを通して、様々な角度から大学を見て選ぶということを学んだ。多角的
に物事をみることは、ここでも使えるものだということを実感した。今回学んだこと
を使いながら、悔いのない大学選びをしたい。
・実際に今海外の大学に入学している方のお話を聞けるってなかなかない貴重な機会だ
ったなあと思う。海外の大学に入学っていうことは考えたこともなかったが、今回の
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出会いでかなり視野が広がった。また普段話すことのない他のクラスの人の将来への
考えや意見が聞けてとても参考になった。

「ＮＰＯ法人留学フェローシップ」から海外の現役大学生（一部卒業生）を招いて行う
このセミナーも、今回で４回目となった。年々、担当する大学生の方で工夫を凝らした内
容が計画され、前年度の反省を踏まえた、生徒にとっては興味深く、充実した内容のプロ
グラムが用意された。参加者は３５名であり、生徒のグローバルなキャリア形成への関心
の高さをうかがわせた。
アンケート結果は、５問中４問の質問項目について、平均が４点台後半となり、これま
での実施と同様、極めて高い数値となった。また、その４つの質問項目ともほぼ全ての生
徒が「５：とてもそう思う」「４：そう思う」と回答した。
これから進路を選択する生徒達にとって、海外の大学で学ぶ大学生から直接体験談を聞
き、自分の進路選択についてじっくりと考える有意義な機会となった。これまで海外大学
への進学を考えていなかった生徒にとっても、新たな選択肢の一つとなり、より海外で学
ぶことが身近に感じられるようになったようである。また、グローバルなフィールドで学
び、様々な活動に取り組む講師との出会いは、生徒達にとって刺激となったようであった。
今年度は上記の通り４回のセミナーを実施し、何れも国際的な社会課題をテーマとした
専門性の高い講義、質の高い英語学習等を計画的に実施した。それぞれの検証で述べたと
おり、これらセミナーを通じて生徒の論理的思考力や国際社会に通用するコミュニケーシ
ョン能力などの汎用的能力と、生まれ育った地域や国際社会に関する、幅広く、深い教養
を身に付けさせることができたものと確信する。
＜今後に向けて＞
専門性の高い講義を受けることや海外留学者の視点を通じて体験的学習を行うことは、生
まれ育った地域や国際社会に関する教養や興味・関心を高めることに資するものと言える。
予算等の問題もあり、今後もこれまでどおりの回数を実施することは困難かもしれないが、
回数を減らしてでも、可能な限りこのような機会を生徒に提供したい。
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（３）高度な英語コミュニケーション能力を育成するための取組
＜仮説＞
地域・国際社会への発信をゴールに据えた専門性の高い講義、教え合い・学び合いによる
共同的学習、課題研究、ディベート演習及び言語活動を多分に取り入れた質の高い英語学習
を行うことで、論理的思考力や国際社会に通用するコミュニケーション能力などの汎用的能
力と、生まれ育った地域や国際社会に関する、幅広く、深い教養を身に付けさせることがで
きるのではないか。
＜研究内容・方法＞
①目標
ア．英語の４技能（聞く、話す、読む、書く）をバランスよく身に付けさせる。
イ．グローバル化が進む世界の中で、英語を用いて多様な背景をもつ人々に分かりやすく
自分の考えを伝え、相手の立場に立って理解する能力を養う。
ウ．英語文献を読んで内容をまとめたり、英語講演を聞いて質疑応答したりすることによ
り、国際社会の動きを深く学び、それに対して主体的に考え、関わる態度を育む。
エ．自分について、あるいは地域社会、日本、さらには世界のことについて英語で説明し、
簡単なディスカッションを行うことによって、人々の多様な背景を理解し、円滑で効果
的なコミュニケーションをとる力を養う。
②対象学年・学科
第１・２学年・全学科
③内容
１）コミュニケーション英語Ⅰ：教科書の各単元のパートごとのリテリング、サマリー活
動、各単元のトピックに関連するテーマについての意見交換（原稿作成、グループで
のミニプレゼンテーション活動、インタビュー活動）
２）コミュニケーション英語Ⅱ：教科書の各単元のトピックに関連するテーマについての
意見交換（グループでのディスカッション、プレゼンテーション）、課題研究で取り組
んでいる研究の概要について即興でプレゼンテーション及び意見交換
３）英語表現Ⅰ・Ⅱ：教科書の各単元のトピックに関連性のある社会問題、国際社会の動
き等について書かれた英語文献（新聞、雑誌、インターネット記事等）の読解、及びそ
の内容に関する意見交換、または教科書の各単元に関する内容についての表現活動、
肯定派と否定派に分かれた英語ディベート
④指導計画（特徴的な取組のみ）
【コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ】
学年
１年

２年

主題
パラグラフ・ライティング、
サマリー活動
リスニング、写真から得た情報
を活用したグループ討議

内容
・英語のパラグラフとその展開法の習得と練習
・教科書の単元の要旨をまとめ、写真等を見せながら班内で
発表
・教科書の題材と関連性のある画像、読み聞かせの視聴
・グループで気づいたことについて英語でディスカッション、全
体の前で発表
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【英語表現Ⅰ・Ⅱ】
学年
１年
２年

主題
英語ディベート
スピーチ及びディスカッショ
ン

内容
・身近な話題や社会問題についての即興型、準備型ディベート練
習
・教科書の単元トピックに関連する生徒自身の経験とその重要
性などについてのスピーチ及びディスカッション

