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第 5 章 

研究開発にかかわる取り組み・他校視察等

実施報告
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第 5章 １． 海外派遣および受け入れ 

 

海外派遣および受け入れ 

 

 

海外派遣                                                         

 ここでは，国際センターの主管する海外派遣のプログラムを紹介します。全学を対象

に，コース，学年を問わず，より多くの生徒が海外に出ていくことが可能になるよう，

既存のプログラムの充実はもちろんのこと，新規プログラムの開発にも力を注ぎました。 

 

(1) 概要 

多様な海外派遣プログラムや短・長期留学派遣プログラム，海外大学研修プログラム，

海外研修の充実・拡充・新規開発により，より多くの生徒が海外で学べる機会を創出し

ています。生徒のチャレンジ精神，社会認識，外国語力，異文化理解，国際感覚の向上

を実現している。世界を舞台に活躍するグローバルリーダーの育成を目指し，日々プロ

グラムの更新に努めています。 

 

(2) 海外派遣プログラム  

以下のようなプログラムがあります。 

 

① 海外派遣プログラム・グローバルチャレンジプログラム（GCP） 

・海外で開催される中高生の国際会議や研修企画，交流行事，社会貢献活動への参加

機会を提供し，生徒の主体的な参加を通じて，異文化理解力や語学力を向上させるこ

とを目的にしたプログラムです。実施企画は，教員からの提案をもとに，企画審査会

を経て決定します。 

GCP は，グローバルに活躍する未来の人材育成として，原則として海外で行われる

国際会議・ワークショップ・ボランティア活動等に参加するものです。この活動を通

して生徒に，「自律的活動力・人間関係形成力・社会参画力・持続可能な未来づくり

への責任感」を身につけさせることを目標としています。そして，生徒に学習に対す

る意識を啓発し，視野を広げて世界の社会情勢に関心を持つことの重要性に気づか

  プログラム 名 称 
① 海外派遣プログラム グローバルチャレンジプログラム（GCP） 

② 短期留学派遣プログラム Real Exchange Program(REP) 
私費短期留学 

③ ⻑期留学派遣プログラム IMコース⻑期留学 
個⼈⻑期留学 

④ 海外⼤学研修プログラム ⽴命館⼤学主催プログラム 

⑤ 海外研修 各コース海外研修 



- 85 - 

せてくれる効果を期待しています。参加した生徒は未来志向的に自己を再認識し，こ

のプログラムが各自のキャリア形成の一助になっています。今年度実施したプログ

ラムに参加した人数は，56 名であり，その詳細な内容は次の通りです。 

 プログラム 活動内容 国 期間 数 

１ 
Voyageur Wilderness 

Programme 

・Learn Canadian history and geography by 
traveling by canoe. 

・Learn Indigenous Metis & Voyageur 
heritage. 

カナダ 7 ⽉ 12 ⽇〜7 ⽉ 22 ⽇ 7 

２ Go India Initiative 

・Experience India, the world's fastest growing 
major economy, in a secure environment. 

・Explore urban and rural India: 21st and 18th 
century alongside each other. 

・Interactions with Indian people and students, 
visiting Indian schools and homes for 
enhance cultural exchange. 

・Visiting historical sites including UNESCO 
World Heritage Sites in India. 

インド 11 ⽉ 16 ⽇〜11 ⽉ 24 ⽇ 2 

３ 
Yale Mode United 

Nations Korea 

・Promote global citizenship and foster an 
educational environment in which delegates 
can engage in the world's most pressing 
international relations issues. 

・Utilize the western Model UN approach, 
which emphasizes in-committee cooperation 
and building critical thinking skills under 
pressure.  

・Experience intense cross-cultural exchange 
and challenges to consensus among parties 
with vastly differing interests. 

・Practice personal diplomacy and negotiation 
skills in the spirit of international 
cooperation. 

韓国 11 ⽉ 29 ⽇〜12 ⽉ 1 ⽇ 4 

4 WYM と ASEP 

・テーマに沿ったプレゼンの準備・実施を台湾
⽣徒と共同で⾏う。 

・来⽇した台湾⽣徒のホストファミリーとな
り，⽇本⽂化を紹介する。 

・ホームステイや現地学校で，台湾の⽂化を学
ぶ。 
・成果報告をする。（ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ・学年集会など） 

台湾 

WYM: 

  8 ⽉ 1 ⽇〜8 ⽉ 6 ⽇ 

ASEP: 

12 ⽉ 23 ⽇〜12 ⽉ 29 ⽇ 

4 

5 
第 18 回東アジア⻘少

年歴史体験キャンプ 

・⽇中韓の３国の⻘少年が中国に集い，過去の
戦争の歴史を学びあう中で東アジアの未来
の平和について考える。 

・学習会，⾃然体験，交流会，記念講演，三国
共同授業，グループ討論 

⽇本 8 ⽉ 7 ⽇〜8 ⽉ 12 ⽇ 19 

 
⾹港・深セン スタデ

ィツアー 

・⾹港−HSBC 等企業訪問，ディズニーランド
訪問，孤児院訪問，現地⽣徒との交流 

・深セン−最新 IT サービスを実体験する。世
界⾦融都市との違いを学ぶ。 

中国 

⾹港 
7 ⽉ 22 ⽇〜7 ⽉ 27 ⽇ 10 
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7 
UCL-Japan Youth 

Challenge 

・英国との交流を通して⽣徒の国際性育成プロ
グラムの開発および普及を⾏う。 

・国際的な環境の下，合宿形式で⽇英⾼校⽣の
混成チームによる共同作業を⾏うための⽅
法論の開発と普及に努める。 

イギリス ７⽉ 19 ⽇〜7 ⽉ 28 ⽇ 3 

8 

JOGE JOGE 

BHUTAN 2019〜〜幸せの

国から考える⽇本の未来〜 

 

・現地視察とホームステイ 
・現地中⾼を訪問，交流 
・ブータン障がい者施設を視察，交流 
・宇治市作業所への継続⽀援，イベント出展 

ブータン 8 ⽉ 2 ⽇〜8 ⽉ 9 ⽇  6 

 

参加生徒感想 

Trip to the Future—Shen Zhen  高校 3 年ＩＭコース生徒 

 From July 21st to 26th, a group with ten members 

and a leading teacher, visited Shen Zhen and Hong Kong, 

which are the hottest places today. It was a study tour of 

Global Challenge Program, which consists of various 

program that allows Ritsumeikan Uji students to experience 

things that they cannot undergo within classes in school. 

Throughout this precious opportunity, the group went over 

three main procedures: the preparations for on-site 

experience, the visit, and the reflection after the program. 

 First, the group spent approximately two months to prepare for the visit. During the 

preparation period, the group conducted three main things. First, the research on the background of 

Shen Zhen and Hong Kong. Every one of the group members decided on which topic they were going 

to research, and finally, we gathered our data into one document. The main aim of this action was to 

effectively know about the places we were about to visit. Second, the group selected the group leader 

and the sub-leaders. The purpose of this selection was to decide which person is responsible for the 

further assembly and the program. The last action was meeting with the coordinator who would take 

care of and manage us, with the purpose of obtaining prior knowledge on the trip.  

 During the staying time, the group first looked on the 

development of Shen Zhen through visit to several facilities. For 

instance, the group visited food market which incorporates advanced 

technology in its procedures. In the market, the group observed 

cashless payment, QR code information service of products, 

systematic delivery institution. The key point was that every process 

did not require mass people for control, which indicates machinery has 

already taken the role of human. As a result, there are less mistakes and 

unnecessary human costs which bring about greater benefit to the 

previous models. Second, the group visited Huaqiang North, which is 

an industrial place for the amateur creators. There, the group learned that innovations are generated 
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from this place and the core idea that revolved was “every knowledge must be shared”, which led the 

group members also deduce that this intense idea is at the foundation of the Silicon Valley and rapid 

growth of China. Third, the group visited an educator which attempts to introduce STEAM education 

in educational system and underwent trials of that program. The group realized that the educator like 

him was high-end just like buildings in Shen Zhen and was one of the leading people of the educational 

development. 

 To Hong Kong, the group transferred by migration between 

Shen Zhen and Hong Kong. In Hong Kong, the group saw the traces of 

protestation since the period the group visited was exactly after a protest 

in the airport. Near station, the group saw and took some pictures of 

poster and little cards that was posted on the columns around the station. 

Surprising fact was that in normal days nobody was protesting or even 

bringing severe atmosphere. There, the group noticed that what the social 

media in Japan cover may carry some biased or unnecessary information.  

 

UCL Japan Youth Challenge   高校 2年 IB コース生徒 

Throughout the UCL Japan Youth Challenge, we visited several different 

universities such as Cambridge, UCL, and UCL East. We also listened to 

several lectures, discussed, created, and presented about accessibility, the 

central theme of this program with students from other Japanese schools 

and English schools. Still, there were plenty of fun side, as we were able 

to go and see incredible and exotic places. The preparation before going 

to the program was done over the course of several months. Since the main 

theme for this year was “accessibility for all”, we had to write and submit 

three written assignments regarding the concept of accessibility and its 

importance to UCL individually. Each of them needed some very deep thoughts, research, and time to 

give a good answer. This was made more difficult for me because 

I had to manage a good balance between this, my assignments at 

IB, and the exam. Fortunately, I managed to do it, and as the 

summer break came, so did the ten days of UCL Japan Youth 

Challenge. After a long journey all the way from Japan by air, 

United Kingdom was overall a rather nice place, though I did 

encounter some difficulties. The weather was unforgiving, as an 

anomalous heatwave was unleashed upon Europe, including UK, and the heat was unbearable at times. 

One day was so hot that the temperature peaked at about 37 degrees at worst, and trains were operated 

at a reduced pace due to the treacherous heat expanding the rails. To make matters worse, some of the 

accommodation rooms I’ve been to did not have a fan, let alone an air conditioner. Another thing I 

noticed was the vastly different way to operate a shower. The way to operate the shower was 

completely different in everywhere I went. Some were very easy to understand and use, such as having 

only a single button, while others were nothing like I have seen before, like a huge knob to control the 
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water and with another knob within, which controls the temperature. Still, despite all of those struggles, 

the ten days I spent in United Kingdom was an extremely valuable experience. Not only were there 

several informative and entertaining lectures on various topics ranging from superconductivity to 

vaccines, but there was also some opportunities given to visit some absolutely spectacular places, such 

as the gargantuan, beautifully constructed cathedral in King’s College, the magnificent dinner room 

usually reserved for only the most privileged students in Queen’s College, and the massive expanse of 

campuses and buildings in UCL. Everywhere I went, there was something new and intriguing to see, 

and every bit of it was a moment which I do not want to forget. Also, I was able to quickly befriend 

both students from Japan and United Kingdom and that made every moment spent in this program 

more entertaining than what it could have been otherwise. I was surprised that I was able to 

communicate and make friends that fast. To fully utilize this experience, I want to keep and remember 

all the knowledge about United Kingdom that I gained throughout this 

program, as I might need it in the future, because United Kingdom is 

definitely one of the options available for my university choice. Also, this was 

the first ever GCP that I have participated in my years at Ritsumeikan Junior 

and Senior high school combined. Therefore, I also decided to actively 

participate in similar programs outside of school, by going to a summer camp 

to Nagano just days after this program ended, and applied for a speech contest 

held by Jochi University, currently waiting for the result. 

 

②  短期留学派遣プログラム  

・Real Exchange Program(REP)  

 REP(Real Exchange Program)は，交換留学制度の１つですが，一番の特長は，受け入

れ留学生（海外からの留学生）と派遣留学生（本校の生徒）がそれぞれの家庭に相互に

ホームステイすることであす。また，実質的な留学期間はそれぞれ 2～3ヶ月間ですが，

メールなどでの事前やりとりを含めると，約 1 年間の交流体験ができることも大きな特

色です。 

 対象学年は，高校 1年生から高校 3年生。海外からもほぼ同年代，原則日本語を学習

している生徒を対象として本校の生徒とのペアリングを行います。毎年この制度を利用

して相互留学をする本校の生徒は，5名程度で，留学先は，オーストラリアとニュージ

ーランドが一番多くなっています。学校間の直接交流のため，次のような点に注意を払

っています。 

まず派遣をする海外の学校の選定に時間をかけること。その学校を直接訪問し，校長

と担当者に実施したいプログラムの内容を丁寧に説明します。ここで一番大切なことは，

学校同士の強い信頼関係の構築です。受け入れ・派遣留学生が留学中に起きた問題を早

期に解決するためには，両校が緊密に連絡できる環境が必須です。その後，両校の校長

のサインが入った“覚書”を取り交わします。また，留学生の受け入れと派遣でのトラ

ブルを回避するために次のような試みを実施しています。原則，最初に留学生の受け入

れ，その後に本校から生徒を派遣します。このことにより受け入れ留学生，派遣留学生

とその家庭への事前オリエンテーションを十分に行うことができます。詳細な内容は，
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①「本校での学校生活の手引き（日英）」と「受け入れ家庭のルールブック」を受け入

れ留学生に来日前にデータで送り，現地の教員が指導します。②「留学生受け入れハン

ドブック」を活用しながら受け入れ家庭へのオリエンテーションを行います。③「留学

生バディ（お世話係）の仕事内容」を本校の生徒に渡し，学校での対応を確認します。

④本校の生徒が留学する前に「留学ハンドブック」を中心に受け入れ留学生も交えて現

地の学校や家庭の情報を共有します。これにより留学中に起こり得る問題を軽減するこ

とができます。 

 受け入れ留学生は，派遣留学生(＝バディ)のクラスに在籍し，生活面の支援や友達の

紹介，クラブ活動の案内などのお世話をします。学習面では，留学生の日本語レベルに

応じて週に約 8〜12 時間程度留学生向けの日本語の授業を受けます。日本での生活に順

応するためには，日本語力伸長が重要な要因となるため，特別な指導が必要です。派遣

留学生の事前英語学習では，留学への心構えの指導および語学・文化学習を取り入れて

います。また，現地の学校では生徒の英語力に応じて実践的な科目を履修するように指

導しています。例えば，ドラマ・芸術・体育・工作（木工金属）・映像・調理などです。 

 このプログラムでの課題は，留学生を受け入れることができる家庭の確保です。日本

の住宅事情などの問題で留学生を受け入れることができない場合があり，遠方からの通

学生や寮生もこのプログラムに参加することが原則できません。しかし，今後インバウ

ンドの中高生留学生を積極的に受け入れていく上では，この課題を解決すべく日本の家

庭での“おもてなしの心=ホームステイの受け入れ”を広げていきたいと思っています。 

対象 相⼿校 国 期間 派遣時期 派遣⼈数 
⾼校 Macleans College ニュージーランド 2ヶ⽉ 2020年2⽉〜4⽉ 2 
⾼校 Redlands College オーストラリア 2ヶ⽉ 2020年1⽉〜3⽉ 2 

 

・私費短期留学 

姉妹校などへ授業料とホームステイ費用を支払って留学するプログラムです。交換で

はないため，受入の必要がありませんが，費用がかかります。留学中は各国からの留学

生が所属する国際コースに入り英語や様々な科目を履修することになります。 

対象 派遣校 国 期間 派遣時期 派遣⼈数 
⾼校 Lynfield College ニュージーランド 83 日間 2020 年 1月～4月 1 
⾼校 Northcote College ニュージーランド 73 日間 2020 年 2月～4月 1 
高校 Kelvin Grove State College オーストラリア 74 日間 2020 年 1月～4月 1 

 

・トビタテ！留学 JAPAN 

2014 年に独立行政法人日本学生支援機構がスタートさせた官民協働海外留学支援制

度です。本年度はⅲ名の生徒がこの制度を利用しました。 

対象 分野名 国 期間 派遣時期 派遣⼈数 
⾼校 アカデミック(ショート) イギリス 14 日間 2019 年 8月 1 
⾼校 スポーツ・芸術 カナダ 80 日間 2020 年 1月～3月 1 
高校 スポーツ・芸術 イギリス 22 日間 2020 年 3月 1 
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③ 長期留学 

・IM コース長期留学 

IM コースは，全員が 1年間留学するカリキュラムとなっています。本プログラムは

SGH までのところで開発してきたものですので，詳細は割愛しますが，１クラスが

オーストラリアとニュージーランド，１クラスがカナダへの留学を行っています。 

・個人長期留学 

IM コース以外の生徒が長期留学を希望する場合は，外部団体の留学プログラムを利

用します。 

 

④ 海外大学研修プログラム－立命館主催プログラム 

 立命館一貫教育部が提供する海外大学研修プログラムです。高校３年生を対象とした

２つのプログラム：カナダ UBC に留学する「高校 3 年 3 学期の 3 ヶ月ターム留学」，ア

イルランド DCU に留学する「高校 3 年 3月の 1 ヵ月留学」があります。 

対象 相手校 国 期間 派遣時期 派遣人数 
高校3 年 University of British Columbia

（UBC） 
カナダ 3 ヶ月 2020 年 1 月～3 月 4 

Dublin City University
（DCU） 

アイルランド 1 ヶ⽉ 2020 年 1月 12 

 

海外受入                                                         

本校が持つ海外のネットワークを駆使し，日本での学習を希望する海外からの留学生

受け入れを拡充する。留学生受け入れに当たり，海外留学生に対する日本語教育（JSL）

の充実を図る。 

(1) 概要 

本校では年間を通して短期・長期の留学生の受け入れ 100 名を目指している。出身国

は，タイ，アメリカ，ニュージーランド，オーストラリア，マレーシア，インドネシア，

フィリピン，ブルネイ，中国，フランスなど多岐にわたる。特に受け入れで大切にして

いる点は次の３つである。１）バディ（世話をする生徒）システムの確立，２）日本語

授業(Japanese as a Second Language 以降 JSL クラス)の設定，３）文化体験プログラ

ムの実施である。本校のバディは，基本的に各クラスの国際委員が担当することになっ

ている。 

(2) 海外受入プログラム体制 

留学生の日本語学習希望に応じるために JSL クラス体制が整備されている。これは，

週に最大 15 時間の留学生向け日本語学習を保証するものである。これにより日本語力

の伸長と共に学校教育や日常生活へのスムーズな適応を可能にしている。また，文化体

験プログラムとして「Edventure (Education +Adventure)」という体験・体感型校外学

習を組んでいる。これは，世界遺産訪問や公立小学校体験，漫画博物館訪問，お箸作り，

和菓子作り，染色体験，陶器作り体験などを通して真の日本文化を経験するものである。 

留学生の受け入れには大きな成果が現れている。在校生の異文化を理解する気持ちを育

て，世界規模で友人を作ることができるだけでなく，優秀な留学生の学習姿勢に感化さ
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れ，語学学習の動機付けや日頃の学習にも良い影響を与えている。ほとんどの留学生は，

