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１．テーマと目標

1　学年の目標

テーマ　「国際理解と平和」

・沖縄でのフィールドワークを通し、平和の尊厳や現代

社会の様相を実感する。

・グループ学習で学びあい、集団の豊かさを体験する。

2　伸ばしたい力

　「学びあう力」と「支えあう力」

3　学年目標とSSH全体目標

　学びあい支えあうことによってSSHの目標A～Eの達

成をめざす。

Ａ　科学に対する知的好奇心

主として自然科学的テーマのグループでのフィールド

ワークと研究

Ｂ　理解・考え・発表する力

プレ研究　本研究　発表会　論文集作成

Ｃ　人や社会のために学習内容を活用する力

キャリア教育の全体プランの一環として

Ｄ　大学での専門的な研究につながる学びの力

一日総合大学を企画

Ｅ　自分の生き方について考える力

聞き取り調査　研究課題の設定等学年の企画全体を通

しての対応

２．学習内容

1　事前研究

１）第１回のオリエンテーションにおいて「沖縄プレ研

究のための研究テーマを３つ考えよう」という課題

を提示。

生徒Aのレポート（一例）

�テ ー マ　条約

　研究内容　さまざまな不平等約の起源、理由、内容

を詳しく調べ、理解を深める。

提案理由　条約によってどんな影響がおきているの

かを理解するため。

�テ ー マ　基地問題

研究内容　アメリカ軍人の事件など、基地周辺への

さまざまな影響を調べ現状を知る。

提案理由　ニュースに出てくる事件など実際に起

こっている事件に関し基地がまわりに与

えている影響を知るため。

�テ ー マ　沖縄の歴史

研究内容　沖縄の歴史を一から振り返ってみて、今

このような状態にある経緯を知り、考え

る。

提案理由　一旦遠くから沖縄を見て、これまでから

これからを考えるために。

２）プレ研究発表会

2　沖縄研究旅行

１）日程　２００８年１１月１１日

中部国際空港―――那覇空港―――首里城公園

―――ひめゆり資料館―――糸数壕―――那覇泊

１２日

那覇―――嘉数高地―――平和祈念公園―――

米須海岸―――国際通り―――那覇泊

１３日

那覇―――終日フィールドワークジャンボタクシー

１８台―――恩納村泊

１４日

恩納村―――安保の見える丘―――那覇空港――

中部国際空港

２）フィールドワーク 

国際理解と平和 �

　第５節　高校２年生

川　田　基　生・鈴　木　善　晴
浪　川　恵理子・鶴　田　治　之
長　瀬　加代子・寺　井　　　一

【抄録】　高校２年生の総合学習で、テーマは「国際理解と平和」である。沖縄でのフィールドワークを通し、平和の

尊厳や現代社会の様相を実感することをめざしている。
【キーワード】　沖縄　フィールドワーク　平和　国際理解　総合学習　SSH

ガマの中での生活テーマA組１班

読谷村役場
チビチリガマ

訪問先
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3　研究成果の発表

4　研究集録の発行

３．年間計画

４．評価

グループ研究の評価

ａ　グループ研究の経験ができ

ｂ　グループ内で研究のための良好な人間関係を保つこ

とができ

ｃ　集団の研究のためのモラルを高めることができ

ｄ　研究グループ内の役割が果たせ

ｅ　良いリーダーとなる

SSH全体目標　A～Eの評価

�　�のための評価手段

１）論文集等の記述

２）フィールドワーク等実践の観察

高校２年生　国際理解と平和�

沖縄軍事基地問題テーマ２班

沖縄県庁基地問題課
嘉手納町役場

訪問先

沖縄食は世界を救うテーマ３班

看護大学調理師専門学校訪問先

沖縄の自然テーマ４班

NPO法人　どうぶつたちの
病院　県立博物館

訪問先

海の生物テーマ５班

美ら海水族館　琉球大学訪問先

方言と文化テーマ６班

沖縄県方言普及協議会事務
所　玉陵

訪問先

沖縄の食文化テーマB組１班

卸菓子ポルシェ
沖縄調理専門学校

訪問先

沖縄の海洋生物と実態テーマ２班

海遊倶楽部
県庁

訪問先

マングローブの神秘を探るテーマ３班

琉球大学農学部
やんばる自然塾

訪問先

赤がわらとグスクテーマ４班

奥原製陶所　中城城址訪問先

歴史　文化テーマ５班

国立劇場おきなわ運営財団
森のガラス館

訪問先

米軍基地の諸問題テーマ６班

市役所　県庁訪問先

沖縄戦のすべてテーマC組１班

沖縄国際大学石原教授
普天間高校教諭

訪問先

基地問題テーマ２班

県庁（基地対策）
国際大学

訪問先

琉球ガラスと紅型テーマ３班

沖縄県立芸術大学附属
研究所　恩納ガラス工芸育成センター

訪問先

沖縄の海テーマ４班

沖縄美ら海水族館
海洋文化館（海洋博公園）

訪問先

