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目的

・教科を超えて学問に触れる
・社会や大学の学問と連携する

CHET）は、2015年５月に中等教育研究センターを発展

日時

2016年８月９日～11日

的に改組し、新たに高大接続研究センターとして開設さ

場所

東海地区国立大学共同「中津川研修センター」

究センター（Center For Higher Education Transitions

れた。

企画内容

現在は、
センター長１名（大学院教育発達科学研究科・

活断層を体験する

教授大谷尚）、専任教員１名と事務補佐員１名、さらに
研究員２名（高大接続に関する他大学の研究者として北
星学園大学経済学部教授、北海道大学名誉教授・佐々木

中津川市鉱物博物館にて、阿寺
断層のモデルを見学。その後、
実際に阿寺断層に出かけ、実物
を体験する。

医師アタマで考えて みなさん、お医者さんって患者
患者のココロへ伝え さんをどんなふうに見て、どん
よう
なふうに考えて、どんなふうに
伝えているのでしょうか？今回
皆さんに、実際の医学資料やシ
ミュレーションを使いながら、
一連の診察を経験してもらいま
す。さあ、みなさんは、名医に
なれるかな？

隆夫、北海道大学准教授・光本滋）を委嘱して、運営が
なされている。
高大接続研究センターは、①高大接続に関する研究、
②高大接続入試に関する研究、
③中等教育に関する研究、
④新たな大学入学者選抜の開発、⑤高大接続に関する事
業の実施、以上５点について、専門的に調査研究するセ
ンターとしての機能を目指している。

昼下がりの頭の体操

黄金比とタイリング

平等と差別について LGBLと法律
考える

（２）附属中学・高等学校と一体化した取り組み
①「SSH課題研究」による共同授業の実践

KJ法 を 活 用 し た、
パネルディスカッ
ションの方法を体験
しよう

今年度は、附属高等学校における「SSH課題研究」の
１コマを高大接続研究センターの専任教員が担当し、高
大接続型の授業実践の試みが行われた。
「科学倫理」と
いうテーマで複数の教員が行うオムニバス形式の授業
で、ものごとの本質や科学的な思考力・判断力を問いか
ける内容であった。

２泊３日

この企画では、参加型の学習法
である「ブレーンストーミン
グ」や「KJ法」を体験しながら、
本質を追求し、新しい真実を探
求していく方法を学びます。

「中津川プロジェクト」で行われる企画の一つを、高
大接続研究センターの専任教員が担当した。テーマは
「KJ法を活用したパネルディスカッションの方法を体験

②「中津川プロジェクト」

しよう」で、生徒たちにとって最も身近である学校生活

「中津川プロジェクト」は、附属高校生を対象にして、

をテーマとして「ブレーンストーミング」を行った。

夏休みに名古屋大学の「中津川研修センター」を利用し

生徒は複数のグループになり、様々な意見が書き出さ

た、２泊３日の短期集中型で実施される合宿である。企

れたカードの整理を行った。このカードの整理を通して、

画の狙いは「既存の学問領域や、高校の教科の枠にとら

問題の本質やその問題との関連性を明らかにした。
また、

われることなく、名古屋大学での教育・研究につながり、

周りにいた教員も自然と生徒たちの中に入り、一緒に作

広い意味でその基盤になるものを実施し、附属高校生の

業を行ったことは想定外であったが、教員と生徒の双方

視野を広げて学習意欲を高め、名古屋大学の求める学生

が意見を出し合うなど、非常に活気あるものとなった。

像と教育内容への理解を深めること」とされている。

作業終了後は、まとめた内容を図式化し、グループの
代表が発表を行い、全員で報告内容の共有を行った。教
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員と生徒のコミュニケーションを活発化する上で大変効
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ついて現在分析を行っている。

果的な内容であっと同時に、附属学校の良い点・悪い点
など、教員と生徒が認識を共有することができたことも

2016年度の設立講座

良かったといえる。

講座名称
物理学探究講座

生命科学探究講座

地球市民学探究講座

地域包括ケアシステム探究講座

インフラ工学探究講座 人文学探究講座
電子工学探究講座

人間発達科学探究講座

（３）今後の高大接続研究センターの取り組み
今後は、高大接続入試で先行するいくつかの大学およ
び高校の調査を実施し、新たな高大接続入試の在り方な
どの基礎資料を蓄積していきたいと考えている。具体的

