
（１）目的

　課題研究を３年間継続して行う事で、ものごとの本質
を捉え、既存の問題と潜在的な問題の発見を行い、論理
的・多元的に考える力を育成する。そしてグローバル拠
点での探究活動に繋げる。グローバルキャリアモデルの
シンポジウムを通して、自己のキャリアパスに関する確
固たるイメージを作り上げ、夢や目標を持ち、課題研究
の質を深める。１年次の国際バカロレアのTOKを取り
入れた授業から、ものごとの本質を掘り下げる体験を通
して仮説を設定する力をつける。
《期待される成果》
　国際バカロレアのTOKの趣旨を取り入れることで、
研究内容を掘り下げ批判的思考力を獲得できる。また、
ICTを活用した調査研究やアンケート調査・聞き取り調
査、その分析を行うことにより、情報リテラシーやエビ
デンスに基づいた仮説の検証を行う能力が育成される。
同時に、プレゼンテーションや討論を通して、論理的に
思考する力、協調的にコミュニケーションをとる力、チー
ムとして協同的に問題解決にあたる力を獲得できる。ま
た、課題研究内容が進路決定等のキャリアに繋がる。
 《内容》
　６つの領域で行う課題研究の目的は以下の通りであ
る。

生命 医学・健康 人権と共生 生存・差別・
障がい

自然と環境 地球・食糧・
エネルギー 平和 紛争・民族・

国際理解

心 教育・犯罪 文化 言語・芸術・
表現

課題研究Ⅰ（中学）
（身近な疑問から地球的規模で多岐にわたる内容）

※中学１年　　生き方を探る
※中学２年　　生命と環境
※中学３年　　国際理解と平和

⬇
課題研究Ⅱ（高校）

（６つの領域）
　・生命　　　　　　　　・人権と共生
　・自然と環境　　　　　・平和
　・心　　　　　　　　　・文化

⬇
海外グローバル拠点
～アジア拠点～
　新モンゴル高校（モンゴル国）
～北米拠点～
　East Chapel Hill High School（米国）

（２）指導体制

　高校１年～高校３年それぞれの学年に配当された全教
員が関わる。各学年では高校課題探究Ⅱ「総合人間科」
を中心的に行う責任教員が中心となり指導計画や実施計
画を立案する。「総合人間科」は隔週２時間連続で行わ
れる。研究はPBL（Problem Based Learning）に基づ
いて３年間継続して課題研究を行う。高校１年生では、
PBLの基礎基本を学ぶためのPBL入門を徹底して行う。
高校２年生になると生徒が６つの領域に分れ、仮説検証
型の課題研究を開始する。中間研究発表会を随時実施す
る。高校３年生では、研究成果を論文にまとめ、研究成
果を発表する。
　企業・公的機関・国際機関関係者等、グローバルキャ
リアモデルのリレーシンポジウムを効果的に取り入れる
ことで、課題研究が将来のキャリアの形成に繋がり、探
究的な活動の質が深まる。 （文責　三小田博昭）
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　今年度より、高校一年生の総合人間科でPBLを導入し
た。なお、ここではProject Based Learningではなく、
Problem Based Learningである。本校で実施するPBL
について、ここでは以下の項目に沿って説明する。

・高校３年間の総合人間科学習コースの中での位置づけ
・学習の目標
・対象学年と指導体制、学習形態
・学習の展開
・今後の課題

（１）高校３年間の総合人間科学習コースの� �
　　 中での位置づけ

　三年間の総合人間科は、概ね次のような形で進む。

Ｓ１ ・ＰＢＬなど
・リサーチスキルの獲得

Ｓ２ ・課題研究実施
・リサーチスキルの適用

Ｓ３ ・課題研究のまとめ
・論文とプレゼン

　PBLは課題探究の方法を実践的に学ぶためのプログラ
ムとして、１年生の後期に配置した。高校１年生の学習
の中でも中核となる。ここで身につけたスキルを、２年
次以降の学習で使って活動する。そのため、３年間の学
習の中で基盤となるプログラムである。

　なお、三年間の主な学習内容と時期は次の表の通りで
ある。

学年 時期 学習内容
S1 ４～９月 ６領域に関するキーワード収集

課題解決のための手法の学習
文献調査の手法（探し方、読み方、記録
の作り方）

学年 時期 学習内容
10～12月 PBL１（課題の分析、「問題」への分割、

解決方法を実践的に学ぶ）
教員から与えられる課題を３か月で解
決・達成する学習

１～３月 PBL２（課題の分析、「問題」への分割、
解決方法を実践的に学ぶ）
生徒は１とは違う教員の許で学習（教員
は同じ課題を指導する）

情報マップ作成（個人テーマに関わる文
献調査のまとめ）

S2 ４～７月 領域別個人テーマ探究学習１
課題設定→課題解決（調査・検証）→
ミニレポート
ここで出た課題を次のクールのテーマに
して良い

９～12月 領域別個人テーマ探究学習２
１～３月 領域別個人テーマ探究学習３

S3 ４～９月 研究のまとめ１
S２時のミニレポートをもとに追加調査
をし、論文化

10～12月 研究のまとめ２
論文を元に発表会

（２）学習の目標

　今年度は学習の目標を２点設定した。
　１　 翌年以降の個人探究活動に必要なリサーチ･スキ

ルを身につける
　２　�個人探究テーマを立てる

　課題研究活動に必要なリサーチ･スキルや、リサーチ・
リテラシーを実践的に身につけさせることを目標とす
る。研究課題の把握から調査、まとめに至る課題研究の
流れを、協同学習で一通り経験することによって、次年
度以降一人一人が自立して課題探究ができるようになる
ことを目指している。
　本プログラムを通して生徒に身につけさせたい手法
は、具体的には以下の通りである。

・資料の探し方
・クリティカル・リーディングの方法
・研究計画の立て方
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・各種調査方法（文献調査、インタビュー、アンケー
ト、観察などの現地調査など）

・レポートのまとめ方
　また、前年度にはなかった２を目標に組み入れた。こ
れは前年度、個人探究テーマを考える活動が手薄だった
ため、高２での学習活動開始が、やや手間取ったこと
を受けての措置である。４月のクラス単位でのワーク
ショップ、夏休みと冬休みのブックレポートを通して、
個人テーマを考える機会を設けた。

（３）対象学年と指導体制、学習形態

　本プログラムは、高校１年生120名全員を対象として
実施する。授業は原則として、隔週木曜日の午後、２時
間連続で実施した。
　指導は高校１年の学年担当の教員６名が担当する。今
年度は、生徒は20人を標準数とするグループに分かれ、
それぞれに１名ずつ教員がついて指導に当たった。なお、
グループ編成は、教員が研究テーマを作って提示し、生
徒の希望に基づいて行った。
　６つのグループに分かれた後は、次項で提示する過程
に沿って協同学習を行った。グループ内部で、学習の展
開に従って、さらに小グループやペア、必要に応じ個人
での活動を組み合わせた。どの時期に、どのような単位
で学習すると効果的かは学習テーマに左右される部分も
あるので、グループ担当教員の裁量に任せた。

　2016年度のグループ別学習課題は次の通りである。

テーマ一覧
私たちのジェンダーは適正に理解され扱われているか。
未来のエネルギー資源はどうなるのか？
若年層の政治への関心を高めるにはどのような方策を講
ずるべきか。
歩きスマホによる事故を減らすには、どのような対策が
考えられ実行することができるか。
スポーツ環境として日本の「部活（運動部）」は正しく
機能しているのか。
名古屋市は日本語非母語話者への情報提供手段として

「やさしい日本語」の使用を促進すべきか。

（４）学習の展開

　PBLは、それぞれ、次の学習過程を踏んで展開する。

順序 学習過程名 概要

１ 課題の分析

教員から与えられた課題を分析し、以
下の作業をする。
　１　キーワードを定義する
　２　 課題を解決可能な具体的な問題

へ分割する

順序 学習過程名 概要

２ 研究計画
作成

「課題の分析」の段階で分割した「問題」
を一覧し、いつまでに、どの順で実施
するか決める

３ 第一次
問題解決 計画に基づいて調査を実施する

４ 第二次
問題解決

前段階で新たに生まれた問題や、調べ
きれなかった問題を解決するため調査
を実施する

５ 結論 個人でミニレポートを書き、「課題」に
対する答えを自分の答えを作る

６ ふりかえり

グループで問題解決の過程を振り返
り、研究の進め方や方法論として良
かったこと、改善すべきことを跡づけ
る。

　協同での問題解決であるため、それぞれの過程が終了
するごとに、グループ内で現状報告や、全員が知ってお
いた方がよい情報の共有などをする。
　高校２年生での学習活動は、個人単位で基本的に上記
のステップを踏んでいくため、一通りの学習の流れを経
験させることを重視した。 （文責　佐光美穂）
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　SGH調書において、「総合人間科（総人）の検証評価
方法」は以下のように記されている。
　中学総人（幅広い興味関心を育成するための「課題研
究Ⅰ」）については、「プレゼンテーションや討論による
パフォーマンス評価。提出物によるポートフォリオ評価。
２つの評価結果を蓄積し、高校での「課題探究Ⅱ」の評
価に繋げる」、高校総人（仮説検証型課題研究を行う「課
題探究Ⅱ」）については、「プレゼンテーションや討論を
通してのパフォーマンス評価、提出物によるポートフォ
リオ評価を行う。学年間で評価の継続性を持たせるため、
各学年で行った評価を次の学年の評価につなげる。高大
接続入試を検討するための資料とする」（下線部は、筆
者による）。要約すれば、パフォーマンス評価とポート
フォリオ評価を評価方法とするということであり、その
際、評価の継続性を考慮すること（中学と高校の継続性、
高校１年生～３年生までの評価の継続性）、高大接続入
試の検討資料とすることも考慮するということである。
　パフォーマンス評価、ポートフォリオ評価については
近年注目され、多くの書籍で紹介されているので、ここ
では深く立ち入らない。これらの評価のためには、指標
となるルーブリックの作成が必須となるため、今年度の
評価計画としては、そのためのデータ収集と試行、ルー
ブリックの作成、意識調査アンケート尺度作成のための
データ収集などが計画されている。ここでは、パフォー
マンス評価・ポートフォリオ評価をするためのルーブ
リック作成を中心に報告する。
　ルーブリック作成のためには、評価項目を設定し、達
成度に応じたグレードの付け方を検討する必要がある。
そのためには、本校のSGHプログラム・総合人間科でど
のような力を育てたいかという観点と、実際のプログラ
ムの中でどのような力を測ることができるかという観点
の両方から検討していく必要がある。

　まずSGH調書をもとに、SGHプログラム・総合人間科
で育てたい力を整理する（下線は筆者による。また〔　〕
は必要に応じて補ったものである）。
　調書冒頭の研究開発の目的・目標の項では、大目標と
して育成する「自立した学習者」の特色を述べている。
それらを箇条書きで整理すると、以下のようになる。

・物事の本質を、地球規模（国際的視野）で捉える

・既存かつ潜在的な問題の発見ができる
・論理的・多元的に〔問題を〕考える力を持てる
・〔自分の力で〕探究し続ける勇気と判断力を持つ
・他者と協同して問題解決ができる〔国際的素養〕
・自らの考えを適切な方法で論理的に他者に表現でき

る」。

　また各論で見ていくと、中学総人については、「幅広
い興味関心の育成、探求する心の育成を通じて、高校に
おける研究体制の素地を築く」「〔高校の研究テーマにつ
ながる〕幅広い興味関心の育成」「調べ方・まとめ方を
身につける〔調べ学習から仮説検証型探究への段階的移
行による深化〕。」「個人研究とグループ研究の両方の経
験」としている。
　高校総人については、「物事の本質をとらえる」「既存
の問題と潜在的な問題の発見」「論理的に発見した問題
について考える」「多元的に発見した問題について考え
る（確実な根拠に基づいて仮説を検証する）」「自己将来
についてイメージを持つ、進路決定（グローバルキャリ
アパス）」としている。なお調書の文章には含まれないが、

「発見した問題について仮説を立てることができる（仮
説検証型探究）」ことや「コミュニケーションをとる力、
協同的な問題解決をする力」の育成も視野に入るものと
思われる。
　以上の記述を踏まえて整理すると、調書から抽出でき
る評価の方向性・観点は以下の通りになる。