自国の文化に誇りを持ち，将来の目標をしっかりと決め，高い語学能力（3 言語以上）

を有している。また，その表現力や発表力の高いことに驚かされる。2019 年度に受け入

れた留学生は模擬国連への参加や地域のボランティア活動，学内での平和学習プレゼン

テーション発表など積極的に学びを深め，発信する姿勢をよく見せてくれた。今後も高

校での短期・長期の留学生の受け入れを積極的に広げていきながら，国内でのグローバ

ル教育の機会を多く与えられることの重要性を認識してもらえるよう，努力していきた

い。 

(3) 2019 年度受入留学生 

 
受⼊留学⽣出⾝

国・地域 
期間 

⼈
数 

本校での活動内容 

1 中国 １年間 1 授業参加・クラブ参加・校外学習・交流会・⽂化体験 

2 フランス １年間 2 授業参加・クラブ参加・校外学習・交流会・⽂化体験・ホームステイ 

3 ブルネイ 6 ヶ⽉ 1 授業参加・クラブ参加・校外学習・交流会・⽂化体験・ホームステイ 

4 マレーシア 6 ヶ⽉ 1 授業参加・クラブ参加・校外学習・交流会・⽂化体験・ホームステイ 

5 インドネシア 6 ヶ⽉ 1 授業参加・クラブ参加・校外学習・交流会・⽂化体験・ホームステイ 

6 フィリピン 6 ヶ⽉ 1 授業参加・クラブ参加・校外学習・交流会・⽂化体験・ホームステイ 

7 マレーシア 1 ⽇ 33 授業参加・交流会 

8 オーストラリア 2 ヶ⽉ 2 授業参加・クラブ参加・校外学習・交流会・⽂化体験・ホームステイ 

9 ニュージーランド 2 ヶ⽉ 2 授業参加・クラブ参加・校外学習・交流会・⽂化体験・ホームステイ 

10 アメリカ 1 週間 9 授業参加・クラブ参加・校外学習・交流会・⽂化体験 

11 タイ 2 週間 11 授業参加・クラブ参加・校外学習・交流会・⽂化体験・ホームステイ 

12 台湾 1 週間 3 交流会・⽂化体験・ホームステイ 

13 台湾 8 ヶ⽉ 1 授業参加・クラブ参加・校外学習・交流会・⽂化体験 

 

 

 

 

 

※ 上記の他，IG コース（年次進行で現在高校 2年まで）においては高校 3年夏に海外

研修を選択制で計画しており，次年度より実施予定。 
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第 5章 ２．教科と結びつく研修 (1) 

 

教科と結びつく研修派遣概略と COVID-19 による影響 

 

 

研修による海外派遣概略 

 Global Leaders Study (GLS)やコア探究および SDGs の授業と連動した探究型の海外

研修開発は WWL 事業に於いて重要である。立命館宇治高等学校では，IM コースの GLS に

おいて，カンボジア研修，タイ研修やラオス研修などを実施してきた実績がある。これ

らを元に，本年度は以下の計画を持った。 

1) 従来の研修を連携校にも開放し，共同で実施する 

2)  SDGs の履修者を中心に，連携校と共に新しい研修，プロジェクトを立ち上げる 

1) ラオス研修 

ラオス研修は年間 2 回を実施し，夏の実施は課題発見，冬は課題解決をメインにす

るという意図がある。立命館宇治高等学校では，ラオスでの研修やプロジェクトは SGH

時代から継続されている。この研修に今回は，連携校の生徒にも開放し，一緒に行う

こととしました。 

共同で行うことで，ほどよい緊張感が生まれ，新しい視点が加わるため，研修自体

の質が向上しました。詳しい報告は第５章２.(2)に掲載します。 

2) SDGｓ 

SDGｓは IG コースの選択授業として高校 2 年と 3 年に選択で配当されている学校

設定科目で，ネイティブ教員がイマージョンで行う授業です。本年度は，カリキュラ

ム改革の途上にあり，高校 2 年で初めてこの科目が設定されました。この授業を受け

るいわば一期生である生徒と連携校の生徒が協働して，新しいプロジェクトを立ち上

げていこうという気運が高まり，マニラ短期研修が企画されました。 

連携校からは，愛媛県立三崎高等学校，福岡雙葉高等学校，宮崎県立飯野高等学校，

長崎県立長崎東高等学校から参加応募が有り，実施目前まで進みましたが，今回の

COVID-19 流行の影響で，中止となりました。 

 

COVID-19 の影響（研修・視察関連） 

 3 月実施予定でキャンセルとなった主な取り組みは以下の通りです 

カンボジア研修 IM コース 70 名を予定 

マニラ短期研修 連携校 4校を含む 15 名を予定 

   市川高等学校主催 Academic Day 5 名参加を予定 

   愛媛県立三崎高等学校など連携校への視察と打合せ３件 

 2020 年度開催のもので 2020 年 3 月 14 日現在ですでにキャンセルとなったもの 

   6 月実施 参加予定であったマレーシア SMK Sri Aman 主催国際会議 

   7 月実施 参加予定であった APU 正課授業 FIRST 海外研修（台湾） 

 ※その他の影響は第 7 章検証に記載します。 
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第 5 章 ２．教科と結びつく研修 (2)  

GCP 深セン・香港スタディツアーを実施 

 中国の深セン・香港において，スタディツアーを実施しました。GCP の企画として，

世界最大の経済成長都市の深センと，世界最大の経済都市の香港を経験し，世界基準で

の経済の様子を感じてきました。様々な場所を見学し，実際に企業訪問をすることで，

生徒たちは今世界で起きているスピード感や壮大さを学ぶことが出来ました。 

全体スケジュール 

５月 16 日（水）第１回 MTG 

顔合わせ ，役割分担，GCP の意義説明，今後の

スケジュール確認，事前に取り組むこと確認，

訪問地の下調べ，訪問者への質問，渡航中に取

り組むこと確認 （振り返り，メモ，アクショ

ン），動画・写真撮影（報告物の為），事後に取

り組むこと確認，報告会，パワポ・動画制作，

報告書作成，連絡方法確認 

６月５日（水）第２回 MTG 

上記の進捗報告，渡航情報について連絡，オンラインで Tiger Mov 様が参加 

６月 26 日（水）第３回 MTG 

上記の完成 

７月 17 日（水）第４回 MTG 

出発前最終確認 

７月 22 日〜27 日 深セン・香港スタディツアー 

９月４日（水）第５回 MTG 

振り返り，今後のアクションの確認，（興風際，学術際，学年集会，オープンキャ

ンパスなど），今後のスケジュール確認

９月 11 日（水）第６回 MTG 

プレゼン発表 

スケジュール

１日目 移動（関西国際空港→香港国際空港→深セン）OMO スーパー見学

・アリババの経営する OMO 型スーパー（アリババが経営するオンライン販売とオ

フライン販売が結びついたスーパー）を見学しました。商品のバーコードを読み

取ると，生産者情報や関連商品などを表示してくれました。商品は，スーパーで

オンライン決算した後に自宅にと置けてくれます。商品を売るということではな

く，アリババがこういった情報を集め次のビジネスに生かしていることや，ブラ

ンド力をつけ別の媒体（スーパー以外）からも消費者を獲得する手法をとってい
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ることが驚きでした。 

２日目 華強北訪問，無人コンビニ訪問，LUCKIN COFFEE 訪問，ハイテクパーク訪問 

・華強北では，部品の一部から商品作成，さ

らにはその商品に対しての投資まですべて

行うことができるとのことでした。華強北

で開発された商品が香港に運ばれ世界中に

空輸されます。商品開発から 8 時間以内に

世界の６割に届けられるそうです。 

・ソフトウエア作る忙しいサラリーマンな

どでも利用できる無人コンビニや，B to B

を実践するユニコーン企業の Luckin 

Coffee は非常にスピード感を感じることが

出来ました。 

・世界経済の中心である香港を前海に移そうとしている中国の政策や，世界中で

物流を作ろうとしている一帯一路計画など，中国戦略のしたたかさに驚きました。 

３日目 STEAM 教育企業訪問，MUJI HOTEL 訪問，CEEC 訪問，Point of you 

・STEAM 教育を推進している企業での体験授業をし，プログラミングを体験。３D

プリンターで簡単なものを作ってみたり，プログラミングに挑戦しました。 

・CEEC では最新の最新 IoT 製品を見学し，生徒個人の興味が高いウエアラブルス

ピーカーやスマートトイレを見ることができました。 

 

４日目 FREE SKY 訪問，移動（深セン→香港），日本電産香港支社訪問 

・深センで一番高い高層ビル FREE SKY に登る。

最上階からは，深センが全て見ることができ，

これまで見学した土地の位置を把握すること

ができました。 

・香港では日本電産の副社長の方とお会いし，

グローバル企業の展望や働き方などについて

伺うことができました。大変お忙しい中で２時

間半もお時間をとっていただき，親切にお話を

していただきました。 

５日目 香港ディズニーランド 

・世界一流のゲストサービスについて学びました 

６日目 移動（香港国際空港→関西国際空港） 

 

 

 

 

 

 

華強北にてグループ写真 

points of view にて講義を受けている様⼦ 
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第 5章 ２．教科と結びつく研修 (3)  

 

ラオス研修（8 月） 

 

 

 ラオス パクセーにおいて，ラオス渡航を実施しました。例年は，本校 IM コースのみ

での実施をしておりましたが，今年度から WWL AL ネットワーク校の福岡雙葉高等学校

と聖光学院高等学校および本校 IG コースの生徒を含めた合同で実施しました。本校 IM

コースの 3年生は，GLS（Global Leadership Studies）の授業で生み出したプロジェク

トを現地へ持ち込み実践活動を行いました。 

・Wakka プロジェクト：寄付活動を行いラオスへの教育支援を行う 

・らおにん：コーヒーの買い付けと販売を行い産業の自立を目指す 

・E2：言語として英語を学び，意思疎通の楽しさを学ぶ 

・Compus：現地の子供達に国際意識を持って貰うために，他国の事を学ぶ 

  

渡航目的としては以下の３点です。 

・多様な現場訪問： 

課題の現場を観察し，実社会に結びついた解決策について多角的に理解し，プロジ

ェクトの運営に生かす。 

・異文化交流活動： 

現地で日本人が経営している寮（坂雲寮）で現地高校生と交流する。異文化を理解・

尊重し，異なる文化や価値観に柔軟に適応する姿勢を養う。 

・協働による教育活動の実践： 

農村の小学校で教育活動，教育支援プロジェクトを実践する中で，プロジェクト運

営の難しさを学ぶ。また，他校の生徒とのチームで協働することで実践力を高める。 

            

全体スケジュール 

５月 13 日（月）参加者のネームリスト確認 

６月 07 日（金）参加者顔合わせ（役割決め），行程の紹介・今後の予定確認，旅費， 

集合場所，支払方法，持ち物確認，昨年生徒のパワポ確認， 

フェイスブックグループページ確認など＠ZOOM 

６月 20 日（木）安全管理講習＠ZOOM 

７月 26 日（金）事前学習プレゼン大会＠ZOOM 

８月 21 日〜８月 27 日 ラオス渡航 

９月 09 日（月）報告書及びプレゼン提出日 

９月 12 日（木）プレゼン発表および Facebook ページでの共有 

 

現地研修スケジュール 

１日目 移動（関西国際空港→ドンムアン空港→） 
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２日目 移動（→ウボンラチャタニ空港→パクセ），ラオス語講座，授業準備 

３日目 授業実践（小学校１），授業実践（小学校２），ゴミ処理場訪問 

４日目 コーヒー農園訪問，YAMAMOTO FARM 訪問，バタフライピー農園訪問 

５日目 ダオファングマーケット訪問，村訪問，坂雲寮生と夕食準備と交流 

６日目 仏閣訪問，ショッピングセンター，移動（パクセ→ウボンラチャタニ空港→） 

７日目 移動（→ドンムアン空港→関西国際空港） 

 

生徒の感想 

＊先輩たちから，自分にはない積極性を感じることができた。コーヒー豆買い付けの

交渉の現場においても，折れない強さを感じることができた。 

＊事前に自分で調べて学習したことと，現地での生の声はちがった。ネットでは得ら

れない情報をたくさん得ることができた。やっぱり現地に行くことは大切だと思っ

た。振り返りミーティングでは，多数での意見交換で，こういう意見もあるのかー

と思い勉強なった。 

＊先輩のプロジェクトについて深く知れて，ラオスコーヒープロジェクトは思って

いた以上にビジネスだった。2個上の先輩とは思えなかった。教育活動も，教える

というのも大変だと思った。長い会議で（授業が）成り立った。 

＊もっと勉強したいけど，お金がないといっていた坂雲生がいた。授業でぼーっとし

ている自分がはずかしい。もっと教育チームで何ができるかを考えたい。インタビ

ュー活動では，なかなか自力で考え，意見を言えなかった。それは自分に自信がな

いからか？ 1 年生，2年生は，3年生すごいって言ってくれたけれど，1年生，2年

生から自分が見えてないことに気付かされたりした。ありがとう。 

＊教育活動担当はぐらぐらで（ラオスへ）来た。反省点もたくさんあったけど，実際

に現地でたくさんの人と関わる機会があって良かった。みんなを上手く使えなかっ

たので反省。コトバの壁を感じるけど，人と会話するのは言葉だけではないと思っ

た。教育は大事だと思った。村でも，自分は教育受けてなくて，読み書きも出来な

いけど，大事だっておばあちゃんが言っていた。教育はすべてのことの根底にある

気がした。余計，プロジェクト頑張りたいって思った。 

＊3 校合同がうれしい。（来る前までは）自分のプロジェクトだけ考えていた。それ

だと周りが見えなくなる。でも，今回，振り返り（ミーティング）とかでシェアで

きて，他のプロジェクトを知ることができてよかった。一緒に考えられたのも良か

った。現地で学べることが多かった。坂雲生とも出会えてよかった。3 年生すごい

って言ってくるけど，正直まだまだだし，むしろこれから頑張らないと。 

＊ネットで得られる情報とインタビューでの情報ではちがった。いろいろと分から

ない状態でプロジェクトを走らせないといけなかった。自分はリーダーではないけ

れど，やらなきゃと思って。穴だらけで焦ったけど，みんなが助言してくれた。み

んながいなかったら，あの授業はできなかった。どれが正しいのかと探し続けて，

迷ってしまった？感じがある。正しいとかではなく，別の道もあるんだと分かった。

ちゃんと目的つくって，意味のあるプロジェクトにしていきたい。 
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第 5章 ２．教科と結びつく研修 (4)  

 

Global Leadership Studies in Laos（ラオス研修冬）を開催 

 

 

立命館宇治を拠点校とする WWL AL ネットワーク構築支援事業の取り組みとして，本

年度 2回目のラオス研修が実施されました。本研修は，SGH の取り組みから継続し 3年

目を迎えました。本年度から WWL の事業として AL ネットワーク校にも参加を解放して

おり，神奈川県聖光学院高等学校と福岡県福岡雙葉高等学校からも参加がありました。

複数の学校が共同で行うことで，新しいアイデアが生まれるなど相乗効果が得られます

実際，両校は夏の実施時にも参加しており，夏に課題と思ったことを今回実施してみよ

うという提案がなされ，それが実現しました。このように一校だけで行っていると過去

の踏襲に終わりそうなところを，新しい視点が入り，新しいプロジェクトや既存のプロ

ジェクトの改善が進んでいくことを実感しました。 

 

主な活動内容 

 ラオスにおいて，貧困のために優秀であるが高校に行けない生徒を支援することによっ

て高校に通わせるプロジェクトを行う NPO が運営する坂雲寮を訪問しました。小学校を訪

問しての教育支援プロジェクトを展開してきました。また，ラオスは農業国家であり，高原

においてコーヒーの栽培が盛んなため，農家支援のプロジェクトやこれまでに，ラオスのコ

ーヒー農家から仕入れたコーヒー豆を，地元宇治のコーヒー店で販売してもらう仕組みを

作り，ラオスコーヒーの普及に努めるとともに，得られた収益を，ラオスの教育に還元する

プロジェクトを行ってきました。今回は，福岡雙葉高校もコーヒー豆を仕入れました。また，

坂雲寮の生徒との交流企画も新たに提案いただき，実施しました。 

 

① 英語教育 

ラオスの小学生に，英語に興味を持ってもらい，現地での教育に波及効果のある取り組み

を行いたいとの思いから，毎回どのような授業が良いかを考えています。基本的な英語の挨

拶フレーズの練習。後半は小グループに分かれて復習としてゲームを実施しました。生徒の

理解と授業への関心を高めるために，ラオス語を交えた「スキット」にも挑戦しました。 

② 情操教育 

ラオスにおいては，図工などの創造性をはぐくむ授業がカ

リキュラムになく，教員から一方的に教わる授業が中心です。

そのことを知った生徒達が，生徒の創造性と独創性を高める

授業を展開してみたいと始めたプロジェクトです。前回は絵

を描くことをやってみましたが，隣同士をマネする生徒が多

く，独創性を引き出すことが出来ませんでした。何を作ったら

いいかわからない状態では，他をマネするしかないことに気

がつき，児童に選択肢や見本を与えながらどのようなデザイ

ランタン作りの授業の様⼦ 
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ンにするか考えさせることにしま

した。選択肢は，あらかじめカード

にラオス語で書いて提示すること

にしました。課題は，ペットボトル

を用いた「ランタン作り」です。選

択肢からデザインにしたいものを

選ばせる方法はうまくいき，多くの児童の作品がオリジナリティーあるものとなりました。

また，予想以上に手先が器用で，短い時間ながら，良い作品が出来たと思います。 

③ 国際理解教育 

生徒の国際的な視野と関心を高めることを目的に，日本の小学生の学校生活の動画上映

と日本の伝統的な遊び（けん玉）を紹介しました。この PJ チームは，8 月のラオス訪問と

今回の訪問の間に以下のような準備をしてきました。 

・8月の渡航時にラオスで実施した「夢」をテーマとした授業を動画にまとめました。 

・日本の小学生にその動画を見せながら授業を実施しました。 

・その授業の様子をまた動画にまとめ，今回の渡航でラオスの小学生に見せました。 

ラオスの児童達は，とても興味深そうに見てくれました。相互の理解が進むような取り組み

を，今後も進めたいと思います。 

⑤  坂雲寮生との異文化交流 

ラオスの生徒達に，社会問題についても考える機会を持っ

てもらいたいとの思いから，福岡雙葉のメンバーを中心に坂

雲寮での企画を新たに実施しました。内陸国のラオスでは，海

洋のプラスチックゴミ問題はまったく想像できないことと思

います。しかし，学校のグランドに散乱するプラスチックを見

ると，これらが雨期にはメコン川を通して海に流されることを

知ってもらいたいと思いました。坂雲生に理解してもらうためには，一から伝える必要があ

ります。そのために，紙芝居形式の絵を準備し，説明しました。また，プラスチックで作ら

れている身近な製品をあげることで生活に浸透しているものであるからこそ，しっかり考

えていかなければならないことを確認しました。 

⑤ ラオス現地視察 

小規模コーヒー農家，イチゴ農園，バタフライピー農家や市場など

ラオスの現状理解に役立つ視察をしました。同行していただいた米

坂様や現地の方々からはラオスにおける農業の課題や今後の目標，

困難さなど非常にわかりやすくご説明いただき，多くの学びがあり

ました。特に産業支援のためには技術協力と同時にマーケティング

面での支援を行わなければならないことの重要性に気づき，今後の

活動の方向性を考えるヒントをいただきました。 

訪れたコーヒー農園はコーヒー豆を買い付けている農家です。 

ここで買い付けたコーヒー豆は地元宇治の商店街のコーヒーショップで焙煎され，販売

されています。ここでの収益が，次年度の坂クモ猟の生徒支援などラオスのプロジェクトに

使われます。 

坂雲⽣との交流会 

コーヒー農園の視察 
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参加生徒の感想 

◆立命館宇治高等学校 
自分たちの授業では子どもたちが楽しんでくれたと思う。米坂さんがバタフライピーの農場

で，農業は技術とマーケティングだ，という言葉がすごくなるほどなーって思った。自分が思っ

ている世界は，きっともっと広いんだと思った。今までは自分は日本人として他の国の人を支援

したいと思っていた。でも，何か一緒に発展途上国の人たちと一緒に新しいビジネスをはじめた

りとかして，一緒に村や国を変えられたら，って思った。高校生活最後に貴重な経験させてもら

い，本当にありがとうございました。（I.H.） 
 

ラオスの子に日本を伝えることが出来たのではないかと思う。もともとラオスの子たちは国

際について学ぶ機会が少ないから，ということで，この授業をすることになった。ペットボトル

ランターンを作るとき，最初は子どもたちも何をするか分かっていなかったけど，次第に自分た

ちでやるように。自分のアイデア性は途中から生まれているっていうのを感じた。自分への変化

としては，子どもに教える難しさと楽しさ，遣り甲斐を感じるようになった。伝え方によっては，

通訳関係なしに，相手に嫌な気持ちをさせてしまうこともあるのだと。伝え方の難しさを学んだ。 
「国際性を高める」って学びが見えづらいから紆余曲折あったけれど，結局はやって良かったと