海の環境破壊テーマ５班

海洋生物増殖センター
海遊倶楽部

訪問先

Food Culture in OKINAWAテーマ６班

西大学院学院長
むら咲むら

訪問先

４月２４日
オリエンテーション

第１回

５月８日
個人研究のグループでの報告

第２回

５月２２日
プレ研究�　グループでテーマ設定

第３回

６月５日
プレ研究�　研究発表会

第４回

６月２６日
研究旅行フィールドワークグループ結成

第５回

７月１０日
研究テーマ　フィールドワーク先検討

第６回

９月４日
フィールドワーク　細目決定

第７回

１０月１６日
映画鑑賞

第８回

１０月３０日
フィールドワーク依頼状質問状作成・発送

第９回

１１月１１日～１４日
沖縄旅行

第１０回

１１月２７日
フィールドワーク報告会

第１１回

１２月１１日
研究集録原稿執筆

第１２回

１月１５日
研究集録原稿完成

第１３回

２月１２日
沖縄フィールドワーク研究発表会

第１４回

３月６日
高校１年生へのグループ研究報告会

第１５回
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３）アンケート

�　評価方法

１）SSH全体目標についての評価

２）速水校長時代の詳細な調査と同一の項目で比

較（第２群）

３）グループ研究に関する評価（第１群）

高２　総合人間科　自己評価

　自己評価の質問（抜粋）　
第１群

問１　グループ研究を楽しくやれますか？

�いつもそうだ　　　　�だいたいそうだ

�どちらともいえない　�たいていそうでない

�いつもそうでない

記述回答：

問２　グループのメンバーによく声をかけることがで

きますか？

�いつもそうだ　　　　�だいたいそうだ

�どちらともいえない　�たいていそうでない

�いつもそうでない

記述回答：

問３　集団のモラールを高めることができますか？

�いつもそうだ　　　　�だいたいそうだ

�どちらともいえない　�たいていそうでない

�いつもそうでない

記述回答：

問６　集団の目標に向かって効果的に働きかけるかけ

ることができますか？

�はい　�どちらかといえば、はい

�どちらともいえない

�どちらかというと、　いいえ　�いいえ

記述回答：

問７　良いリーダーになれますか？

�いつもそうだ　�だいたいそうだ

�どちらともいえない

�　たいていそうでない　�いつもそうでない

記述回答：

第２群

問８　高２の総合人間科は人間性を豊かにすることに

役立つと思いますか？

�はい　�どちらかといえば、はい

�どちらともいえない

�　どちらかというと、　いいえ　�いいえ 

問９　高２の総合人間科は人前で話す力を育成するの

に役立つと思いますか？

�はい　�どちらかといえば、はい

�どちらともいえない

�どちらかというと、　いいえ　�いいえ

問１０　高２の総合人間科は将来の生き方を考えるのに

役立ちますか？

�はい　�どちらかといえば、はい

�どちらともいえない

５．成果と課題

　前記の評価項目にそいながら成果と課題を考察した

い。

1　グループ研究、集団の持つ豊かさについての評価

第１群の質問事項

　生徒の回答を４つのパターンに分類し、典型的な４人

の生徒について４月の事前調査と翌年３月の事後調査を

比較した。うち３人は回答内容がほとんど変化していな

い。１人は全般的な向上を回答している。

１）生徒A　女子

問１　グループ研究を楽しくやれますか？

　�だいたいそうだ

問２　グループのメンバーによく声をかけることが

できますか？

　�だいたいそうだ

問３　集団のモラールを高めることができますか？

　�どちらともいえない

問６　集団の目標に向かって効果的に働きかけるか

けることができますか？

　�どちらかといえば、はい

問７　良いリーダーになれますか？

　�どちらともいえない

　選択項目は事前事後ともに同一であった。他の生徒も

この回答パターンが多かった。班行動の場面において良

心的かつ協力的な優秀なフォロアー。発表会の記録等詳

細であり熱心に総合人間科の内容をうけとめている。

２）生徒B　男子

問１　グループ研究を楽しくやれますか？

�いつもそうだ（事後）←�だいたいそう

だ（事前）

問２　グループのメンバーによく声をかけることが

できますか？

　�だいたいそうだ

問３　集団のモラールを高めることができますか？

　�だいたいそうだ

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５４集（２００９）
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問６　集団の目標に向かって効果的に働きかけるか