①〈問題設定〉探究すべき適切な問題設定ができてい
るか、それは地球規模の課題であるか

②〈思考〉論理的・多元的に考えることができている
か

③〈協同性〉探究課題について協同的に考えることが
できているか

④〈表現力〉相手に伝わるようにレポート・発表で表
現できているか

　なおルーブリック評価では測りづらいであろう項目
（「探究し続ける勇気」など）や、総合的な目標ともいえ
る項目（「物事の本質をとらえる」）などは、アンケート
調査などで評価するなど、別種の方法を検討している。
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　次に高校生の総合人間科のプログラムに即して、実際
のプログラムの中でどのような力を測ることができるか
という観点から整理する。ルーブリックの作成方法とし
て、成果物（アンカー作品）を複数人で評価し、ルーブリッ
クの評価基準を作成するという手法がある。ルーブリッ
クを作成した2015年度の段階では成果物はまだなかった
ため、高校３年間のプログラムの流れと、評価できる成
果物が何かを考えるところから、評価項目などを高校総
人について考えた。
　本報告書の別の箇所で詳述されていることと思うが、
高校総人のプログラムの流れを大まかにまとめると、以
下のようになる。

・高校１年生＝ グループに分かれてのProblem Based 
Learningによる探究学習方法の習得

・高校２年生＝ 興味関心に従っての課題探究学習（個
人研究）

・高校３年生＝ 高校２年生の探究の結果を論文にまと
める。プレゼンテーションを行う

　また成果物（評価対象物）としては、以下のものが現
状で考えられる。
　

・高校１年生＝ エビデンスノート、最終レポート、活
動の観察

・高校２年生＝ エビデンスノート、各ターンのまとめ
レポート

・高校３年生＝ 論文、プレゼンテーション

　課題設定・課題分析（「問題」への分割）・研究計画作
成・問題解決・結論への到達・レポート作成という一連
の流れは高校１年生・２年生とも踏むステップであるの
で、評価項目として「課題設定」「課題分析」「研究計画」

「問題解決」「表現（レポート）」「表現（プレゼン）」の
６つを設定した。またこれに「協同性」の項目を付加し
た。これらの項目は、先にまとめたSGH調書の①～④の
評価の方向性・観点と合致することを念頭におきつつ設
定している。①〈問題設定〉に対応するのが「課題設定」、
②〈思考力〉に対応するのが「課題分析」「研究計画」「問
題解決」、③〈協同性〉に対応するのが「協同性」、④〈表
現力〉に対応するのが「表現（レポート）」「表現（プレ
ゼン）」である。
　ただ学年によって評価できない事項があるので、これ
を原簿としつつ各学年で評価項目を選ぶ形をとってみ
た。具体的に説明すると、高校１年生は課題が与えられ
ているため「課題設定」は評価項目に入れられない。ま
た「表現（プレゼン）」についてもその機会がないので、
評価項目に入れられない。一方、グループでの話し合い
が主体になるため「協同性」の項目が入るが、これは個

人研究となる高校２・３年生では取り上げられない項目
となる。つまり高校１年生の評価項目は「課題分析」「研
究計画」「問題解決」「表現（レポート）」「協同性」の５
項目となる。

　以上を踏まえて、原ルーブリックとでもいうべきもの
を作成した（次ページ参照）。横軸に７つの評価項目、
縦軸に三段階の評価を設定した。またどの評価項目をど
のような成果物で評価するかを、学年別に各評価項目の
下に一覧表化した。
　評価項目ごとに到達目標を設定し、「B」を基準とし
て記述語を作成した。一年間の総合的な評定は、各評価
項目の評価の平均でつけることを想定している。

　筆者は高校に配属されていないため、総合人間科のプ
ログラムに則しながらルーブリックがどのように評価に
用いられたのか、その実際については知りえないところ
が多いことをお断りしつつ、2015年度・2016年度の運用
とその後について、ふれておく。
　2015年度については、PBLの進め方がまだ試行段階で
あることなどから、上述した５項目すべてについての評
価はできないことなどが当該学年との相談の結果、分
かった。そのため「課題分析」「問題解決」「表現（レポー
ト）」「協同性」の４つの評価項目について評価を行った。
2016年度に入り、SGH委員会で2015年度のレポートをも
とにルーブリックを用いた評価を行い、アンカー作品の
検討を行った。
　2016年度については、予めルーブリックを示し、「B」
を基準とする評価を行うこと、「B」評価がどの程度の
到達度を要求していたのかを確認した。評価対象として
は、ワークシート、エビデンスブック、学年末の個人レ
ポートを予定している。
　ルーブリックの記述語、記述項目に重複があることに
ついて、SGH委員会や当該学年との相談の中で指摘され
た。研究のプロセスを評価する「課題設定」「課題分析」「研
究計画」「問題解決」と、研究の成果を評価する「表現

（レポート）」「表現（レポート）」は、項目として必然的
に重複する部分が大きい。総合人間科のどの時点で、ど
のように評価を行うか（どのような評価ができるか）と
いうことを考えた上での再構成が必要だと思われる。ま
た高校１年生・２年生ともに、ルーブリック作成時には
想定していなかった成果発表（プレゼン）が、プログラ
ムに組み込まれることになった。そのため、「表現（プ
レゼン）」に関する評価項目についても、研究のプロセ
スの評価とのバランスを考えながら調整していく必要が
あるだろう。 （文責　曽我雄司）

評価方法：ルーブリック・ポートフォリオ・評価の概要
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評価基準
（1）課題設定 （2）課題分析 （3）研究計画 （4）問題解決 （5）表現（レポート）（6）表現（プレゼン） （7）協同性

目
標
（
つ
け
た
い
力
）

①課題を自らたててい
る

②探究する意味のあ
る課題となっている

③ 解 明すべき範 囲
が明確かつ適切と
なっている（先行
研究の分析を踏ま
えている）

①課題を「問題」に
分割できている

②キーワードの定義
ができている

①「問題」の選択と
配列ができている

②「問題」解決のア
プローチが明確に
なっている

③指定期間内で実
行 可 能な計 画と
なっている

①「問題」に対する
答えを提示できて
いる

②適切な分析を加え
ることができている

③今後の課題を明確
にできている

①問題意識を明確に
提示している

②問題解決の方法、
経過が書かれてい
る

③問題解決の結果が
まとめられている

④今後の課題が明示
されている

①発表内容を、ポス
ター1枚にまとめら
れている

②相手にわかるように
発表できている

③質問に対して応答
ができている

④制限時間内で発
表できている

①グループ内で協力
して課題解決に取
り組んでいる

②他者の意見等を取
り入れて柔軟に思
考を再構築できて
いる

〈課題発見力〉 〈論理的・多元的思考力〉〈論理的・多元的思考力〉〈論理的・多元的思考力〉〈論理的思考力・表現力〉 〈表現力〉 〈協同性〉

３
（
よ
く
で
き
て
い
る
）

①自ら課題や仮説を
設定している。

②探究する意味のあ
る課題となってい
る（内容が、社会
的な問題・地球規
模の問題と関連付
けられている）

③解明すべき範囲が
明確かつ適切であ
る（先行研究の分
析を踏まえている）

①課題が解決可能な
具体的な問題に分
割できている

②課題を解決するた
めのキーワードが
十分に定義されて
いる

①問題解決を進める
順序が適切である

②問題に対する適切
な解決方法が考え
られている

③ 指 定 期 間 内 で、
時間的・物理的に
実行可能な計画が
たてられている

①問題に対して新た
な答えを提示する
ことができている

　または答えは提示
できなかったが、
何が原因かを明ら
かにできている

②答えを得るにあたっ
て多面的な分析を
適切に加えている

③今後の課題を明確
にできている

①オリジナルな問題
意識を明確に提示
している

②問題解決の方法、
経過がわかりやす
く書かれている（論
理的に説明できて
いる）

③問題解決の結果
が、適切にまとめら
れている

④今後の課題が明示
されている

①発表内容を、見た
目でもわかりやすい
ようにポスター1枚
にまとめられている

②相手に理解させる
ことを考えた工夫も
交えながら適度な
大きさの声で発表
できている

③質問に対して、相
手に理解できるよう
に応答できている

④制限時間を有効に
使いながら発表で
きている

①グループ内で協力
しながら積極的に
課題解決に取り組
んでいる

②他者の意見等を取
り入れながら柔軟
に思考の再構築が
できている

２
（
で
き
て
い
る
）

①自ら課題や仮説を
設定している。

②課題の内容と、社
会的な問題、地球
規模の問題との関
連が不明確。

③解明すべき範囲が
明確であるが、既
存 の 知 識をなぞ
るだけになってい
る（先行研究の分
析を踏まえてない）

①問題解決の進め方
は示されているが、
その選択や順序に
は不適切なものもあ
る

②問題に対する解決
法のうちに、不適
切な方法も含まれ
ている

③実行の可能性に不
安の残る計画であ
る

①得られた答えは既
存の解答の範囲を
出ないものである

　または答えは提示
できなかったが原
因の一部を理解し
ている

②答えを得るにあたっ
て適切な分析を加
えているが、一面
的である

③今後の課題は認識
しているが、その
把握が不明確であ
る

①問題意識を提示し
ているが、独自性
はない

②問題解決の方法、
経過が書かれてい
るが、わかりにくい
部分がある。（論
理的に説明できて
いない部分もある）

③問題解決の結果
が書かれているが、
まとまりに欠ける

④今後の課題が提示
されているが抽象
的であり、この先に
なすべき見通しが
明確でない

①ポスターに発表内
容をまとめられてい
る

②適度な大きさの声
で、発表できてい
る

③質問に対して、応
答できている（相
手の理解はともか
く）

④制限時間を有効に
使いながら発表で
きている

　または制限時間を
ややオーバーする
が発表できている

①グループ内で協力
して課題解決に取
り組んでいる

②他者の意見などを
取り入れようとして
いるが、思考の再
構築は今ひとつで
ある

１
（
努
力
が
必
要
）

何を探究したいかが
不明確である

①解決可能な具体
的問題があげられ
ていない

②キーワードの定義
がない

問題の選択・配列を
伴う、研究計画が
立てられていない

①問題に対する答え
がない。またはそ
の答えが的外れで
ある。

②分析が不十分であ
る

③今後の課題も見つ
けられていない

①問題意識の所在
が明らかでない

②問題解決の方法、
経過が書かれてい
ない

③調べた結果の羅列
で終わっている（ま
とめられていない）

④今後の課題に触れ
ていない

①発表に必要な内容
がポスターの中にな
い

　ポスターを見ても、
話したい内容がよく
わからない

②発表内容がうまく伝
えられていない（声
が小さい、文章を
棒読みしているな
ど）

③質問に答えられな
い

④制限時間よりも時
間があまり、持て余
してしまう

①グループの問題解
決に関わろうとしな
い

②他者の意見を取り
入れることができて
いない

評価対象
S1 夏季レポート レポート エビデンスブック レポート レポート なし 探究活動の様子

S2 レポート（個別）・
エビデンスブック

レポート（個別）・
エビデンスブック

レポート（個別）・
エビデンスブック

レポート（個別）・
エビデンスブック レポート なし 探究活動の様子

S3 論文（全体的に見て）
orS2評価のトータル

論文（全体的に見て）
orS2評価のトータル なし 論文（全体的に見て）

orS2評価のトータル 論文 発表 なし
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（２）実施計画

　平成28年度は以下のようにグローバルキャリアモデル
シンポジウムを実施した

日にち 講師
（敬称略） 所属 備考

７月６日（水）益川敏英
名古屋大学
素粒子宇宙起源
研究機構

ノーベル
物理学賞受賞

１月19日（木）天野　浩 名古屋大学大学院
工学研究科

ノーベル
物理学賞受賞

　H28年度のグローバルキャリアモデルシンポジウム
は、さくらサイエンス事業（JST主催　名古屋大学共催）
として実施した。７月実施と１月実施の２回とものノー
ベル物理学賞受賞者からお話を伺った。２回目の天野浩
先生は英語でのお話であった。また今回の、グローバル
キャリアモデルシンポジウムは、本校の生徒だけではな
く、多くの海外からの高校生も参加した。本校生徒120
名と留学生100名強とｇは、グループを作り昼食交流を

行った、。昼食を一緒に食べながら、双方の学校生活の
様子や、益川先生、天野先生のお話の内容について意見
交換をした。第１回・第２回ともにスケジュールは以下
のようである。