思う。あと，支援だけではなく，「取引が大事」という米坂さんの言葉が心に残った。大学では

経営学について学ぶ予定なので，その話を心に留めたい。出来れば実践もして，ラオスだけでな

く，他の国にもより良い変化を与えたいと思う。（Y.A.） 
 
◆福岡雙葉高等学校 

子どもたちが授業ではみんな生き生きしていて，記憶に残る授業をすることが出来たと思う。

坂雲の生徒も世界を知る機会が少しでも提供できたのではとも思う。上から目線ではなく，同じ

目線で，お互いに高め合うという視点でこれから生きていけたらと思う。（S.T.） 
 
◆聖光学院高等学校 

自分の成長としては，けん玉ができるようになったり，ラオス語を少し書けるようになったり。

でも，一番の変化は，身振り手振りでコミュニケーションすること。身振り手振りでコミュニケ

ーションをとることが出来る自分になれた。帰ってからは，ラオスに関する宣伝というか，自分

の学んだことを発表できる時間を設けてもらいたいと思っている。多様的な視点を身に着ける

ことにも，もっと関心が芽生えた。（T. N.） 
 

日程の概要 

時間 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 

午前 

 

 

 

 

午後 

移動 

（関西国際空港→ドン

ムアン空港→ウボンラ

チャタニ→ラオス国境

→パクセ） 

昼食 

Forest Hotel 着 

ラオス語講座 

プロジェクトシェア

MTG 

夕食 

初日振り返り 

散歩・朝食 

ダオファン市場視察 

コーヒー農園訪問 

山本農園訪問 

 

昼食 

農園見学 

プランテーション訪問 

JAICAFE 訪問 

ディーバレー訪問 

ホテル帰着・自由行動 

プロジェクト準備 

坂雲寮高校生交流 

プロジェクト準備 

解散・就寝準備 

散歩朝食 

小学校到着授業 

情操授業 

英語授業 

国際文化授業 

昼食 

坂雲生出身村訪問 

ホテル帰着 

授業振り返り 

夕食 

坂雲生授業見学 

散歩・朝食 

小学校到着授業 

バタフライピー農園訪

問 

 

昼食 

坂雲生交流会準備 

Friendship Mart 

坂雲生交流会 

夕食 

振り返り 

散歩・朝食 

世界遺産プラーサー

ト・ワット・プーへ観光 

 

 

昼食 

ホテル出発・移動 

（パクセ→タイ国境→

ウボンラチャタニ→バ

ンコク→関西国際空

港） 
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第 5章 ２．教科と結びつく研修 (5) 

 

「りつうじ子ども植物園」を開催しました。 

 

 

7 月 25 日（木），本校の隣りにある宇治市植物公園で「りつうじ子ども植物園」が開

催されました。今年で 7 回目になるこの企画は，本校の高校生が子ども向けの講座を企

画から実施まで自分たちでするというものです。 

 

本校では高校 1年生がキャリア授業（CSL)の一環としてコア探究と連動してＣＳＬ活

動（≒ボランティア）に取り組んでいます。ボランティア＝慈善活動という狭い意味で

思われがちですが，本校では「主体的によりよい社会を創る活動」と位置づけています。

これからの社会を創る生徒たちだからこそ，こうした活動は大切で，これはキャリア教

育の中で欠かすことのできない視点と考えています。この趣旨に沿っての企画・運営の

一つとして「りつうじ子ども植物園」も位置づけられています。 

今年度はこの企画に対し，10 名の生徒が参加を表明し，6月中頃から準備を始めてき

ました。今回の企画の目玉は「ハーバリウムづくり」で，生徒は自分で一から作成を勉

強し，材料となるドライフラワーも植物園から採集，作成をしました。植物園の職員の

方と複数回にわたる打ち合わせを通し，植物クイズ，ウォークラリーも企画しました。 

当日は開園と同時に，予定していた 30 名が満員札止めとなり，多くの小学生・保護者

の方に楽しんでいただくことができました。 

 

以下は，生徒の振り返りを一部抜粋・編集したものです。 

1. 動機 

小学生が自由研究として学校に提出できる，最近話題のもの，植物に興味・関心を持

ってもらうきっかけとする。これらの理由からハーバリウムを作ることを企画した。 

 

2. 企画を通して 

予定していた人数よりも多くの方に参加していただき，嬉しかった。私自身，ハーバ

リウムを作るのは初めてだったため一から勉強をした。自分自身でハーバリウムの作り

方を研究し当日までに試行錯誤した。植物園の職員さんとの打ち合わせも始めは緊張し

たが，自分の思いや企画の意図を伝えられた。また職員さんの的確なアドバイスにより

自分の考えが深まった。最後には感謝の言葉も頂けたので，ハーバリウムを企画してよ

かった。思いがけずラジオにも取り上げて頂いた。的確な質問をされるインタビュアー

の方のお陰で貴重な体験となった。周りの方のサポートがあってこその成功だったと思

う。 

 

3. 改善点 

花の採取の時期的な問題もあったが，ドライフラワーの色が偏ってしまった。参加者



- 101 - 

はアクセントとなる暖色系の色を希望したため花が足りなくなった。今後は参加者全員

が同じ条件でできるようにしたい。また，実際に作ってみるとドライフラワーが軽く，

上に浮いてきてしまった。完成したものを買ってみて調べたり，専門家に話を聞いたり

するなどをした方がよかった。当日は，予定していた人数を超えてしまった。これに関

しては前年度の情報をもっとつかんでおくべきだった。事前に参加者には申し込みをし

てもらうなどの改善が必要になる。ウォークラリーでは，植物の名前や情報を言うこと

が出来ず，時間を少し超えてしまった。他のグループとの連携をもっと上手くするべき

だった。準備に時間がかかりすぎたという反省がある。 

 

4. 成長できたこと 

相手に合わせて企画をし，運営する過程で自分の思いを伝えるコミュニケーション能

力が向上した。またこの企画を通して数多くの方に出会うことができ，新たな価値観を

もてた。自分がリーダーとなり他の同級生へ方向性を示し，班をまとめる役割を学べた。 
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第 5章 ３．大学科目先取り履修検討状況 

 

大学科目先取り履修検討状況 

 

 

 大学科目を先取り履修することは，高校段階で大学への学びへの準備や心構えを持た

せるたででなく，幅広い考え方に触れ，興味関心を広げることができます。また，大学

生徒共に学ぶことで，様々なスキルがアップする事が期待できます。大学側においても，

高校生が授業に混ざることで一定の緊張感と高校生をリードしていくというリーダー

シップの行動をとることが期待され，大学側にとってもメリットがあります。 

 AL ネットワークでの実施を考えた場合，広範囲に広がるネットワーク校を対象にし

なければならないため，オンラインの授業又は集中講義型の授業を先取り履修の対象と

する必要があります。しかし，オンライン型は，大学生徒一緒に活動を行うというメリ

ットがなくなる可能性があり，次年度においてどの程度効果的に行えるかの実験をする

予定です。集中型については，単位認定する者ではありませんが，すでに APU サマーキ

ャンプへの参加（第 6章１．）を行いました。 

 APU とは次年度に向け，大学正課の海外研修に AL ネットワークからの生徒を参加可

能にし，AP 化を行う協議がなされてきましたが，今次の COVID-19 の影響で，その実施

が困難となりました。その代わりに，同研修を高校生だけでプレ実施することが計画さ

れています。計画概略は以下の通りです。 

  実施時期 8 月後半の１週間 

  実施場所 台湾台北市または高雄市 

  実施内容 台湾現地において，出された指示に従って，自ら考え調査活動を行う。 

       交通手段，折衝，宿泊手配などをすべて自分で行う。 

       実施に向けての事前研修，事後学習などを合わせて行う。 

  シラバス 

   （抜粋） 
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第 5章 ４．普及と視察等について (1)  

研究会開催と普及 

 WWL の成果を普及し，AL ネットワーク事業連携団体と連携校間での共同事業推進のた

め，立命館宇治高等学校（拠点校）において，コア探究公開授業研究会（11 月 21 日）

と WWL 研究報告会（1 月 24 日・25 日）を開催しました。また，積極的に他校の視察を

受け入れ，その数は 19 校でした。立命館主催および文部科学省主催を除く学会や研究

会等での拠点校教員の講演，発表は 7回行われました。Web ページの充実にも努め，WWL

専用ページの開設も行いました。立命館宇治を拠点校とする AL ネットワークの統一感

を出すために，WWL ロゴを生徒募集で作成し，公式行事等で使用を開始しました。 

 本冊子をはじめ，本冊子別冊としてコア探究報告書及び WWL 研究報告会冊子（生徒研

究の発表ポスター）を発行しました。 

コア探究授業研究会

下記の日程で実施しました。参加人数は 130 名でした。

・12 時 30 分～ コア探究Ⅰ「問いを立てる～教科を学ぶ意義について～」

7 クラス同時にコア探究の授業を実施した。 

・13 時 35 分～ ごあいさつ，今年度の実践報告，生徒の学び報告

・13 時 40 分～ 実践報告「コア科目・総合的な探究の時間の実践とアセスメント」 

・14 時 20 分～14 時 35 分 生徒によるコア探究の学び報告

・14 時 45 分～ 講演「グローバル人材育成のための工夫と学校改革の取り組み」

日野田直彦氏（武蔵野女子学院中学校・高等学校校長） 

・15 時 50 分～ 質疑応答

WWL 研究報告会 

参加人数は２日間実数で 180 名でした。 詳細は別冊に，生徒研究発表ポスターと共

に掲載します。 

WWL ロゴ 

 少し違う色の WWL の文字が絡み合い，大きな円で包ま

れています。幅広い視点から違う意見や国籍，文化など

の多様性を理解して，違った視点からも物事を考え，問

題の解決策を生み出すという意味が込められています。

このロゴは，希望があれば他のネットワークでの使用も

歓迎します。立命館宇治高等学校ホームページよりダウ

ンロードできます。 
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第 5章 ４．普及と視察等について (2)  

 

研究会・学会等参加報告 

 

 

「日本生活科・総合的学習教育学会 第 28 回全国大会 大分大会」参加報告 

１，概要 

 日時；2019 年 6 月 15 日（土）～16 日（日）  

 場所：大分県佐伯市（1 日目），大分市 J：COM ホルトホール大分（2 日目） 

２，内容とポイントだと感じたこと 

1 日目：自由研究発表（高校での取り組みなど），課題別研究発表（高等学校における総合的な探究） 

 自由研究ではいくつかの取り組み報告があったが，「生徒の取り組みたいことになっているか」「なぜそ

の取り組みをしているのかの理解」が大切だと感じた。課題別研究発表は勝山高校（岡山県）副校長の園

田先生と大崎海星高校コーディネーターの取釜さんからの報告があった。いずれの学校も学校存続の危機

から地域と連携しての高校魅力化を進めている取組であった。取釜さんからは，一人から始まった取り組

みが全教員に広がった過程と年度ごとの課題や成果が報告された。スモールステップの大切さ，生徒が変

わることがなにより教員を動かす，取り組みを持続可能にする取り組みの大切さが明らかになった。園田

先生からは 3 校での取り組み報告があり，総合の時間が生徒・学校・地域それぞれにとってプラスになる

ことの大切さ，体験と探究の有機的融合に挑戦していることなどが報告された。 

 また，自由研究では「探究と各教科のバランス」がキーワードであると感じた。特に，教員は「生徒に書

かせること」に重きを置きがちであるが，「書かせたから探究だ」とは言えない。また，探究の時間にいわ

ゆる書かせる「訓練」をせずとも，各教科との連携においてその訓練はできると強く感じた。 

2 日目：シンポジウム（児童・生徒社会人による総合での学び発表，田村学先生講演） 

 佐伯市の小中高生，市役所職員が登壇し，それぞれの総合での学び，それによってどんな力がついたの

かの報告があった。その後田村学先生からの講演で総合の重要性が語られた。体験をするだけではなく一

歩深め探究をすること，生徒が社会と関わること，こうした点がポイントであった。田村先生からは総合

学習が活動や体験については実践例が豊富だが，表現・行為の部分についてもう少し深めることが必要で

あると指摘された。高校においては探究のプロセスをきっちりおさえつつ，通過点の具体化と到達点の明

確化が重要であると指摘された。また総合を本物にするのはこれから，底上げと全体への浸透が大切であ

るとしめくくられた。 

３，本校の取り組みへの４つの知見 

・キャリア×探究の重要性。シンポジウムでの報告は素晴らしかった。しかし様々な体験をしている生徒

が，高３になっても自らの進路と向き合えておらず，総合の取り組みとキャリアがつながっていないこと

があると感じた。本校はコア探究と特別活動とをあわせてキャリア×探究で取り組もうとしているが，こ

れはきわめて重要であると感じた。 

・総合をカリマネの中核に据えることの重要性。総学を持続させるためにも内容ではなく育てる資質能力

を教員の中で共通認識にすることが重要であると感じた。 

・ついた力を考えるときに，「〇〇をした→そのことで○○のときに○○できるような力が身についた」と

いう形で，より具体的に，より力を発揮する場面を想定して考えることが重要である。  
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・「小中高は発表の場をお膳立てしてもらえる，卒業後は自らつかまないといけない」ということを佐伯市

役所の方が語っていた。本校の高３の取り組みで参考になる言葉である位，自らつかめる生徒を育てるこ

とが重要だと感じた。 

R-SIC 2019 参加報告書

１，概要 

日時：2019 年 7 月 28 日(日)  

場所：東京ミッドタウン日比谷 

＊R-SIC（アールシック）は社会課題をテーマにした日本最大規模のカンファレンス。今後の PBL のカリキ

ュラム構築に向けての情報収集や人とのつながりはもちろん，主催しているリディラバは社会課題発見

ツアーのプログラムを持っており，本校で実施予定の本気の PBL でのコラボレーションの可能性なども

相談することを目的として参加した。 

２，活動内容 

10 時～12 時        セッション１ 社会的事業が 1億規模に至るまで  

12 時 15 分～13 時 30 分 セッション２ 変わりゆく「官僚」キャリアの現在地 

13 時 30 分～14 時 30 分 リディラバ片山さまなどとミーティング 

14 時 30 分～15 時 30 分 セッション３ ビジネスの限界をキャンペーンで乗り越える 

15 時 30 分～16 時    参加者や登壇者とのミーティング 

３，所感 

セッション 1 では社会的起業家がそろっており，取り組みを事業にすることについての生々しい話が語

られた。自分の生活費まで含めての資金ということでいえば，教員として雇用されているとそこまでの危

機感は感じにくい。だからこそ登壇者の「社会的インパクトの大切さ」「コミットメントに人やお金は集ま

る」などのメッセージは重かった。セッション 2 では文科省→都道府県，民間→経産省などの変わったキ

ャリアの方によるお話で，こうしたキャリアは学校であまり扱えていないことを実感した。個人的には「省

庁は制度は作れるけど事例は難しい。しかし事例がないと制度も作れない」や「一民間企業でできる限界」

というメッセージが印象に残った。セッション３ではクリエーターの方などによるキャンペーンの話があ

り，訴え方については特に学ぶべきところが多いと感じた。 

リディラバとのツアーについては実施する難しさも明らかになった。本気の PBL は生徒 5 名程度で考え

ているが，先方のツアーは 40 人程度～を想定しており，現状ではリディラバを活用してのツアーは難しそ

うであった。ただ今後関西圏でいくつかの学校をあわせてのツアー実施や，本校が全面的に協力すること

でのコラボレーションの可能性など，今後につながる話はできた。 

ISN2.0 第 4 回研究会 参加報告書 

１，概要 

主催：OECD ISN 

日時：2019 年 8 月 19 日(月)～20 日(火)  

場所：福島大学 

ISN の活動や取り組みについて，アクセスしやすいように過去の活動事例の紹介や報告。他校での実践事

例共有や，未来の教育について生徒，教員，教育関係者の多様な視点から考え議論する場となっていた。 

２，活動内容 
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19 日  12:00～ ISN 研究会のコアメンバー・アクティブメンバーとのランチョン 

13:15～ シンポジウム ISN1.0 の活動報告 

 14:40～ 鼎段 OECD E2030 9th IWG の報告とラーニングコンパス 2030 の紹介 

 15:20～ チームラーニング ラーニングコンパス 2030 について 

 16:10～ チーム発表→まとめ 

20 日  9:20～ ワークステーション ラーニングコンパス 2030 の中身についての理解をより深める 

ジグソー法を用いて発表 

 12:00～ ランチョン 

 13:00～ 2020 年 8 月に開催予定の International Student Innovation Forumn 2020 について 

の方針や活動の創造 

 14:40～ まとめ 

３，所感 

  「VUCA 社会」と呼ばれる不安定で不確実，あいまいで複雑な時代を生き抜くための教育体系（Education 

2030）はいかにあるべきかを考え，また先進的な取り組みについて学ぶ機会を得た。教員のみの勉強会で

はなく，これからの教育，これからの社会を担う生徒たちも参加したイベントであったところに非常に大

きな意義があったように思う。集まった教員，大学生，教育関係者や政府関係者からは，自分たちが当事

者であり，学びを自ら作っていくという「主体感」をひしひしと感じ，大きな苦労を伴う変革には，こう

したエネルギーが必要不可欠であることを感じた。 

 先進的な教育を考える中で Transformative Competencies（よりよい未来の創造に向けた変革を起こす

力）というキーコンセプトが特に印象に残った。というのは，①新たな価値を創造する力，②対立やジレ

ンマを克服する力，③責任ある行動をとる力，の３つから成るコンセプトであるが，昨今の高校生と接し

ていて，そもそも社会を（もっと身近な学校環境や，友人関係などですら）変革したい，と思う気持が強

くないと感じることが多いからである。一方で，変革を起こすためには，「何のために，何を変える必要

があり，何は変えないのか」という基準を各自が持つことが不可欠である。誰しも「よりよく生きる（Well-

being）」ことに対しての潜在的な希望を持っていることは間違いなく，それには「自ら考える」ことが不

可欠であることに気づかせ，刺激することで主体的な学びを引き出したい。 

１１月９日～１０日「日本キャリア教育学会（第 41 回大会）」参加報告 

１，概要

日時；2019 年 11 月 9 日（土）～10 日（日） 場所：長崎大学 

２，学会での本校の取り組み紹介について

11 月 10 日（日）ワークショップ開催 「キャリア教育の可能性を探る」 

 登壇者：酒井淳平，宮原清（福岡県教育センター），山下真司（リクルートキャリアガイダンス編集長）

 指定討論：藤田晃之（筑波大学教授・前文科省キャリア教育調査官），司会：望月由紀（日本大学教授）

 前キャリア教育調査官の藤田先生に入っていただき，ワークショップを開催した。キャリア教育の可能

性として，本校のコア探究の取り組みを紹介した。キャリア教育は特別活動に位置づいているが，特に高

校においては総合的な探究の時間との親和性が強い。高校現場では探究に焦点が当たっているが，カリキ

ュラムマネジメントの核としてキャリア教育が重要であることを藤田先生による指定討論とあわせて確認

できた。このことは本校が日本の次の教育作りへの提言を行っているということであり，WWL・カリキュ
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ラム開発の成果としてはかなり貴重である。 

