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研究開発の経緯

開発単位による凡例
　◯Ⅰ：開発単位Ⅰ　◯Ⅱ：開発単位Ⅱ　◯Ⅲ：開発単位Ⅲ  
　◯他：その他の研究開発 

平成30年度（2018年度）４月

 ◯Ⅱ４月６日（土） AFS留学生　高校２年生１名　１年間
受け入れ

 ◯Ⅰ４月12日（木） 第１回高校２年生「総合人間科」オリ
エンテーションとテーマ報告会

 ◯Ⅰ４月12日（木） 第１回高校３年生「総合人間科」オリ
エンテーションと小グループ発表会

 ◯Ⅰ４月13日（木） 第１回高校１年生「総合人間科」
  高校の総人について／自己の関心を

「見える化」する
 ４月18日（水） 第１回SGH委員会［三小田博昭・原順

子・佐光美穂・石川久美］
 ◯Ⅰ４月19日（木） 第２回高校２年生「総合人間科」高校３

年生から２年生に向けての研究報告会
 ◯Ⅱ４月20日（金） 第１回協同的探究学習に関する指導・

助言［棚橋美加子（国）・都丸希和（数）・
松本拓也（体）藤村宣之　東京大学大
学院教育学研究科教授

 ４月25日（水） 第２回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅰ４月26日（木） 第３回高校２年生「総合人間科」研究
計画・予備調査

 ◯Ⅰ４月26日（木） 第３回高校３年生「総合人間科」論文
下書きとカウンセリング（CS）①

５月

 ５月９日（水） 第３回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅰ５月10日（木） 第４回高校２年生「総合人間科」発表
会と振り返り

 ◯Ⅰ５月10日（木） 第４回高校３年生「総合人間科」論文
下書きとCS②

 ５月16日（水） 第４回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅰ５月17日（木） 第５回高校２年生「総合人間科」探究
活動とCS①

 ◯Ⅰ５月17日（木） 第５回高校３年生「総合人間科」論文
下書きとCS③

 ◯Ⅱ５月18日（金） 第２回協同的探究学習に関する指導・
助言［湯浅郁也（英）・斉藤瞳（理）・尾
方英美（社）］藤村宣之　東京大学大
学院教育学研究科教授

 ５月23日（水） 第５回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅱ５月25日（金） 第３回協同的探究学習に関する指導・
助言［曽我勇司（社）・薫森（英）］藤村宣
之　東京大学大学院教育学研究科教授

 ◯Ⅱ５月29日（火） 台湾台北市龍山国民中学校　本校訪問
　高校生19名・引率者14名

 ５月30日（水） 第６回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅰ５月31日（木） 第２回高校１年生「総合人間科」研究
の方法２＜調査結果の記録など＞

 ◯Ⅰ５月31日（木） 第６回高校２年生「総合人間科」探究
活動とCS②

 ◯Ⅰ５月31日（木） 第６回高校３年生「総合人間科」論文
下書きとCS④

６月

 ◯Ⅱ６月１日（金） 第４回協同的探究学習に関する指導・
助言［今村敦司（国）・松本真一（数）・
都丸（数）］藤村宣之　東京大学大学
院教育学研究科教授

 ６月６日（水） 第７回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅱ６月８日（金） 第５回協同的探究学習に関する指導・
助言［渡辺絵美（音）・瀬古淳祐（国）］
藤村宣之　東京大学大学院教育学研究
科教授

 ６月13日（水） 第８回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ６月20日（水） 第９回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅰ６月21日（木） 第３回高校１年生「総合人間科」研究
の方法１＜文献調査＞

 ◯Ⅰ６月21日（木） 第７回高校２年生「総合人間科」探究
活動とCS③

 ◯Ⅰ６月21日（木） 第７回高校３年生「総合人間科」論文
下書きとCS⑤

 ◯Ⅱ６月22日（金） 第６回協同的探究学習に関する指導・
助言［渡辺絵美（音）］　藤村宣之　東
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京大学大学院教育学研究科教授
 ◯Ⅲ６月25日（月）～８月22日（水）
  新モンゴル高等学校長期研修教員・生