第１回　７月６日（水）
参加生徒：本校高校１年　120名
留学生130名（中国80名　タイ40名
　　　　　　 ブータン５名　モルティブ５名）
第２回　１月19日（木）
参加生徒：本校高校１年　120名
留学生120名（中国100名　パキスタン20名）

（３）第１回�グローバルキャリアモデルシンポジウム

名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構　益川敏英先生
７月６日（水）
　留学生130名（中国80名 タイ40名 ブータン５名 モ
ルティブ５名）は、名古屋に来る前に、海洋機構（鎌倉）、
芝浦工業大学、東京理科大学を訪問し、新幹線で名古屋

課題探究Ⅰ（中学）

生き方を探る

生命と環境

国際理解と平和

課題探究Ⅱ（高校）

生命

自然と環境

心

人権と共生

平和

文化

グローバル
自
立
し
た
学
習
者

キャリアモデル

シンポジウム

（１）目的

　本校には在学中にNPOプロジェクトを実行するなど、
行動力のある中高生もいるが、多くは学校での学びが「知
識」に留まり、行動にまで至っていない。これは、生徒
が行動に移す目標としてのグローバルキャリアモデルが
身近にいないため、自分の夢を持つことや学びの先にあ

る自分が想像できないことが原因であると考えている。
そのために、企業・公的機関・国際機関の関係者等、グ
ローバルキャリアモデルのリレーシンポジウムを継続
的・効果的に取り入れることで、課題研究が将来のキャ
リアの形成に繋がり、探究的な活動の質が深まると考え、
グローバルキャリアシンポジウムを実施する。

グローバルキャリアモデルシンポジウム
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に入った。その後、東京に戻り、未来館、慶応義塾大学、
東京工業大学を訪問して帰国した。名古屋大学では、以
下のプログラムを行った。
・益川先生のお話（グローバルキャリアモデルシンポジ

ウム）
附属高校生120名も参加、本校生徒２名と留学生２名
が代表質問を行った。

・昼食交流会
本校高校生と留学生が混ざった６～８名の小グループ
に別れ交流会を行った。

・日本文化体験
附属学校で琴体験、弓道体験、よさこい体験、折り紙
体験、茶道体験などを行った。

益川先生と一緒に撮影

益川先生に質問をする本校生徒

昼食交流会の様子

日本文化体験の様子

参加した本校生徒の感想
・益川先生の「一つのことにしばられず、たくさんのこ

とに手を出していい」と言う言葉に感銘を受けた。私
も今のうちにたくさんのことに興味を持ち。挑戦して
みたいと思った。

・私も将来は英語を使った国際的な仕事や活動に取り組
みたいと思っていたので、世界で活躍している益川先
生に深く感心しました。たくさんの困難を乗り越えて
きたからこそ、手にしたノーベル賞だったのだとよく
わかり、自分も何事も本当にしたいことであるならば
あきらめず、努力していこうと改めて強い意志を感じ
させられました。

・自分は色々なことに目が行ってしまっていて一つのこ
とに集中できません。このままだと明確なに将来なり
たい職業が決まらないまま人生をすごして行くのかと
思い焦っていました。しかし益川先生が子どもの時も
大学に入ってからもなりたい職業や入りたい研究室な
どでいろいろ迷って、その結果、今やっている職業に
きちんと就けたと言っていたので、僕もたくさん迷っ
て自分が本当になりたい職業をみつけたいと思いま
す。

参加した留学生の感想
・中国　学生

益川教授のサクセスストーリーに大いに啓発された。
まさに自分の小さい頃の夢と同じで、自分も益川教授
のような科学者になれるかもしれないと感じた。

・中国　学生
ノーベル賞受賞者の益川教授は大変親しみやすく叡智
に富み、私たちのためにひたすら自分の成長の経歴を
語り、私たちにクオークに関する研究成果を解説して
くれた。私の研究に対する気持ちや興味を、大いにか
きたてる内容であった。

・中国　引率者
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特に印象に残ったプログラム：名古屋大学訪問
この有名大学の包容力や海外の研究とつながりを有す
る多元性や設置されている課程および学生に対する鍛
錬といった点が素晴らしいので。
日本人生徒と英語で交流きたし、寮もあるから。

・タイ　学生
名古屋大学訪問、日本の教育や茶道に関して学ぶこと
ができとても良かった。
琴や弓道のような日本文化、更に良心を持った日本人
のようにタイの皆もそのようになって欲しい。より多
くのことを学びたい。

・ブータン　学生
特に印象に残った施設：名古屋大学
教育環境や生徒達の雰囲気が素晴らしかったから。

（４）第２回�グローバルキャリアモデルシンポジウム

１月19日（木）
名古屋大学名古屋大学大学院工学研究科　天野浩先生
　留学生120名（中国100名　パキスタン20名）は、名
古屋に来る前に、未来館、江戸東京博物館、海洋機構（鎌
倉）、東京都市大学、東京理科大学を訪問し、新幹線で
名古屋に入った。その後、東京に戻り、東京大学を訪問
して帰国した。名古屋大学では、以下のプログラムを行っ
た。
・天野先生のお話（グローバルキャリアモデルシンポジ

ウム）
附属高校生120名も参加　フロアーからの質疑応答

・昼食交流会
本校高校生と留学生が混ざった６～８名の小グループ
に別れ交流会を行った。

・日本文化体験
附属学校で琴体験、弓道体験、お正月体験、折り紙体
験、茶道体験などを行った。

天野先生のお話　英語で実施

質問をする本校生徒

参加した本校生徒の感想
・天野先生が成功した理由の一つに多くの人がやって

いることではなく、偶然人があまりやっていないこ
とにチャレンジしたことを聞きました。また、”Do it 
yourself or think it yourself.” という言葉がとても印
象に残っています。

・今日私が強く心に残っていることは、中国人の高校生
との交流です。中国と日本は国どうしでギクシャクし
ていることもあり、初めは不安でしたが、会ってみる
とそんな雰囲気はなくとても楽しい時間を過ごしまし
た。人のつながりに国どうしのつながりは関係ないの
だと実感することができました。

参加した留学生の感想
・中国　学生

特に印象に残ったプログラム：名古屋大学付属高校生
徒の交流
名古屋大学附属高校の生徒と交流し、折紙を折ったり、
プレゼントを交換したりしたこと。
日本文化を深く理解することができた。また、外国人
や日本人と友達になることができた。

・中国　学生
特に印象に残ったプログラム：名古屋大学附属高校生
との交流
日本の高校生、パキスタンの生徒と一緒にご飯を食べ
て、プレゼントを交換し、着物を着たこと。

・中国　学生
特に印象に残ったプログラム：名古屋大学訪問
天野先生の講義は大変良かった。生徒さんは友好的で
日本文化を体験できた。

・中国　引率者
特に印象に残ったプログラム：名古屋大学訪問
美しいキャンパス、先生のレベルが高い。

・中国　学生
特に印象に残ったプログラム：名古屋大学訪問、名古
屋大学附属高校生との交流

グローバルキャリアモデルシンポジウム
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①間近でノーベル賞受賞者に触れることができ交流で
きたこと。②高校生と面と向かって接触し相互交流が
できたこと。③日本の茶道・弓道など文化学習の内容
に富んだことが印象深い。

・中国　学生
特に印象に残ったプログラム：名古屋大学附属高校生
との交流
高校生と楽しく交流し、日本の風土や人情に触れ、日
本の弓道や修養を学ぶことができた。
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（１）年間の学習目標

・人（同級生、先生、校外の人）と協力して探究活動が
できる

・来年度、独り立ちして研究が進められる力をつける
①高校２年生で１年間取り組むに値する個人探究テー

マを見つける
②高校２年生での個人探究活動に必要な研究方法を身

につける

　昨年度はPBLを中心とした研究方法についての学びが
中心であった。その結果、２年生での個人探究へのテー
マ面での準備が足りず、一部生徒が不安を覚えることに
もつながった。その反省を踏まえ、今年度は研究方法を
学ぶとともに、個人テーマに関する予備調査を長期休み
に配し、準備を進めることとした。

（２）実施方法

　前期は学校行事が多く、実質的な探究活動が難しいた
め、クラス単位での研究方法のガイダンスを中心とした。
一方、11月以降に20人前後のグループに分かれ、PBLの
中で、これまで学んだ方法を集中的に実践することとし
た。また、前述したように、４月と長期休暇には、個人
テーマを考えるための課題に取り組ませた。

（３）年間の授業展開

日 曜日 時 内容

４/13 水 ３ オリエンテーション（年間計画・
授業目標・評価方法を理解する）

４/14 木 ５ 研究テーマの作り方（自分の関心
領域・関心事項を見つける）

４/21or28 木 ６ 研究の進め方（探究活動の各段階
と何をすべきかを知る）

５/26 木 5,6 研究の方法１（文献調査法、クリ
ティカル・リーディングの手法）

６/９ 木 5,6 研究の方法２（インタビュー・ア
ンケート方法）

夏休み レポート（個人でテーマに関わる
新書のブックレポート）

日 曜日 時 内容

９/29 木 5,6 夏休みのレポート発表会（口頭発
表と討議の実践）

10/13 木 ６ PBL１（課題分析）
10/20 木 ６ PBL２（課題分析と予備調査）
10/27 木 ６ PBL３（予備調査）
11/10 木 ６ PBL４（予備調査の結果共有）
11/17 木 5,6 PBL５（グループ内中間発表会）

11/24 木 5,6 PBL５（第一次問題解決続きと結
果共有）

冬休み レポート（個人テーマに関する事
項を、複数の資料で検討する）

１/12 木 5,6 PBL６（第二次問題解決）

１/26 木 5,6 PBL７（結果共有とグループでの
ふりかえり）

２/２ 木 5,6 PBL８（発表資料製作と発表練習）
２/10 金 2,3 PBL９（研究成果発表会）
２/16 木 5,6 PBL10（個人レポートまとめ）

３/９ 木 5,6 来年度のテーマ決めと研究グルー
プ分け

＊表のグレーの枠が個人テーマに関わる活動。

（４）個人テーマに関わる活動

　４月に、個人の関心領域と、本校の設定する６つの領
域をすりあわせるワークショップを開催した。生徒はマ
ンダラート法を使い、どの領域に関心が強いのかを可視
化させた。また、仮説を含んだ研究テーマとはどのよう
なものかについて学んだ。夏のレポートでは、自分のテー
マに関わりそうな新書を新書マップで検索し、ブックレ
ポートを書いた。具体的にはレポートする部分が書物全
体のどのような位置づけをもつ部分かを確認し、その中
の一つの項目については他の文献で内容を確認する作業
をするレポートである。冬のレポートは、テーマに関す
る情報で、ネットなどで比較的簡単に得られるものを、
信頼できる情報源からのもので検証するというものであ
る。レポートは、６月に学んだクリティカル・リーディ
ングの実践という位置づけである。夏のレポートについ
ては９月に小グループ別の簡易な発表会を行って、意見
交換をした。
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（５）前期－研究方法を学ぶ活動

　前期はクラス単位で、文献調査方法や、インタビュー、
アンケート、社会調査的な観察などの方法を採り上げ、
注意点などを学んだ。リサーチ・リテラシーへの意識が
高まるよう、社会調査の批判的読解なども取り上げた。
また、調査結果を効果的に利用できるようにするための
方策として、昨年度から導入しているエビデンス・ブッ
クの活用方法の指導を強化した。