３，内容とポイントだと感じたこと 

1 日目：シンポジウムなど 

 夜間中学校において最近急速に増加している日本語の読み書きに苦労する外国人の子ども（ニューカマ

ー）の話などであり，キャリア教育の射程を問い直すものであった。子どもたちの置かれている状況や

持っている力によって，必要な実践の違いはあるが「社会の中で力強く生きていく力を育てる」という

ことがキャリア教育の根っこの部分であることを確認できた。 

2 日目：ポスター発表や口頭発表など（シンポジウムは上述）  

 正直な所発表は玉石混交であると感じたが，SGH の効果測定を GPS というベネッセの新しいタイプの

テストを用いて行った伊丹北高校の取り組みや，大学での地域と連携した取り組みとその効果測定などに

ついては，本校の取り組みにも参考になるものであった。 

４，その他 

・学会に参加することで，実践の効果測定や，研究のテーマ設定などについて，いろいろなアイデアをも

らえる。キャリア教育学会は大学の先生が中心なので，よりその傾向が強い（総合の学会は小中高現場の

先生が多い）。忙しい中であっても，なんとか時間を作って参加することが，特に文科省指定を受けている

時期などには必要であると強く感じた。来年度は筑波大学で開催とのことであるが，本校から参加するべ

きである。 

・文科省の前調査官藤田先生と一緒にシンポジウムを開催できたのは大変大きなことである。取り組みの

社会的評価という点で，このような場は貴重である。 

 

 

２月７日・大阪高校授業見学報告 

（１）授業見学（高１探究基礎・２時間連続）（植野先生） 

学外からの見学者が６名，授業見学に校長はじめ学内教員が４名，さらにカリキュラムコーディネータ

ーに元堀川高校校長の恩田先生。 

授業内容は主人公のキャラクターや時代背景をきっちり設定した上で，短い小説を書くというものであ

った。以下に重要だと思ったことを記載する。 

・探究基礎委員（３名）によるふりかえりから授業が始まる。（生徒が受け身でない） 

ふりかえりの中ではどの力を意識したのかも聞いていた。 

・プレゼンではプレゼン者が聞き手を集める形で，全員立った状態であった。 

・本校以上に生徒が書くことや情報を集めることに苦労していた。 

・ふりかえりシートに感情などに焦点を当てた質問がなく，それがあればもっと自分の内省が進んだかも

しれない。 

（２）懇談 

・「ボリュームゾーンの生徒にこそ探究」という恩田先生の言葉は重要な点である。 

・大阪高校でも自分で答えを作る，そのための手法を学ぶということが強調されていた。 

・探究コース担当教員には，自分の教科での探究について，簡単にシラバスに記載することが求められる。

記載するのは ①どんな力をつけるためにこの授業なのか，何を工夫するのか ②授業の目標に対して，

その到達度を◎○△の３段階で言葉にする の２つ。 

・“探究しなければ“ではなく，”探究したほうが得かなあ“くらいでいいのでは？ 
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・探究の鍵は変容。生徒同士のやり取りなどをへて，BEFORE→AFTER でどう変わったのか。ここが重

要である。 

（３）所見 

・探究的な学びにはテーマやコンテンツが必要であるが，やっぱりそれはキャリア教育でするのがいいの

ではないか。そのことで教育の核となるし，各教科での探究との相乗効果もうまれるのではないか。探究

×キャリアについては改めて実践を深める必要がある。 

・探究を作っているのが，新任の先生と，外から来た先生であった。探究コースの担任は生え抜きの先生

ということだったが，新しいことを始める際に，やはり外の血は必要なのだろうか？もしそうだとした

ら，外からの人が中の人を育てることができるかどうかが，学校の今後を決めるようにも感じた。 

 

 

20200223 授業力向上フォーラム報告書 

・日程：2020 年 2 月 23 日（日）＠松山 

・概要：「学習意欲を高め資質・能力の向上につながる授業改革」と銘打ち，各セッションに分かれ，生

徒の資質能力向上のための術について学ぶ場であった。 

・報告 

Session1 教科（国語）と探究をつなぐ授業設計（若狭高校：W 先生） 

国語において，「どんなカリキュラム，特に授業はどうあるべきか」という切り口から，生徒の好奇心

を満たすための授業とはどうあるべきかについてお話しいただいた。そもそも，国語科の教員は「教材」

を教えたがるが，その「教材」を通じて生徒に「どんな力が身につくか」について考えられている教員は

少ない。若狭高校では，従来の事務連絡的な教科会を廃止し，教科会では授業について徹底的に話し合

う。これは，教員の中で生徒に国語を暗記科目だと誤解させないという共通認識があるがゆえにできるこ

とである。若狭高校では「力」に重きを置いているからこそ，テストでは，授業で取り扱った文章を問わ

ない。教材から身に着けた「力」を図れるようなテストを行う。だからこそ，授業では徹底的に生徒の考

えを揺らす。そのための教材は何も文章だけではない。 

「我々が生きていることが国語科の教材研究である。」 

探究にしろ，授業にしろ，種は日常生活の中に転がっている。「生徒にどんな力をつけさせたいか」を

軸として，常に糸を張り巡らしておけば，琴線に触れるものが必ずある。そして，生徒がレリバンスを実

感できる教材を選ぶことで教科と探究，教科横断は自然に達成される。「ほんものの学習課題 それを解

決するためのほんものの学習活動 そして，ほんものの評価」が必要である。 

Session2  AL 探究未来を創る（城南高校：W 先生） 

「私たちはなぜ授業改善を進めようとしているのか？～あなたの will は何ですか？～」 

「そもそも，大学入試が変わるから授業改善をしているのでしょうか？」という問いかけから始まった講

演であったが，全体として「ドリカムプランの軌跡」についての講演であった。平成 6 年，「黒船」の

来航により，ドリカムプランは生まれたということだが，「黒船」が来航しているのは現在も同じであ

る。その「黒船」来航の際に，教員がいかにその事実を「自分ごと化」できるのか，ということが，そ

の学校を生かすか殺すか命運を分けるのであろうとひしひしと感じた。「創る３０代，時代は若手がつ

くるもの」である。私を含む本校の若手（特に２０代）にこの自覚があるのだろうか。自問自答した講

演であった。 

 また，授業ごとのルーブリックを作成することで，教員は自分がこの授業で何を教えたいのか，伝えた
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いのかを自問自答するようになるとお話しされていた。ＡＬ，キャリア教育，探究は「先生たちの創造

の場」である。その授業を通じて，どんな力を身に着けたいのか，考えていく必要を感じた。 

・感想 

 今回のフォーラムは，「学習意欲を高め資質・能力の向上につながる授業改革」と銘打ってはいるが，

結局のところ「教員がいかに『自分ごと』化できているか」を問われているような研修であった。生徒

だけではなく，教員も毎日起こる様々なことを『自分ごと化』していく必要がある。しかし，全部を

「自分ごと」化するのは難しい。まずは自分が変えられる日々の授業，教科から少しずつ変えていく必

要があると思う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

第 5 章 ５． WWL 研究発表会 

 

WWL 研究報告会資料 

 

 

 別冊  公開授業実施内容 

        Theory of Knowledge （IB コース） 

        World History （IM コース）2 クラス 

        Global Leadership Studies （IM コース） 

     ポスターセッション資料 

        国際系課題探求型プログラム 

        コア科目 

        GLS ３rd 課題研究 

     課題研究口頭発表資料 

     基調講演資料 

     パネルディスカッション資料 
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このページは空白です 
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第 6 章 

AL ネットワーク連携機関からの報告 
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第６章 １．立命館アジア太平洋大学 (1) 

 

APU Two Day Summer Camp 報告 

連携機関 立命館アジア太平洋大学 

 

 

 世界の高校生が集まる APU の ACE（Academic and Cultural Experience）プログラム

１週間のうちの，2 日間を APU Two Day Summer Camp と設定し連携校の生徒にも参加し

てもらいました。ACE に参加する世界の高校生から日本の高校生とも交流をしてみたい

という要望があり，連携校の生徒にも参加を呼び掛けることになりました。世界の高校

からの参加は 27 名，10 カ国・地域（アメリカ，インドネシア，カナダ，カンボジア，

スリランカ，台湾，モンゴル，フィリピン，ベトナム，UAE）でした。英語でのグループ

ワークやディスカッションでは，英語で伝えるのに少し苦労している様子は見受けられ

ましたが，どの生徒も意欲的に積極的に取り組んでいました。 

 

1. 実施期間 

2019 年 8 月 5 日（月）～8月 6 日(火) 

 

2. 参加者 

・日本人高校生：福岡雙葉高校 2年生 3名，市川高校 1年生 2名 計 5名 

 

3. 実施スケジュール 

Date Time Schedule 

Aug 5, 
Thu 

10:10-11:10 Ice Breaking Activities 

11:10-12:10 Lunch 

12:25-14:00 Japanese Lesson by Ms. Masami Kanetake 

14:10-14:50 Ice Breaking Activities with Japanese High School Students 

15:00-16:15 Multicultural Understanding Session by APU Students 

16:25-17:25 Rubric - Goal Setting 

17:30-18:30 Dinner 

Aug 6, 
Fri 

8:30-9:20 Breakfast 

9:30-10:20 Career Path Session by Prof. Yuichi Kondo 

10:30-10:35 Greeting from the President of APU, Haruaki Deguchi 

10:50-11:50 Campus Tour* 

12:00-13:15 Lunch 

13:30-14:30 "Wadaiko" Japanese Drums Performance and Lesson* 

14:40-16:10 
Presentations from APU Volunteer Groups* 

14:40-15:20 Habitat 
15:30-16:10 Minagi Project 

*暴風警報が発令されたため，安全のためキャンパスツアーは中止され，また APU 学生が自宅待機となったため，学生団

体が主導する予定であった和太鼓パフォーマンスおよびボランティア団体からのプレゼンは中止となりました。 
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到着直後は，緊張していた参加者たちも，Ice Breaking Activities で自己紹介ゲーム

やアクティビティを行う中で緊張がほぐれ，良いウォーミングアップとなっていました。 

 

カフェテリアでの昼食             集合写真 

参加者感想：「プログラム以外の休み時間等空いた時間にも，海外高校生と交流をし，

英語を話す機会を積極的に作り，同年代の他国籍の友人を作ることができた。」 

 

（写真左）APU 出口治明学長より歓迎の挨拶 

（写真右）アジア太平洋学部，近藤祐一教授の Career Path Session では，5年後，10 

年後，15 年後，どのような自分でありたいのか，何をしたいのか，そのためにどんな大

学へ進学したいのか，どのような知識やスキルを身に付けるべきかを考え，グループ内

で意見を交換しました。 
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Multicultural Understanding Session では，APU 学生が異文化理解をテーマにプレゼ

ンテーションを行いました。その後グループに分かれて実際の異文化体験のケーススタ

ディをもとに，異文化間で生じる衝突にどう対応するのか，真の異文化理解とは何かに

ついて意見を交換し，その後グループ毎に発表を行いました。高い英語能力を有する海

外高校生との英語でのディスカッションでは，自分の意見を正確に伝えることに苦労し

ている様子は見受けられましたが，どの生徒も伝えたいという意志を持って，最後まで

積極的に取り組んでいました。 

 

参加者感想： 

「日頃持つ苦手な英語を話すことへの恥じらいを捨て，以前から持つ様々な国の人と友

達になりたいという強い気持ちで英語でのコミュニケーションを積極的に行うよう心

掛けた。」 

「普段の英会話の経験を生かして自分の意見を積極的に発言し，自分の対話力を鍛える

ことができた。また，10 ヵ国からの様々な国の学生の意見を聞くことで，自分の意見の

幅をより広げることができた。」 

 

4. 今後 

次年度，APU Two Day Summer Camp が開催されるかは現時点で不明ですが，同校での他

の高校生向けプログラムとして，BEGIN プログラムが開催される予定です。APU の国内・

国際学生と交流しながら，グローバル社会を生きていくうえで必要となる異文化適応能

力，チームワーク力，そして問題発見・解決能力を身に着けていく宿泊型プログラムで

す(事前選考あり)。92 か国の学生が集うグローバル環境で学べる貴重な機会であり，

今後も同校と協力し，BEGIN プログラムを含め，同校での高校生向けプログラムを随時

学生へ案内する予定です。 
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第６章 １．立命館アジア太平洋大学 (2)  

 

2019 年度 WWL 連携に関してのフィードバック 

連携機関 APU アドミッションズオフィス（国内） 

 

 

この 1年の活動から，以下をまとめました。 

 

〇良い点 

・日本全国の高校・大学・企業・団体の様々な人がこのネットワークを基に繋がり，

より良い学びが生まれていることは非常に素晴らしい取り組みです。 

・特に高校が一つの特長（グローバル系など）に偏っていなく，日本のなかでも多様

な高校があることを高校生のうちから実感できることは貴重な経験になっています。 

・FOCUS では高校生が基本的にいろんな人の意見を尊重しようという姿勢が見られ，

短い間でも活発で積極的な議論が行われていました。 

・グループごとでの発表においても堂々と発表をしつつ，高校生らしいアイデアもた

くさん溢れていました。 

・各企業・団体も高校生の活動を暖かく見守りつつ，適切なフィードバックをしてい

ました。 

・高校の教員・大学・企業・団体の繋がりも深めることができ，大人同士も良い刺激

を受けるような取り組みになっています。 

・立命館宇治の生徒が中心になって，良い流れを作っていると感じられました。 

 

〇改善点 

・多くの企業さんが参画してくだっているのは良いことではあると思いますが，同じ

ような取り組みをしていらっしゃる企業さんがあると思いますので，棲み分けや役割

分担などもした方が良いかもしれないと少し感じています。 

・WWL の発表会について，２日間実施していたためしょうがない部分もあるかと思い

ますが，同じ内容や発表が被っている部分がありましたので，２日間参加している人

は違和感があったかと思います。 
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第６章 ２． 株式会社公文教育研究会 

生徒も大人も「混じる」「越境する」WWL 

連携機関 公文教育研究会 

 2019/08 の FOCUS，11 月の WWL 公開授業，2020/01 の WWL 研究会などに参加させてい

ただきました。同質性の高くなりがちな学校という枠を超えて「混じる」「越境する」

ことの価値の大きさを再確認できました。 

それぞれの学校の中では「当たり前」だった考えや視点が必ずしもそうではない（「弱

み」だと思っていたことが実は「強み」だったり，その逆だったりする）ことを生徒た

ち自身が実感し，「異なること」「多様であること」を肯定的に受け止め，対話し，お互

いを生かしながら協働します。その中で自らの存在意義や価値までを再定義して次に生

かす姿は本当に素晴らしいと感じました。それは生徒だけでなく，関わる全ての大人た

ちにとっても同じであると感じました。 

WWL 研修会のパネルディスカッションに登壇の機会をいただきましたが「個別最適化

や学習者主体の学び」「TOEFL Junior の有効活用」などの想いを共にする仲間との出会

いの場でもありました。 

また，小学生を主な対象として事業展開している弊社にとっては，生徒たちの取り組

みや成長を通じて，子どもたちの学びの先にあるものを可視化できる貴重な機会でもあ

ります。WWL を通じた価値伝達についても検討中です。 

「何のために学ぶのか？」を意識することは子どもたちにとっても重要ですが，今，

世の中では，手段であるはずの学びが目的化してしまっているケースも少なくないと感

じます。自分たちの少し先を生きるお兄さん，お姉さんたちの Struggle する姿が，子

どもたちの一つのロールモデルになることを期待します。 

未確定ですが，弊社が The International Peace Foundation よりノーベル賞受賞者

による日本講演の相談を受けており，参加機会の提供など WWL との一層の協働ができれ

ばと考えています。 

WWL「で」さまざまな可能性の追求ができていることを強く感じています。 
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第６章 ３． アイ･シー･ネット株式会社 

Global Leadership Studies in Laos 

連携機関 アイ・シー・ネット株式会社 

WWL 連携機関として，主にラオスを舞台とした PBL 型の海外研修の連携実施に携わり

ました。その他にも FOCUS 等のイベントにも参加する機会を頂き，このネットワークか

ら学ばせて頂くことがたくさんあった 1 年でした。来年度の協働も今から楽しみです。 

FOCUS・AFTER FOCUS 

2019 年 7 月実施の FOCUS と 2020 年 1 月実施の AFTER FOCUS に参加しました。FOCUS

では，それぞれのプロジェクト (PJ)のブラシュアップを目的としたワークショップを

実施。PJ 活動の要である「目的」と「課題設定」，そして「アイデア創出」のフェーズ

に関するインプットを織り込みながら，ファシリテートしました。その後の AFTER FOCUS

では，コメンテーターとして参加。各校が起こしたアクションと今後の展望について伺

うことができ，高校生の「実行力」に感銘を受けました。 

Global Leadership Studies in Laos 

2019 年 8月と 12月実施のラオスを舞台とした PBL 型海外研修にはファシリテーター

として同行しました。本研修は立命館宇治高等学校の

PBL 型授業の一環であり，現地の課題解決につながるア

クションを現地で実行することを目的とした研修で

す。本年度より立命館宇治高等学校が WWL 連携校に呼

びかけ，福岡雙葉高等学校，聖光学院高等学校の生徒

が参加。学校，学年，コースの垣根を越えた，多様性あ

ふれる集団として，それぞれの興味関心，強みを生か

しながら，アクションを起こしました。 

毎回，笑いあり，涙ありの 5泊 7日。はじめましてのメンバーとの，はじめてのラオ

スに，初日はドキドキいっぱいな高校生も，最終日には，「帰りたくない」，「（現地で仲

良くなったラオスの高校生と）離れたくない」と涙を流すほどラオスが好きになる姿に，

グローバル人材として大切な資質をみました。来年度も多くの高校生がこの研修に参画

し，良い変化をラオスに，そして自分たち自身に起こすことを期待しています。 

8 月・12 月の参加合計人数 28 名（内訳：立命館宇治高等学校 生徒 18 名・教員 3 名，福岡雙葉高等学校 生徒 5 名，聖

光学院高等学校 生徒 2名） 

農村の⼩学校にて実践した教育活動の様⼦ 

「自分が思っている世界は，きっともっと広いんだと思った。今までは自分は日本

人として他の国の人を支援したいと思っていた。でも，何か一緒に発展途上国の人

たちと一緒に新しいビジネスをはじめたりとかして，一緒に村や国を変えられた

ら，って思った。」【参加生徒の渡航最終日の「振り返りタイム」内での発言】 
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第６章 ４．Learning in Context・５．NTT ドコモ株式会社法人ビジネス戦略部  

 

WWL 研究発表会の動画制作に携わって 

連携機関 Learning in Context 

 

 

WWL の活動にとって，動画がどのような価値を生むのかを，制作する上で考え，私た

ちは下記２点ではないだろうかと考え，今回動画制作に携わらせて頂きました。 

１．今後の生徒や保護者たちの動機付け 

 活動を動画にまとめることで，今後携わる高校１年生やそ

の保護者への理解が深まります。WWL は親世代では身近でな

かった新しい取り組み，例えば SR サミットや海外研修など

があり，そのような活動から様々な学びの声を動画にまと

め，知ってもらうことは意味があるのではないでしょうか。 

２．各学校や企業の共有知の形成 

 コンソーシアム形式のため，普段はなかなか意思疎通測れ

ません。そのため，動画で生徒たちの学びや活動をまとめ，

共有することで，学びへの共通の理解や認知が作れるのでは

ないかと考えました。 

そして，最後は次年度以降への展望としては年間を通して生徒たちの活動をドキュメ

ンテーションできれば，生徒の学びへの認知があり，概念化するための手助けになるの

ではないかと考えています。 

 

 

WWL の活動に携わって 

株式会社 NTT ドコモ 法人ビジネス戦略部 スマートライフサービス推進  

教育・キャリアビジネス推進担当課長 井上綾子 

 