⑤内容の詳細
１）コミュニケーション英語Ⅰ（第１学年）
・
「パラグラフ・ライティング」として、教科書の単元から発展したトピックについて、英
語のパラグラフ構成と展開法を意識しながら、与えられたテーマについての意見をまと
める活動を行った。
・教科書の単元と関連のあるテーマについて、自分の意見をまとめてグループ内で発表を
行った。
（活動例）
・教科書で読んだ教育や環境、貧困など世界の様々な問題とそれらの原因について読み取
り、これらの問題（Education, Science, Environment など）のうちの１つを取り上げ、
その対策としてどのようなことができるかを高校生の視点からグループごとに考えて英
文にまとめ、発表を行った。
２）英語表現Ⅰ（第１学年）
「多角的な視点から物事をとらえ、自分の意見を相手に論理的に伝える」という目標を設
定し、４人１組のグループで様々なトピックについて議論をする活動を行った。肯定側、
否定側両方の立場から考え、どちらの立場でも意見が述べられるよう準備させた。また、
相手の意見を聞き取り、説明が必要な場合には質問をし、さらに自分たちの意見を付け
加えるなどの活動を行った。また、ディベートを相互評価することによって自分たちの
改善点に気づくこともできた。活動を通して、分かりやすく根拠立てて自分の論理を伝
える手法を習得した。
（論題の例）
・Education should be done online as opposed to in schools (no interaction, no
teachers).
（教育は学校ではなく（触れ合いや教師なしで）オンライン上で行われるべきである。）
・Club activities should be during class time instead of after school.
（部活動は放課後ではなく授業時間内に行うべきである。
）
・Students should clean their schools.
（生徒たちは学校を掃除すべきである。）
３）コミュニケーション英語Ⅱ（第２学年）
ディック・ブルーナの作品”Miffy”の絵本を見て、作品の読み聞かせを実際に視聴し、デ
ィック・ブルーナの創作スタイルにおける特徴を探した。そこで発見した特徴をグループ
内で話し合い、全体に発表した。
４）英語表現Ⅱ（第２学年）
自分の身の回りで起こっている問題について、その原因、解決策を踏まえ英語でディス
カッションを行った。また、それについての英作文を作成したのち、グループで各自の作
った英作文を読み合い、フィードバックを行った。相互評価を行うことでその課で学ぶべ
き文法事項の理解と定着を図るとともに、ライティング活動にスピーキング活動を取り入
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れ、教え合い・学び合いによる協働的学習へと発展させた。
＜検証＞
①指導教員の観察記録より
「コミュニケーション英語Ⅰ」
（第１学年）では、リテリング（再話）活動や表現活動をとお
して生徒は学習内容に対する理解を深めたとともに、グループの他のメンバーの様々な意見に
触れて更に自身の考えを深めることができた。
「英語表現Ⅰ」
（第１学年）では、地域課題問題や社会問題にも興味を持つきっかけとなり、
政治や環境問題に関する用語などを外国人指導助手（ＡＬＴ）に英語で尋ねたり、辞書を使っ
たりしながら積極的にコミュニケーションしようとしたりする姿勢が見られた。また、相手に
明確に伝えることを意識し、「I agree with this topic. I have ～ reasons for this.」な
ど、要点をまとめて表現できるようになった。毎時の授業でディベート練習を重ね、グループ
内でフィードバックを行うことで改善に取り組んだ。
「コミュニケーション英語Ⅱ」
（第２学年）では、本のサイズ、色合い、ページ数、詩の韻律
など、本文で紹介される特徴に気づくことができ、その特徴に込められた意図を本文内容から
読み取ることで、より深く本文を理解することができた。また、リスニング、スピーキング、
リーディングの 3 技能を統合した学びを実施することができた。
②ＧＴＥＣスコアより
第２学年生徒のＧＴＥＣの技能別スコア平均は以下のとおりである。
２年生
前回(H29.12)

今回(H30.12)

前年度生

リーディング

172.5

190.7

184.0

リスニング

181.7

192.0

180.6

ライティング

114.1

119.9

118.1

３技能スコア平均

468.3

502.7

482.7

スピーキング

－

126.3

111.9

第１学年次からの一連の英語の授業を通じて、４技能のバランスのとれた育成に向けて
意識的に表現活動を取り入れてきた結果、リーディング、ライティング、リスニング、ス
ピーキング全てにおいて、英語コミュニケーション能力の向上がみられ、前年度生の結果
を大きく上回った。しかし、書くことを難しく感じている生徒は多く、コミュニケーショ
ン英語、英語表現の両科目において意識的に取り組む必要がある。今後も４技能のバラン
スのとれた英語コミュニケーション能力育成をめざし、実際のコミュニケーションにおい
て活用できる技能を身に付けさせたい。
＜今後に向けて＞
ＧＴＥＣのスコア等からも、本校での英語の４技能をバランスよく身に付けさせ、円滑
で効果的な英語によるコミュニケーション能力を育成する取組には、一定の成果があった
と言える。今後も引き続き、外国語科と課題研究の融合を図りながら、生徒の英語コミュ
ニケーション能力を高めていきたい。
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３

グローバル・リーダー育成に関する環境整備、教育課程課外の取組

（１）英会話部の活動の充実
＜仮説＞
課題研究やディベート演習において、協働的な学習を行うことで、答えの見えない課題に
対して粘り強く追究する姿勢や新たな価値あるものを生み出す創造性を育むことができるの
ではないか。
＜研究内容・方法＞
①目標
ア．英語によるスピーチやディベートなどの活動を通して、客観的な資料に基づいて論理
的に考える力を養うとともに、国際社会に向けた発信力を養う。
イ．グローバル化が進む世界の中で、英語を用いて他の人に分かりやすく自分の考えを伝
え、相手の立場に立って理解する能力を養う。
ウ．国際的な社会課題について、協働的に解決策を見出していく活動を通して、将来グロ
ーバル・リーダーとして活躍するための資質と能力を養う。
②対象生徒
英会話部所属生徒
③内容
１）他校とのスカイプを利用した英語ディベート練習試合等を通した交流と相互発展
２）外部講師を招いての英語ディベートセミナーの開催
３）島根県高校生英語ディベート大会への参加
４）全国高校生英語ディベート大会への出場権獲得と参加
５）島根県内各種英語スピーチコンテストへの参加
④内容の詳細
１）英語ディベート
全国高校生英語ディベート大会への出場を目指して資料調べ、原稿作成、試合形式のデ
ィベート練習、他校との練習試合を行った。島根県大会及び全国大会は以下のように行わ
れた。
日時：平成３０年１０月２５日（木）
（県大会）
平成３０年１２月１５日（土）
・１６日（日）（全国大会）
論題：「Japan should legalize voluntary active euthanasia.」
２）英語スピーチコンテスト
各種スピーチコンテスト出場を目指して、英語スピーチの作成、練習を行った。
＜検証＞
①活動の成果
・第６回島根県高校生英語ディベート大会

Ａチーム優勝、Ｂチーム準優勝

・第１３回全国高校生英語ディベート大会

２６位（出場６４校中）

※英語スピーチコンテストの結果については、
「（４）各種コンクール・コンテストへの参
加」を参照のこと。
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②ＧＴＥＣスコアより
英会話部生徒のうち、英語ディベート大会に参加した２年生のＧＴＥＣスコアの分布は
以下のとおりである。
２年生英語ディベート大会参加生徒