（６）後期－�PBL�研究方法を実際に使って� �
身につける活動

　10月末から、PBLに入った。今年度のテーマは以下の
６つである。各グループの活動の詳細は次目以降を参照
のこと。

研究課題名 説明
１ 私たちのジェンダーは

適正に理解され扱われ
ているか。

人が他者を性差によって差
別し、不快感を与えること
なく、自分らしく生きられ
る社会をどう作っていくべ
きかについて考える。

２ 未来のエネルギー資源
はどうなるのか？

「現在のエネルギー資源は
未来でも有効か？」「未来
のエネルギー資源で大切に
する点は何か」などを考え
る。

３ 若年層の政治への関心
を高めるにはどのよう
な方策を講ずるべき
か。

現在の日本では若年層ほど
政治への関心が低い傾向が
あるが、若年層の政治への
関心を高めるには、どのよ
うな方策を講ずるべきか検
討する。

４ 歩きスマホによる事故
を減らすには、どのよ
うな対策が考えられ実
行することができるか。

歩きスマホによる事故を今
よりも減らすための方法を
様々な角度から探る。

５ スポーツ環境として日
本の「部活（運動部）」
は正しく機能している
のか。

日本のスポーツの競技レベ
ルを上げ、生涯にわたって
スポーツに親しむ人を増や
すには日本の部活はどうあ
るべきかを探る。

６ 名古屋市は日本語非母
語話者への情報提供手
段として「やさしい日
本語」の使用を促進す
べきか。

行政が外国人市民に的確に
情報提供する一手段として
の「やさしい日本語」の現
状と課題を探り、今後どう
すべきか提言する。

（７）今後の課題

　今年度は学習方法の学習について、教材を用意し、各
クラスで授業が展開できるようにした。生徒が意欲的に
活動したこともあり、ワークシートへの記入状況や、エ

ビデンス・ブックへの情報の蓄積はかなり進んだ様子
だった。その一方で、前期の方法論の一斉講義から、実
地に使うPBLまでの時間が離れてしまい、生徒の中で学
んだ内容が薄れてしまった。具体的にはアンケートの作
り方などで、それが見られた。アンケートの実施につい
ては、講義とワークショップで取り上げているのだが、
実際に後期のPBLで生徒が作ったアンケート紙を見る
と、十分な配慮ができているとは言えないものもあった。
学習時期を近づけることで解決可能だが、前期は他学年
と図書室やコンピュータの奪い合いとなるため、調査研
究のためのインフラ整備が進まないと、この問題の抜本
的解決は難しいだろう。
　また、教員の負担感についても配慮が必要である。プ
ログラムの軽減が求められたが、しかしながら「調べ学
習」から、自ら調査を行い、考察をする課題探究のレベ
ルを生徒に求めるとなると、高校１年次での丁寧な指導
が必要である。どのように学習内容を精選するかが課題
となる。 （文責　佐光美穂）

１．��PBL「私たちのジェンダーは適正に理解され扱わ
れているか。」

（１）テーマ設定の理由
　様々な価値観の混在する現代社会において、他者を理
解し受け入れ関わりあう力は不可欠である。今回は「他
者」を考える上でジェンダーに注目してみた。ジェンダー
の枠はあまりに自然に周囲に存在し、私たちは知らず教
育され、その価値観は浸透する。それに気付く視点を養
い、ジェンダーの枠にとらわれず、他者を受け入れ互い
を尊重し合える社会の担い手になることを期待し、この
テーマを選んだ。広義に問題が及ばぬよう、学校内での
枠に限定している。

（２）学習方法
　22名の生徒を５つのグループに分け、調査活動をさせ
た。ともすると男女差別、特に女性差別の問題と混同し
がちなジェンダー問題について、まずは言葉の意味の理
解を徹底した。また、学校内に問題を限定することで陥
りやすい、単純な周囲や校則への不満に終止することの
ないよう留意した。

（３）各班の取り組み
①１班

教科書に始まり制服等、学校という枠の中で自分たち
にジェンダーの固定観念を植え付ける可能性のあるも
のを探った。また周囲（主に生徒間）における「ジェ
ンダー」という言葉の理解の状況についても考察した。

②２班
教員から受けた自分の仕草への注意をきっかけに、「女
性らしくない」仕草が不快感を与えるものなのか、ま
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た学校内での教員による生徒の扱いは性別に関係ない
ものなのかを調査した。そして生徒間でも他人の仕草
に対し「らしい」「らしくない」で不快感をもつもの
かを調査・検証し、自分たちの置かれている価値観の
世界について考察した。

③３班
５つある内、唯一の男子生徒のみの班である。校則に
おけるジェンダー問題について深く掘り下げた。校則
を中心に学校制度について調べ、理想的な校則の在り
方を問い、名古屋大学教育学部付属高校の校則がジェ
ンダーについて考えた際に適切なものであるかを考察
した。

④４班
部活動におけるマネージャーの在り方について、男女
ともにどう捉えているか、またその理由と原因は何な
のか、アンケート調査を通して考察した。また名古屋
大学付属高校以外の学校ないし海外での状況について
も調べた。

⑤５班
学校において一目で男女の区別をつける制服について
調べた。全国の制服に関する校則を調べるとともに、
名古屋大学教育学部付属高校内でのアンケート調査、
近隣の中学校や大学講師へのインタビュー調査等、生
の声からとれるデータを元に、可変的なジェンダーに
対応しうる制服の在り方について考察した。

（４）今後の課題
　各班が自分たちの決めたテーマに沿って、大変意欲的
に調査した。ただ、一つの情報を得るとそこから更に別
の興味が湧き、自分たちの決めたテーマから外れたとこ
ろを深く掘り下げることが多くの班で見受けられた。調
査、考察するべき事柄を常に確認させ、計画的に活動さ
せたい。 （文責　亀井千恵子）

２．PBL「未来のエネルギー資源はどうなるのか？」
（１）テーマ設定の理由
　私たちの生活にはエネルギーはかかすことができな
い。世界各国ではさまざまなエネルギー資源を現在利用
している。
　持続可能な社会をつくっていくために、地理的要因、
コスト、安全性、環境問題などさまざまなことを考慮し、
未来のエネルギー資源の利用はどうなると良いかについ
て考える機会とするため。

（２）学習方法
　22名の生徒を５つのグループに分け、調査活動と発表
をさせた。グループ分けでは、原子力発電について、今
後もすべきと考えるグループ４班と今後は別の発電を推
進すべきと考えるグループ１班に分けた。

　また、班活動をする前に希望者のみであったが、愛知
県文化連盟主催の中部電力碧南火力発電所の見学を行っ
た。タービン建屋や中央制御室などの見学を行ったり、
発電所の方から説明を聞いたりすることで、班活動をす
る前にエネルギー問題への認識を深めることができた。

（３）各班の取り組み
①１班「未来の火力発電はどうあるべきか？」

　一次問題解決で、天然ガス、石油、石炭などさまざ
まな面から調査を行い、石炭を今後使っていくと良い
と考えた。二次問題解決では、名古屋大学の加藤丈佳
教授のところへフィールドワークに行き、火力発電
をよりよくするには何が必要かについてさらに考察を
行った。

②２班「ビル風を利用した風力発電」
　自然エネルギーを利用した発電を調査した。その結
果、風力発電が最も設置しやすい方法と考え、風力発
電を効率化することを課題とし、考察を行った。

③３班「マグネシウム発電は、未来のエネルギーを担う
ことができるか？」
　大量にあり、安価であるマグネシウムが、未来のエ
ネルギーを担えると考えた。東京工業大学の矢部孝教
授に電話によるインタビューを行い、マグネシウム循
環社会実現に向けての課題やマグネシウム発電の問題
点について考察した。

④４班「未来の家庭内発電について」
　家庭内発電についてアンケート活動を行い、発電設
備のしくみ、発電量・費用などを調査した。
　各家庭での発電を未来において普及させるために、
どの種類の設備が良いかを考えた。

⑤５班「ORC普及」
　唯一、原子力発電を今後推進しない方がいいと考え
ているメンバーの班である。さまざまな発電方法を調
査し、ORCという技術を推奨すると考えた。ORCは、
国からの予算が現在では少ないという問題があるが、
クリーンで安定した発電ができるため、現在使われて
いる発電の変わりになると考察した。

（４）今後の課題
　各班、積極的に課題探究を行うことができた。それぞ
れの班が文献調査だけとはならないように課題を設定し
考察を行うとともに、フィールドワークやアンケートを
行ったが、授業時間内においてすべてやることができな
かったことは、今後の課題である。 （文責　西川陽子）

３．�PBL「若年層の政治への関心を高めるにはどのよ
うな方策を講ずるべきか。」

（１）テーマ設定の理由
　2016年度より、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げら
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れたが、参議院選挙における18歳、19歳の投票率は全体
の投票率より低い結果となった。近い将来に有権者とな
る高校生が、若年層の政治への関心を高める方策を自ら
検討していくことは、主権者教育の一環にもなると考え、
テーマ設定をした。

（２）学習方法
　16名の生徒を４人ずつ４つの班に分けた。研究を進め
ていく上で解決すべき問題が13個挙げられた。その問題
を分類し、希望で班分けを行った。その後、班ごとに計画・
調査方法を検討させて調査に当たった。調査の過程にお
いては協同的探究学習の手法を取り入れた。また、専門
家の話を全員で聞く機会として、千種区選挙管理員会の
方を招いて話を伺った（選挙出前トーク）。

（３）各班の取り組み
①１班　取り組み事例班

　行政機関の投票率向上の取り組みについて調査した
り、投票率が高い国内の自治体や、外国（スウェーデ
ンなど）の取り組みについても調査を進めた。

②２班　政治家・メディア班
　調査の過程で、政治家により焦点をあてる方針とな
り、名古屋市議会の中で問い合わせ可能な各会派に
メールを送信したところ、自民党市議団からの誘いが
あり、市議会訪問を訪問し、市議会議員と意見交換を
行った。その際、河村たかし名古屋市長との面会も急
遽設定していただいた。また、減税日本ナゴヤ市議団
および日本共産党愛知県委員会からもメールでの回答
を得た。

③３班　投票率班
　近年の投票率の動向や若年層の低投票率の要因につ
いて調査を行った。本校の高校３年生や20代の教員に
アンケート調査を行った。また、主権者教育を推進し
ている神奈川県の事例を調査した。

④４班　今後の施策班
　義務投票制と電子投票の是非について調査をした。
義務投票制についてはオーストラリアなど、電子投票
についてはエストニアの事例を調査した。調査の過程
で現時点での日本での導入はいずれも難しいとの結論
に至ったことから、次善の策を検討することになった。

（４）今後の課題
　生徒自身の取り組みは、問題なかったと言える。た
だし、成果の得られる調査を行うためには、正直時間
が足りない。総合人間科の授業時間では足りずLTの
時間も活用せざるを得なくなった。また、フィールド
ワークも授業時間外に行わざるを得なくなった。教師
主導で枠にはめようとすると自由な研究が阻害される
が、反面自由にやらせると他の活動を犠牲にして取り

組まざるを得なくなることから、次年度以降バランス
を精査する必要がある。

選挙出前トーク

名古屋市議会訪問（２班）

 （文責　隅田久文）

４．�PBL「歩きスマホによる事故を減らすには、どの
ような対策が考えられ実行することができるか。」

（１）テーマ設定の理由
　科学技術の進歩により私たちの暮らしはより便利に
なってきているが、今までにはなかった問題も生じてい
る。その中でも歩きスマホによる事故は生徒にとっても
身近で具体的な解決策もイメージしやすくアプローチの
仕方にも多様性があるため、好適なテーマだと考える。

（２）学習方法
　21名の生徒に事故を減らす方策の大きな方向性を決め
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させ、方向性が似通っている生徒ごとに５つの班に分け
た。班ごとに研究計画を立て、役割分担をし、個人で取
り組ませたあと班内で共有し意見を交換しながらさらに
深めるために再度個人での研究をさせ班ごとに発表を
行った。発表後も振り返りの時間をとり今後の課題を考
えさせた。

（３）各班の取り組み
①１班

　「歩きスマホをしないことによるメリットや、する
ことによるデメリットを伝えるもしくは作る」という
方策で研究を進めた。路上喫煙を取り締まる条例を参
考に歩きスマホを規制する条例ができたらどのような
効果を生むかなどを推察した。

②２班
　「歩きスマホをしても事故が起こらないような環境
を整備する」という方策で研究を進めた。日本だけで
なく海外についても調べ、今現在どのような対策が取
られていてその効果や問題点、今後の展望について考
察した。

③３班
　「スマートフォン自体に事故が起こらないような機
能をつける」という方策で研究を進めた。すでにどの
ような防止機能があるかを調べたり、今後どのような
機能があれば事故が減らせるかについて考察した。ま
た、実際に防止機能を自前のスマートフォンに入れて、
その効果を検証した。

④４班
　「心理的に歩きスマホをしたくなくなるような啓発
活動を行う」という方策で研究を進めた。新興宗教の
勧誘や戦争中のキャッチフレーズなどを参考に禁止す
ることで減らすのではなく、逆に勧めることでやりた
くない気分にさせる方法を探った。