全国の高校生が混ざりあって，社会をもっとよくするための新しい何かを始めよう

とする，FOCUS のプロジェクトに 2019 年 7 月と 2020 年 1 月に参加しました。全国の

同世代の仲間との交流，他校の先生方，企業の人からの刺激的な意見をもらって，思

考を深め，次のアクションを実践しと，どんどんプロジェクトを発展させていく姿を

目の当たりにしました。 

FOCUS だけでなく，WWL の連携校が海外研修やサマーキャンプに共に参加するなど，

１つの学校だけで完結するのではなく，全国に開かれた高校生のネットワークによっ

て，生徒たちの視野が広がり，社会に対して当事者意識の育成につながっていると感

じます。自分自身も高校生からの刺激を受け，SDG's に対する理解が深まりました。

引き続き，企業として連携できることを，探っていきたいと思います。 
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第６章 ６．一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト(GiFT) 

第 2 回全国高校生 SR サミット FOCUS にアドバイザーとして参加 

一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト(GiFT) 

 一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト

（GiFT）のシニア・ダイバーシティ・ファシリテー

ターの鈴木大樹が，立命館宇治高校が主催する高

校生による社会貢献を考えるイベント「FOCUS」に

アドバイザーとして参加をしました。

FOCUS は，文部科学省が支援する SGH の後継で

ある WWL コンソーシアム構築支援事業の一環で行

われ，15 府県から 19 の高校，合計 100 名の高校生が参加をしました。高校生たちは社

会について話し合う 2泊 3日の熱い時間を過ごしていました。 

FOCUS には学校関係者ばかりではなく，25 もの企業・NPO がアドバイザーとして参加

をしています。GiFT はその一つであり，6つある後援企業の一つでもあります。参加校

は，ユニークな取り組みで名の知られた高校ばかりで，FOCUS は，生徒たちだけでなく，

先生方や企業関係者にとっても貴重なネットワーキングの場になっていました。 

生徒たちは各高校からチームで参加をしています。

初日に，彼らは自分たちが課外活動や探求の授業で

取り組んでいる内容を発表します。次に，リーダー

一人だけを残して，残りの全てのメンバーがシャッ

フルされて，新しいチームを作ります。その新チー

ムで，それぞれの元のチームのアイデアや提案をブ

ラッシュアップして，最終日に再び全体発表をしま

す。そこにアドバイザーとして入っている企業人が，本気のフィードバックをする，と

いう章立てです。鈴木大樹もアドバイザーとして，コミットして生徒たちの成長と変化

に触れ合いました。 

鈴木大樹からは，「現在（いま）の年齢だからこそ感じることが出来る，社会や世界

への違和感やモヤモヤを大切にしてください。そこが次の時代を切り拓く“種”になる

からです」と参加生徒へのメッセージを伝えました。 

生徒たち一人一人が本当に積極的でオープンで，チームも場全体もエネルギーに満ち

溢れていました。GiFT も大いに刺激を受け，これからの WWL での活動がますます楽し

みになりました。 
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第６章 ７．愛媛県立三崎高等学校 

 

SR サミットに参加して 

連携校 愛媛県立三崎高等学校 

 

 

 三崎高校に赴任して１年と少しが経過したタイミングで今回のサミットに参加でき

たことは，私自身にとっても大きな転機となりました。 

 もともと地域と学校，行政とが連携して子どもの健やかな育成にコミットするという

理想の教育を追求したくて私はこの学校にやってきました。この１年間，せんたん部の

顧問として，そして，地域協働課の一員とし

て，様々なチャレンジをしてきました。その

活動の中で，地域の方々の温かさや行政の手

厚いサポート，そして，何より生徒たちの課

題意識の強さを強く感じておりました。三崎

高校には，伊方町外から入学する生徒も少な

くありません。その中で，三崎高校を好きに

なり，伊方町を好きになり，「自分たちが好き

な学校や町を守りたい」という思いを持つ生

徒が学年を重ねるにつれて増えていくことに感動をしております。しかし，直近３年間

を通して求められている生徒数を確保できていないという現状があり，どうすればこの

魅力ある学校・町のことをより多くの人に知ってもらえるのか，そのヒントがこの SR

サミットにはあったと感じております。 

 今回，参加した 19 校のうち，地域課題に対してのコミットをしていた学校は三崎高

校を含めて３校だけでした。多くの学校は地球規模の貧困や教育課題を解決するための

プロジェクトを作成していました。しかし，実際に３日間の最後に行われたコンペティ

ションで優秀賞を獲得した学校は，地域の子育て問題に着目した宮崎県の飯野高校，そ

して，本校でした。このことからわかるように，「地域を守りたい」という純粋な気持

ちは誰の心にも訴えるものがあり，課題意識の共有がしやすいと感じました。これまで

三崎高校では，地域おこし活動について一方的に発信するだけで，同じように地域おこ

し活動にコミットしている学校や自治体と協働するということをあまり積極的にして

きませんでした。この３日間を通して，生徒たちは自らが持つ課題意識を共有し，とも

に深めることの大切さを学びました。 

サミットが終わり，生徒たちからも他の学校ともっと協働して取り組みたいという声

が挙がっております。実際に今年度のせんたんミーティングでは，SR サミットでのグ

ループワークをヒントに，新しい形での高校生フォーラムを開催することができました。

地方創生が叫ばれている今こそ，自分の地域だけで完結するのではなく，広く課題意識

を共有し，共に知恵を出し合う必要性を強く感じました。 
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第６章 ８． 学校法人鶏鳴学園清祥開智高等学校 

WWL 研究報告 

青翔開智中学校・高等学校 

 本校から SR サミットの参加は２回目，両回合わせ１０名の生徒が参加しました。私

自身も２回の引率を行い感じた，３点の変化を報告させていただきます。 

１点目は「同級生へもたらす影響」です。サミットで他校生徒からの刺激を受けた生

徒は，サミット後，自校で次のアクションを起こしました。プログラミング教室や旅行

社を自ら運営し，そこに同級生を巻き込むようになりました。このような取り組みは同

級生に刺激を与え，刺激を受けた生徒がさらに新たなプロジェクトを生み，次々と新た

なプロジェクトが生まれる流れを作り，そのうちの一つは「全国高校生 my project 

award2019」で中四国地方で最優秀賞をいただくまでになりました。この様なプロジェ

クトが生まれた要因の一つに，SR サミットがあったと言えます。

２点目は，「教員間のつながり」です。WWL に

より，複数回顔を合わせ，互いの学校や教育情 

報などを共有することにより，新たなアイデア 

が生まれ，生徒たちに新たなチャンスを創出す 

る事ができます。また，教員自身にも学外につ 

ながりが生まれることにより，自校・自身の取 

り組みを再評価することできました。１点目で 

述べた内容は，教員間にも同じ事が言え，WWL 

に関わった教員から，他の教員（同僚）へ輪が 

広がり，活動が活発になっていく事が言えます。 

３点目は，「支援者の増加」です。この１年間で，ネットワーク間の様々な学校・生徒

の活動を，自校生徒の活動のように強く感じました。おそらくこれは私以外の教員も感

じていたことではないでしょうか。その証拠にネットワーク間の互いの活動を，SNS 等

を用いてシェアし合う姿が何度もみられました。自分たちの活動が多くの人に支援され

ている，その事実が活動の甲斐につながり，さらに障壁を乗り越える支えになっていま

した。本校では個人探究として論文を執筆するのですが，その研究相談や調査活動にも

WWLのネットワークを用いて支援をいただきました。高校生の幸福度を調べる調査では，

WWL ならではの，全国の高校生からサンプルを集める事ができ，またスポーツトレーナ

ーを目指す高校生には，実際にスポーツトレーナーとして活躍していただいている方を

ご紹介いただき，生徒につなげる事ができました。これらの生の声は研究の信憑性を高

めるとともに，生徒のモチベーションにも大きくつながる出来事でした。 

 以上の３点が SR サミット・WWL であらわれた変化となります。つながりが新たなつ

ながりを生み出し，生徒に大きなチャンスを創出するとともに，教員に対しても新たな

知見が広まる仕組みであると報告いたします。 

⾃分たちの⽇頃の活動を披露する「High school life
EXPO」を⿃取市５校の⾼校⽣が合同で企画運営.



- 123 - 

第６章 ９．学校法人福岡雙葉学園福岡雙葉高等学校 (1)  

 

第 2 回全国高校生 SR サミットに参加しました 

連携校 福岡雙葉高等学校 

 

 

 立命館大学びわこくさつキャンパス及び立命館宇治高等学校で 7 月 30 日～8 月 1 日

の 3 日間開催された第 2 回全国高校生 SR（Social Responsibility）サミット FOCUS 

(Forum On Creating Unified Society)に，本校より GC (Global Communication)コー

ス高校 2 年生の 5名が参加しました。本校より持ち込んだテーマは，SDGs4 質の高い教

育をみんなにをベースとした「高校生による教育支援プロジェクト」です。デザイン思

考を用いて Inclusive な社会の実現を目指すということに取り組んでいる彼女たちは，

高校生による帰国子女や外国籍の生徒たちの日本語教育支援システムを構築できない

かという課題研究をしていました。SR サミットで他校の生徒さんたちにもそれぞれの

立場で考えてもらい内容を深めることができ，そ

れを学校で再び検証していきました。      

そのまとめを，SR サミットの意義も含めて，10

月12日に本学園で開催したグローバル人材シンポ

ジウムにおいて，保護者，地域の方々，大学関係者

の方々に発表しました。宮崎県立飯野高等学校の

「子育て支援プロジェクト」のグループに参加し

た生徒は，話合いをする中で，核家族化やママ友の

減少などによる母親のストレスの増加などの課題

を明らかにした上で，その解決策を提案することにより，高校生でも色々なことができ

ることを学んだと述べていました。                           

教員（アドバイザー）としては，1 つ反省点があ 

ります。それは，AFTER FOCUS に生徒たちが自信を

持って参加できるほど，持ち込んだテーマ「高校生

による教育支援プロジェクト」を夏以降に深めて

いく時間の調整ができなかったことです。今回参

加した生徒たちは，意欲的に課題研究に取り組む

メンバーではありましたが，SGH 活動の班がバラバ

ラで，別に探究テーマを持つ生徒もいました。やは

り，課題発見，探究，試行，改良などを実施する場

合，最低でも 1年間，同じテーマを考えることができるように導いていかなければなら

ないと反省しました。また最も大切なのは，机上での課題解決ではなく，試行と改良を

繰り返して，本当にそれが社会貢献につながるのかを考える部分なので，AFTER FOCUS

こそ，このプログラムの肝となるものと意識して，来年度は計画を立てて参加したいと

考えています。 

福岡雙葉⾼校 2 年 GC コース参加者 5 ⼈ 

福岡雙葉学園シンポジウムで発表の様⼦ 
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第６章 ９．学校法人福岡雙葉学園福岡雙葉高等学校 (2) 

Global Leadership Studies in Laos に参加しました 

連携校 福岡雙葉高等学校 

ラオス研修に５名が参加しました。本校は発展途上国

での研修の実績がなく，SGH 海外フィールドワークも北

米，台湾，シンガポールなどの国を選んでプログラムを

作りました。それらの国々での研修でも有意義な体験を

させることはできましたが，発展途上国に行き自分の目

で見て経験することでしか学べないこともあり，そのよ

うなプログラムを作りたいと思っていました。拠点校の

感じました。また自分の目で発展途上国を見て，自分の先入

観がまちがっていたことが分かりました。 

STさん： 日本で必要だと考えていた支援はさほど必要でな

いこと，まったく目をつけていなかった部分での支援が必要

なことがわかりました。これから各国の教育問題について考

えるときに新しい視点を持つことができました。 

MYさん： インターネット上で「世界一何もない国」とされ

ているラオス。そんなことはありませんでした。百聞は一見

に如かずという言葉を実感した研修でした。 

NOさん： 最初はラオスという国すら知らなくて危ない国かもと考えていた私が最後に

は帰りたくないと言えるぐらい大好きになりました。当たり前の定義が違うことが分

かったことも大きな学びでした。 

立命館宇治高校に最初にご相談したのも，海外研修に参 ８⽉の参加者

加させてもらいたい，生徒だけでなく教員も学びたいということでした。生徒たちの学

びは以下の感想文（抜粋）の中でも表現されている通り，大きなものでした。教員も，

綿密に事前研修を実施することで現地での学びが大きなものになること，生徒たちの自

主性を尊重し生徒達自身が作る研修という色を強く出すこと，安全面に関して正しい知

識を持たせ，現地の情報に精通している団体に協力を依頼することなどを学びました。 

NKさん： 多様性を尊重することはいいことだと思っていた。ラオスの子どもたちと接し

たとき，皆同じものを作ろうとしたので「個性を生かして作ってごらん。」と言 った

が，それこそが価値観の押しつけではないかと考え直した。 

HTさん： 言葉はとても大切です。自動翻訳機を使えばコミュニケーションが取れるな

んて言われていますが，信頼関係を作るには自分の言葉で話さないといけないと強く

12 ⽉の参加者 
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第６章 ９．学校法人福岡雙葉学園福岡雙葉高等学校 (3)  

 

第 1 回模擬国連（MUN of Ritsu-Uji）に参加しました 

 連携校 福岡雙葉高等学校 

 

 

 立命館大学びわこくさつキャンパスで 12 月 17 日，18 日の 2 日間開催された第 1 回

模擬国連（MUN of Ritsu-Uji）に，GC (Global Communication)コース高校 2年生の 4

名，高校 1年生 18 名が参加しました。本校には，Bloc1 の Gender Equality に Pakistan, 

Peru, South Sudan，Bloc2 の Forced Labor に Colombia, Indonesia, Kenya，The United 

Kingdom，Bloc3 の Security and Rights に United States, Morocco, Venezuela, South 

Korea の国が割り当てられました。本校は SGH 活動の一環として 3年前から九州大学の

学生の協力のもと模擬国連を実施しています。本校の進め方は，問題点や各国のスタン

スがある程度分かるような Background Guide を最初に配布し，それを生徒たちが読ん

だ後，担当国の状況調査をして Position paper を作成，その後 Moderated Caucus(着

席型討議)とUnmoderated Caucus(非着席型討議)

を繰り返して，Resolution(決議案)を作成すると

いうものです。Position Paper や Resolution は

英語で作成しますが，協議の多くの部分を占める

Unmoderated Caucus の部分を日本語で行ってい

るため，今回の模擬国連では，生徒たちは戸惑っ

たかもしれません。初日の Bloc1 の Gender 

Equality のセッションでは，英語が得意な生徒

たちでさえ，いつ何を発言すればよいか分から

ず，黙って様子を伺っているようでした。しかしその日の夜，武部先生や Mr.Vollmer 

Carl Anthony が交流会を開いてくだって気持ちもほぐれたあたりから，翌日に望む意

識に変化があったように思います。 

 二日目は Bloc2 の Forced Labor からはじまりました。挙手をしてマイクを回しても

らい，発言する生徒が出てきました。午後は Bloc3 の Security and Rights です。この

頃になると，紙を回して仲間を募るような動きも出てきました。 

2 日間，緊張の中で過ごした彼女たちでしたが，

最後に次のような感想を聞くことができ，本当に

参加させてよかったと思いました。「私達，この模

擬国連のやり方が理解できました。来年度，友人や

後輩が参加をするときは，校内でそれを伝えてか

ら送り出します。」 

 次年度の開催を楽しみにしています！ 

 

 

ケニア担当の⽣徒達 

 

写真 

写真の説明枠を写真の幅と同じにすると，
⽂字よけがきれいにそろいます。 

 

写真 

写真の説明枠を写真の幅と同じにすると，
⽂字よけがきれいにそろいます。 

SGH 活動で実施している模擬国連 
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第６章 ９．学校法人福岡雙葉学園福岡雙葉高等学校 (4) 

 

2019 年度第 1 回 WWL 研究報告会に参加しました 

 連携校 福岡雙葉高等学校 

 

 

 立命館宇治高等学校で 1月 24 日，25 日の２日間開催された第１回 WWL 研究報告会の

ポスターセッションに，8月のラオス研修に参加した生徒 3人が参加しました。またパ

ネルディスカッションに SGH 推進委員長吉岡が参加しました。ポスターを使いながら，

ラオス研修で学んだことや 12 月の参加者と共に企画した「坂雲寮プロジェクト」，ラオ

スコーヒーの普及について発表しました。ポスター発表後，IC ネットの芦田様より，研

修に行く前と行った後でどのように変わったかの

質問がありました。発展途上国に対する負のイメー

ジが払拭されて，実際に自分の目で見て感じてみる

ことの大切さを学び，次はフィリピンセブ島にボラ

ンティアに行こうと計画していると答えていまし

た。自分からアクションを起こすことの重要性に気

がついたと述べる生徒もいました。また，一緒に渡

航した立命館宇治高校の先輩方が，高校生とは思え

ないようなビジネスの視点でラオスコーヒーの輸

入を考えたり，本気で意見をぶつけあうようなディスカッションをしている様子を見て，

とても刺激を受けたとも話していました。高校生が学び合う場を提供する AL ネットワ

ークの学びは素晴らしいと思いました。 

私（吉岡）は，連携校のパネラーとしてパネルディスカッションに参加しました。基

調講演で立命館大学共通教育推進機構山口洋典氏が，アクティブラーニングをさせるこ

との逆生産性について論じられました。アクティブラーニングという言葉が教育界で頻

繁に使われるようになりかなりの年月が過ぎ，私達教員もアクティブラーニング＝教育

の・＝これからの社会を生きる若者に必要な学びであると疑いもしなかっただけに， 

改めて立ち止まって議論をする場を与えられて大変勉強になりました。高校では探究学

習が奨励され，それに沿ったカリキュラム開発を

各校が行っています。教員自身が受けた経験のな

い教育をやっていく訳ですから，確かに手探りの

部分があります。探究学習をさせる，アクティブラ

ーニングをさせるという，「させる」の中にすでに

生徒を受身にしてしまう要素があることを踏まえ，

主役は生徒であることを前提に今後の教育を考え

ていきたいと強く思います。そのような時に，この

WWL の AL ネットワークでの教員間のつながりは，大

変ありがたいです。 

ポスター発表の様⼦ 

 

写真 

写真の説明枠を写真の幅と同じにすると，
⽂字よけがきれいにそろいます。 

パネルディスカッション 
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第６章 ９．学校法人福岡雙葉学園福岡雙葉高等学校 (5) 

 

AL ネットワークでの活動が本校取組に与える効果について 

 連携校 福岡雙葉高等学校 

 

 

 福岡雙葉は，幼小中高が同じ敷地の中にある学園ですが，大学がないためか，国や世

界の教育の潮流を敏感に感じる機会が少なく，過去の実績と成功例をベースに現在の教

育活動を考える学園でした。しかし「グローバルシティズンを育てる」という教育理念

を標榜しておりますので，文部科学省がスーパーグローバルハイスクール（SGH）を指

定すると聞いたとき，理事会は申請することを決

定しました。私（現 SGH 推進委員長）を含め現場

の教員は反対でした。なぜ小さな私学がそんなこ

とに手を出さなければならないのか，今のままで

十分ではないかと。そういう気持ちを抱いたまま，

先進的な教育で定評のある立命館高校や立命館宇

治高校を訪問しました。立命館高校はちょうど

Japan Super Science Fair の後だったようで各所

に研究発表のポスターが掲示されていて，そのレベルの高さに訪問した教員はショック

を受けました。立命館宇治高校では IM や IB コースの話を伺い，井の中の蛙だったと反

省しました。 

2015 年 SGH の指定を受け，手探りではありましたが，懸命に新しい価値を生み出す

教育に取り組んでまいりました。その中で，生徒たちの，これまでの教科指導では測る

ことができなかった能力に教員側が気づきました。何を仕掛けてどのように導けばよい

のか，その感覚と手段も習得できたように思います。SGH 指定終了後もこの学びを進化

させたいと思っていたときに，AL ネットワークのお話をいただき，正直「やった！」と

思いました。 

連携校の活動として，ラオス研修には 5名（のべ 6名）の生徒が参加しました。その

生徒たちは今でも一緒に行った立命館宇治の先輩

たちの話を，あこがれを持って校内で話していま

す。次に 22 人が模擬国連に参加しました。参加者

のレベルの高さを肌で感じ，自分を高めていこう

と思うことができたと言っています。マニラ研修

には生徒 6名と，引率として教員も参加します。 

SGH 活動を通して，リーダー的若手教員の意識が

変わりました。それは，AL ネットワークで教員同

士がつながることでもっと昇華していくと思いま

す。そしてその教員の想いがそれぞれの自分の学校の生徒に影響を与え，そして地域に

も広がっていく確信します。 

福岡雙葉学園（幼・⼩・中・⾼） 

SGH 校としての活動 
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第６章 10．学校法人福岡雙葉学園福岡雙葉高等学校 (1) 

