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北米拠点：ノースカロライナ研修

三小田　博　昭

（１）目的

「課題探究Ⅱ」における６つの課題研究領域のうち、人
権と共生[生存・差別・障がい] ／平和[紛争・民族・国際
理解] ／文化[言語・芸術・表現]）で課題研究を行ってい

る生徒を対象として行う。生徒の選抜は、校内で行う課
題研究成果発表により、審査する。選抜された生徒は、
多様な文化・価値観をもつ米国を将来の日本の姿と重ね
合わせ、課題研究に関するフィールド調査を現地の高校
生と協同で行う。

＜人権と共生＞からのアプローチ 

・人権の問題や差別・障がいの問題等から多
文化共生を捉える 

＜平和＞からのアプローチ 

・紛争と国際理解、民族問題等から多文化共
生を捉える 

＜文化＞からのアプローチ 

・言語や芸術・表現等から多文化共生を捉え
る 

「Melting Pot アメリカから多文化共生
を探る」 

・ East Chapel Hill High School, 

Chapel Hill High School の生徒、米国
の大学教授、教育委員と協同で行う。 

（２）Why�NC?

　ノースカロライナ州は、高校生だけでなく一般的に日
本ではあまり知られていない。日本からの直行便もな
く、ノースカロライナ州へ行くためには、アメリカ国内
で飛行機を乗り継ぐ必要がある。それにもかかわらず名
古 屋 大 学 は、 ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ 州 に 名 大 事 務 所

（Technology Partnership of Nagoya University, Inc.）
を持っている。その理由は、東のシリコンバレー、西の
リサーチトライアングルと呼ばれるアメリカ東海岸を代
表する高等教育機関や研究所が集まる世界有数の地域だ

からである。そのため多くの日本企業も工場を置いてい
る。リサーチトライアングルには、正解大学ランキング
でも有名はTHE（Times Higher Education）の上位に
位置するノースカロライナ州立大学、ノースカロライナ
大学チャペルヒル校、デューク大学があり、世界中から
研究者や優秀な学生が集まっている。そのため、その地
域にある高等学校の学力水準も高く、生徒の保護者も大
学教授や研究者が多くいる。そのため、本校SGH研究開
発の海外拠点としてはもっともテキしている場所である
と位置づけ、本校SGHの北米拠点とした。

（３）北米拠点の研究体制
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（４）期待される効果

　「課題探究Ⅱ」の研究内容が、現地でのフィールド調
査に生かされる構造になっているため、学校内で行って
いる研究活動を世界の中で捉え俯瞰的に思考を巡らすこ
とができ、新たな視点から課題研究を深めることができ
る。また、英語を通して論理的に他者に表現する勇気
と、コミュニケーションに必要な判断力の向上も目指
す。

（５）内容

事前学習１）
　高校１年生前期：PBL（Problem Based Learning）の
基礎を学ぶ

・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
・文献調査の手法の学習

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）

　高校１年生後期：PBL（Problem Based Learning）の
基礎を応用する。研究課題を設定する

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）

研究課題を設定

事前学習２）
　NC研修を協同で行っているEast Chapel High School, 
Chapel Hill High Schoolの日本語教員が本校を訪問し、
NC研修の事前指導を行う。

［事前指導の内容］
・現地についての基本情報（学校の様子、授業のあり

方、現地の天候等）
・これまでの現地における研究発表の様子
・タブレットでのGoogle Documentの使い方指導
・現地での課題研究に備えて、渡米まえにしておかなけ

ればならないこと
・プレゼンテーションｎ方法と話し方、質疑応答の際の

留意事項　　等

（事前学習の様子）
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NC研修生徒選考の過程）

GCの公募開始 各種プログラム参加 選考（職員会議）

GC: Global Committee の略　高校1年生を対象に参加生徒を募集
GCの活動：他校SGH校プログラムの参加、来校留学生との交流等
選考用件：学業成績、活動履歴、コミュニケーション力等

プログラムの具体的内容）
名称：
　SGH North Carolina 2018  Japan Exchange Program
訪米期間案：
　2019.03.09（土）～ 2018.03.18（月）
訪問団：
　引率教員２名、生徒10名
滞在中の行程案：
　１日目：

８:20　セントレア発 JL30820　→　
９:30　成田発JL010　→ ７:40  Chicago 着　→　
12:31　Chicago発　AA942　→　
15:23　Raleigh-Durham International Airport 着

　２日目～：　
相手校でのプログラム（課題研究）
　於）East Chapel Hill High School, 
　　　Chapel Hill High School

　６日目：
課題研究成果発表会（プレゼンテーションナイト）
10名の生徒が、米国生徒とペアで発表
　10通りのプレゼン
現地の大学教員
　（NC STATE　NC University Chapel Hill 等）

　７日目：
Research Triangleの大学２校の及び高校見学
　８:55 North Calolina School of Science and Math
　10:15 Duke University West Campus
　12:15 UNC（University of North Carolina） Campus 
 到着

　９日目：振り返り
　10日目：
　　７:30  Raleigh-Durham International Airport NC発

AA1302
　　12:15  Dallass-FortWorth発　JL011
　11日目：

16:00　成田着　→　18:30  成田発　JL 3087　→　
19:50  セントレア着  解散

（米国のペアとの発表 H29年度）

（助言者の大学教員 H29年度）
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（Duke University 見学 H29年度）

（University of North Carolina 見学 H29年度）

NC研修の特色）

１．NC研修は相互交流が特色である。
２．日米での滞在は、ホームスティが基本である
３．日米生徒は、訪米時、訪日時、それぞれの学校

での通常授業を多雨兼する。
４．日本生徒の課題研究のフィールドワーク（FW）

の場としてNC研修が位置付いている。
５．SGH終了後も継続してプログラムを行う。

【課題研究 研究テーマの一例　H29年度】

・日本でのフェアートレードを普及させるには
・グローバル化が進む現在、日本人高校生の国際交

流は活発になっているか
・日本国憲法を第三者の立場から見ると
・アメリカ人と日本人のコミュニケーションの違い

とは
・世界の“基準”を知る

【渡米前の生徒の抱負　H29年度】
・私は、中学３年生で平和学習をして、科学技術は平和

や便利さを生み出すのに大いに貢献していると思うけ
れど、その一方で私たちや地球そのものを滅ぼしてい

るという恐ろしさを持つものなんだということを強く
感じました。このため、SGH NC研修ではそのような
科学技術をどう扱うべきかを研究したいです。今回の
この研修ではアメリカという、日本とは異なる文化や
歴史を持つ国でも、私のこの疑問や、もやもやをどの
ように捉えているのかを体感し、体感したことをこれ
からどのように生かしていくかの基礎をつくりたいで
す。

・課題研テーマは、「心理状態とコミュニケーションの
関係について　－自分も他人も守るコミュニケーショ
ンのあり方とは－」にした。私扱おうとしているコ
ミュニケーションとは、言語、文化によってさまざま
な流儀がある一方で、日常ずっと使ているものである
ために、自分たちのやり方の特長を感じることは難し
い。そこで今回の研修では、アメリカという異文化圏
にいくチャンスを生かし、日本のコミュニケーション
と比較できるデータをとってきたいと思う。

【渡米後の生徒の抱負　H29年度】
・この研修を通じて、私が強く感じたことは、アメリカ

人も日本人も同じなんだということです。私たちは無
意識のうちに差異を感じています。この研修をとおし
て人と人とのつながりの大切さを強く感じとることが
できました。

 （文責　三小田博昭）
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