⑤５班
　「事故を起こしにくい歩きスマホの仕方を研究する」
という方策で研究を進めた。スマートフォンの持ち方
を変えることで視野がどの程度変化するかなどを実際
に実験を行い検証した。また事故だけでなく肩こりな
どの健康被害についても調べた。

（４）今後の課題
　まだ全授業が全て終わってはいないが、これまでのと
ころ生徒達は能動的に取り組むことができている。テー
マ的にインターネットでの情報収集やアンケート調査が
中心となりがちであったので、企業や大学、関係役所等
へのフィールドワークを取り入れることでより研究の中
身が豊かになったのではないかと思う。また、班ごとの
人数に偏りがあったため、負担が重い生徒とそうでない
生徒が存在した。 （文責　松本真一）

５．�PBL「スポーツ環境として日本の「部活（運動部）」
は正しく機能しているのか。」

（１）テーマ設定の理由
　生徒たち自身が、今まさに自分が置かれている環境に
ついてグローバルな視点から考察し、日本における「部
活」の存在意義について考える。学校ごとに違いがあり、
国によっても取り組み方が違うため、比較がしやすく、
また一次資料も集めやすい。個人探求と協同的探求学習
の方法の基礎を学ぶには適切であると考え、テーマに設
定した。

（２）学習方法
　まず、グループ全体で運動部のあるスポーツを挙げて、
同じスポーツに興味があるもの同士で19名の生徒を３～
５人ずつ５つの班に分けた。班の中で課題の把握と分析
を行い、研究のゴールを設定する。その後、計画・調査
方法を検討させて調査に当たった。11月には中間発表会
を行い、今後どのように調査をすればゴールへ辿り着
けるのかを他の班の意見も聞いて検証。中間発表後は一
次資料を得るためのフィールドワークを行った。フィー
ルドワークによる一次資料集めは個人で行い、その前後
の計画・調査において協同的探究学習の手法を取り入れ
た。

（３）各班の取り組み
①１班　野球班（３名）

　野球に関することの中で、「日本とアメリカの比較」、
「リトルリーグと高校野球とプロ野球の比較」、「女子
野球部の環境」にテーマを絞り分担して調査を行った。
一次資料集めは順調に進んだ。しかし、野球人口や野
球部の多さを考えると、膨大な量の資料を集計しなけ
ればならず、授業外での調査の負担が多かった。

②２班　武道班（３名）
　剣道と柔道と空手について調べ始めたが、途中、資
料集めに苦労し、資料が集めやすい柔道の調査に絞る
こととなった。「世界トップクラスの日本の柔道は、
部活という環境が良く機能していると言える」と仮説
を立て調査を始めたが、その過程で部活に入る前の幼
少期から道場に通っている選手が多いことがわかり、
中間発表後からは、柔道における部活の存在意義を調
査した。

③３班　卓球班（３名）
　全日本選手権や国際大会に出場している選手のプロ
フィールを集め、部活に所属している選手がどれだけ
いるかを調査。キューバでは才能のある子供に強制的
に英才教育を受けさせているが、競技レベルは日本ほ
ど高くない。卓球が生涯スポーツにもなり、選手のほ
とんどが部活出身である日本の環境が、良く機能して
いるという仮説を実証するエビデンス集めを中間発表

高校１年
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以降行った。一次資料は愛知県内の卓球部の監督にイ
ンタビューをした。

④４班　体操競技班（４名）
　中間発表までの調査の過程で、オリンピック代表の
日本人選手はほぼ全員がクラブチームで活動している
ことから、世界で通用する選手の育成という意味での
機能はしていないといえる。強豪大学の体操部でアン
ケートを取り、体操競技を始めたきっかけに部活動が
なっているかを調査した。

⑤５班　バスケットボール班（５名）
　小学校から部活動にて盛んに行われている代表的な
スポーツにもかかわらず、世界とのレベルの差が縮ま
らないバスケットボール。指導者に焦点を当て、専門
では無い教員が指導にあたらなければいけない日本の
部活に問題提起し、中間発表では「外部顧問をもっと
増やすべき」という解決策まで提案した。中間発表以
降は、日本にいる海外留学生に海外の部活事情につい
てアンケートを行った。

（４）今後の課題
　生徒達は、非常に良く調べ、一次資料の収集について
も順調であった。班での話し合い、グループ全体での情
報の共有なども頻繁に行っていた。ただ一方で、生徒の
取り組む課題に対して、授業時間数が非常に少ないと感
じた。インターネット環境が自宅に無い生徒は学校の時
間だけが情報収集の場であり、自宅で調べ物が出来る生
徒と大きく差が生まれていた。授業時間内に、できる範
囲で調査を一生懸命行っていても、良い評価に繋がるほ
ど質の高い研究が出来たとは言いがたい。生徒達の殆ど
は、授業時間内での調査時間の何倍もの時間を費やして
おり、フィールドワークを授業時間内に行うことができ
た班はなかった。調査や発表方法について、今の授業時
間のまま行うのであれば、もう少し制限を設けても良い
のではと感じた。 （文責　佐藤健太）

６．�PBL「名古屋市は日本語非母語話者への情報提供手
段として「やさしい日本語」の使用を促進すべきか。」

（１）テーマ設定の理由
　グローバル化の進展により、日本社会にも外国人市民
の受け入れ態勢が問われている。どこか遠くの問題とし
て抽象的に考えるのではなく、今自分が住み、通ってい
る名古屋市での状況を調査し、自分に関わる問題として
他文化共生の問題を考えさせるのに好適なテーマだと考
えられるため。

（２）学習方法
　21名の生徒を５名程度の４つの班にくじ引きで分け、
全活動期間を通して調査活動と発表をさせた。班内で研
究計画を立て、役割分担をさせ、調査結果の共有を徹底

させた。その中で、協同的探究学習法に基づき、必ず個
人での考えを先行してまとめさせてから、班内での意見
交換をさせるよう留意した。

（３）各班の取り組み
①１班

　名古屋市の取り組みと他県、他市とを比較した。行
政が発行した「やさしい日本語」で書かれた文書を多
く読み、問題点を洗い出した。外国人に「やさしい日
本語」が知られていないことも問題だと考え、どのよ
うな場で使うのがよいか考察した。

②２班
　名古屋市の外国人市民の増減を調査したり、知り合
いの外国人へのインタビューを行った。幾分調査方針
がまとまらずに苦労する局面もあったが、「やさしい
日本語」が外国人だけでなく、日本人にも有用である
可能性についても考察した。

③３班
　知り合いの県職員へのインタビューや、知り合いの
外国人へのインタビューを行う他、熊本地震で「やさ
しい日本語」がどのように活用されたかを調査した。
市役所のウェブページを見た外国人が「やさしい日本
語」で書かれた情報を見つけ出しにくいのではという
問題意識から、どのような情報提供をすべきか探索し
た。

④４班
　名古屋市のどこに外国人市民が多いかを調べ、特に
居住が多い港区、中川区などで特別な対策が取られて
いないことを問題だと考えた。また「やさしい日本語」
の限界についても考えを進め、東日本大震災時に見ら
れた、外国人の日本発の情報への不信感をどう解決す
べきかについて考えた。

（４）今後の課題
　現時点で授業が全て終わってはいないので、正確な総
括はできない。ただし、現時点まで生徒の取り組みは大
変すばらしいものだった。テーマ的に書籍よりもイン
ターネットでの情報収集が中心となったが、家庭で集め
られる情報をほとんど集めた上で授業に臨む生徒がほと
んどだった。
　インタビューなどの外部への取材活動が授業時間内に
はできず、生徒の負担が多くなる結果となった。今年度
は真面目に取り組む生徒が多く、問題は起こらなかった
が、校外での活動でトラブルに巻き込まれることも考え
られるため、指導体制を考える必要がある。
 （文責　佐光美穂）
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（１）目的

　高校２年の総合人間科では、地球的課題に対応する六
つの研究領域（生命、自然と環境、心、人権と共生、平
和、文化）を設け、個人で課題探究を行う。その過程で
地球的課題の理解や課題解決のための考え方を育成する
ことを目的とする。

（２）実施方法

　基本は個人研究である。自分が関心を持つテーマにつ
いて３つの問題を設定して順番に解決を行い、問題１つ
ずつをミニレポートにまとめる。そして研究の結果をポ
スターセッションで発表する。研究の過程はエビデンス
ブックに記録し、高校３年生で論文を書くための資料と
する。
　本学年では、「発表と共有」を重視している。自分の
研究を発表することで思考を整理し、仲間から意見をも
らうことで多様な意見を知り、自らの研究を深めるのに
役立てることができるからである。そのため、「発表・
共有」の機会を年に３度設けることにした。昨年度、高
校１年の時に学んだPBLの方法にのっとり、一つの問題

について「第一次問題解決と共有、第二次問題解決と共
有とまとめ」の過程を１クールとし、年に３クールを行
う年間授業計画とした。

前期：文献による調査を行う。本やネットによる情報検
索の方法を図書館司書の先生からレクチャーしてもら
う。名古屋大学図書館のトップページを活用し、名古屋
大学の豊富な情報リソースにアクセスできる方法を学
ぶ。授業時間は基本的には６領域グループに分かれて活
動する。研究は個人で進めるが、グループ内でディスカッ
ションをし、互いにアドバイスを行い、その場で出た意
見をそれぞれの研究を深めるのに役立てる。

後期：９月から11月初旬までは沖縄研究旅行の南部戦跡
巡りと班ごとに行うフィールドワークに備えての事前学
習を行う。旅行終了後、個人研究を再開する。研究を進
める上で必要な者は各自でフィールドワークを行う。研
究結果をふまえてミニレポートを書く。こうした課題探
究のまとめとしてポスターセッションを行う。ポスター
セッション後は、その時にもらったアドバイスを自分の
研究に加味し、研究結果をまとめて研究集録を作成する。

（３）内容

日 曜日 時 内　　容
４/14 木 6 総人オリエンテーション／沖縄研究旅行の紹介
４/21 木 6 ６領域グループに分かれる（課題の設定、課題の分析、研究計画作成）
４/27 木 6 〈担当教員との面談〉　エビデンスブックの整備（参考文献リスト作り）
５/26 木 5,6 インターネットによる情報検索の方法を学ぶ
６/９ 木 5,6

１クール
第一次問題解決〈担当教員との面談〉

６/23 木 5,6 第一次問題解決の共有と第二次問題解決
７/７ 木 5,6 第二次問題解決の共有　　ミニレポート①の提出

夏休み FW候補地探し、自分の研究テーマに関する問題を見つける、
エビデンスブック／沖縄研究旅行FW候補地探し、沖縄の本のレポート

９/８ 木 ５ 夏休み課題の報告会

沖縄関連
９/29 木 6 沖縄研究旅行ＦＷ先へのアポ取り、依頼状を書く
10/13 木 5,6 沖縄戦に関する講話

11/８～11 沖縄研究旅行
11/17 木 5,6

２クール
第一次問題解決〈担当教員との面談〉

11/24 木 5,6 第一次問題解決の共有　第二次問題解決
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日 曜日 時 内　　容
冬休み エビデンスブックに調査記録を書く　　ミニレポート②
１/12 木 5,6 ミニレポート②の提出　ポスターの下書き ３クール

第一次問題解決　１/19 木 5,6 ポスター作成と発表準備
１/26 木 5,6 ポスター作成と発表準備
２/２ 木 5,6 グループ内ポスターセッション
２/10 金 SGH研究成果報告会にてポスターセッション 第一次問題解決の共有
２/16 木 5,6 ポスターセッションの振り返り 第二次問題解決
３/９ 木 5,6 研究集録原稿の提出　課題探究のまとめと振り返り

　これらの声は、教員と生徒が対話することでずいぶん
整理され、解消されていくものだと思う。しかし、その
時間を確保することが難しい。授業時間内で対応すると、
１時間に10人と面接せねばならず、一人当たり５分間の
割り当てになる。しかも間髪を入れずに対応しなければ
ならない。担当教員はテーマに関する知識を持ったうえ
で、生徒の考え方を把握し、それに合うアドバイスを考
えて提示することになるが、なかなか労力を要すること
である。生徒に対峙する前に、６領域の担当教員がそれ
ぞれのグループで抱える問題を共有し、アイディアを出
し合う場を作ることで、もっと効率よく生徒の疑問に答
えることができるのではないだろうか。教員間で生徒の
研究内容についても情報交換や意見交換をし、本校の「研
究観」を形成することが重要だと考えている。