 

模擬国連参加に関して生徒の変化など 

連携校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 

 

 
12 月 18 日，19 日に行われた立命館宇治高等学校主催の模擬国連に参加した。本校

より 8 名参加し，内 6 名が 1 年生であった。参加生徒を募ったところ，すぐに生徒たち

が希望してくれて非常に驚きました。 

 私は引率した 8 名の生徒とは授業に行っていないどころか，面識もほとんどなかった

ため，生徒も私も不安でした。ましてや県外で行われるオールイングリッシュの模擬国

連であるため緊張しないはずがないのだが，さすが英語でディスカッションしたいと希

望してきた生徒たちだけあって，とても自立していて，かつ積極的ではきはきしている

性格な子たちで，とても頼もしさを感じました。 

 いざ模擬国連が始まると，初めてということもあり，大変とまどっている様子でした。

本校では普段からトレーニングしておらず，彼らも映像や資料で何となく理解していて

も，実際のスピードや展開の速さ，ネイティブ並みの会話についていけないという様子

でした。引率した 2 年生のうち 1 人は 1 年間留学していた生徒，もう 1 人は留学生（英

語が母国語ではない）であったが，それでもなかなか厳しい表情をしていました。 

 ところが，午前中のセッションが終わり，午後の最初の Bloc1 が終わる頃には，ある

生徒が「発言できなかったけど，流れが分かってきた」と言っていました。「明日は絶

対たくさん発言する」とキラキラした顔で前向きな発言をする生徒もいました。 

 夜にネイティブの先生方によって開催してくださった英語によるアクティビティも

大変ありがたく学びを深めることができました。時間が過ぎていくにつれて，友達も増

え，英語を聞き，英語で考え，英語で提案することがより自然になっていったようです。

そもそも英語が得意な生徒たちであるが，英語だけの世界において「積極性」というも

のが培われたように思えました。 

 2 日目は提言するメンバーは朝食の時も一生懸命メモ紙とにらめっこ状態で，本気度

がうかがえました。この日は前日宣言していた通り，全生徒が挙手をし，発言し，檀上

でも立派に振舞っていました。Bloc3 が終わる頃には本校生徒を含め，どの学校の生徒

も「一人前」の顔をしているように感じられました。 

全ての日程が終わり，どの生徒もとにかく楽しかったと私に伝えてきました。私が思

うに，彼らたち自身が元より持っている「一生懸命さ」や「辛いことも楽しみながらや

る」という姿勢が，充実した 2 日間にしたのだと思う。帰校してからも担任の先生や研

修部主任の先生方にいかに楽しかったかを述べていたようで，その充実ぶりがうかがえ

ました。 

参加した生徒たちは元々英語が大好きで，英語を武器にしていこうとしている生徒で

した。しかし，実際参加してみるとはるかに高い英語力の人たちがいること，自分から

積極的に発信しないと何もできないことなど，厳しい面を学んだようでえす。ただ，彼
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らは前述のように，それらの体験もプラスに変える力を得て，さらに成長しました。1

年生たちは口を揃えて「来年も参加したい」と言っています。この経験が SGH 探究活

動はもちろん，彼らの将来に大いに役立つと考えています。私も貴重な経験をさせてい

ただき，自身にもよい勉強になりました。このような機会を作ってくださった立命館宇

治高等学校に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

第６章 10．学校法人福岡雙葉学園福岡雙葉高等学校 (2) 

 

WWL 研究報告会に参加しました 

連携校 宮崎県立宮崎大宮高等学校 

 

ア．研究授業に参加して 

「北朝鮮と韓国は再統一されるべきか？」という論題のもと，カジュアルなマイクロデ

ィベートが行われていました。この論題を通して，北朝鮮と韓国の政治，経済・社会を

統合的に学ぶことができる内容でした。創造的な課題が与えられることによって，理解

が深まるという PBL の手法が取り入れてられていました。 

 

イ．ポスターセッションに参加して 

課題研究発表会の多くは，社会や自然から課題を

発見し，学術的方法で解明していくものが多いと思

いますが，立命館宇治高校の発表は，生徒の多様な

経験を共有する場となっており，これが新鮮でし

た。“Beyond the border”という言葉通り，生徒達

が自由闊達に自らの多様な経験をポスターにまと

め，考察した内容を発表する姿に感銘をうけまし

た。今回の見学を通して，何のために課題研究をするのか，ということを自らに問い直

すこととなりました。最近，いかに素晴らしい研究発表でも「ジブンゴト化」されてい

ない発表は空虚だと感じていました。課題研究の第一歩は，ジブンゴト化されているこ

とであり，大義のもとに，生徒を押し込めてはいけないと痛感しました。そして，発表

の多様性「混ざる・混じる教育」のよさを体感し，今後の本校の教育にもいかしていき

たいと強く思いました。本校の場合は，生徒達への調査の結果，ほとんどの資質・能力

は上がる一方で，最も伸びない資質・能力が自尊感情でした。その向上の鍵は，今回立

命館宇治高校で体験した，自分が没頭して取り組んだことを人に認めてもらう場，多様

なものを認め合う場をつくることではないか，と考えました。 

 

アジアの架け橋プロジェクト⽣徒の発表 
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第６章 11． 学校法人市川学園市川高等学校 

 

SR サミット・APU Summer Camp・AFTER FOCUS への参加と 
市川アカデミックデイへの招待 

 
連携校 市川高等学校 

 

 様々な会場および形態によって開催された各種イベントを通して，立命館宇治高等学

校を中心とする各連携校の生徒間および教員間の学びが生まれました。 

 本校生徒が参加したのは，立命館宇治中学校・高等学校および立命館大学 BKC で開催

された「SR サミット FOCUS」，APU での「Summer Camp」，そしてオンライン会議アプリ

ZOOM を利用した「AFTER FOCUS」の３イベントでした。 

 特に，SR サミットでの生徒の成長は大きかったと

思います。もともと 2017 年 12 月の第１回「ふくし

ま学宿」後に生徒たちが自発的に「福島のコトを考え

る会（略称：ふっこう会）」をつくり，「震災以降に目

立つようになった，あるいは発生した福島での今の

問題，福島から見えてくる日本及び世界の課題につ

いて，次世代を担う未来の大人である私たち学生が

話し合い，考え，行動に移すきっかけとすることがで

きる環境作りをすること」を目標に活動を始めまし

た。今回連携校になったことにより，活動を全国の連

携校の生徒・教員に紹介するのみならず，将来に亘る

我が国最大の課題の１つである「福島問題」につい

て，ともに考え意見を交わした経験は参加者にとり，

有意義なものでありました。生徒は他校の取り組み

に学び，教員同士も交流をする場であり，それぞれの取り組みに刺激を受け，具体的な

行動に移す推進力をもらって帰る場，それが「SR サミット」であったと考えています。 

 さらに生徒の成長を促したのは，2020 年 1 月の AFTER FOCUS です。SR サミット後に，

約半年間の活動を共有する場が設けられたのは幸いでした。オンライン会議での５分の

発表のために，生徒は何時間もの時間を費やし，もう一度自分たちの活動を振り返ると

ともに，サミット参加者から頂いたアドバイスは今後の活動の大きな糧となりました。

これら２大イベントを軸に，その前後にも生徒の活発な活動があったことが印象的です。 

 本校発信の行事としては，2020 年 3 月に３回目を迎える「市川アカデミックデイ」が

予定されていました。市川中・高では多くの生徒たちが海外研修や国内研修・各種コン

テストに参加し，幅広い体験をしており，各自がそれぞれの学びや体験を発表し，他の

生徒と共有する機会として開催しています。その中に連携校の方々にも加わっていただ

こうと招待し，立命館宇治高等学校から３名の参加が予定されていました。残念ながら，

今回は新型コロナウイルスの影響で中止せざるを得ませんでしたが，次年度も開催予定

ですので，多くの連携校の関係者の皆様にお越しいただければ幸いです。 

FOCUS 後のアクション：稲刈りツアー 
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第７章 １．検証 (1) 

 

検証委員会 

 

 

日時 2019 年 7 月 13 日(土) 10:30～11:30 

出席 花田 真吾 氏 （東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科准教授） 

河井 亨  氏 （立命館大学スポーツ健康科学部准教授） 

欠席  溝上 慎一 氏 （学校法人桐蔭学園理事長） 

    影戸 誠  氏 （日本福祉大学客員教授、日本教育工学会国際担当理事） 

 

立命館宇治における今後のアセスメントについて 

(事務局) 

  今まで使われてきた指標についての説明と話題提起（別紙１～５） 

(花田先生) 

 留学のインパクト分析に関わっては、グローバル・コンペテンシーとマインドセッ

トの側面からの分析ができるが、その構成要素は 325 項目あるといわれており，全

体としての相関や因果との適用の整理は不可能。 

 東洋大学では，（「知っているけど同意できない」というケースがあるので）大きく

知識と情緒の 2つに分けて，統計解析により有意性を評価している。 

 325 項目に、知識・情緒・スキルの 3つのラベルをつけることはできる。 

⇒ 評価項目全体よりは個別項目で見たほうがよい。（全体だと有意性のある指標

にはならないだろう。）その結果、この項目が伸びましたというまとめる観点。 

 その上で，構成要素と各校の求める理想との関連で焦点化することが必要。それを

高校入学時 ⇒ 高校卒業時（＝大学入学時で代用も可）というスパンで見ること

が重要。 

 事前（Pre）と事後（Post）で評価することになるが，できれば Pre-Pre，Post-Post

も加えて何回か実施するのがよい。可能であれば，留学に行っている最中も（様々

なインターカルチュアルなイベントに遭遇しているので）変化を調査するとよい。

（いわゆるダブルカーブ現象への対応も含めて） 

 事後の段階で，事前の評価を振り返らせ，レーダーチャートが 3 本にするとよい

（SGH 評価の GLS での指標評価のレーダーチャート参照）。 

⇒「事前」と「事後から見た事前」で評価がぶれることも評価のひとつ。 

(河井先生) 

 325 の構成要素と、学園と学校の理念（ビジョン）を関連づけておくことが、重要。

それは、学校のマネジメント上も重要。 

 立命館大学で行っている「学びの調査」との関連がとれればおもしろいのでは。 

 さまざまなアンケートを何回もやるのはいいが、いわゆる「アンケート疲れ」の問

題が想定される。正確なアンケートにするためにも、それぞれのアンケートの位置
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づけを確認し、対象者にも知らせる必要。 

 文部科学省からの指標は、包括的なもの。目的の階層化を行い、自校にあったもの

をアンケートするのがいい。この間の留学に関わる多くの研究でも、「知識」は伸

びない「態度」は変わるということが明確になってきている。目的を明確にし、そ

れにあったアンケートの必要性。 

 生徒が主観で答える（アンケート調査の）主観データを扱うことのネックを意識し

ておく必要。意識調査の分析で効果検証を行うことには限界がある。 

 回答項目よりも、「何を持ってそのような回答に至ったのか」を個別ヒアリングし

ていくとより意味がある。 

 立命館宇治の課題を明確にし、ポイントをしぼった上で、「何をどうしたいのか」

「何がどうなったらよいと考えるのか」、具体的な行動で示しておく必要があり、

前年度の生徒のものも参考に、教員同士でも、生徒にも、すり合わせて、持つこと

が必要。そうすることで、その軸により主観評価から直接評価への脱皮が図れる。 

 アンケートをするときに、Post の段階で Pre ではどうだったのか？と振り返るこ

とも必要。そのためにも、具体的な行動指標での視座をあわせておく必要。 

(花田先生) 

 アンケートの結果は、生徒に知らせているのか？≪回答：そのつもりである。(蔭

山)≫ ⇒東洋大学では、データは公開していない、学生個々へのアドバイスに活

かしている。 

 アンケートをとること自体よりも、そこから「自己肯定感」に導く方策が重要。ア

ンケート自体の指標は「材料」にして、生徒の自信につなげることが重要。そのた

めにも、学校として望ましい生徒像を確立する必要。 

 最終的にはアウトプットで評価が決まる。例として「海外大学への進学を増やす」

という指標をおき，「出願した・しなかった」，「進学した・しなかった」などの項目

とアンケート回答の相関を見ていく。 

 海外大学への進学者数について、合格したかどうかの数字もあるが、応募したかど

うかの数字も指標となる。クロス集計の積み上げにより、望ましい方向性が見える

のでは？ 

(河井先生) 

 高校卒業後の大学での留学経験もデータに入れたら？ また、反対に、海外大学進

学者だけでも集計と分析は可能。 要は、学校としてのスタンス。 

(花田先生) 

 短期留学より長期留学のほうが否定的評価をしがちなところがある。（∵短期では

対立・葛藤が生じる前に終わってしまう）。否定的回答へのインタビューによって，

その回答を成長への意味づけに向かわせることができる。 

 人手があれば、カウンセリング面談に活かすことが重要。 

(河井先生) 

 パフォーマンスを評価することが重要。例えば、言語化。ビデオで話をさせるとか。 

 そのビデオを保護者・担任（引率者）などにも見せ、第三者を加えた 360°評価も

付け加えることが可能になる。 
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 ただし、保護者や担任の評価はブレることが多い。そのためにも、評価対象をしぼ

りこんでいく必要があるということと、ビデオ・クリップなど作成して、学校の目

指すものをみんなが共通理解しておくといい。 

 質問に具体的（客観的）に評価できる項目や成果物に対する項目を盛り込んで，先

生・生徒ともに評価軸が一致するものを用意するとよい。発表のルーブリックなど

は，判定がぶれないように。 

 (花田先生) 

 評価・分析にあたって、ツールを使用することも可能。Global Perspective 

Inventory とか。 

(河井先生) 

 大学生の留学などで用いている評価が様々あるので，適用可能かどうか調べてみる

とよい。 

Cf.)留学の学習成果分析（BEVI-j） 広島大学など   

 異文化感受性発達尺度（IDI：The Intercultural Development Inventory）

 立命館大学など 

(事務局) 

 評価・分析にあたって、大学院生の研究とのマッチングとか考えられないか？ 

(河井先生) 

 アセスメントにあたっては、どこも手が足りていない現状。分析については、専門

職やコーディネーター制度の構築が必要。AST のような専門職をおいてはどうか。

大学の研究者でも、「留学効果分析」をテーマにあげる人も増えている。 

 外注はしない方がいいと思う。共同でやるのがいい。 

(事務局) 

 コントロールグループの評価ができていないことは、本校の課題か？ 

(花田先生) 

 複数の評価軸があった方がいい。360 度評価もいい。 

(河井先生) 

 スタンダードな意識調査については、対象グループと全数調査との比較は、いい。 

 分析は、どこまでやるのかの決断が大切。教育的な視点・観点があっての評価・分

析。 

以 上 

 

検証については、随時検証委員の先生他にアドバイスを求めています。コア探究につ

いては別冊の参照をお願いします。検証指標について、随時のアドバイスよりポイント

を拾ってまとめたものを以下に記載します。 

 

(1) 各種アセスメントとの関係整理１ 

・GLS のアセスメントは どちらかというとプロセスの評価 

・文科省が出しているものは どちらかというとアウトカム中心 

→ 両方やって、文科省の質問項目の中で大事と思う項目が伸びている生徒と、そう
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でない生徒を GLS のアセスメントでの評価を比べることによって、どのプロセスが

有効に働いているかの分析ができるのではないか。 

(2) 各種アセスメントとの関係整理２

文科省の項目に、今までの質問項目を寄せて、関連性のチェック、過不足がないか

のチェックなどを行うことも必要。結果を基に新たな質問項目が必要かの検討を行う。 

(3) 生徒の自己評価を正確にさせると共に振り返りを持たせる必要性について

生徒の自己評価が生徒の持つ能力によってぶれないように、生徒にとって評価基準

が明確になるビデオ教材の作成を検討する。 

具体的には、文科省の項目中で重点と思われる項目が高得点の生徒のプレゼンや活

動、インタビューを教材化して、自己評価の時に見せる。手本との比較での評価がで

きるとともに、なぜこの生徒が高評価なのか、なぜこの生徒のこの項目が満点ではな

いのかなど、生徒の活動自体の目標や指針となる。また、全体結果がその場ですぐに

見えるようにプログラムを組んでおけば、その直後にレビューする時間も持てる。コ

ア探究では、授業時間内にこの取り組みを設定するのもありではないか。

→ 本年度の教材ビデオはこのアドバイスを元に作成

※COVID-19 の影響による休校で、最後の生徒インタビューが取れませんでした。

(4) 研修等のプログラム参加による変化

プログラム毎に生徒の変化の評価も必要。ポイントを絞り、その研修は何が鍵になる

かを明確にする。 

→ 研修の分類と関連づけ（カリキュラムマップ）によって、研修で求められる力、伸

ばすことのできる力がわかり、意識を持って研修に入ることができ、教員もそれを意識

するので、効果も上がる。 

→ 各研修の目的を明確にし、生徒へのアセスメントの質問項目を考える。

→ 海外研修の活動動画を、生徒自身に作成させ、プロジェクト毎に教材化する。

※ 特に(3)については、連携校で共有できるリソースになる。

※ (4)についてもネットワーク全体に共有でき、全体に募集をかける際にわかりやす

くなる
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第７章 １．検証 (2) 

 

GLS 第３ステージ 成長評価アンケート 

©タクトピア株式会社 

 

このアンケートは、プログラム参加者の成⻑を可視化するために実施します。次の各項⽬に
対し、今の⾃分の状態に最も当てはまるものを選んで下さい。質問は A から C まで 3 つのカ
テゴリーがあり、全部で 43 問あります。（A 13 問、B 24 問、C 6 問） 

これらは第３ステージが終了した時に⾝につけておいてほしいスキルや能⼒です。 
始めから，得意だった部分がさらに良くなった場合や （例）評価４→評価５  
元々は，苦⼿だった部分が良くなった場合など （例）評価２→評価４ 

様々なパターンがあると思います。注意深く⾃分と向き合い，ありのままの⾃⼰評価を⾏っ
て下さい。 

 
A. マインド 

I. 自律心 

ここからは、⾃らの⾏動を⾃ら制限したり推進したりする「⾃律⼼」をどれほど持てているかを確認し
ます。（全 9 問） 
1) 時間厳守の姿勢について * 

1. 時間を守る意識がなく、遅刻が多い。 
2. 時間を守ろうと⼼がけているが、遅刻してしまう。 
3. 定められた時間を厳守できているが、時間に余裕を持った⾏動が出来ていない。 
4. 定められた時間の 10 分前には⾏動が完了している。 
5. 10 分前⾏動が常に出来るだけでなく、周囲にも時間厳守を徹底するよう働きかけている。 

2) 社会的マナーについて * 
1. 場に応じた、挨拶・⾝だしなみ・振舞い等があることを知らない。 
2. 場に応じた、マナー、挨拶・⾝だしなみ・振舞い等があることを理解しているが、うまく振る舞うこ