各グループのポスター

には、追手門学院大学の「アサーティブ入試」や、国立
の附属高校が併設されている神戸大学附属中等教育学校
の「高大接続研究」についての調査を、年度末に実施す
る予定である。
また、開設したWebページでは、高大接続関連の情
報や、全国の大学に設置されている高大接続関連の研究
機関のリンク先を掲載するなど、サイトの充実も図って
いる。
昨年度から新たにセンターの研究課題としているのが
「アドミッション・オフィサーの養成」である。高大接
グループ作業の様子

③「学びの杜・学術コース」
「学びの杜・学術コース」は、毎年６月～翌年１月に
行われる高大連携のプログラムである。
「名古屋大学の
知を高校生に」というテーマで、名古屋大学の教員を中
心として、学問研究の最前線で活躍されている研究者た
ちが、高校生を対象に、それぞれの学問領域における知
の探究の成果や方法、スタイルなどについて分かりやす
く解説し、知の探究と厳しさと愉しみを体験してもらう
という目的で開設された本格的な「学術的な探究講座」
である。
特に、大学レベルの高度な「学び」を体感することに
より、高校生が各自の適性について、また興味や関心に
ついて育み、将来のヴィジョンを広げたり、キャリア・
デザインへと発展できるように企画されている。
また、
附属高等学校との関わりでは、
「物理学探究講座」
「生命科学探究講座」
「地球市民学探究講座」の３講座が、
スーパー・サイエンス・ハイスクールの授業として一般
公開されており、附属高校生が受講することで単位認定
がされている。
今年度は、この講座の受講前と受講後の学びの意識の
変化などについて、附属高等学校と共同でアンケート調
査を実施した。「学びの杜」が持っている教育的効果に
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続システム改革会議の「最終報告」
（2016年３月）では、
高大接続改革後の入学者選抜を担うアドミッション・オ
フィサーについて「多面的・総合的評価による入学者選
抜を支える専門人材の職務の確立・育成・配置等に取り
組むことが必要」とされた。しかし、当該人材を養成す
るプログラムは我が国に無いため、その養成プログラム
の構築を新たな研究課題として進めることにしている。
とりわけ、高大接続についての学習や高大接続型学力形
成については、附属学校にて観察・実習などを行うこと
で、大学側と高校側に必要とされる人材を育成するため
のプログラム開発を一体的に目指す予定である。今年度
は「アドミッション・オフィサーの養成」について「研
究科長裁量経費」を申請し採択されたため、2017年３月
にアメリカの４－５つの大学を訪問し、
アドミッション・
オフィサーの現状とその養成システムについて、調査を
実施した。
（文責