徒受け入れ
 ◯Ⅲ６月27日（水） コクヨベトナム名古屋大学招聘高校生

20名・引率者４名　本校訪問　琴体験
 ◯Ⅰ６月28日（木） 第４回高校１年生「総合人間科」グロー

バルキャリアガイダンス講話
 ◯Ⅰ６月28日（木） 第８回高校２年生「総合人間科」発表会
 ◯Ⅰ６月28日（木） 第８回高校３年生「総合人間科」論文下

書き完成
 ◯Ⅱ６月29日（金） 第７回協同的探究学習に関する指導・

助言［若山晃治（数）・棚橋美加子（国）・
広脇伸吾（数）］藤村宣之　東京大学大
学院教育学研究科教授

 ◯Ⅲ６月29日（金）～７月６日（金）
  米国ノースカロライナ州より生徒９

名・引率教員９名受け入れ
 ◯Ⅲ６月29日（金） 名古屋伝統文化和装礼法　ゆかた着付

け・日本茶体験

７月

 ◯Ⅲ７月３日（火） ノースカロライナの生徒　名古屋伝統
文化和装礼法

  「ゆかた着付けと箸つつみ体験」
 ◯Ⅲ７月３日（火） さくらサイエンス　日本・アジア青少

年サイエンス交流事業
  ［中国　生徒・学生42名　引率者７名

本校訪問］
 ７月４日（水） 第10回SGH委員会［三小田博昭・原順

子・佐光美穂・石川久美］
 ◯Ⅲ７月８日（日）～７月18日（水）
  新モンゴル高校　生徒10名・引率教員

２名　受け入れ
 ７月11日（水） 第11回SGH委員会［三小田博昭・原順

子・佐光美穂・石川久美］
 ◯Ⅰ７月？日（木） 第５回高校１年生「総合人間科」一日総

合大学
 ◯Ⅱ７月13日（金） 第８回協同的探究学習に関する指導・

助言［仲田恵子（英・）隅田久文（社）・
中村忍（理）］藤村宣之　東京大学大学
院教育学研究科教授

 ◯Ⅲ７月13日（金） 新モンゴルの生徒　名古屋伝統文化和
装礼法

  「十二単の着装を見る・体験する」
 ◯Ⅲ７月17日（火） 新モンゴルの生徒と本校生徒　名古屋

伝統文化和装礼法
  「ゆかた着付けと箸つつみ体験」
 ◯Ⅰ７月19日（木） 第６回高校１年生「総合人間科」夏の

課題確認
 ◯Ⅱ７月20日（金） 第９回協同的探究学習に関する指導・

助言［尾方英美（社）］藤村宣之　東京大
学大学院教育学研究科教授

 ◯Ⅲ７月22日（日）～８月１日（水）
  海外拠点　Ｇコミッテイモンゴル　モ

ンゴル研修［生徒７名　引率　中嶋哲
彦校長・杉本雅子］

８月

 ◯Ⅲ８月５日（日） 高校２年生１年間の留学（アメリカ）
 ◯Ⅲ８月８日（水） 高校２年生３ヵ月留学（アメリカAFS）
 ◯Ⅲ８月20日（月）・21日（火）
  グローバルデスカッション
  ［本校生徒16名　他校生徒９名・引率

教員７名・TA14名］
 ８月30日（月） アジアの架け橋プロジェクト　高校１

年生に１名受け入れ

９月

 ９月５日（水） 第12回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅱ９月７日（金） 第10回協同的探究学習に関する指導・
助言［棚橋美加子（国）］藤村宣之　東京
大学大学院教育学研究科教授

 ◯Ⅲ９月８日（土） 高校２年生　３ヵ月留学（ニュージー
ランド　飛び立て留学JAPAN）

 ９月12日（水） 第13回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅱ９月21日（金） 第11回協同的探究学習に関する指導・
助言［佐藤健太（体）・斎藤瞳（理・）石
川久美（理）・今村敦司（国）］ 藤村宣之
　東京大学大学院教育学研究科教授