第２学年全体

前回(H29.12)

今回(H30.12)

前回(H29.12)

今回(H30.12)

単純

累積

単純

累積

単純

累積

単純

累積

710～

0

0

1

1

1

1

3

3

６

610～

2

2

3

4

4

5

19

22

５

520～

2

4

1

5

47

52

89

111

４

440～

1

5

0

5

164

216

141

252

３

380～

0

5

0

5

93

309

44

296

２

300～

0

5

0

5

6

315

5

301

１

0～

0

5

0

5

0

315

2

303

ｸﾞﾚｰﾄﾞ

ｽｺｱ

７

578

スコア平均

656.5

468.3

502.7

２年生の英語ディベート大会参加生徒５人のうち４人がグレード６（海外進学を視野に
入れることができるレベル）に１２月段階で達することができ（第２学年全体では７．２％）
、
５人中４人がグレード５（海外の高校の授業に参加できるレベル。高校卒業時の推奨グレ
ード）に達した（第２学年全体では３６．６％）。
リーディング、リスニング、ライティングの英語ディベート大会参加者の平均点（カッ
コ内は第２学年全体）、及びスピーキングテストのスコア分布は以下のとおりである。
前回（H29.12）

今回（H30.12）

差

リーディング

227.2 (172.5)

255.6 (190.7)

28.4 (17.5)

ライティング

124.2 (114.1)

132.6 (119.9)

8.4 (5.8)

リスニング

226.6 (181.7)

268.4 (192.0)

41.8 (10.3)

ｸﾞﾚｰﾄﾞ

ｽｺｱ

７

参加生徒

第２学年全体

単純

累積

単純

累積

170

3

3

9

9

６

150～

0

3

14

23

５

130～

1

4

102

125

４

110～

1

5

133

258

３

90～

0

5

38

296

２

70～

0

5

6

302

１

0～

0

5

1

303

スコア平均

156.4

126.3

上記より、英語ディベート大会参加者は際立ってリーディングとリスニングの能力が向
上し、またスピーキング能力が第２学年全体と比べて著しく高いことが分かる。
＜今後に向けて＞
以上のように、校内におけるグローバル・リーダーでもある英会話部の活動等を支援し、
今後も英語によるディベート等の活動における本校での牽引役として期待したい。
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（２）各種リーダー研修
＜仮説＞
海外研修や双方向通信システムの利用による海外の高校生等との交流や、国内の大学院
生・大学生・留学生との意見交換を行うことで、研究成果を国際社会へ発信できる力を養う
とともに、将来グローバル・リーダーとして活躍する意欲や使命感を育むことができるので
はないか。
＜研究内容・方法＞
①地域のＮＰＯ法人主催の多文化共生イベントにおける企画・運営のボランティア活動
ａ．実施日
平成３０年１１月４日（日）
ｂ．目的
地域のＮＰＯ法人が主催する多文化共生イベントに、
企画・運営スタッフの一員として加わり、事前の打ち合
わせや準備、当日の運営業務に携わることで、地域との
関わりの中から地域課題の発見・解決に向けた学習の機
会を得るとともに、将来、地域・社会のリーダーとして
グローバルな視点に立った活動をしていこうとする姿勢
や態度を養う。

来場した外国籍の子どもたちと交流

ｃ．対象生徒
第１・２学年・希望者

２４名

ｄ．内容
地域のＮＰＯ法人エスペランサが主催する多文化
共生イベント「いずも多文化にぎわい交流広場」の
企画・運営スタッフとして一連の活動を行った。活
動に参加した生徒は、同ＮＰＯ法人に所属するメン
バーとの複数回にわたる事前打ち合わせ会に参加し、
イベントの企画に携わった。また、イベント当日の
クイズコーナーの運営に協力

準備、運営業務を行った。

イベントでは、
「こどもの遊び広場」では生徒自ら企画したヨーヨー釣りや、地域の
高齢者の方と一緒に協力して射的やけん玉などを行い、来場した子どもたちを楽しま
せていた。参加した生徒が地域に住む外国籍の子どもたちに、生徒自ら企画したヨー
ヨー釣りや、地域の高齢者の方と協力して射的やけん玉などを体験させ、その運営業
務に携わった。参加した生徒は地域に住む外国籍の方を中心に多くの人々との交流を
深めた。
②島根大学短期留学生に出雲大社を英語で案内する
ボランティア活動
ａ．実施日
平成３０年

７月１６日（月）

ｂ．目的
島根大学サマースクールに参加している短期留学生に
対し、出雲大社を英語で案内する活動を通して、海外の
出雲大社を散策しながら交流
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人と英語でコミュニケーションすることへの意欲を向上させるとともに、地域の歴
史・文化を見つめ直し、それを海外に発信していこうとする姿勢や態度を養う。
ｃ．対象生徒
第１・２学年・希望者

１５名

ｄ．内容
島根大学サマースクールに参加している短期留学生８名（米国６名、英国１名、ド
イツ１名）を招き、一畑電鉄出雲大社駅に集合した後、出雲大社散策へ出発した。７
つのグループに分かれ、英語を使って出雲大社の歴史や参拝の仕方等について説明し
ながら散策した。その後、昼食会場に移り、昼食を食べながら交流を深めた。終了時
には互いの連絡先を交換するなど、継続的な交流に発展した。
③ＪＩＣＡ中国主催「高校生国際協力体験プログラム」への参加
ａ．実施日
平成３０年

７月２８日（土）～ ７月２９日（日）

（於：ＪＩＣＡ中国）
ｂ．目的
プログラムを通じて、世界各地での諸問題やその解決
方法について考えることで、グローバルな視野を持ち、
周囲と協力しながら自ら積極的に課題を見つけ解決しよ
うとする姿勢を育てる。
ｃ．対象生徒
第１・２学年・希望者

グループディスカッションの様子

２名

ｄ．内容
ＪＩＣＡ中国において、異文化交流を進めるためのワークショップ等を行い、１泊
２日で国際協力の現状と課題について学んだ。その後、
「ＪＩＣＡ海外協力隊として採
用されある国へ派遣されるための研修」というシミュレーションで、関連講義やグル
ープディスカッションが行われた。なお、当日は台風が接近したため、本校生徒は宿
泊をキャンセルし、７月２８日のみの参加にとどめた。
④島根大学法文学部山陰研究センター、日本地域経済学会主催