高大接続研究センター

特任講師

阿部英之助）

－ 122 －

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要

第 62 集（2018）

第2章

G30 for everyone 他

英語環境
三小田

博

昭

要項目の１つとして明記された。
「国立大学の附属学校

（１）研究の背景

としての機能の点検と推進、大学の発展への活用」であ

平成16年に名古屋大学が国立法人となったのを契機

る。附属学校に課せられた取組は①高大の接続の推進、

に、名古屋大学総長を中心とする大学執行部体制が重要

個別選抜方法への改革と取組②先進的な中等教育プログ

な役割を担うようになった。当然ながら附属学校も大学

ラムの推進、長短期の留学生受入れ数拡大による中等教

の意志決定のもと大学法人附属としての学校として運営

育のグローバル化の推進である。
名古屋大学のスーパーグローバル大学等事業「スー

がなされるようになった。名古屋大学の理念である「勇
気ある知識人」や濱口道成名古屋大学第13代総長の時の

パーグローバル大学創成支援

スローガン「名古屋大学からNagoya Universityへ」と

いても、
「今後留学生受入数の拡大と学生の質を確保す

Aタイプ」構想調書にお

いう方針を本校に組み入れた。濱口道成前名古屋大学総

るため海外リクルート組織をさらに強化し、海外指定校

長の時に、名古屋大学が附属学校に課しているミッショ

推薦制度や海外オフィスにおける公開講義、国内外の高

ンの１つに「附属学校の国際化」がある。具体的には、

校生サマーキャンプ（本学附属高校との連携）を実施す

「附属学校の充実」として①教育学部附属学校協議会に

る」、「本学附属高校と一体となり、外国人高校生や高校

よるマネジメントの強化②中高大連携による教育の充実

教師向けに短期プログラムを開催し志願者が進学大学を

③海外高校生受入体制の構築と整備である。これは名古

決定する前に本学の魅力、強みアピールできる機会をつ

屋大学のホームページで常に見ることができる（http://

くる。」など附属高校も一体となった形態での国際化が

www.nagoya-u.ac.jp/2012website/about-nu/images/

現在進行中である。

hamaguchi_plan/ver2013.pdf）
。これを契機に、本校に
は海外から非常に多くの高校生や研究者が訪問すること
となった。
以下は平成28年度２月現在での本校を訪問した海外か

（２）名古屋大学と一体化した英語による
コミュニケーション能力向上プログラム

らの長期短期留学生・研究者等の総数である。
総

数

留学生

研究者

482名

122名



本校SGHでは、ものごとの本質を地球規模で捉え、自
分の力で探究し続ける勇気と判断力のある人間であり、
本校はこれを魅力的なグローバル・リーダー像（本校で
は「自立した学習者」と呼ぶ）定義した。英語によるコ

留学生・研究者等の出身国：

ミュニケーション能力を向上させることは、
「自立した

タイ、オーストリア、モンゴル、台湾、香港、米国、中

学習者」のとって欠かすことのできない力である。その

国、ブータン、イタリア、モルティブ、デンマーク、ベ

ために、本校では、次に示す５つのステージを名古屋大

ルギー、ベトナム、インドネシア、韓国、シンガポール、

学と一体となって実践している。

パキスタン
《レベル１

G30 for everyone》

また、
「名古屋大学からNagoya Universityへ」という

名 古 屋 大 学 が 実 施 し て い るEnglish and Japanese

スローガンをもとに、本校は国際バカロレアの趣旨を踏

Training Programs である。「Studium Generale」とい

まえた教育の推進に関する調査研究 （H24～H26）に取

うネーミングで春と秋の２回行われる。この中の「大学

り組み、中等教育でのIBDPの充実と大学への接続問題

院講義の英語化に向けた英語力アップ講義 -英語による

について研究と提言を「国際バカロレアの趣旨を踏まえ

模擬講義体験-」に現在、本校生徒が参加し、院生・学生・

た教育の推進に関する調査研究報告書」の中で行った。

大学職員とともに異年齢集団の中で、英語力アップに努

名古屋大学第13代総長の平成27年度から松尾清一名古

めている。
規定数以上の講義に参加することで修了証が名古屋大

屋大学第14代総長へと引き継がれた。
松尾清一総長は「名
古屋大学松尾イニシアティブ

NU MIRAI 2020」を制

学から発行される。

定し、その中でも附属学校は大学のミッションに中に重
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英語環境