１．心
（１）「心」グループにおける個人テーマ例

エアライン業界ではたらく
人の心 空港内の犯罪

日本人の英語力 第一印象はどうやって決ま
るのか

「うつ」とうまく関わるに
は？

日本で英語が第一言語にな
る日は来るのか？

少年の罪とは何なのか Youtubeの未来
犯罪は未然に防げるように
なるのか？

幼児の発育にあたって大切
なポイントは？

依存とはなにか 偏向報道
私たちに「色」は必要なの
か？

暗号通貨は世界に影響を与
えるのではないか

震災関連死は減らせるのか 死刑制度は犯罪の抑止力に
なっているのか？

認知症の患者が起こした事故の損害賠償金を家族が払
う必要があるか
セイバーメトリクスは野球にどのような影響をもたら
したか？
“教育” はどんな場面でどのように人間を育てている
のか？

（４）検証評価

　今回の高校２年生は、従来の総合人間科のプログラム
から、課題研究に移行していく過渡期の初年度であり、
指導する学年団の教員は生徒達の研究をサポートする方
法を手探りしながら授業を行っている。現時点では、年
度当初に立てた計画通り授業を進行している。その中で
の問題点を２点挙げたい。
　一つは沖縄研究旅行と課題研究の兼ね合いをどうする
のかということである。長い間続けてきた沖縄旅行の行
程と旅行に焦点を当てた学習は、教員にとって、なくし
てしまうには惜しいものだった。結局、夏休み明けから
旅行実施までの約３ヶ月を沖縄研究旅行の準備や事前学
習に費やし、沖縄研究旅行のメインであったフィールド
ワークは従来２カ所を訪れることになっていたが、１カ
所へと縮小することで対応した。今後、沖縄研究旅行を
どう位置づけていくのか、当該学年だけでなく学校全体
での議論と合意が必要だろう。
　次に、課題研究の進め方について、一部の生徒からは
困っていることとして次のような訴えが寄せられてい
る。これらに応えていくことが今後の課題である。特に
研究を進める時、横へ横へと調べる内容が広がっていく
ことが多く、深まって次の次元に進むということになり
にくい状況である。
①研究の進め方について
　・ネタが発展しない　・新しい内容が浮かばない
　・次に何をしたらいいかわからない
　・フィールドワークに行きたいところが遠い
②参考文献について
　・参考文献が見つからない
　・資料や文献だけではわからない
　・本はきれいごとだけ
③テーマが決まらない
　・関心が変化した
　・テーマを変えたい
　・何を研究したいかわからなくなった
④研究のスケジュールについて
　・もうまとめ始めてよいか
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（２）活動の様子
１）テーマの設定

　生徒の関心あるテーマを分類してみると、人の心の
働きについて興味を持つ者が最も多い７名、続いて犯
罪に関する社会の取り組みに関するものと、社会の中
での人の動きや集団心理に関するものを取り上げた者
が４名ずつあり、教育について取り上げた者が３名
だった。
　総合人間科のサブテーマは「ものごとの本質を地球
規模で考えよう」としていたが、本グループでは教育
をテーマにした者の中で国内の外国語使用の問題点に
ついて追究した生徒が２名いたものの、その他には世
界的視野の広がりはあまり見られなかった。自分の身
近なことについて掘り下げた生徒が多かった。

２）探究活動
　生徒達は調査を続け、その成果をエビデンスブック
に記録している。研究の拠り所となる本を１冊探すよ
うに注文をつけているが、なかなか１冊の本が見つか
らず、インターネットの情報に頼る生徒が多い。
　フィールドワークを行った生徒は４名いる。１人目
は弁護士の方に少年法についての意見を聞き、それが
研究の方向性の決め手となった。２人目は義務教育に
おける外国人の子供の日本語習得について、地域の
学校や、市役所に行って実情に触れた。３人目は空港
で働く航空管制官にインタビューした。これは業界
を知る役には立ったが、本人が第一に調べたい業種と
は違っていたために、その結果は研究に直接反映され
なかった。４人目は依存症の改善を必要とする人に会
い、自分が考えた改善のプログラムを実行してもらっ
ている。また、フィールドワークではないが、自分が
野球部で行った投球の結果を研究に組み入れた生徒も
いた。このような文献調査以外の手法を取り入れると、
研究の方向性が決まり、研究内容も深まるように感じ
る。
　最後にポスターセッションを行ったが、これをきっ
かけに、人に伝えるという観点で自分の研究を見直す
ことができた。また、他者の研究を見ることにより、
自分の研究に愛着が出てきたようである。

３）今後の課題
　生徒たちは、昨年取り組んだPBLの方法にのっとっ
て、その時期その時期に教員から提示された「行うべ
きこと」に合わせて研究を進めている。教員側もワー
クシートやエビデンスブック、ポスターなどを提出さ
せることで生徒の研究を促している。生徒は概ね要求
されたものを提出している。まずこのことは評価でき
ることである。
　また、テーマ設定は、自分の生活体験と切実にかか
わる独自の観点でなされており、客観的にも追究して
みたいと思わせるようなユニークさを持っている。こ

の点は評価できる。
　だが問題はその先である。せっかくの独自の観点が
あるのに、研究内容が自分の知りたい事柄の羅列であ
る場合が多い。つまり、深まっていかないのだ。こち
らが望む研究とは、仮説を立ててそれを検証するよう
な研究や、知りたい事柄が一段ずつ深まり、一つの結
論に焦点化されていくような研究だ。しかし、そんな
研究になるようにこちらも会心のアドバイスばかりで
きるわけではない。一人一人の研究に真正面から向き
合うには時間がかかりすぎてしまう。
　これを打破するために、フィールドワークを取り入
れるのがよいと考えている。そのためには年度当初か
らの計画と時間の確保が必要である。

２.「生命　～健康・医学～」グループ
（１）「医療 ～健康・医学～」グループにおける
　　 個人テーマ例

「脳死」は本当に人の死で
よいのか

遺伝子レベルの治療はどこ
まで行っていいのか

日本は看護師不足から脱す
ることができるか

現代社会は不眠症とどう向
き合うべきか

食べ物の好き嫌いに遺伝や
環境は関係しているか

開発途上国を救う国際医療
の実態

「病は気から」は本当なの
か

黒人はなぜ走るのが速いの
か

薬学はこれからどのように
進歩していくか 日本の医療とこれから

医療がすべてロボットで行
われる日は来るのか

人間の健康寿命はどこまで
延ばせるか

栄養失調による病気の解決方法にアスリートの食事と
関係はあるか

（２）活動の様子
１）テーマ設定

　今後の医学・医術の発展の方向性を考えるものや、
現状の医療が抱える問題をクローズアップしたもの。
日常の素朴な疑問から生じたものや、遺伝と環境の
影響力を考察するものなど多岐に渡った。１年生から
の調べ学習を引き継いでテーマ設定をした生徒もいれ
ば、普段何気なく言われていることに根拠があるかど
うかを考える生徒もいた。「遺伝と運動能力の差」や「医
療ロボット」については複数の生徒がテーマとして挙
げていたが、アプローチの方法はそれぞれ異なり、中
間発表では互いに意見を交換し合い、高めあっていた。

２）探究活動
　年度当初にテーマから派生する疑問、問題を細分化
する作業を行った。テーマの内容が大きすぎるものに
対しては、焦点を絞り、１つのものを多角的な視点で
捉えるような研究を行った。資料に検索に関しても、
大学のネットワークを活かした方法を図書館司書より
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指導していただき、有効に活用していた。
　１年を３クールに分け、１クールごとにレポートと
グループ内での発表を行った。普段は個人的な活動が
ほとんどだが、区切りを設けて情報を整理することに
より、その中から新たな課題を発見したり、周囲から
の助言によって、違う切り口から研究を進めることが
できた。

（３）今後の課題
　最初の時点で、自分のテーマに対して、何らかの仮説
や研究の筋道を立てられる生徒は数人であった。疑問の
元となるデータの収集から始まったが、そのデータが膨
大なもの、調べた中で自分の最初の疑問が解決してし
まった生徒もいた。後者の場合は、その後の新たな課題
をうまく発見できない場合もあり、適宜指導していく必
要性を感じた。また、テーマによっては情報が少なく、
思ったように研究が進まない場面もあった。今後フィー
ルドワークを行い、積極的な情報の収集を行う必要性が
ある。

３．「人権と共生」グループ
（１）「人権と共生」グループにおける個人テーマ例
　いのちの選択～自己決定権はどのように守られている
か～」「医療の現場において患者の人権は守られている
のか」「人口知能と問題なく共存するためには」「これか
らの日本に求められる理想的な交通機関とはどのような
ものか」「第一印象とは何？また第一印象が与える印象
とは？」「「障碍者は活躍できるのか」「看護のあり方と
女性の働き方」「なぜ黒人が人種差別の対象になったか、
その理由」「外国人観光客を犬山へ。犬山を観光都市に」

「なぜネットいじめはなくならないのか」「現在の情報技
術は災害時などの特殊な状況下でも問題なく使用できる
のか」「日本で災害がおこったときに外国人観光客がス
ムーズに避難することは不可能なのだろうか」「意見と
偏見の境界線はどこにあるのか」「ヘイトスピーチに対
して私達ができることは」「今後テレビ離れを止めるこ
とはできるのか」「障害者は健常者と同じ人権が保障さ
れているのか」

（２）活動の様子
１）テーマ設定

　20人の生徒が上記のようにそれぞれのテーマを設定
した。「人権と共生」という大きなテーマを①生存②
差別③障がいという３つのアプローチから考察できる
ように各自が詳細な探究内容を設定した。「人権と共
生」という大きなテーマを日々の生活と繋げて考え、
多様なアプローチで各自の研究に取り組むことができ
た。また、レポートにおけるテーマ設定の動機からは、
毎日の生活の中で、現実の問題として、生徒が疑問に

思ったことをもとにしてテーマ設定をしていることが
うかがえる。

２）探究活動
　４月に総人の年間目標として①独自の着眼点で課題
を設定し、自ら考えた方法で多角的な視点に立って研
究を進める②研究した内容を論理的に他者に説明する
③自分の研究の「よりどころ」となる本を見つける④
高校３年生で論文を書くための材料を集める。また、
③の目標に含まれる全員必須習得事項として資料検索
の方法を図書館司書より学び、参考文献リストの書き
方についても学ぶ機会を与えることができた。

（３）今後の課題
　PBL＝Problem Based Learningから課題探究を年度
当初の目標として挙げたものの、単なる “調べ学習” に
終わらせないように補足指導が適宜必要であると感じら
れた。特に研究の道筋として、課題の設定から課題の分
析を経て研究計画作成、第一次問題解決、第二次問題解
決を結論としてまとめるという作業を繰り返し行うもの
の、研究成果を結論とうまく結びつけることができない
生徒がしばしば見受けられた。この点においては、生徒
が来年度にはエビデンスノートにまとめられている本年
度の研究成果を再び精選し、自分なりの解決方法と結論
を含む論文としてまとめられることができるよう期待す
る。

４．「文化」（言語、芸術、表現）グループ
（１）「文化グループにおける個人テーマ例
○言語関係は、「言語が人に与える影響～マスコミの影
響力～」「時代が言葉に与える影響」「インターネットの
普及は日本語の変化を加速させたのか」「日本の英語教
育の問題点」「人の心を動かす広告とは」。○芸術・表現
関係は、「音楽は異文化間におけるコミュニケーション
ツールになり得るのか」「子供の成長と美術」「人は絵画
で感情を伝えることができるか」「書道教育の現状とこ
れからについて」「文字が人に与える心理的影響は大き
いのか」「グリム童話の悪役登場の意義」「ファッション
の流行はどこが作っているのか」「ファッションは人々
にどんな影響を与えるのか」 

（２）活動の様子
１）テーマの設定

　テーマとして言語関係をあげた生徒は、現代社会の
問題への関心が高く、科学技術の発展が、言語でどの
ように影響しているかなどに着目していた。芸術・表
現関係をテーマとした生徒は、進路を見据えて、各々
の目指す分野についての専門的知識の習得を意図した
テーマなどが設定がされていた。
　４月当初の段階では、テーマが幅広く自分の調査し
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たいことが焦点化されていないもの、高い専門的知識
が必要なもの、資料やデータの収集が難しいものがあ
り、論文を書くのにふさわしいテーマかどうか疑問な
ものがいくつか見られた。教師側としては、高校生と
しての着眼点の面白さを生かし、なるべく生徒のたて
たテーマを尊重する方向で指導していくことにした。
ミニレポート②をまとめる冬休みの頃になると、テー
マの調査が難しいことに自ら気が付き、副題を付けて
絞り込んだり、当初のテーマを修正したりする生徒も
見られた。