 ９月26日（水） 第14回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅰ９月27日（木） 第７回高校１年生「総合人間科」PBL
①課題分析

 ◯Ⅰ９月27日（木） 第９回高校２年生「総合人間科」振り
返り・ミニレポート執筆

 ◯Ⅰ９月27日（木） 第９回高校３年生「総合人間科」論文
清書①

 ◯Ⅱ９月28日（金） 第12回協同的探究学習に関する指導・
助言［渡辺絵美（音）・石川久美（理）・
瀬古淳祐（国）］藤村宣之　東京大学大
学院教育学研究科教授

10月

 10月３日（水） 第15回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］



－ 89 －

 10月10日（水） 第16回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 10月12日（金） リトアニア　杉原千畝広場　センポ・
スギハラ・メモリアル除幕式に参加

 　10月12日（金）～ 17日（水）
  リトアニア高校生６名　受け入れ
 ◯Ⅱ10月12日（金） 第13回協同的探究学習に関する指導・

助言［杉本雅子（国）石川久美（理）］藤村
宣之　東京大学大学院教育学研究科教
授

 10月17日（水） 第17回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅲ10月19日（金） 名古屋伝統文化和装礼法「マナー講座」
 ◯Ⅱ10月19日（金） 第14回協同的探究学習に関する指導・

助言［渡辺絵美（音）・石川久美（理）］藤
村宣之　東京大学大学院教育学研究科
教授

 ◯他 10月20日（土）午前
  第１回Active Learning English（ALE）

開催「Cashless Society」［名古屋大学大
学院教育発達科学研究科　高井次郎教
授・三小田博昭・湯浅郁也・TA12
名・本校生徒15名・他校生徒12名］

 ◯他 10月20日（土）午後
  第２回Active Learning English（ALE）

開 催「Multiculturalism in Indonesia」
［名古屋大学大学院教育発達科学研究
科　高井次郎教授・三小田博昭・湯浅
郁也・TA12名・本校生徒15名・他校
生徒10名］

 10月24日（水） 第18回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅱ10月26日（金） 第15回協同的探究学習に関する指導・
助言［若山晃治（数）尾方英美（社）］藤村
宣之　東京大学大学院教育学研究科教
授

 ◯他 10月28日（日）午前
  第３回Active Learning English（ALE）

開催「Election Challenges in Nigeria」
［名古屋大学大学院教育発達科学研究
科　高井次郎教授・三小田博昭・湯浅
郁也・TA13名・本校生徒17名・他校
生徒10名］

 ◯他 10月28日（日）午後
  第４回Active Learning English（ALE）

開 催「Streaming the Venezuelan 
Dictatorship」［名古屋大学大学院教育
発達科学研究科　高井次郎教授・三小
田博昭・湯浅郁也・TA14名・本校生

徒13名・他校生徒11名］
 10月31日（水） 第19回SGH委員会［三小田博昭・原順

子・佐光美穂・石川久美］

11月

 ◯Ⅱ11月２日（金） 第16回協同的探究学習に関する指導・
助言［曽我勇司（社）・石川久美（理）］藤
村宣之　東京大学大学院教育学研究科
教授

 ◯Ⅰ11月１日（木） 第８回高校１年生「総合人間科」PBL
③予備調査と結果共有

 ◯Ⅰ11月１日（木） 第10回高校２年生「総合人間科」探究活
動とCS①

 ◯Ⅰ11月  １日（木） 第10回高校３年生「総合人間科」論文清
書②

 ◯他 11月３日（土）午前
  第５回Active Learning English（ALE）

開催「Equilibrium of the Nature From 
space to you」［名古屋大学大学院教育
発達科学研究科　高井次郎教授・三小
田博昭・湯浅郁也・TA13名・本校生
徒17名・他校生徒10名］