地域公開シンポジウム

「人口減少時代の地域再生」への参加
ａ．実施日
平成３０年１２月８日（土）
ｂ．目的
地域・国際社会の現状に関心を持ち、自ら設定した
テーマで取り組んだ課題研究活動の成果を外部機関
で発表することで、国際的な視点と論理的な表現力を
育成する。
ｃ．対象生徒
第２学年希望者より選抜

４４名

ｄ．内容
海士町長大江和彦氏、株式会社吉田ふるさと村代表
取締役社長高岡裕司氏、ローカルジャーナリスト田中
シンポジウム周知のチラシ
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輝美氏、韓国忠南研究員研究委員で忠南ムラづくり支援
センター長の具滋仁氏の４名の事例発表やパネルディ
スカッションを聴講するとともに、シンポジウム参加者
へポスター発表を行った。地域再生に向けての様々な立
場や取組について学ぶとともに、ポスター発表において
は参加者の皆様から多くの助言をいただき、研究を進め
るうえでの参考となった。

ポスター発表の様子

⑤「2018 年度スーパーグローバルハイスクール全国高校生フォーラム」への参加
ａ．実施日
平成３０年１２月１５日（土）
ｂ．目的
ＳＧＨ事業を広く普及し、より発展させるために実施
されるフォーラムに参加し、英語によるポスター発表や
質疑応答を行うことにより、英語によるプレゼンテーシ
ョン、ディスカッション能力等を育てる。
ｃ．対象生徒
第２学年希望者より選抜 １名

発表会場にて

ｄ．内容
午前中はポスター発表・質疑応答を行い、また、他校のポスター発表も聞いた。午
後は、分科会で他の学校とのグループディスカッションに参加、その後は、全体会の、
受賞校のステージ発表や、英語でのディスカッションに参加した。これらの発表・質
疑・ディスカッションは全て英語を使って行われた。
⑥ＪＩＣＡ中国主催イベント「ＳＤＧｓってなに？～2030 年の山陰を語ろう～」への参加
ａ．実施日
平成３１年２月９日（土）
ｂ．目的
ＳＤＧｓについての知識を深め、体験することで地域・
国際社会の現状に関心を持ち、ＳＤＧｓを自分事として捉
えるきっかけとする。また、自ら設定したテーマで取り組
んだ課題研究活動の成果を外部機関で発表することで、国
際的な視点と論理的な表現力を育成する。
ｃ．対象生徒

ポスター発表の様子

第２学年希望者より選抜 １０名
ｄ．内容
午前中はポスター発表・質疑応答を行い、また、他の参加者のブース発表も聞いた。
午後は著名人によるトークショー、体験型ワークショップ、パネルディスカッション
を通じて、ＳＤＧｓについて学ぶとともに、持続可能な地域創生について考えた。
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＜検証＞
①地域のＮＰＯ法人主催の多文化共生イベントにおける企画・運営のボランティア活動
②島根大学短期留学生に出雲大社を英語で案内するボランティア活動
③ＪＩＣＡ中国主催「高校生国際協力体験プログラム」への参加
これまで地域・社会への貢献活動へと向かわせる主体的行動力の醸成が課題としてきたが、
地域や社会への関わりを、教員主導で学校あるいは学年全体の活動として行うのではではな
く、生徒が主体となってボランティアとして地域に還元する動きが出てきた。以上の３つの
活動は、そのような活動の一つであるが、例年実施する活動として本校に定着してきたこと
は大きな意味がある。ゼロから自分の主体性により、社会とのつながりを作ることには意義
があるが、全ての生徒にそのような行動力を求めることは難しい。例年実施する活動として、
自らが希望をすれば参加できるようなものがあることは、生徒の主体的な行動を後押しする
ものである。
④島根大学法文学部山陰研究センター、日本地域経済学会主催

地域公開シンポジウム

⑤「2018 年度スーパーグローバルハイスクール全国高校生フォーラム」への参加
⑥ＪＩＣＡ中国主催イベント「ＳＤＧｓってなに？～2030 年の山陰を語ろう～」への参加
これまで課題研究の成果を発表するのは、校内成果発表会等が中心であった。本校の校内
成果発表会には多くの外部からの参加者がいるが、それでも校内で行っている行事であると
いう面は否定できない。ＳＧＨ指定の５年間を通じて、本校で実施している課題研究活動が
広く世間に知られるようになり、このようなシンポジウムやイベントに参加する機会を得る
ようになってきたことは大きな成果である。そのような外部のイベント等では、もし参加し
なければ本校での取組のことを知る機会がなかったであろう多くの人に、生徒の発表を聞い
てもらうことができる。そのような人々からの反応はより自然のものであり、生徒へのフィ
ードバック効果も大きい。今後もこのような機会に積極的に参加したい。また、本校では２
年次の夏から本格的に課題研究をはじめるため、ＳＧＨ全国フォーラムに参加した生徒は十
分な準備期間が得られない。本年度も十分な準備期間がない中であったが、また同じ班の他
の生徒が部活動の大会等で参加できず、一人で参加することになったが、英語での発表や質
疑応答を見事に行った。このように、外部で開催されるセミナーやフォーラム等へ生徒を参
加することは、生徒の成長に大きく寄与するものと考える。
＜今後に向けて＞
以上述べたように、ＳＧＨの５年を経て、これまで以上
に主体的に探究活動に取り組む生徒、また主体的に社会に
出て行動する生徒が増えてきた運営指導員会の場でも、
「Ｓ
ＧＨの一番の成果は、主体的に活動をする生徒を育成した
こと」との評価をいただいた。また、ここには記載してい
ないが、昨年度参加をしたＳＧＨ甲子園に、本年度も参加
する生徒がいる。また、課題研究の取材等で大変お世話に
なった地元企業へ、研究結果を報告しに訪れた生徒もいた。