けることができますか？

　�はい

問７　良いリーダーになれますか？

　�たいていそうでない

　一項目のみ変化。一年間、いつも共同研究が楽しかっ

たと回答。リーダー的存在。リーダー型の生徒の回答は

概して肯定的であった。

３）生徒C　男子

問１　グループ研究を楽しくやれますか？

　�どちらともいえない

問２　グループのメンバーによく声をかけることが

できますか？

　�だいたいそうだ

問３　集団のモラールを高めることができますか？

�だいたいそうだ（事前）→

�どちらともいえない（事後）

問６　集団の目標に向かって効果的に働きかけるか

けることができますか？

�どちらかというと、いいえ（事前）→

�どちらかといえば、はい（事後）

問７　良いリーダーになれますか？

　�どちらともいえない

　２項目について変化があった。おとなしい読書家。変

化の理由を口頭で質問してみた。変化の理由は高校２年

となり図書委員会の委員長となり、そのリーダーとして

の経験からだという。メンバーを目標に向かって働かせ

る自信はあるが、それによって集団のモラールが高まる

かどうか懐疑的、と読める。

３）生徒D　男子

　ほとんどの生徒は事前、事後の回答に変化がなかっ

た。変化した希少な事例。

問１　グループ研究を楽しくやれますか？

�だいたいそうだ（事前）→

�いつもそうだ（事後）

問２　グループのメンバーによく声をかけることが

できますか？

�どちらともいえない（事前）→

　�いつもそうだ（事後）

問３　集団のモラールを高めることができますか？

�たいていそうでない（事前）→

�だいたいそうだ（事後）

問６　集団の目標に向かって効果的に働きかけるか

けることができますか？

�どちらともいえない（事前）→

�はい（事後）

問７　良いリーダーになれますか？

�たいていそうでない（事前）→

�どちらともいえない（事後）

　事後の回答パターンは、この集団で最も一般的なタイ

プである生徒A型に近づいている。この生徒は併設型中

高一貫校である本校の高校からの生徒である。A　B　

Cの３人は中学からの生徒。生徒Dにとって、事前調査

は進級直後の新クラスとなった不安な時期の回答。事後

調査は２年目となり友人もでき充実感のあった沖縄旅行

の後の回答である。

　集団と個人についての第１群の質問調査から伝わって

くるのは、総合学習による達成ではなく、行事や学級会

活動、委員会活動、部活動による生活指導の成果と思わ

れる。

　そこで、学年としての総合学習の成果についての記述

式のアンケートを実施した。

高２総合人間科　文章による自己評価

1　学年の目標について質問します。

テーマ　「国際理解と平和」

・沖縄でのフィールドワークを通し、平和の尊厳や現

代社会の様相を実感する。

・グループ学習で学びあい、集団の豊かさを体験する。

目標は達成されましたか？

生徒E　女子

　されました。どこの学校でも行うような修学旅行

の中身ではなく、ひとつのことをいろいろな方面か

ら見ること、物事の実質的な部分を見ることができ

ました。表面的に学ぶことをせずに、ひとつのテー

マについて深く学ぶことができました。事前に調べ

てから行ったのがとても良かったと思います。

生徒F　女子

　された。現地について初めてわかることが多かっ

た。

生徒B（前出）　男子

　はい

生徒C（前出）　男子

　少しだけ

生徒G　男子

　はい。日々の生活の中で「平和」の存在を忘れて

しまいがちであったが、生の声や資料を見ること

で、どこか他人事に考えていた自分たちのことに気

づき、向き合うことができた。

生徒H　女子

　達成できたと思います。集団なのでいろんな意見

を出し合って考えを深めることができたと思う。 

高校２年生　国際理解と平和�
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生徒I　男子

　沖縄戦や在日米軍基地の学習を通じて上にあげら

れているようなことは身にしみて感じた。

　達成されたと思う。

　ほぼ全員の生徒が記述式では学年目標は達成されたと

回答している。

2　伸ばしたい力「学びあう力」と「支えあう力」

それによってSSHの全体目標とする力をのばすそう

いった力は身に付きましたか？

生徒J　男子

　グループ活動の中、ソリがあわない人もいたが、

お互いに話し合い、理解しようとする姿勢により、

最終的に良い経験だったと言えるようになった。つ