２）探究活動
　エビデンスブックは、ネットの文献・新聞記事・本
のコピーなどが資料として貼られていた。資料として
の妥当性・信憑性を十分見極めるまでには至らず、関
係するものの収集に終わっている場合もあった。専門
用語の解説や定義など、論文を書く上でに欠かせない
記述も見られた。また、研究の途中に派生した新しい
課題について書き込んでいる生徒もいた。一見雑然と
した印象を受けるノートではあったが、現段階では、
様々な関連する知識・情報を一つでも増やすことも必
要で、学年で１冊を使い切る勢いで活用させていきた
い。
　今年は、フィールドワークの時間を授業の中で設定
しなかったため、文献調査に終始した生徒が多く、取
り組みが断片的で行き詰まりを見せた生徒もいた。一
方、夏休みを利用して自主的にフィールドワークに出
かける生徒もいた。専門家や関係者に直接会い質問を
した生徒は、その準備時間は多くかかるが、結果的に
は自分の方向性を正したり、意欲を高めたりして、研
究内容も充実しポスター発表も自信をもって取り組む
ことができた。

　３）今後の課題
　生徒たちの論文にむけての調査活動の取り組みは概
ね良好ではあるが、資料の収集量は十分とはいえな
かった。資料収集の習慣化・持続化させる手だてが必
要である。また、単なる調べ学習に終わらないように、
自分の考えを裏付けるための適切な資料を選択し活用
できるようにさせたい。本格的な執筆が始まる３年ま
でに、各自の論文テーマの焦点化と課題に対する調査
研究・考察を深めさせ、さらに論文としてまとめるた
めの章立ての見通しをたてさせることが急がれる。
　教師側としては、様々なテーマに対する指導には、
教科の専門性を越えた幅広い識見が必要であり、生徒
への内容面でのアドバイスを十分できずに終わった。
また、高校生の書く多様な論文をどのように評価して
いくのかという基準をさらに明かにしていく必要を強
く感じた。

５．「自然と環境」グループ
（１）「自然と環境」グループにおける個人テーマ例
　「噴火予知は可能か」「地震予知とデマ」「新築だからっ
て本当に家は安全なのか」「日本の林業は衰退の道をた
どっていくのか」「2050年にガソリン車はなくなるのか」

「人工知能が人間の役割を奪うのか」「BMIの医療派生は
可能なのか」「なぜ人々は疑似科学を信じてしまうのか」

「国産農作物が海外農産物より高い理由」「トマトは甘く
なり続けるのか」「動物の商業利用と動物福祉の両立は
可能か」「マングローブの保全は環境保全になるのか」「環
境に関する国際会議は有効か」「宇宙開発の権利はだれ
のもの」

（２）活動の様子
１）テーマ設定

　21人の生徒が上記のようにそれぞれのテーマを設定
した。例えば地震や噴火に関するテーマであっても、
噴火予知、地震前後のデマ、建物の安全性といった異
なる角度からのアプローチを選ぶことができた。自然
と環境と言えば、オゾン層の破壊、地球の温暖化、酸
性雨、熱帯林の減少、砂漠化、開発途上国の公害問題、
野生生物種の減少、海洋汚染といった定番のテーマが
考えられるが、そのままのテーマを設定した生徒はい
なかった。レポートに書いてあるテーマ設定の動機を
読むと、毎日の生活の中で、疑問に思ったことを基に
してテーマ設定をしていることが分かる。そのため、
このグループの中で中間発表会を行っても環境に関す
る問題を網羅することはできないが、それぞれのテー
マへのアプローチは多様であり、「自然と環境」とい
う大きなテーマと毎日の生活を繋げて考えることがで
きた。

２）探究活動
　４月に全員で、資料検索の方法を本校の司書の方に
教えていただいた。名古屋大学が契約している新聞、
雑誌、論文検索などを校内で利用できるという恵まれ
た環境を生かして信憑性の高い資料を手に入れた生徒
もいた。しかし、例えば「地震予知とデマ」を選んだ
生徒は、関連する本や資料がなく、ネットの資料が中
心となった。着眼点がおもしろいテーマほど、書籍や
論文が少ないため、資料集めに苦労していた。また、
宇宙開発の権利に関する法律を研究した生徒は、資料
を探していくと英文しかなく、なかなか進まなかった。
　「トマトは甘くなり続けるのか」というテーマで研
究した生徒が、学校にある糖度計を使ってフルーツト
マトの糖度を測ったところ10％を超えていた。しかし、
同じグループの中で味覚実験を行ったところ、最も糖
度の高いトマトではなく、２番目に高いトマトが好ま
れた。品種改良の方法や日本のトマトがどのように変
化しているかを愛知県農業試験場の方に教えていただ
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いた。日本のように、生食中心の国では、糖度が重要
視されるが、調理に使われる国では、甘さよりも酸味
や旨味が求められることにも気づいていった。トマト
という一つの野菜から、その国独特の消費者のニーズ、
品種改良技術がどのように野菜を変化させてきたかを
考えることができた。
　エビデンスブックとして全員に渡している資料を書
き込んだり添付したりするノートを１冊使い終わって
２冊目に入る生徒も出てきた。しかし、調べていくう
ちに広がり過ぎてまとまらなくなって生徒も少なくな
い。そこで、２月にポスターセッションを行って、一
度ここまでの研究内容をまとめることとした。ポス
ターの章立てを考える過程は、これまでの取り組みを
まとめるよい機会となった。
　全体としては、資料や専門家へのインタビューなど
様々な方法によって独自の切り口で探究することがで
きた。

（３）今後の課題
　生徒からの相談で一番多かったのは、章立ての方法と
どこまで調べれば論文になるのかということであった。
ここでの探究は、仮説を立てて実験を行うという追究方
法ではない。このため、単なる “調べ学習” に終わらせ
ないためには、どのように章立てをして、最後に何を言
えばよいかという見通しが難しいためである。
　この課題探究は来年度まで続くので、この一年は、疑
問に思ったことの元のデータを手に入れることを薦め
た。例えば、「トマトが甘くなってきている」という漠
然とした情報ではなく、実際に信頼できるだけの実験に
よって得られた糖度の変化のデータを手に入れるようア
ドバイスをした。まだ、探究課題に対する基本知識と元
データを見つけた段階ではあるが、来年度、それらを結
びつけて考えたり、自分なりの解決方法を考えたりする
ことで、論文としてまとめていってくれることを期待し
ている。
　もう一つ大きな課題は評価である。４月最初のオリエ
ンテーションでは、生徒にルーブリックを配り課題探究
で何を目指すのかを示した。しかし、これはそのまま評
価と一致するものではない。中間レポートは不完全でも
ポスターセッションではしっかりした筋立てで発表する
ことができる生徒もいる。ルーブリックの観点を見て、

「わかりやすく発表する」などの努力がすぐに表れる部
分に力を入れる生徒が出ることも考えられる。発表も大
切であるが、生徒が課題探究を深めるためにどのような
支援が必要であるかを考えていかねばならない。
　また、教師側の課題として、自分の専門以外の課題探
究論文を評価する力を育成する必要がある。これらの課
題をまとめて教員全体で共有していく必要がある。

６．「平和」グループ
（１）「平和」グループにおける個人テーマ例
　生徒たちが設定した研究のテーマは、次のとうりであ
る。
・「戦争画家の戦中・戦後」
・「戦争を防止する手段」
・「戦争放棄は平和につながるのか」
・「日本人と宗教」
・「テロ対策は十分か」
・「人々にとって音楽とはどのようなものなのか」
・「世界の価値観とグローバリゼーション」
・「無宗教の宗教」
・「ＩＴはどんな脅威になりえるのか」
・「日本で難民を受け入れるには」
・「知ることー戦争についての認識のためにー」
・「医療における国際化」
・「イスラム国の目的は」
・「国民と報道機関」
・「戦争と経済」
・「集団的自衛権は日本を戦争に導くのか」
・「国際支援はどのように行うべきか」

（２）活動の様子
１）テーマ設定

　「平和」という大テーマの中で、生徒各自の関心に
基づいて研究テーマを設定した。問題の枠組みが大き
く焦点が的確に絞られていないものが多いため、個人
指導を重ねて、問題の所在を具体的に意識させるよう
にした。地域の紛争やテロ、戦争、宗教、国際支援、
ＩＴ、グローバリゼーション、などに関するテーマを
設定しているが、どのテーマについても様々な問題が
複合的に関わってくることから、各自の研究対象と枠
組みを明確にする作業が難しかった。言い換えれば、
なかなか研究のスタートラインに立てなかったのが実
情である。

２）探究活動
　今年度当初に、年間目標として次の４点を掲げ活動
を始めた。
①独自の着眼点で課題を設定し、自ら考えた方法で多

角的な視点に立って研究を進める。
②研究した内容を論理的に他者に説明する。
③研究の「よりどころ」となる本を見つける。
④高校３年時に研究成果を論文にするためのデータ等

の資料を収集する。

　③については、４月に本校の図書司書より、資料検
索の方法、参考文献リストの書き方などのレクチャー
を受け、校内で信憑性の高い情報を得る手立てを学ん
だ。
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（３）今後の課題
　仮説をたて実証するという研究を行い、その成果を論
文にまとめるという次元の高い要求に対して高校生がど
こまで応えてくれるか想像がつかない。日々の教科の学
習や部活動、さらには受験勉強と両立させることは相当
な負担を強いることになるのは間違いない。しかしなが
ら、課題探究型の学習は、大学での学問を深める上でも
不可欠であり、子どもたちの頑張りにただただ期待する
しかない。
　問題は、教師が生徒の活動に対して、「どれだけ見通
しが持てるように整理できるか」、「個々の能力に応じた
指導が的確にできるか」、「この活動の意義を理解させモ
チベーションを維持できるか」、が重要である。
　つまり、教師のマネージメント能力が今まで以上に問
われることになる。

高校２年
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1.�学年目標、ねらい、伸ばしたい力など

○３年間の総合人間科の学びを総括して、現代の重要な
課題は何であり、自分の興味関心がどこにあるかを考
える。

○自分の進路を選ぶための情報を集め、自分でよく考え
て進路を切り拓く力を育てる。

2.�活動内容

　前期は、進学を考えている学部・学科や、将来就きた
いと考えている職業に関する課題について調べる。具体
的な情報を得るために、大学や職場を訪問する。学年を
６つのグループに分け、それぞれが集めた情報を共有
しながら、進路についてより深く考える。そのために、
フィールドワーク報告会を行う。
　後期は、３年間の総合人間科の集大成として研究集録
を完成し、クラスおよび学年でスピーチを行う。

3.�評価基準と方法

○方法
　フィールドワーク、報告会、研究集録作成、スピー
チなどの活動への取り組み方を評価する。

○基準
・主体的に活動に取り組んでいるか。自分の進路につい

て客観的かつ深く考えているか。
・スピーチなどにおける表現力が優れているか。各活動

の締切を守って計画的に進めることができているか。

4.�系統性

○前年度とのつながり
　１年生では、「生命と環境」について個人で課題研
究を行い、２年生では、「国際理解と平和」に関する
課題についてグループごとに探究をした。この２年間
で培った探究力を生かして、総合人間科の総括を行う。

○「持続可能な開発のための教育（ESD）」との関わり
　どのような進路を選ぶ場合でも、常に持続可能な開
発を念頭に置く必要があることを認識する機会を設け
る。

5.�SGHとの関連

　１年生では、「生命と環境」、２年生では「国際理解と
平和」に関する課題研究を行ったが、３年生では、すべ
ての現代的課題の中から、自分の進路に関わる課題を各
自で設定する。課題研究は、現代的課題に対しての疑問
点・問題点から研究を開始する。
　探究過程でフィールドワークを行い、自分の研究課題
に詳しい専門家から意見を聞く。研究集録を仮説および
動機・結論・検証方法・検証したことの順でまとめるこ
とによって３年間の総括とする。
　地球的課題の６領域を対象に仮説検証型課題研究を行
い、高等教育へつながる自立した学習成果を得る。