地元企業での報告会の様子

今後もこのような主体的活動を行う生徒の後押しをし、国際社会へ発信する力、将来グロ
ーバル・リーダーとして活躍する意欲や使命感等をさらに育んでいきたい。
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（３）英語４技能育成プログラム
＜仮説＞
国際的な社会課題をテーマとした専門性の高い講義、体験的学習、課題研究、ディベート
演習及び質の高い英語学習を行うことで、論理的思考力や国際社会に通用するコミュニケー
ション能力などの汎用的能力と、生まれ育った地域や国際社会に関する、幅広く、深い教養
を身に付けさせることができるのではないか。
＜研究内容・方法＞
①目標
ア．英語の４技能（聞く・話す・読む・書く）のバランスのよい習得を目指す生徒の希望
を募り、ｅラーニングによるマンツーマンの研修を行うことで、高度な英語コミュニケ
ーション能力を身に付けた人材を育成する。
イ．希望者には「ＧＴＥＣ

ＣＢＴ」の受験をうながし、将来、海外の大学へ留学・進学

したいと考える生徒の学びを支援する。
②対象学年・学科
全学年・全学科（希望者）
③内容
１）各回、後半約２５分間スカイプを利用してスピーキングを中心としたネイティブの講
師とのマンツーマンレッスンを行う。
これに加えて、初級コースでは年間２回程度のアセスメントテストを行う。
また、中級・上級コースでは、事前に約４０分間で単語学習やリーディング・リスニ
ング練習等、学習ビデオによるインプット学習を行う。
２）本校パソコン教室で受講する。自宅受講も可能である。
３）学習内容は、株式会社ベネッセコーポレーションが提供する「オンライン・スピーキ
ング・トレーニング（ＯＳＴ）」を利用し、全１２回（中級・上級）～全１５回（初級）
のプログラムとする。
④指導計画
１０月～３月

全１２回もしくは１５回（受講者が受講日時を各自設定）

⑤内容の詳細
今年度は、以下の３つのプログラムから受講者が選択できるようにした。
・初級用プログラム（中学校から高校初期レベルの語彙や文法知識で対応可能な
スピーキングプログラム）
・中級用プログラム（「ＧＴＥＣ
・上級用プログラム（「ＴＯＥＦＬ

ＣＢＴ」に対応した内容）
ｉＢＴ」に対応した内容）

＜検証＞
①アンケート結果より
実施後のアンケート結果は以下のとおりである。回答基準は（５：とてもそう思う、４：
そう思う、３：どちらとも言えない、２：あまりそう思わない、１：そう思わない）の５
段階とした。
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【学習ビデオによる学習について】
学習内容に興味・関心を持ち、意欲的に取り組むこと
ができましたか。

学習内容を理解することができましたか。

5

5

28年度（平均3.61）

4

28年度（平均3.94）

4

29年度（平均4.11）

3

29年度（平均4.11）

3

30年度（平均4.22）

2

30年度（平均4.26）

2

0%

50%

100%

1

0%

50%

100%

1

【スカイプによるマンツーマンレッスンについて】
レッスンの内容に興味・関心を持ち、意欲的に取り組
むことができましたか。

5

レッスンの内容を理解することができましたか。

5

28年度（平均3.72）

4

28年度（平均3.83）

4

29年度（平均4.19）

3

29年度（平均4.04）

3

30年度（平均4.40）

2

30年度（平均4.26）

2

0%

50%

100%

1

0%

50%

100%

1

【全体を通じて】
このプログラムに参加して、自らの英語４技能が高
まったと思いますか。

5

28年度（平均3.44）
29年度（平均3.93）
30年度（平均3.77）

0%

50%

100%

4

4

3

29年度（平均4.22）

3

2

30年度（平均4.29）

1
5

29年度（平均3.70）

3

30年度（平均3.69）

2
50%

100%

5

28年度（平均3.88）

このプログラムに参加して、将来、留学したり、仕事
で国際的に活躍したいという思いが強くなりました
か。
28年度（平均3.28）

0%

このプログラムに参加して、英語４技能を高めようと
する意欲が高まりましたか。

0%

2
50%

100%

1

4

1

○自由記述欄からの抜粋
・
「スカイプがあるから、ちゃんとフィリピンの先生と話せるよう準備していこう」と思
って、しっかり勉強してから受講することができた。
・回を重ねる度に、講師の方の言葉をより正確に聞き取ることができるようになってい
くのが実感できたのでよかった。フリートークの時間が１番良かった。
・普段はなかなか外国の方と接する機会がなく、とても楽しくお話をさせていただいた。
言葉をなかなか伝えきれず、もどかしい気持ちになったこともあったが、単語力など
をもっとつけていかなければならないと思い、モチベーション UP になった。
・英語は元から好きだったが、スピーキングが全然だめで、話す力を伸ばしたいと思い
受講した。このプログラムを通して話す技術だけでなく、
“英語を話す”ということに
慣れることができたので、良かった。
・英語を話す力を鍛えるとともに、英語を使って人と話すことの楽しさを知ることがで
きた。英語の４技能をもっとしっかり身につけることができるように自分から進んで
色々なことに挑戦していきたい。
・毎回３０分のレッスンがすごく楽しみだった。私は英語で話すことがすきなので、先
生とレッスンを通じて会話ができて良かった。来年も４技能プログラムを受講したい。
・特にリスニング能力が欠けていたので、リスニングのレッスンはとても苦労した。リ
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スニングのレッスンを増やした方が良い。
・10 月～3 月の６ヶ月の中で、受講が１２回しかないのは少ない。月３回の合計１８回
にしてほしい。
・２年生が SS・SG の準備をしている日は PC 教室が騒がしくて困った。
・たまに通信が途切れたり、音声が聞こえなくなることがあった。
このプログラムは平成２７度から実施している。初年度のアンケート結果でやや難しい
と感じる生徒が多かったため、翌年度は、上級用プログラム（「ＴＯＥＦＬ
応した内容）と中級用プログラム（「ＧＴＥＣ