 ◯他 11月３日（土）午後
  第６回Active Learning English（ALE）

開催「Lee Ming Min」［名古屋大学大学
院教育発達科学研究科　高井次郎教
授・三小田博昭・湯浅郁也・TA13
名・本校生徒10名・他校生徒10名］

 ◯Ⅰ11月８日（木） 第９回高校１年生「総合人間科」PBL
④第一次問題解決

 11月９日（金） イオン１％クラブ　高校生アンバサダ
ープログラム

 ◯Ⅱ11月９日（金） 第17回協同的探究学習に関する指導・
助言［瀬古淳祐（国）今村敦司（国）都丸
希和（数）］藤村宣之　東京大学大学院
教育学研究科教授

 ◯他 11月10日（土）午前
  第７回Active Learning English（ALE）

開 催「The Languages of Australia」
［名古屋大学大学院教育発達科学研究
科　高井次郎教授・三小田博昭・湯浅
郁也・TA11名・本校生徒10名・他校
生徒８名］

 ◯他 11月10日（土）午後
  第８回Active Learning English（ALE）

開催「SDGs： Small actions， big impacts」
［名古屋大学大学院教育発達科学研究
科　高井次郎教授・三小田博昭・湯浅
郁也・TA14名・本校生徒11名・他校
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生徒８名］
 11月14日（水） 第20回SGH委員会［三小田博昭・原順

子・佐光美穂・石川久美］
 ◯他 11月15日（木） 第１回運営指導委員会　運営指導委員

８名
 ◯Ⅰ11月15日（木） 第10回高校１年生「総合人間科」PBL

⑤結果共有
 ◯Ⅰ11月15日（木） 第11回高校２年生「総合人間科」探究活

動とCS②
 ◯Ⅰ11月15日（木） 第11回高校３年生「総合人間科」論文清

書③
 ◯Ⅱ11月16日（金） 第18回協同的探究学習に関する指導・

助言［湯浅郁也（英語）松本真一（数）］藤
村宣之　東京大学大学院教育学研究科
教授

 ◯Ⅲ11月16日（金） グローバルコミッテイーJr　GSID報告
会　名古屋大学にて

 ◯他 11月17日（土）午前
  第９回Active Learning English（ALE）

開催「Challenges facing tourism sector 
in Tanzania」［名古屋大学大学院教育
発達科学研究科　高井次郎教授・三小
田博昭・湯浅郁也・TA12名・本校生
徒14名・他校生徒７名］

 ◯他 11月17日（土）午後
  第10回Active Learning English（ALE）

開催「The Beauty and Challenges of 
Transportation in Papua New Guinia」

［名古屋大学大学院教育発達科学研究
科　高井次郎教授・三小田博昭・湯浅
郁也・TA11名・本校生徒６名・他校
生徒９名］

 ◯他 11月17日（土）・18日（日）
  模擬国連（グローバルクラスルーム日

本委員会主催）生徒参加
 11月21日（水） 第21回SGH委員会［三小田博昭・原順

子・佐光美穂・石川久美］
 ◯Ⅲ11月30日（金） グローバルコミッテイー Jr　タイ王

国パヤオ大学との交流準備

12月

 12月５日（水） 第22回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅰ12月６日（木） 第11回高校１年生「総合人間科」PBL
⑥第二次問題解決

 ◯Ⅰ12月６日（木） 第12回高校２年生「総合人間科」探究活
動とCS③

 ◯Ⅰ12月６日（木） 第12回高校３年生「総合人間科」論文完
成

 ◯Ⅱ12月７日（金） 第19回協同的探究学習に関する指導・
助言［棚橋美加子（国・中村忍（理）］藤
村宣之　東京大学大学院教育学研究科
教授

 12月12日（水） 第23回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅲ12月13日（木） タイ王国パヤオ大学教育学部博士後期
課程大学院生と大学教員との交流