まりヒトに対する理解力を得ることができた。

生徒K　女子

　学びあう力はついたと思う。

生徒L　女子

　SSHの全体の目標がよくわからないので何とも言

えない。

生徒M　男子

　身についたと思うが、特別SSHで身についたわけ

ではなく、普段の学校生活で身についたのだと思う

し、名大附属だから身につくのだと思う。

生徒N　女子

　あんまりついた気はしなかったが、数年後に発揮

できるかもしれない。

　この問についても多くの生徒は肯定的な回答である

が、「SSHの全体目標」については「わからない」とした

記述が多く見られた。

3　「A　科学の対する知的好奇心」は育ちましたか？

生徒O　男子

　総合人間科で育ったかどうかはあやしいところだ

が、身近な物事（事象）について、その因果関係を

考えながらすごすようになった。

生徒A　女子（前出）

　中２の総人で名大農学部の先生の話を聞いて専門

的な学習に好奇心を持った。

生徒P　男子

　僕は自然のことを調べていたのだが、目の前にあ

るあたりまえの環境（自然）のことは普段気にかけ

ないが、調べていくうちに興味が深まり、それと同

時に脳が知識で満たされるような喜びを得た。

　この問には無回答が多かったが、書いてある回答の記

述量は多かった。自然科学的なテーマで研究したグルー

プの生徒の回答と考えられる。

4　「B　理解・考え・発表する力」はつきましたか？

生徒Q　女子（本校生徒研究員）

　グループで発表というのはとても大変だった。役

割分担を行っても最終的に一つにまとめないとうま

くゆかないのに、そのことが上手にできなかったた

め、反省を次に生かしたい。

生徒R　女子

　沖縄戦の話を通して、平和について深く考え、理

解する力はついたと思う。また、発表に関しては自

分はまだまだだと思う。

生徒S　女子

　発表したり、まとめたりすることには慣れた。ど

ういう風にしたらわかりやすいかということも考え

られるようになった。

　この問も肯定的な回答が多数。

5　「D　大学での専門的な研究につながる学びの力」は

つきましたか？

生徒T　男子

　一つのことを一年通して行う。途中でいやになっ

たりあきたりせず行うということは非常に重要でか

つ難しいと感じられた。

生徒U　女子

　専門的な教育という感じではない

生徒V　女子

　環境問題や歴史について詳しく知ることができた

ので、大学へ行ったら更に学べる気がします。普通

の授業とちがう点で、専門的な学びにつながる気が

する。

生徒W　女子

　今は分からない。

6　「E　自分の生き方について考える力」はつきました

か？

生徒X　男子

　実際にこの教科で進路を決めるという人もいるの

で一概には言えないが、自分にとってはさほど重要

なことではないと感じた。

生徒Y　男子

　やはり戦争の体験談などを聞いたり見たりして生

きるということについては考えることができたと思

う。

生徒Z　女子

　自分自身とは何なのか、どんな風に生きるべきか

をすごく考えた。

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５４集（２００９）
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　第２群の質問事項　速水校長時代の詳細な調査と同一

の項目で比較について

１９９８年の調査結果とほとんど変化はなかった。本紀要第

４５号　８３－９４　速水敏彦　斎藤眞子　山田　孝　「総合

人間科はどのように役立つか」参照。

考　察

　実践の場面での活気、事後調査にあらわされた生徒の

充実感から平和と国際理解をテーマとした総合学習とし

ては一定の達成として評価できる。特に表現力について

は特筆すべき成果があがっていると考えられる。これは

中高６年の連続した場の設定、国語科中心の教科教育と

の連携の良さを要因として指摘したい。

　今回の学年としての取り組みの課題は、自然科学的な

探求の高２段階での位置づけであろうか。全体の構造は

本校が総合学習の研究開発をしている段階で形成されて

おり、戦跡めぐり、戦争体験者の講話が主である。そこ

にグループ研究だけ自然科学的テーマのグループが加

わった形となった。沖縄での自然科学的フィールドワー

クを充実させるにはもう一工夫必要な気がする。
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