ＩＢＴ」に対

ＣＢＴ」に対応した内容）の二つのプログ

ラムを用意し、その中から選べるようにした。これにより自分のレベルに応じた内容のレ
ッスンを受講することが可能となり、アンケート各項目の回答結果は改善したが、それで
もやや難しいと感じる生徒も少なからずいた。そのため、昨年度からは中学生から高校初
期レベルの文法や語彙の知識で対応可能な初級用プログラムも用意した。
アンケート結果から、中級用・上級用プログラムでのみ実施する、学習ビデオの「学習
内容を理解することができたか」との質問に対して、「５：とてもそう思う」「４：そう思
う」と答えた生徒の割合は９６％で、昨年度と比較して１８％増であった。一方で、初級
用プログラムを含む全参加者が受講するスカイプレッスンについては、同様の質問で「５：
とてもそう思う」
「４：そう思う」と回答した者が９４％おり、昨年度と比較して１２％増
であった。昨年度同様、自分のレベルに応じた内容を生徒が選択できる環境を準備したこ
と、本校パソコン教室での実施としたことで、プログラムの内容を十分に理解しながら楽
しく計画的に学習を進めていった生徒が多かったと思われる。
このように教材のレベルが個々の生徒とうまく適合したこともあり、
「このプログラムに
参加して、英語４技能を高めようとする意欲が高まりましたか」との質問に、
「５：とても
そう思う」
「４：そう思う」と回答した生徒の割合が８８％（昨年度９３％、一昨年度８２％）
と非常に高い数値を示しており、普段の英語学習への意欲をより一層高めることができた
と考えられる。
②ＧＴＥＣスコアより
英語４技能育成プログラムの第２学年受講生徒のＧＴＥＣスコア（GTEC for students
３技能）の分布は以下のとおりである。
２年生英語４技能育成プログラム参加生徒
前回(H29.12)
ｸﾞﾚｰﾄﾞ

第２学年全体

今回(H30.12)

前回(H29.12)

今回(H30.12)

ｽｺｱ
単純

累積

単純

累積

単純

累積

単純

累積

７

710～

0

0

0

0

1

1

3

3

６

610～

0

0

2

2

4

5

19

22

５

520～

6

6

9

11

47

52

89

111

４

440～

8

14

4

15

164

216

141

252

３

380～

1

15

0

15

93

309

44

296

２

300～

0

15

0

15

6

315

5

301

１

0～

0

15

0

15

0

315

2

303

スコア平均

500.5

556.7（+56.2）
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468.3

502.7（+34.4）

上記の結果から、２年生のプログラム受講生徒のうち８７％がグレード５（海外の高校
の授業に参加できるレベル。高校卒業時の推奨グレード）以上に１２月段階で達すること
ができた（第２学年全体では３７％）。また、２年生全体の伸びが１年間で３４．４ポイン
トであったのに対して、プログラム参加者は５６．２％の伸びを示した。
また、同じくＧＴＥＣスピーキングテストのスコア分布は以下のとおりである。
ｸﾞﾚｰﾄﾞ

ｽｺｱ

７

参加生徒

第２学年全体

単純

累積

単純

累積

170

1

1

9

9

６

150～

2

3

14

23

５

130～

4

7

102

125

４

110～

7

14

133

258

３

90～

1

15

38

296

２

70～

0

15

6

302

１

0～

0

15

1

303

スコア平均

134

126.3

スピーキングのスコア平均も１３４と、第２学年全体と比べて高く、スカイプレッスン
等を通じて、
「話すこと」に関する抵抗が少なくなるとともに、その能力が向上したと考え
られる。
ＧＴＥＣの結果からも、このプログラムの実施により英語の４技能がバランスよく育成
され、
「国際社会に通用するコミュニケーション能力を身に付けさせる」という仮説は十分
に実証されたと考えられる。
＜今後に向けて＞
これまで述べてきたように、このプログラムは英語の４技能をバランスよく育成し、
「国
際社会に通用するコミュニケーション能力を身に付けさせる」ために有益である。生徒に
よっては回数が少ない、リスニングのレッスンを増やした方が良いというような感想を持
つ者がいるが、英語の学習への意識の高まりの表れと考えられる。来年度以降のレッスン
の回数を検討したい。また、海外研修等であれば一部の生徒のみの参加であっても全体へ
の大きな波及効果が期待できるが、このプログラムの場合にはプログラム参加外生徒への
効果はあまり期待できない。より効果的な実施方法等について、引き続き検討していきた
い。
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（４）各種コンクール・コンテストへの参加
＜実施内容＞
①「第３８回島根県高等学校国際教育英語弁論大会兼第１３回中国ブロック国際教育英語弁
論大会」への参加
ａ．実施日
平成３０年

６月１６日（金）

ｂ．目的
国際理解、国際交流、国際協力、国際ボランティア活
動などに関する主張を英語で発表することにより、国際
教育への興味・関心を高めるとともに、国際感覚豊かな
生徒の育成を目指すことを目的に行われた大会への参加
を通して、上記に掲げた資質・能力の育成を目指す。
ｃ．対象学年・学科
表彰式の様子

全学年・全学科
ｄ．内容
参加生徒は、以下の要領で英語による弁論を行う。

１）演題：国際理解・国際交流・国際協力・国際ボランティア活動等に関するもの
２）弁論時間：４分３０秒以上・５分以内
３）審査基準：論旨（７０点）、態度（１５点）
、音声（１５点）の計１００点
②「第１１回島根県『高校生の主張』英語スピーチコンテスト兼第１２回全国高等学校英語
スピーチコンテスト中国ブロック県予選」への参加
ａ．実施日
平成３０年

９月１２日（水）

ｂ．目的
英語による表現力を伸ばし、英語学習に対する関心を高めるとともに。国際的視野
を持つ人材の育成に資することを目的に行われたコンテストへの参加を通して、上記
に掲げた資質・能力の育成を目指す。
ｃ．対象学年・学科
全学年・全学科
ｄ．内容
参加生徒は、以下の要領で英語によるスピーチを行う。
１）論題：自由
２）スピーチ時間：４分３０秒から５分３０秒
３）審査基準：内容（５０点）、英語（３０点）
、態度（２０点）の計１００点
③「第５４回島根県国際教育日本語弁論大会兼第６５回国際理解・国際協力のための高校生
の主張コンクール島根県予選大会」への参加
ａ．実施日
平成３０年

９月７日（金）

ｂ．目的
国際理解への主張を発表する機会を与え、今
後海外に雄飛する心構えとともに、自国と国際
表彰を受ける飯石元哉さん
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社会のより深い理解を期すことを目的に行われた大会への参加を通して、上記に掲げ
た資質・能力の育成を目指す。
ｃ．対象学年・学科
全学年・全学科
ｄ．内容
参加生徒は、以下の要領で日本語による弁論を行う。
１）弁論テーマ：
「国連の重要性を、私達はどのように理解すべきか。」「日本国内における持続
可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、今、私達ができること。」「人権を擁護・
促進するために、私達は国連と共に何をすべきか。」の３テーマのうちから一つ
２）弁論時間：６分以内
３）審査基準：内容（７０点）、表現・態度（３０点）の計１００点
④「第５２回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト」への参加
ａ．実施日
平成３０年