  タイの説明（灯ろう祭りの歌・ダンス
の紹介を含む）、灯ろうづくり等

 ◯Ⅱ12月14日（金） 第20回協同的探究学習に関する指導・
助言［広脇伸吾（数）・石川久美（理）・
今村敦司（国）］藤村宣之　東京大学大
学院教育学研究科教授

 ◯Ⅲ12月15日（土） SGH高校生フォーラム　主催：文部科
学省・国立大学法人筑波大学

  会場：東京国際フォーラム
  ［高校２年生３名　高校１年生（留学

生）１名引率　原順子・杉本雅子］
 ◯Ⅰ12月20日（木） 第13回高校２年生「総合人間科」発表準

備
 ◯Ⅱ12月21日（金） 第21回協同的探究学習に関する指導・

助言［尾方英美（社）・湯浅郁也（英）］藤
村宣之　東京大学大学院教育学研究科
教授

 ◯Ⅱ12月28日（金） 第22回協同的探究学習に関する指導・
助言［湯浅郁也（英）・石川久美（理）］ 
藤村宣之　東京大学大学院教育学研究
科教授

１月

 １月９日（水） 第24回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・石川久美］

 ◯Ⅲ１月10日（木） SDGs企画カードゲーム「2030」に生徒
４名参加　名古屋大学附属図書館にて

 ◯Ⅰ１月10日（木） 第12回高校１年生「総合人間科」PBL
⑦結果共有

 ◯Ⅰ１月10日（木） 第14回高校２年生「総合人間科」発表会
①

 ◯Ⅰ１月10日（木） 第13回高校３年生「総合人間科」まとめ
（集録配布）

 １月16日（水） 第25回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅲ１月16日（水） 韓国中・高校生とポスター発表交流
 ◯Ⅱ１月18日（金） 第24回協同的探究学習に関する指導・

助言［瀬古淳祐（国）・曽我勇司（社）・
杉本雅子（国）・隅田久文］藤村宣之　
東京大学大学院教育学研究科教授

 ◯Ⅲ１月21日（月）～１月28日（月）
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  イオン１％クラブ　高校生アンバサダ
ープログラム・タイ研修［生徒10名　
引率　尾方英美］

 １月23日（水） 第26回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅰ１月24日（木） 第13回高校１年生「総合人間科」PBL
⑧発表準備

 ◯Ⅰ１月24日（木） 第15回高校２年生「総合人間科」発表会
②

 ◯Ⅱ１月25日（金） 第25回協同的探究学習に関する指導・
助言　藤村宣之　東京大学大学院教育
学研究科教授

２月

 ２月６日（水） 第27回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅰ２月７日（木） 第16回高校２年生「総合人間科」振り返
り・ミニレポート執筆

 ◯Ⅰ２月８日（木） 第14回高校１年生「総合人間科」PBL
⑨研究成果発表会　公開授業

 ◯Ⅰ２月８日（木） 第17回高校２年生「総合人間科」SGH
研究成果発表会　公開授業

 ２月13日（水） 第28回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅱ２月15日（金） 第26回協同的探究学習に関する指導・
助言　藤村宣之　東京大学大学院教育
学研究科教授

 ２月20日（水） 第29回SGH委員会［三小田博昭・原順
子・佐光美穂・石川久美］

 ◯Ⅱ２月22日（金） 第27回協同的探究学習に関する指導・
助言　藤村宣之　東京大学大学院教育
学研究科教授

３月

 ◯Ⅰ３月７日（木） 第15回高校１年生「総合人間科」PBL
⑩個人レポートまとめ

 ◯Ⅰ３月７日（木） 第18回高校２年生「総合人間科」学年発
表会

 ◯Ⅱ３月８日（金） 第28回協同的探究学習に関する指導・
助言　藤村宣之　東京大学大学院教育
学研究科教授

 ◯Ⅲ３月９日（月）～ 18日（月）
  海外拠点　ＧコミッテイNC  米国ノ

ースカロライナ研修［生徒10名　引率
　佐藤俊樹・佐光美穂］

 ◯Ⅰ３月14日（木） 第16回高校１年生「総合人間科」来年度
のテーマ決めとグループ分け

 ◯Ⅱ３月15日（金） 第29回協同的探究学習に関する指導・
助言　藤村宣之　東京大学大学院教育

学研究科教授
　３月21日（木）～ 27日（水）
  リトアニア共和国　生徒訪問
 （文責　石川久美）
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