【抄録】　高校３年生の総合人間科では、「生き方を探る」を大テーマに６月のフィールドワークと連動したグルー
プ研究を行う。本年度は、現行総合人間科最後の年である。次年度からは新たな探求活動を中心とした学習に切り
替わる。従来型の仮説・検証・考察の過程を踏まえながら、キャリア形成を念頭において研究を進めていくことを
意図した。

キーワード　キャリア　グループ研究　総合人間科　フィールドワーク
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高校３年

生き方を探るⅡ「Carpe�diem」

薫　森　英　夫・都　丸　希　和・大　林　直　美

今　村　敦　司・鈴　木　善　晴・中　野　和　之



6.�授業計画

（前期）
回 日 授業内容（予定） 使用教室
０ ４月８日 グループ希望調査 教室

１ ４月13日 オリエンテーション
（１時間） 第一総合

２ ４月21日
立会演説

進路系統別グループ
（１時間）

教室・多目・書道・
メディア

３ ４月28日
生徒総会

FW先決定・FW候
補について調べる

（１時間）

PC・図書
教室・多目・書道・
メディア

HR ５月19日
FW先決定・FW候
補について調べる

（１時間）

PC・図書・各教
室
教室・多目・書道・
メディア

４ ５月26日 依頼状発送完了
（１時間） 各教室

５ ６月２日 FW

６ ６月９日 お礼状発送完了・
FW報告書提出

教室・多目・書道・
メディア

７ ６月23日 FW報告会準備・
FW報告会①

教室・多目・書道・
メディア

８ ７月７日 FW報告会②
（各グループ）

教室・多目・書道・
メディア

夏休み 研究集録下書き作成

９ ９月８日 HRと入れ替え
（センター説明会） 第一総合

HR ９月29日 研究集録作成 教室・多目・書道・
メディア

（後期）

10 10月13日 研究集録原稿提出締
切

HR 10月20日
立会演説

グループ内スピーチ
①（１時間）

教室・多目・書道・
メディア

HR 10月27日
生徒総会

グループ内スピーチ
②（１時間）

教室・多目・書道・
メディア

11 11月17日 学年スピーチ 交流ホール
12 12月８日 まとめ 第一総合
13 １月19日 HRと入れ替え

7.�テーマとフィールドワーク先

テーマ フィールドワーク先
大動物獣医としてどれだけ多くの
家畜を世に送り出せるか 知多大動物病院

医師という生き方 名古屋大学
栄養サポートorコミュニケーション 名古屋大学
看護師として出来ること 名古屋大学
獣医として野生動物に
どんなことができるか 岐阜大学

専門看護師のエマージェンシー 名古屋大学
地域医療・地域包括ケアシステム 足助病院
野生動物の保護と現状 岐阜大学
歯医者として生きていくためには 田部歯科医院
アスリートを支える理学療法士に
なるには 名古屋大学

現代のデザインを探る AFFINO FOLDA
日本画作家になるためには 愛知県立芸術大学
学校の国語教育とは 愛知教育大学

病気の子どもたちの学びを助ける 愛知医科大学
院内学級

よりたくさんの人に音楽を
聞いてもらうために 宗次ホール

警察のしくみ 愛知県警察本部
スポーツの教育 愛知学院大学
学校の勉強以外の「学び」が人生に
与える影響とは？ 名古屋大学

デザインが生み出されるまで 愛知県立芸術大学
児童相談センターに来る
子供たちの実態

春日井市
児童相談センター

奇想天外な広告のつくりかた 博報堂プロダクツ
英語教育の現状と未来 愛知県立大学
幼稚園と保育園の比較 やだ保育園
子どもへの上手な対応のコツ 椙山女学園大学

食品の研究開発 ポッカサッポロフード
＆ビバレッジ株式会社

ヘアメイクアップアーティストの魅力 中日美容専門学校
人の健康と運動 愛知学院大学
ファッションに携わる人間に求めら
れるものは何か 名古屋モード学園

スポーツ精神生理学 奈良女子大学
小学校での道徳 岩倉市立曽野小学校
物語から見る
平安時代の貴族のくらし 名古屋大学

グローバル化に対応するための日本
の外国語教育 南山大学

言語とコミュニケーションの関係 名古屋外国語大学

高校３年
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テーマ フィールドワーク先
古美術等の保存について 徳川美術館
最も効率の良い教育 名古屋大学
第二言語として日本語を学ぶ人々が
よくもつ疑問 南山大学

保育の現状 家庭保育室こぶた
現代日本における
マスメディアの役割 東海テレビ放送（株）

自然の恵みと健康 しらいし自然療術院
社会で活躍する人材を育てるための
学校教育 名古屋市立大学

自分とは何か～日米の文化を
哲学的側面から比較して考える～ 愛知県立大学

「成功」のワクチン的活用 名古屋大学
観光業から分かる日本と海外の人々 名古屋東急ホテル
サービス業におけるおもてなしの壁 名古屋東急ホテル
インターネットを使った仕事や
買い物のメリットとデメリット 愛知工業大学

ネットビジネス論について 愛知工業大学
観客を感動させる踊り 名古屋文化短期大学
舞台裏の努力 ZeppNagoya
海外での日本語教育と
日本での学校英語教育の比較 南山大学

将来の生き方を探る
～建築からの視点～ 名古屋大学

名古屋の生物多様性 名古屋生物多様性
センター

重工業分野における
他国に対抗するための技術研究 川﨑重工業

工学で貧困と環境問題を解決する 名古屋大学
診療所と病院を分けるワケ まつい内科クリニック
重工業分野における
他国に対抗するための技術研究 川﨑重工業

金属材料の変遷と現状～自動車～ 豊田産業技術記念館
コンピュータのこれからの
進化について 名古屋大学

人工知能研究の今とその未来 中京大学
薬の研究開発 名古屋大学
生体工学と人間 名古屋大学
人工知能と人間 中京大学

世界を飛びまわるパイロット 日本航空
中部空港支店

ITの可能性 名古屋工業大学
日常生活とロボット技術 名古屋大学
触媒 名古屋大学
魚類における情報処理能力 三重大学
人に夢と希望を与える仕事 河合塾

テーマ フィールドワーク先
自然環境保全 藤前干潟活動センター
成分の吸収はどこから？ THE CLINIC 名古屋
木質バイオマスの有効利用 名古屋大学
現在の食料破棄の状況を
改善するには トヨタファーム本社

動物福祉 岐阜大学
理学系・工学系の就職問題 名古屋大学
人工的な作物 名古屋大学
品種改良の使い道 名古屋大学
奇数の完全数 名古屋大学
生態系保全 名古屋市立大学
コンサルタントと数学の関係 名古屋大学
食品添加物 名古屋大学
生命の進化と起源 名古屋大学
地球温暖化が起こっている証拠 名古屋大学
生物多様性 名古屋大学
動物園、動物、大学の関わり 岐阜大学
インターネット社会での
ラジオの立ち位置 ZIP FM

女性の就労について 愛知労働局
商品企画について学ぶ スタジオセルフィット
日本観光業の将来
～インバウンドの強化について～

名古屋観光コンベン
ションビューロー

AIRDROP 名古屋大学
世界からの影響を受ける
日本の入国審査について セントレア

広告代理店の真の価値 株式会社デルフィス
ラジオの魅力とは ZIP FM
少年法の年齢設定は適切か 愛知学院大学

福祉を考える 港区障害者基幹
相談支援センター

法曹界 アディーレ法律事務所
音楽フェスティバルの発展と未来 サンデーフォーク
弁護士という職業について アディーレ法律事務所
世界を変えるOnly Oneの生き方
スポーツとマスコミの関わりとは 関西大学
スペイン語 ’ラテンアメリカ’ 私 名古屋大学
災害時の情報について 名古屋大学

CAについて 名古屋外国語大学／
セントレア

少子高齢化と経済 ニート株式会社
人々を支えるお仕事 安井家具
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8.�アンケート集計　12月８日　実施

（1）次の生活スタイルの内で、共感できるものがあれば
３つまで（　）内に１～３の順位をつけて記入して
下さい。また「こんな生活は絶対に望まない」とい
うものがあれば×印（いくつでもよい）を記入して
下さい。

S3A S3B S3C
1 2 3 × 1 2 3 × 1 2 3 ×

・ 社会のために役立ちたい。 4 3 2 7 2 6 9 4 6
・ 社会的に偉くなりたい。 1 1 2 3 2 4 1 4 5
・ 自分のことは考えず企業の

発展のために尽くしたい。 13 1 13 2 14

・ 経済的に豊かな生活を送り
たい。 6 6 7 1 4 6 9 1 3 7 6 1

・ 楽しい生活をしたい。 9 11 2 14 7 2 1 13 11 4
・ 自分の能力をためす生き方

をしたい。 5 1 4 3 3 4 1 6 5 4

・ 別にこれという目的もなくの
んきにやっていきたい。 3 8 1 8 1 3 1 10

・ 世の中に背を向けても自分
なりに生きたい。 2 5 3 1 6 1 1 2 4

（2）現在のあなたの進路決定、職業選択について何が重
要な要因となっていますか？次の内から当てはまる
ものに○をつけて下さい。○はいくつつけてもよい。
また「その他」の欄には具体的に記入して下さい。

S3A S3B S3C
・その職業の社会的意義 14 14 12
・その職業の収入の高さ 14 17 11
・自分の能力・学力との関係 14 18 13
・自分の個性・性格との関係 18 21 22
・自分の興味・関心との関係 29 32 29
・親の意見 1 4 4
・身の周りにいる人の影響 4 9 4
・テレビや映画の影響 4 8 6
・仕事が楽しそう 13 20 16

（3）高校卒業後の進路選択に、高校３年間の総合人間科
の影響はあると思いますか？

1　ある S3A　22 S3B　28 S3C　27 計　77
2　ない 　14 10 10 34

　「ある」と答えた理由
・高１のフィールドワークで知識が広がり、つながり

のある分野にも関心を持った。
・高３のフィールドワークの内容が自分の進路内容の

決定となった。
・目標を早い段階から決めておくことができた。

・自分の夢が決められた。総合人間科で自分の将来を
考える機会をもらえ、自分の実力がその夢に足りて
いなくても、努力して夢を追い続けたいと思える物
を見つけることができた。

・中高生のうちからアポイントを取ったり、依頼状、
お礼状を書いたりと、早いうちから社会に出る準備
ができる。

９.�考察

　高３は総合人間科としての総合学習最後の学年とな
る。本報告は、「生き方を探る」という学年テーマに沿っ
た最後の報告となる。今後は、学年別テーマがなくなり、
３年間の個別探求学習に変わる。従来型の総合人間科で
の学習活動が生徒にどういう変化をもたらしたのかを知
る上で、８のアンケート結果から伺うことができるだろ
う。
　アンケート項目の（３）の高校３年間の総合人間科の
影響はあると思うかについての質問に対して、有効回答
111名に対して77名の生徒が「ある」と答えている。そ
の理由としては、高１からのフィールドワークや調べ学
習を通しての視野の広がり、進路決定への導きとなって
いることが分かる。また、アポイントの取り方、依頼状
の書き方、お礼状の書き方など社会人として必要な学習
も行うことができ、座学にはできないアクティヴなラー
ニング内容となっている。
　生活スタイルの共感部分でも、３クラス合同で１位を
記した数が「36」と一番多かったのが「楽しい生活をし
たい」であり、次に「20」の「社会のための役にたちたい」
となっている。また、「望まない」で一番多いのが「40」
を数える「自分のことは考えず、企業の発展のためにつ
くしたい」となっている。自分を大切に考えながら、社
会の役にたつ、楽しい生活を求めていることになる。こ
こにも、自分で行動し、考える学習が生きていることが
伺える。
　「仕事を選ぶ要因」としては、「自分の興味・関心との
関係」に○をつけた生徒が90名に昇り、自立的なキャリ
アデザインの形成に大きく総合人間科が関わっていると
みることもできよう。
　最後に、女子生徒のメッセージを記して、筆をおきた
い。
　「まじめに取り組んでも、そうでなかったとしても、
終わる頃には、きっと自分の中で何かしら変化や成長を
感じられる良い経験でした。」
 （文責　中野和之）
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