９月２３日（日）

ｂ．目的
小泉八雲（ヘルン、ラフカディオ・ハーン）が、文筆を通じ
て日本や松江を世界に紹介した功績をたたえ、作品を英語で暗
唱するコンテストを開催することによって、青少年の英語表現
力や国際性を高めることを目的に行われたコンテストへの参加
を通して、上記に掲げた資質・能力の育成を目指す。
ｃ．対象学年・学科
全学年・全学科
ｄ．内容
参加生徒は、以下の要領で英語によるスピーチを行う。
１）スピーチの内容：小泉八雲の英文の作品の暗唱及び作品の

スピーチをする柳光美果さん

感想等の英語によるスピーチ
２）スピーチ時間：３分以上５分以内
３）審査基準：発音・イントネーション・ストレス・リズム等の言語（英語）要素と
ともに、国際的視野に立ったプレゼンテーション力全般について審査
⑤「ＪＩＣＡ国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト２０１８」への応募
ａ．募集期間
平成３０年 ６月８日（金）から平成３０年

９月１１日（火）まで

ｂ．目的
エッセイを書くという行為を通じて、国際協力について考えてもらうきっかけを提
供し、開発課題や国際協力への興味・関心を高めることを目的に行われたコンテスト
に参加することを通して、上記に掲げた資質・能力の育成を目指す。
ｃ．対象学年・学科
全学年・全学科
ｄ．内容
参加生徒は、以下の要領でエッセイを書き、応募する。
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１）募集テーマ：「世界の幸せのために私たちができること」
２）本文分量：本文１６００字以内
＜評価＞
①活動の成果
１）第３８回島根県高等学校国際教育英語弁論大会兼第１３回中国ブロック国際教育英語
弁論大会
弥生（２年）「Courage, Care and Compassion」

・手納
優良賞

２）第１１回島根県『高校生の主張』英語スピーチコンテスト兼第１２回全国高等学校英
語スピーチコンテスト中国ブロック県予選
・市居和佳奈（２年）「Definition of Happiness」
第２位（中国大会出場）
３）第５４回島根県国際教育日本語弁論大会兼第６５回国際
理解・国際協力のための高校生の主張コンクール島根県
予選大会
・飯石 元哉（２年）

「不可能性」

金賞（島根県高等学校国際教育研究協議会会長賞）
４）第５２回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト
・福本花帆（２年）「Yuki-Onna」
八雲会長賞(第３位)
・柳光美果（２年）「The Story of O-Tei」
山陰日本アイルランド協会長賞(第５位)
５）ＪＩＣＡ国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト
２０１８

表彰を受ける福本花帆さんと
柳光美果さん

・１６名が応募
・松本優香（２年）「世界平和」実現のために
独立行政法人国際協力機構

中国センター所長賞

＜今後に向けて＞
以上のように、多くの生徒が各大会等へ意欲的に参加し、
すばらしい結果を残してくれた。今後もこのような大会や
コンテスト等への積極的な参加を促していきたい。

松本優香さんの賞状

− 81 −

（５）ＳＧ教員研修会
＜実施内容＞
①（第１回）課題研究の指導に関する研修会
ａ．実施日
平成３０年

５月１４日（月）

ｂ．目的
ア．過去の課題研究レポートをもとに、より効果的な課
題研究の指導法を模索する過程を通して、各教員が指
導力を高めるための一助とする。
イ．生徒の身近な生活や具体的な出来事から課題を見つ
け出して解決策を考える「デザイン思考（志向）」に立
脚することにより、生徒の課題研究の一層の深化と、

研修の様子

課題解決能力のさらなる向上をめざす。
ｃ．対象者
本校全教員
ｄ．内容
１）課題研究の効果的な指導について
昨年度生の研究レポート２つの素材をもとに、客観的根拠に基づいた論理性の構
築の観点から、指導のポイントを見出す。
２）デザイン思考を取り入れた探究学習について
日常生活の観察から、潜在化する課題を可視化し、多領域の知識や技術を活用し
た課題解決学習について、その有用性を理解する。
②（第２回）課題研究の指導に関する研修会
ａ．実施日
平成３０年

９月２４日（月）

ｂ．目的
同一ゼミ（研究領域）内の他班の進捗状況について
情報共有・協議を行うことで、アドバイザ教員の連携
を密にするとともに、担当班の指導をより効果的に行
う。
ｃ．対象者

研修会の様子

本校全教員
ｄ．内容
６ゼミ７会場に分かれ、同じゼミ内のアドバイザ教員同士で、担当班の研究状況
（進め方で困っていることなど）について共有し、主に仮説設定に関する具体的指
導法等について協議する。
③（第３回）課題研究の指導に関する研修会
ａ．実施日
平成３０年１０月１５日（月）
ｂ．目的
生徒によるゼミ別中間発表会で、外部連携指導員からいただいた指導・助言につい
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て情報共有・協議を行い、課題研究の質を深めるための具体的な指導方針を見いだ
す。
ｃ．対象者
本校全教員
ｄ．内容
７ゼミ８会場に分かれ、同じゼミ内のアドバイザ教員同士で、担当班の研究状況
（進め方で困っていることなど）について共有し、主に仮説検証方法に関する具体
的指導法等について協議する。
④（第４回）課題研究の指導に関する研修会
ａ．実施日
平成３０年１１月１２日（月）
ｂ．目的
大学教員による課題研究指導に関する講義をとおして、
指導のポイント、注意事項について具体的な指導法に
関する確認を行い、年度後半の指導に役立てる。
ｃ．対象者
本校教員
ｄ．内容

三瓶教授による講義

・探究型学習推進による、生徒・教員のメリット
・研究成果のまとめ及び発表に関するチェックポイント
・引用記載等成果物記載上の注意点
等に関する理解を深める。
＜評価＞
①第１回研修会に関して
研修実施後にアンケート調査を行った。結果は以下のとおりである。