れらの講義レベルは非常に高いため、すべての高校生が
参加する訳ではない。名古屋大学国際プログラムへ参加

Ｇ３０

できる生徒は、英語運用能力だけではなく、コミュニケー
ション能力や英語で思考することができる生徒に限られ

ＮＵＰＡＣＥ

ている。しかしながら毎年数名の高校生が大学生に交じ

Weekend TOEFUL

りこれらの講義を受講している。

ALE

（３）レベル１

G30 for everyone

G30 for everyone

上記５つのステージのうちで、本校生徒が数多く受講
しているものがG30 for everyoneである。この講義は、
《レベル２

附属高校生を始め、名古屋大学学生、名古屋大学教職員

ALE（Active Learning in English）
》

名古屋大学教員がリレー形式で講義を担当し、２時間

が参加することができる。内容は、大学で行われている

連続の全10回シリーズで行われる。講義はすべて英語で

英語の講義がどのようなものであるかを、様々な分野に

行われ、ディスカッションやワークショップもすべて英

おいて、大学教員（ネイティブ、非ネイティブ、日本人）

語である。講義前には１時間チェックインとして、名

が分かりやすく英語で講義するものである。扱われるト

古屋大学留学生（TA）と一緒に、
「英語の頭」を作る。

ピックは、心理学系、コンピュータ系、社会科学系、理

講義後は、フォローアップとして、講義の復習を、TA

数系と多岐にわたる。全14回行われるが、７回以上参加

と一緒に行う。TAは講義中も教室で生徒の手助けをす

した場合は修了証書が参加者に発行される。講義時間は

る。

２時間である。講義自体は、講座によって教員が変わる
アラカルト方式のものである。名古屋大学構内で行われ

《レベル３

るため、キャンパス内にある本校生徒は、通常授業や部

Weekend TOEFUL 》

留学を希望している大学生を対象に行っている

活動が終わった後で参加することができる。年２回、春

TOEFUL講座である。この講座は週末に行われ、本校

と秋に開催される。2016年度、Spring G30 for everyone

生徒も大学生に交じり受講している。この講座に参加す

に本校生徒は27名が参加、Fall G30 for everyoneには43

るためには、レベルチェック（スピーキング）を受ける

名の高校生が参加した。SpringとFallの両方に参加する

必要があり、附属校生については、本レベルチェックの

生徒もいる。

結果の上位２名までが受講することができる。
《レベル４

NUPACE（Nagoya University Program for

Academic Exchange）
》
名古屋大学は、学内で学ぶ短期留学生のために、各研

（４）レベル１ G30 for everyone 
参加生徒アンケート集計



《参加した理由》

究科、研究所、センター単位で、英語による授業群を開

・講義一覧を見ておもしろそうだと思った講義がいくつ

設している。これらの中から、高校生に適し、かつ受講

かあったから。全部英語というのを体験してみたかっ

が認められるものを選択し、高校生が受講できるように

たから。

している。

・英語での講義を聴いてみたかったから。どのくらい自
分で聞き取れるかを知りたかった。

《レベル５

G30》

・英語の力を伸ばすきっかけのなると思ったから。大学

名古屋大学には、G30による学部プログラム（自動車

の授業のようなものを体験して見たかったから。

工学、生物系、科学系、物理系、国際社会科学、アジア

など、英語の力を伸ばすことや大学での授業を体験して

の中の日本文化）と大学院プログラム（博士前期：自動

みたかったからという理由が多数を占めていた。

車プログラム、土木系、物理数理系、化学系、生物系、
経済ビジネス国際、比較言語文化、アジアの中の日本文

《参加した感想》
・パワーポイントで図や写真もあったのでどぎれとぎれ

化。博士後期：物理数理系、化学系、生物系、医学系、

でもわかる英語であり思ったよりも話の流れがつかめ

土木系）が存在し、すべて英語で授業が行われている。

てよかった。

またこれには、一般教育科目arts & scienceと日本人学

・思っていたよりもずっと難しかったけれど、とても勉

生が英語で受講できる科目も開設されている。これらの

強になった。先生によってアクセントや発音が異なっ

内、高校生の受講に適し、かつ受講が認められるものを

ていたので、興味深かった。

選択し、高校生に受講させている。言うまでもなく、こ

・ゆっくり話している英語と、すごく速い英語など「英
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語」の中でもいろいろな違いがあったことが分った。
高校生にもわかる内容がいくつかあったのでとてもお
もしろかった。
・知っている単語しか聞き取れなかったが、自分の英語
力はまだまだ低くて、もっと頑張りたいと思った。
《講義内容の一例》
Can Economic Integration Make any Difference?
Encouraging Women into Science: an Alternative View
to Gender Equality
Great Expectations: How to Manage and Exceed
Expectations in Your Life
What is Gravity? What are Gravitational Waves?
What`s Exciting about Them?
Have a Dream…That the Global 30 Next Shall Flourish
National Treasures in Nagoya: The Tale of Genji
Picture Scrolls
Natural History: Past and Present Ways to Understand
the Tree of Life
Traditional Complementary and Alternative Medicine

－ 125 －

第 62 集（2018）