とが出来ない。 
3. 場に応じた、マナー、挨拶・⾝だしなみ・振舞い等があることを理解し、周囲の助けがあれば適切に

⾏動できる。 
4. 場に応じたマナー、挨拶・⾝だしなみ・振舞い等があることを⾝につけており、⾃ら適切に⾏動できる。 
5. 場に応じた挨拶・⾝だしなみ・振舞い等を理解し、適切に⾏動を取ることができるだけでなく、周囲

にも適切な振る舞いをするよう、働きかけられている。 
3) 知識・スキルの向上について * 

1. 課題に取り組む際に、必要な知識やスキルを⾃主的に⾝につけようとしていない。 
2. 知識とスキルの向上が⾼い成果を出すことに繋がることを理解しているが、そのための⾏動が取れ

ていない。 
3. より⾼い成果を出すため、知識とスキル獲得の⾏動を取るようにこころがけている。 
4. より⾼い成果を出すために、常に知識とスキル獲得の努⼒を⾏っている。 
5. より⾼い価値を提供できるよう、⾃らの知識やスキルを⾼め、それを他者に教えることで、さらに⾃

分の知識やスキルを⾼めている。 
4) ⾃ら学ぶスタンスについて * 

1. 与えられた課題に取り組むことで精⼀杯だ。 
2. ⾔われたことだけを学ぶのではなく、⾃ら学び取ろうという姿勢はあるが、そのための⾏動を取れ

ていない。 

別紙１ 
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3. 物事を教わらなくても、⾃ら学び取ろうという姿勢があり、時々、教わらなくても物事に気づくこと
がある 

4. ⼈から物事を教えてもらうだけではなく、⾃ら学び取るという姿勢で常にプロジェクトに臨んでい
る。 

5. ⼈からを教えてもらうのではなく、⾃ら学び取るという姿勢でプロジェクトに臨み、そのことの⼤
切さを周囲に伝えられている。 

5) 知識の応⽤について * 
1. このプログラムで学んだことを⽇々の活動に適⽤しようという発想がない、もしくは研修から学ん

だことはない。 
2. このプログラムで学んだことを⽇々の活動に応⽤する必要があると考えているものの、うまく実現

できていない。 
3. このプログラムで学んだことを⽇々の活動に応⽤することが時々出来ている。または、アドバイス

が有れば出来る。 
4. このプログラムで学んだことを、⽇々の活動に応⽤・適⽤しようとしている。 
5. このプログラムで学んだことを、⽇々の活動に応⽤しようと⾏動し、周囲から⾼い評価を得られて

いる。 
6) 主体意識について * 

1. ⾃分なりの答え・⾏動をしようとは特に思わず、指⽰が来るまで⾏動を起こす必要はないと思って
いる。 

2. ⾃分なりの⾏動・答えを出す必要があると考えているが、どうしていいかわからず、結果的に指⽰待
ち状態になっている。 

3. ⾃分なりの⾏動・答えを出そうと⾏動し、適切なアドバイスが有れば、主体的な⾏動が取れる。 
4. 指⽰を待つだけではなく、⾃ら考え、求め、導き出し、⾃分なりの答えを出すことが出来る。 
5. 指⽰を待つのではなく、⾃ら考え、⾃分なりの答えを出し、⾏動することが出来る。さらに周囲にも

同様に⾃ら考えて⾏動するよう働きかけられている。 
7) チャレンジ意識について * 

1. 困難な状況では、問題を解決することを諦めてしまう。 
2. 困難な状況に置かれた時に、解決のための⾏動を試みるが現状を打破できない。 
3. 困難な状況においても、前向きに考え、アドバイスや周囲の助けがあれば、場を乗り切るために⾏動

できる。 
4. 困難な状況において、その場を乗り切るために、できることを⾃ら⾒出し⾏動に移すことができる。 
5. 困難な状況でも、今できることを考え、その場を乗り切るために⾃ら⾏動するとともに、周囲に⾏動

を促すことが出来る。 
8) 期限遵守の姿勢について * 

1. 期限を設定せずに課題に取り組んでいる。 
2. ⾃ら期限を設定するものの、それを守ることが出来ていない。 
3. ⾃ら期限を設定するが、常にその期限を厳守出来ているわけではない。 
4. ⾃らが定めた期限を常に厳守できている。 
5. 期限を常に守り、周囲にも期限を守るように働きかけられている。 

9) 質へのこだわりについて * 
1. 成果物の質にこだわりがない。 
2. 妥協せずに最⾼の結果を出したいと考えているが、そのために必要な⾏動が伴っていない。 
3. 周囲の助けを得るなどして、妥協せずに最⾼の結果を出せるように⼼がけている。 
4. 常に妥協せずに最⾼の結果を出せるよう努めている。 
5. 常に妥協せずに最⾼の結果を出せるよう努め、周囲の規範となると同時に、周囲にも質の向上を促

している。 
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II. チームワーク 

ここからは、チームとして多様な⼈と共に活動し、成果を上げるための「チームワーク」がどれほどで
きるかを確認します。（全 4 問） 
1) チーム意識について * 

1. チームのことを考える余裕がない。 
2. チームの⼀員としての⾏動が出来ず、チームに貢献が出来ていない。 
3. チームメンバーとしての意識を持ち、アドバイスやサポートがあれば、チームに貢献できる。 
4. 常にチームメンバーとしての意識を持ち、チーム全体の成果を上げられるよう、⾏動している。 
5. 常にチームメンバーとしての意識を持ち、チーム全体の成果を上げられるよう⾏動し、成果を上げ

ている。また、周囲にもチーム意識を持ち、チームとしての成果を上げるよう⾏動することを促して
いる。 

2) チーム内での発⾔について * 
1. ⾃ら率先して⾏動することが少ない。 
2. 意欲的・積極的に発⾔・⾏動したいと考えているが、実践出来ていない。 
3. チーム内で意欲的かつ積極的に発⾔/⾏動し、チームに貢献したことがある。 
4. 常にチーム内で意欲的かつ積極的に発⾔/⾏動し、チームに貢献している。 
5. チーム内で意欲的かつ積極的に⾃らも発⾔/⾏動するとともに、周囲にも積極的な⾏動を促し、チー

ムとしての成果を上げている。 
 

3) チームとしての質へのこだわりについて（２年時） * 
1. チームが⾼い質のアウトプットを持っていることも理解していないし、質を向上させようと努めて

もいない。 
2. チームが求めるアウトプットの質を理解しているが、質を向上させるための⾏動が出来ていない。 
3. チームが求めるアウトプットの質を意識しており、⾃らも妥協せずに質の向上に務めたことがある。 
4. チームが求めるアウトプットの質を常に意識し、常に妥協せずに質の向上に努めている。 
5. チームに求められるアウトプットの質を常に意識し、質の向上に努め、チームとして⾼い成果を出

している。 
4) チーム内での期限遵守の姿勢について * 

1. チームの定めた締切を守ることが出来ない。 
2. チームの定めた締切があることは理解しているが、それを守るための⾏動ができず、期限が守れな

い。 
3. 周囲の助けを得られれば、チームによって定められた、⾃分の担当に対する締切を守ることが出来

る。 
4. チームによって定められた、⾃分の担当に対する締切を常に守っている。 
5. チームによって定められた、⾃分の担当に対する締切を守り、周囲にも期限を守るよう働きかけて

いる 
 
B. スキル 

I. 情報収集力 

ここからは、どれだけ効果的・効率的に情報を集められているかについて確認します。（全 6 問） 
1) 情報収集の準備について * 

1. リサーチの⽬的が分からず作業していることがある。 
2. リサーチの⽬的にあった段取りや⽅法を定義する必要を理解しているが、実践出来ていない。 
3. 周囲の助けを得られれば、リサーチの⽬的を理解し、⽬的に合わせ、効率的に作業するための段取り

を組むことが出来る。 
4. リサーチの⽬的を理解し、⽬的に合わせて効率的に作業するための段取りを組むことが出来る。 
5. リサーチの⽬的を理解し、⽬的に合わせて効率的に作業するための段取りを組むことが出来、周囲



- 139 - 

が段取りを組むのを⼿伝うことができる。 
2) 情報収集にあたっての仮説構築について * 

1. 情報収集が必要なときには思いつくところから着⼿している。 
2. 情報を収集する前に、仮説を構築する必要性を理解しているが、実践出来ていない。 
3. 周囲の助けを得られれば、仮説を⽴ててから情報収集をすることが出来る。 
4. 常に情報を収集する前に、仮説を構築することが出来る。 
5. 情報を収集する前に、仮説を⽴てることが出来、周囲の⼿助けが出来ている。 

3) 情報収集の実施 * 
1. 仮説検証の際には適切な情報源を選ぶべきであることを理解出来ていない。 
2. 様々な情報源の特徴と使い⽅が異なることを理解しているが、情報収集時にその知識を活⽤出来て

いない。 
3. 様々な情報源の特徴と使い⽅を理解し、周囲の助けを得るなどして仮説検証に必要な情報を効率的

に収集出来たことがある。 
4. 様々な情報源の特徴と使い⽅を理解し、仮説に合わせた情報を効率的に収集することが出来る。 
5. 様々な情報源の特徴と使い⽅を理解し、仮説に合わせた情報を効率的に収集することができ、周囲

の⼿助けを⾏うことが出来る。 
4) インタビューの段取りの設計について * 

1. インタビューの⽬的を理解せずに作業していることがある。 
2. インタビューの⽬的を理解し、それを実現するための段取りを組む必要性を理解しているが、実践

出来ていない。 
3. インタビューの⽬的を理解した上で、周囲の助けを得ながら、効率的に作業するための段取りを組

んだことがある。 
4. インタビューの⽬的を元に、効率的に実施するための段取りを独⼒で組むことが出来る。 
5. インタビューの⽬的を理解し、効率的に作業するための段取りを組むことが出来、周囲にもその⽅

法を教えることが出来る。 
5) インタビューの事前準備 * 

1. インタビューシートを作成したことがない。 
2. インタビューシートの必要性を理解しているが、実践出来ていない。 
3. 周囲の助けを得られれば、インタビューシートを作成することが出来る。 
4. インタビューシートを独⼒で作成することができる。 
5. インタビューシートを作成することが出来、周囲にも作成⽅法を教えることが出来る。 

6) インタビューの実施について * 
1. インタビュー実施時は⽤意した質問を聞くことで精⼀杯だ。 
2. インタビュー時に、相⼿の反応を⾒ながら話さなくてはいけないということを理解しているが、実

践出来ていない。 
3. インタビュー時に、周囲の助けを得るなどして、相⼿の反応を観察しながら、疑問を残さず必要な情

報を引き出したことがある。 
4. 相⼿の反応を観察しながら、疑問を残さず必要な情報を引き出すことが出来る。 
5. インタビュー時は常に、相⼿の反応を観察しながら、疑問を残さず必要な情報を引き出すことがで

き、周囲にもその⽅法を教えることが出来る。 
II. 思考力 

ここからは、どれほど考える⼒を持っているかについて確認します。（全 6 問 
1) 論理的思考について * 

1. 論理を組み⽴て、結論を述べるにはどうすればよいか分からない。 
2. 論理を組み⽴て、結論を明確にする必要性があるのは理解しているが、実践出来ていない。 
3. 周囲の助けを得られれば、筋道の通った論理を組み⽴て、結論を明確に導き出すことが出来る。 
4. 筋道の通った論理を組み⽴て、常に結論を明確に述べることができる。 
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5. 筋道の通った論理を組み⽴て、結論を明確に述べることができ、さらに他者にも論理を持って話せ
るよう、教えることが出来る。 

2) 事実と意⾒の分類について * 
1. 事実と意⾒の違いが理解出来ない。 
2. 事実と意⾒の違いを理解しているが、数多くの情報から客観的な事実を抽出することが出来ない。 
3. 周囲の助けを得られれば、事実と意⾒の違いを理解し、客観的な事実を抽出することが出来る。 
4. 事実と意⾒の違いを理解し、数多くの情報の中から、客観的な事実を抽出することが出来る。 
5. 事実と意⾒の違いを理解し、数多くの情報の中から、客観的な事実を抽出することができ、さらにそ

の⽅法を周囲にも教えることが出来る。 
3) 仮説の構築について * 

1. 仮説を構築するということが理解出来ない。 
2. 仮説を構築する必要性を理解しているものの、客観的な事実をもとに構築出来ない。 
3. 周囲の助けを得られれば、客観的な事実をもとに仮説を構築することが出来る。 
4. 客観的な事実をもとに、独⼒で仮説を構築することが出来る。 
5. 客観的な事実をもとに仮説を構築することが出来、周囲にもその⽅法について教える事が出来る。 

4) 課題分析について * 
1. 問題発⽣時には実際に起きている問題の対処で精⼀杯だ。 
2. 問題発⽣時には、根本的な原因追求の必要があることを理解しているが、実践出来ていない。 
3. 問題発⽣時には、周囲の助けを得るなどして、根本的な原因を追求し、明確に説明出来る。 
4. 問題発⽣時には、独⼒で根本的な原因を追求し、それを明確に説明することが出来る。 
5. 問題発⽣時には、根本的な原因を追求し、それ明確に説明することが出来、その⽅法を周囲に教える

ことが出来る。 
 

5) 課題解決について * 
1. 課題の解決策を考える事が出来ない。 
2. 問題に直⾯した時に、その解決策を考えてみるが、有効なアイデアが得られたことがない。 
3. 周囲の助けを得られれば、有効かつ実現可能な解決策を考案することが出来る。 
4. 課題に対し、有効かつ実現可能な解決策を独⼒で考案することが出来る。 
5. 課題に対し、有効かつ実現可能な解決策を考案することが出来、周囲にも課題解決策構築について

教えることが出来る。 
6) 創造的思考について * 

1. 作業やアイデアに⾏き詰った時に、諦めてしまい、それ以上考え、⾏動をすることが出来ない。 
2. プロジェクトが⾏きづまったとき、代替案を探す必要性は理解しているが、うまく探すことが出来

ない。 
3. プロジェクトが⾏きづまったときに、周囲の助けを得るなどして、新たな視点をもって代替案を探

しだしたことがある。 
4. プロジェクトが⾏きづまったときに、独⼒で代替案を探しだすことが出来る。 
5. プロジェクトが⾏き詰ったときに、新たな視点をもって代替案を提案し、周囲にも受け⼊れられて

いる。 
 

III. 表現力 

ここからは、どれだけ⼈に伝える⼒を持てているかについて確認します。（全 2 問） 
1) ⽂書作成⼒について * 

1. ⽂書を作成する際には、⾃分の作りたい様に作っている。 
2. 聞き⼿に分かりやすい資料を作成しようとしているが、意図が伝わる資料を作ることが出来ない。 
3. 周囲の助けを得られれば、聞き⼿に分かりやすい資料を作成ることが出来る。 
4. 常に聞き⼿に分かりやすい資料を作成することが出来る。 
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5. 聞き⼿に分かりやすい資料を作成することができ、周囲にも資料の作成⽅法を教えることが出来る。 
2) プレゼンテーション⼒について * 

1. プレゼンテーションで⾃分の伝えたいことを上⼿く伝えることが出来ない。 
2. 分かりやすいプレゼンテーションを実施したいと考えているが、実践出来ない。 
3. 周囲の助けを得られれば、説得⼒があり分かりやすいプレゼンテーションを実施することが出来る。 
4. 常に説得⼒があり分かりやすいプレゼンテーションを独⼒で⾏うことが出来る。 
5. 常に説得⼒があり分かりやすいプレゼンテーションを実施することができ、周囲から評価されてい

る。 
 

IV.コラボレーション力 

ここからは、どれだけ多様な⼈と働くのに必要な⼒を持っているかについて確認します。（全 10 問） 
1) ⾔葉遣いについて * 

1. ⾔葉遣いや⽂章を状況に応じて使い分けていない。 
2. 状況に応じた、正しい話し⾔葉/書き⾔葉があることを理解しているが、適切に使うことが出来ない。 
3. 周囲の助けを得られれば、状況に応じた、正しい話し⾔葉/書き⾔葉を使うことが出来る。 
4. 常に状況に応じた、正しい話し⾔葉/書き⾔葉を使うことが出来る。 
5. 状況に応じた正しい話し⾔葉/書き⾔葉を使うことができ、周囲にも⾔葉遣いについて教えることが

出来る。 
2) 異⽂化コミュニケーション⼒について * 

1. 年齢や国籍の異なる相⼿と上⼿くコミュニケーションを取ることが出来ない。 
2. 年齢や国籍の異なる相⼿とコミュニケーションを取るよう努めているが、実践出来ていない。 
3. 周囲の助けを得られれば、年齢や国籍の異なる相⼿とも、適切にコミュニケーションを取ることが

出来る。 
4. 年齢や国籍の異なる相⼿とも、適切にコミュニケーションをとることが出来る。 
5. 年齢や国籍の異なる相⼿とも、適切にコミュニケーションをとることが出来、周囲にもそう出来る

よう促している。 
 

3) 傾聴⼒について * 
1. 相⼿の話に⽿を傾けることが出来ない。 
2. 相⼿の話を熱⼼に聞く必要性を理解しているものの、相⼿が積極的に話せるような場を作れず、相

⼿の⾔いたいことを引き出すことが出来ない。 
3. 周囲の助けを得られれば、相⼿の話を熱⼼に聞き、相⼿の⾔いたいことを引き出すことが出来る。 
4. 相⼿の話を熱⼼に聞き、相⼿の⾔いたいことを引き出すことが出来る。 
5. 相⼿の話を熱⼼に聞き、相⼿の⾔いたいことを引き出すことができ、さらに周囲にもその⼯夫を教

えることができる。 
4) 発信⼒について * 

1. ⾃分が普段⼀緒にいる⼈以外に、⾃分の考えを伝えることができない。 
2. ⾃分の考えを端的に伝えることが重要であることは理解しているが、実践できていない。 
3.  ⾃分が普段⼀緒にいる⼈以外にも、⾃分の考えを端的に伝えることができる。 
4. ⾃分が普段⼀緒にいる⼈以外にも、⾃分の考えを常に端的に伝えることができる。 
5. ⾃分が普段⼀緒にいる⼈以外にも、⾃分の考えを端的に伝えることができ、そうする⽅法について

も周囲に教えている。 
5) ミーティング運営⼒：議事録作成について * 

1. 議事録作成の重要性を理解していない。 
2. ミーティングでは記録をとっているが、要点をおさえた簡潔でわかりやすい議事録を作成出来ない。 
3. 周囲の助けを得られれば、要点を押さえた記録をとり、適切な⽂章表現を⽤いた簡潔明瞭な議事録

を作成出来る。 
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4. ミーティングでは要点を押さえた記録をとり、その後適切な⽂章表現を⽤いた簡潔明瞭な議事録を
作成することが出来る。 

5. ミーティングでは要点を押さえた記録をとり、その後適切な⽂章表現を⽤いた簡潔明瞭な議事録を
作成でき、さらに、周囲にも教えることが出来る。 

6) ミーティング運営⼒：段取りについて * 
1. ミーティングの⽬的によって段取りを適切に組む必要があるということが理解出来ていない。 
2. ミーティングの⽬的に合わせた段取りの必要性を理解しているが、実践出来ていない。 
3. 周囲の助けを得られれば、ミーティングの段取りを適切に組み、準備や議事進⾏、フォローアップを

適切に⾏うことが出来る。 
4. ミーティングの⽬的に応じて、段取りを組み、準備や議事進⾏、フォローアップを適切に⾏うことが

出来る。 
5. ミーティングの⽬的に応じて段取りを組み、適切に準備や議事進⾏、フォローアップを適切に⾏な

え、さらに周囲にもそのことを教えることが出来る。 
7) ミーティング運営⼒：議事進⾏について * 

1. 会議は成り⾏きに任せて⾏っている。 
2. 議事進⾏のために必要な考え⽅や⼿段を理解しているが、実践出来ていない。 
3. 周囲の助けを得られれば、議論を活発化あるいは収束させる⽅法を⽤いて、議事進⾏することが出