回答基準は（５：とてもそう思う、４：そう思う、３：どちらでもない、２：あまり思わな
い、１：全く思わない）の５段階とした。
本日の研修会の内容に興味・関心を持ち、意欲
的に聴講することができましたか。
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本日の研修会の内容を理解し、課題研究の効
果的な指導に関する様々な知識を得ることがで
きましたか。
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本日の研修会を通して、今後の教育活動に生か
すためのヒントを得ることができましたか。
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本日の研修会を通して、今後の授業改善に向け
て、意欲を高めることができましたか。
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以下に、研修参加者の自由記述意見の一部を示す。
・年度当初に必要な研修だった。主体的に考えられる研修内容であった。皆さん熱心
だった。どこを目指すかを共有するいい機会になったのではないか。時間がなかな
か取れないが、各学期１日ぐらいあってもいいと考えます。
・同じ苦労をしてきた仲間とともに課題研究について振り返り、意見交換できたこと
は、とても有意義でした。後から考えると、課題設定の曖昧さが浮き彫りになりま
すが、実際には曖昧なまま、突入して行かざるを得ない状況もあります。常にせめ
ぎ合いのなかでやっていくしかないと思います。失敗に終わっていいと思いますが、
方法論が身に着くことは目指したいと思いました。
・事例研究を活用しての研修であったので、具体的に我々の指導のあり方、考え方を
見直すことができた。生徒にアドバイスする勇気が持てた気がする。
・今まで自分ひとりで考えて、生徒に指導していて不安でした。研究の初期、テーマ
設定の段階でツメが甘いと、大変なことになっていたので、自信を持って指導しよ
うと思います。
・実際の事例を振り返ってみる中で、特に大切にすべきポイントが分かり、似たよう
な悩みを抱えておられる先生方と意見が共有できたことは有意義であった。生徒の
自主性を尊重し、生徒たちがそれぞれ自分ごととしてとらえることが出来るように
手助けしていきたいと思う。
島根県公立高等学校は、定期人事異動による教員の入れ替わりが多く、赴任する教員の多
くは課題研究指導の経験が乏しくその指導に不安を抱えている。また、指導の質を低下させ
ないための継続性も課題の１つに挙げられる。
年度の初めの課題研究活動が本格化する前に、過年度の事例を基に視点を絞った研修を行
ったことは、事後アンケート結果に見られるとおり上記課題を解消する意味で効果が高かっ
たと考える。
②第２・３回研修会に関して
本校の課題研究は、全生徒に対して全教員で取り組む指導体制（出雲モデル）により、
指導を行ってきた。この指導体制は複数の指導者が、課内・課外時間を効率的に活用して
関わることにより、多面的な指導が可能となり、個々の教員の教務実務に過度の負担をか
けることなく、探究学習に携わることが出来る。一方、アドバイザ教員の関わりに関し、
以下の課題があげられる。
・授業内での生徒の活動の様子が分からず、アドバイザ教員の指導が後手に回りやすい。
・放課後に他の課外活動（部活動等）を行う時期に、指導時間の確保ができない。
・同じゼミの、他の講座の様子が分からず、どのように指導して良いかわかりにくい。
第１回研修会後の教員コメントも考慮し、同じゼミに所属するアドバイザ教員同士が協
議できる時間として研修会を実施した。これにより、以下の効果が確認された。
・同じゼミ内の他班の研究内容も知ることで、ゼミ全体の研究内容等を俯瞰することができ
た。これにより、類似する研究テーマに対して個別の特色を持たせる指導方針が確認でき
た。
・同じゼミ内での情報交換がしやすくなり、指導に対する不安が軽減したとともに足並みを
揃えた指導ができるようになった。
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図：出雲高校の課題研究指導体制（出雲モデル）

図：教員同士で指導法を探究するゼミ別教員研修
③第４回研修会に関して
今年度は、外部機関に頼りすぎずに自走できる課題研究指導体制の確立を目指し、第１～
３回の教員研修は、校内教員のみで取り組んできたが、その方向性や内容について、客観的
にチェックすることも必要である。大学の教員による、「研究指導」に関する講義・研修は、
研究の客観性・信憑性向上に必要な視点を確認するよい機会となった。
＜今後に向けて＞
上記の通り、課題研究指導体制及び指導法改善に関する研修会を、課題研究指導の要とな
るタイミングに合わせ、定期的に開催したことにより、生徒が作成した成果物の中に「多角
的・多面的視点による客観的な根拠に基づく課題研究」が多く見られるようになった。こう
した取り組みを次年度以降発展的に継承していきたい。また、本校ＳＧＨ事業を通じて培っ
た指導体制及び指導ノウハウを積極的に県内外の高等学校における「総合的な探究の時間」
で活用されるよう、積極的に発信・普及していきたい。
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（６）生徒のグローバルな視野を広げる各種啓発活動
＜実施内容＞
①目標
ア．定期的に広報誌を発行することで、生まれ育った地域や国際社会についての様々な情
報を伝えるとともに、それらに対する興味や関心を高める。
イ．現在問題となっている国際的な社会課題について、タイムリーに情報を提供すること
で、その課題についての基礎的な知識を理解させる。
②対象
全学年生徒、全教員
③内容
広報誌『ＧＬＯＢＡＬ

ＲＥＰＯＲＴ』の発行

全学年生徒及び全教員を対象に、広報誌『ＧＬＯＢＡＬ

ＲＥＰＯＲＴ』を発行する。

④内容の詳細
広報誌『ＧＬＯＢＡＬ

ＲＥＰＯＲＴ』は発行５年目を迎えた。これまで日本に住む国

際交流アドバイザが執筆を担当してきたが、今年度は現在アメリカに在住する元本校国際
交流アドバイザに執筆を依頼した。海外在住者の視点から海外で活躍する人材の特集等を
掲載することにより、これまで以上に生徒のグローバルな視点を広げる内容となったと考
えている。また、これまでと同様に本校ホームページにも掲載し、生徒・教員のみならず、
保護者をはじめとした地域の方々の啓発にも役立つような編集に努めた。

「ＧＬＯＢＡＬ

ＲＥＰＯＲＴ」第２９号（平成３０年７月１０日発行）

＜今後に向けて＞
これまで５年間広報誌を発行してきて、生徒に生まれ育った地域や国際社会についての
興味や関心を持たせるなど、一定の成果はあった。本年度は海外在住の方の目を通じて、
グローバルに活躍する人からの声を寄せてもらうことにより、さらに生徒が視野を広げる
きっかけとなったと考えている。今後も学期に一回程度は発行し、グローバル人材育成の
ための一助としたい。
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