来る。 
4. 議論を活発化あるいは収束させる⽅法を⽤いて、独⼒で議事進⾏することが出来る。 
5. 議論を活発化あるいは収束させる⽅法を理解し、議事進⾏することが出来、そのことを周囲に教え

ることが出来る。 
8) ミーティング運営⼒：ファシリテーションについて * 

1. 会議参加者の発⾔や参加を促すことを留意したことがない。 
2. 参加者が合意をしやすく、互いに理解し合えるようサポートする必要があると理解しているが、実

践出来ていない。 
3. 周囲の助けを得られれば、ミーティングでは、参加者の発⾔や参加を促したり、話の流れを整理した

り、参加者の認識の⼀致を確認するなどして、参加者が合意をしやすく、互いに理解し合えるようサ
ポートすることが出来る。 

4. ミーティングでは、参加者の発⾔や参加を促したり、話の流れを整理したり、認識の⼀致を確認した
りして、参加者が合意をしやすく、互いに理解し合えるようサポートすることが出来る。 

5. ミーティングでは、参加者が合意をしやすく、互いに理解し合えるようサポートすることが出来、周
囲にも同様の振る舞いを促している。 

9) 関係構築⼒について * 
1. チーム作業で他⼈のことを思い量る余裕がない。 
2. チームや関係者と良好な関係・信頼関係を構築する必要があると理解しているが、実践出来ていな

い。 
3. 周囲の助けを得られれば、チームメンバー等の関係者の気持ちを思い量り、周囲から信頼や共感を

得ることが出来る。 
4. チームメンバー等の関係者の気持ちを思い量り、周囲から信頼や共感を得ることが出来る。 
5. チームメンバー等の関係者の気持ちを思い量り、お互いに信頼関係を持って仕事をすることが出来

るだけでなく、周囲にも同様の⾏動を促している。 
10) 交渉⼒について * 

1. ⽬的達成のために周囲との合意形成は必要ないと考えている。 
2. ⾃分の⽬標を達成するために、議論や取引を通じ、相⼿の合意を得ようと⼼がけているが実践出来

ていない。 
3. 周囲の助けを得られれば、⾃分の⽬標を達成するために、議論や取引を通じ、相⼿の合意を得ること

が出来る。 
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4. 利害関係の⽣じている中で、⾃分の⽬標を達成するために、議論や取引を通じ、相⼿の合意を得るこ
とが出来る。 

5. ⾃分の⽬標を達成するために、議論や取引を通じ、相⼿の合意を得ることが出来、さらにその交渉の
⽅法について周囲に教えることが出来る。 

 
C. プロジェクトマネジメント 

I. ⾃⼰管理⼒ 
ここからは、⾃らのコンディションやタスクをどれほど効果的に管理できるかについて確認します。（全

5 問） 
 

1) ⾃らの役割の達成 * 
1. プロジェクトの⽬的を理解せずに作業している。 
2. プロジェクトの⽬的/ゴール/背景を理解しても、⾃分が果たすべき役割と関連付けて作業を⾏うこ

とが出来ない。 
3. 周囲の助けを得られれば、プロジェクトの⽬的を理解し、それを⾃分が果たすべき役割・作業に落と

して⾏動することが出来る。 
4. プロジェクトの⽬的を理解し、それを⾃分が果たすべき役割・作業に落として⾏動することが出来

る。 
5. プロジェクトの⽬的を理解し、それを⾃分が果たすべき役割・作業に落として⾏動することが出来、

さらに周囲にも同様の振る舞いを促している。 
2) モチベーション維持について * 

1. ストレス解消⽅法が分からず、溜め込んでしまう。 
2. モチベーションを維持するため、⾃分なりのストレスの解消⽅法を⾒出したいと考えているが、ま

だ⾒つかっていない。 
3. 周囲の助けを得られれば、⾃分なりのストレスの解消⽅法を⾒出し、モチベーションを維持するこ

とが出来る。 
4. ⾃分なりのストレスの解消⽅法を実践し、継続的にモチベーションを維持している。 
5. ⾃分なりのストレスの解消⽅法を実践し、継続的にモチベーションを維持しているだけでなく、周

囲にその⽅法を共有している。 
3) 体調管理について * 

1. 作業するときには⾃分の体調は省みない。 
2. ⾃分の体質や健康状態を把握しているが、⾼いパフォーマンスを維持するための体調管理⽅法は確

⽴できていない。 
3. ⾃分の体質や健康状態を把握しており、⾃分なりの体調管理⽅法を実践している。体調不良時は、速

やかに報告して休養を取る⽅が、⾼いパフォーマンスを発揮することができるということを理解して
いる。 

4. ⾃分の体質や健康状態を把握しており、⾃分なりの体調管理⽅法を確⽴している。体調不良のまま
我慢して仕事を続けるよりも、速やかに報告して休養を取る⽅が、結果的に⾼いパフォーマンスを発
揮することができるということを理解している。 

5. ⾃分の体質や健康状態を把握しており、⾃分なりの体調管理⽅法を確⽴し、休養を取ることが⾼い
パフォーマンスに繋がるということを理解している。また、周囲が体調の悪い時は休養を促したり、
体調管理⽅法を周囲に伝授したりしている。 

4) 進捗管理⼒ * 
1. ⾃⾝の担当作業の進捗を管理出来ていない。 
2. スケジュールや課題⼀覧を作成しても、それらを適切に使うことが出来ない。 
3. 周囲の助けを得られれば、スケジュールや課題⼀覧を作成し、タスクと課題を管理することが出来

る。 
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4. スケジュールや課題⼀覧を作成し、タスクと課題を管理することが出来る。また複数のタスク/課題
の重要度/難易度/依存関係を考慮して優先順位を付けることが出来る。

5. スケジュールや課題⼀覧を活⽤してタスクと課題を管理することが出来る。複数のタスク/課題の重
要度/難易度/依存関係を考慮して優先順位を付けることが出来、さらに周囲の⼿助けが出来る。

5) プロジェクト管理のためのコミュニケーションについて *
1. 報告・連絡・相談の区別がつかず、その必要性が分からない。
2. 適切な内容/タイミングの報告、連絡、相談の必要性を理解しているが、実践出来ていない。
3. 適切な内容/タイミングの報告、連絡、相談をしたことがある。
4. 常に適切な内容/タイミングの報告、連絡、相談が出来る。
5. 適切な内容/タイミングの報告、連絡、相談が出来、周囲にもそうするように促している。

6) チーム管理⼒について *
1. 他メンバーのパフォーマンスにまで気を配る余裕がない。
2. 他メンバーの著しいモチベーション低下や体調不良を配慮・報告の必要性は理解しているが、実践

出来ていない。
3. 他メンバーの著しいモチベーション低下や体調不良に気付いた場合に、配慮・報告したことがある。
4. 他メンバーの著しいモチベーション低下や体調不良に気付いた場合は、常に配慮・報告することが

出来る。
5. 他メンバーの著しいモチベーション低下や体調不良に気付いた場合は、配慮・報告することができ、

周囲にもそうするように働きかけている。
これでアンケートは終了です。

回答お疲れ様でした

第７章 １．検証 (3) 

WWL 事業検証に関わる指標

Ａ【資質・能力（グローバルコンピテンシー）】13 問 

あなたは、文化の違いから生じる、困った（困惑した）出来事（例えば、出会った外国人との言葉の壁、

ジェスチャー・生活習慣・価値観の違い）に直面した際、その解決のため、以下に掲げる行動をどの程度、

とることができますか？それぞれの問いにおいて、６段階で、当てはまる番号を一つだけ選んで下さい。 

１ 全くできない  ２ できるとは思われない  ３ どちらかといえばできない 

４ どちらかといえばできる ５ できると思う ６ とてもできる 

問ａ 相手の置かれた立場や気持ちを察する 

問ｂ 必要ならば、最初に決めたことを変える 

問ｃ 自分と異なる立場の人の価値観を尊重する 

問ｄ 複数の視点からの問題の原因を考える 

問ｅ 複数の選択肢を考える 

問ｆ 相手が意見を述べやすいように心がける 

問ｇ 相手との協力関係を築くように心がける 

別紙２
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問ｈ 反対意見にも耳を傾ける 

問ｉ 自分の得意な能力を活かす行動をとる 

問ｊ 自分の意見を効果的に述べて相手に説得する 

問ｋ 解決が進んでいるか、途中で確認する 

問ｌ 今回の出来事から、学んだことを振り返る 

問ｍ 解決に向けて強い熱意を持ち続ける 

Ｂ【グローバルマインドセット】11 問 

あなたは、以下に挙げるマインドセット（心構え・考え方・価値観等）を持っていますか？ 

それぞれの問いにおいて、６段階で、当てはまる番号を一つだけ選んで下さい。 

１ 全くそうは思わない  ２ そうは思わない  ３ どちらかといえそうは思わない 

４ どちらかといえばそう思う  ５ そう思う  ６ 大変そう思う 

問ａ 様々な外国に行ってみたい 

問ｂ 外国の様々な異文化に触れるのは楽しいことだと思う 

問ｃ 自分に自信がある 

問ｄ 自分の短所よりも長所に目を向けている 

問ｅ 自分は人のために役立つことができる人間だと思う 

問ｆ 集団での問題解決場面において、率先してリーダー的な役割を担うことができる 

問ｇ 議論する際、自分だけが意見を述べることなく、参加者それぞれの意見を聞くことができる 

問ｈ 自分のやりたいことを見つけ、それに情熱を傾けたい 

問ｉ 将来は、外国の大学や大学院への留学（６ヶ月以上）も視野に入れて勉強したい 

問ｊ 海外ボランティアなどの国際的な活動に積極的に参加したい 

問ｋ 将来、外国で働くことも視野に入れて、職業を選択したい 

Ｃ【ＰＰＤＡＣ（探究型行動）】14 問 

あなたは、社会で起きる様々な問題に対する解決法を見つけるために、以下に挙げる能力を発揮できま

すか？ それぞれの問いにおいて、６段階で、当てはまる番号を一つだけ選んで下さい。 

１ 全くそうは思わない  ２ そうは思わない  ３ どちらかといえそうは思わない 

４ どちらかといえばそう思う  ５ そう思う  ６ 大変そう思う 

問ａ 基礎学力としての知識を持つ 

問ｂ 関心ある事柄について、その問題の本質を発見したり、原因を説明したりできる 

問ｃ 問題の重要度の根拠を見つけることができる 

問ｄ 生じる問題について、知識や経験を通して説明できる 

問ｅ 問題に影響を与える原因の候補をチームメンバーと一緒に検討して列挙し、まとめることができる 

問ｆ 問題の原因を挙げ、重要度をまとめることができる 

問ｇ 問題解決に向けて仮説を立てることができる 
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問ｈ 問題解決に合ったデータや情報を選択できる 

問ｉ 集めたデータや情報の正確さがわかる 

問ｊ 作成した図表について、必要に合わせた使い方ができる 

問ｋ 分析した結果から、重要な結論を導き出すことができる 

問ｌ 提案を適切にプレゼンテーションできる 

問ｍ 提案した内容がどこまで有効かについて説明できる 

問ｎ 自分の発表に対する質問に適切に回答できる 

 

 

 

第７章 １．検証 (4) 

 

海外研修における成長アンケート 

このアンケートは、プログラム参加者の成⻑を可視化するために実施します。質問は A から C まで 3
つのカテゴリーがあり、全部で 46 問あります。回答は、以下の 1 から４で答えて下さい。 

なお、これらの項⽬について、今回の研修で意識していなかったことや、しなかったことは“１”を選ん
だ上で、次回の研修では実⾏できることがあれば、次回につなげるよう意識して下さい。 

４ 周りへも好影響をもたらした／この項⽬で⼤きく成⻑できた／期待以上の成果があった 
３ ⼤いに意識した／以前よりできた／失敗に学べた／⽬標を達成した  
２ 多少意識した／できた／実⾏を⼼がけた 
１ 特に意識しなかった／できなかった／該当の活動をしていない   
 

A. マインド 

I. 基本態度 

1) ⾃国の⽂化や歴史を知ることは重要であると認識した  
2) 訪問国の⽂化や歴史を知ることは重要であると認識した 
3) ホームステイや交流を通して、訪問国の⽂化や⾵習を知り、これから先も続く友⼈を得た  
4) ⾃律的な学習、知識的なバックグランドがより必要であると感じた 
5) 英語を学ぶ意欲が⾼まった  
6) 国際的な社会問題、環境問題等への課題意識が⾼まった 
II. 自律心 

1) 時間厳守・期限遵守の姿勢が⾼まった  
2) 社会的マナー(挨拶・⾝だしなみ・振舞い等)を守る適切な⾏動を意識できた  
3) 知識・スキルの向上の努⼒ができた  
4) ⾃ら学ぶスタンスで研修に参加できた  
5) このプログラムで学んだことを⽇々の活動に適⽤しようと思った  
6) 指⽰を待つのではなく、⾃ら考え、⾃分なりの答えを出し、⾏動することが出来た  
7) 困難な状況でも、今できることを考え、その場を乗り切るために⾃ら⾏動するチャレンジ意識が⾼まった  
8) プレゼンや調査結果、議論など、質へのこだわりをもってより良いものをつくる意識が⾼まった 
III. チームワーク 

1) チームメンバーとしての意識を持ち、チーム全体の成果を上げられるような⾏動を意識した 
2) チーム内で意欲的かつ積極的に発⾔/⾏動し、周囲にも積極的な⾏動を促すよう意識した  
3) チームに求められるアウトプットの質を常に意識した 
4) チーム内での期限遵守の姿勢を意識した  

別紙５ 
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B. スキル

I. 情報収集力

1) 研修・リサーチの⽬的を理解し、⽬的に合わせて効率的に作業する段取りを組む意識をした
2) 情報を収集する前に、仮説を⽴てることを意識した
3) 様々な情報源の特徴と使い⽅を理解し、仮説検証に必要な情報の効率的な収集に⼼がけた*
4) インタビューの⽬的を元に、効率的に実施するための段取りを組み、インタビューシートを作成するな

ど、事前準備を⼼がけた
5) 相⼿の反応を観察しながら、疑問を残さず必要な情報を引き出すことまで意識した
II. 思考力

1) 筋道の通った論理を組み⽴て、結論を出す経験を積めた
2) 事実と意⾒の違いを理解し、数多くの情報の中から、客観的な事実の抽出を意識した
3) 客観的な事実をもとに、仮説を構築する経験を積めた
4) 問題発⽣時には、根本的な原因を追求し、それを明確に説明するよう⼼がけた
5) 課題に対し、有効かつ実現可能な解決策考案の経験が積めた
6) プロジェクトが⾏き詰ったときに、新たな視点をもって代替案を提案するよう⼼がけた
III. 表現力

1) 常に聞き⼿に分かりやすい資料を作成することを⼼がけた
2) 説得⼒があり分かりやすいプレゼンテーションを実施できた
IV.コラボレーション力

1) 状況に応じた正しい話し⾔葉/書き⾔葉を使うことを意識した
2) 年齢や国籍の異なる相⼿とも、適切にコミュニケーションをとることが出来た
3) 相⼿の話を熱⼼に聞き、相⼿の⾔いたいことを引き出すことを⼼がけた
4) ⾃分が普段⼀緒にいる⼈以外にも、⾃分の考えをうまく伝えられるよう意識した
5) ミーティングでは要点を押さえた記録をとり、簡潔明瞭な議事録作成を⼼がけた
6) ミーティング⽬的に応じて段取りを組み、適切に準備や議事進⾏、フォローアップを⼼がけた
7) 議論を活発化あるいは収束させる⽅法を理解しミーティングの運営を⼼がけた
8) チームメンバー等の関係者の気持ちを思い量り、お互い信頼関係のある関係構築を⼼がけた
9) ⾃分の⽬標を達成するために、議論や取引を通じ、相⼿の合意を得る交渉を⼼がけた
D. プロジェクトマネジメント

I. ⾃⼰管理⼒
1) 研修・プロジェクトの⽬的を理解し、その中で⾃分が果たすべき役割・作業を意識した
2) ストレスの解消⽅法を実践し、継続的なモチベーション維持を⼼がけた
3) ⾃分の体質や健康状態を把握しており、体調管理を実践。体調不良時は、速やかに報告して休養を取る

⽅が、⾼いパフォーマンスを発揮することができるということを理解し、⼼がけた*
4) スケジュールや課題⼀覧を作成し、タスクと課題の管理を意識した。複数のタスク/課題の重要度/難易

度/依存関係を考慮して優先順位を付けることも⼼がけた
5) 適切な内容/タイミングの報告、連絡、相談を⼼がけた
6) 他メンバーのモチベーション低下や体調不良に気付いた場合、配慮・報告を⼼がけた

※ GLS 第 3 ステージ（高校 3年）の検証等については、3月にアセスメントを行う

予定であったが、COVID-19 の問題で学校が休校となり、有効な数のアセスメン

トを行うことができなかった。今後、可能な限り追跡していきたい。
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第７章 ２．運営指導委員会 

運営指導委員会・シンポジウム 

第 1 回運営指導委員会 

日  時：2019 年 7 月 13 日. 

参加委員：飯吉様、小村様、小関様、花田様、山下様、大森様、河井様 

事務局より．ＷＷＬについての報告・管理機関からの立命館としてのスタンスを説明。 

コア探究について、事務局より説明しました。

小村様より、ISN2.0 の挑戦、「国際協働型プロジェクト学習」の実践と研究、東北の

復興（教育の面での復興）、OECD 東北スクールについて紹介がありました。その中で、

OECD Education30 に 2030 年に求められる力として、 

①新たな価値を創造する力。

②責任ある行動をとる力。

③対立やジレンマを克服する力。

を紹介していただきました。高校生はもともと主体的学習者であり、未来の開拓者であ

り、より良い社会を目指して責任を持って社会に参画し社会を変革していく力を持って

いることを強調されました。生徒の事を「子供」と表現するのは、日本だけで、「生徒」

は学ぶ意志を持ったひとつの人格であり、デジタルネイティブ、データネイティブであ

るとも定義されました。 

 また、地域や大学、ＮＰＯや企業と連携しながら「社会に開かれた教育課程」を実現

していく、「多様な人々の協働」を促す学校であってほしいと述べられました。 

＊循環的な学び→学びのサイクルを回すこと 

「めあて」…先生が与えるもの 

「見通し」…生徒が自分で持つもの 

「まとめ」…要約 

「振り返り」…当事者意識があるもの 

「主体的な行動」をどう引き出すか。→「自分が楽しむ」 

研究協議では、以下のような意見をいただきました。 

○早いうちにキャリア教育を行った方がいい。しかし、型にはまりすぎたものではなく、

広い視野を身に着けることが必要。日本と世界では職業の見方が違うことも…。日本

の職業観を植え付けすぎないことが必要。フラットには限界がある。学生が「僕らと

先生の関係は、『ななめ』の関係がいい。」時と場合に応じた立場の変容。「これからの

社会で役に立つ人間とは…？」（飯吉様）

○これからの時代は、プロデューサー感覚。様々なことが起きた時、あらゆる判断をす
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るのは自分。ソーシャルプロデューサーを養成する必要性。自分の足で、自分で確か

める。「出口論」…最終的にどうなる？最終的な出口はどのように提供してあげる？ 

やりっぱなしになっていませんか？きめ細かくやっていないと…。（小関様） 

○アカデミック…知識としての学問から、現実社会に根付いた学問知識への変換

面倒見のいい学校ほど、面倒見の悪い学校はない。

チャレンジできる環境をつくること。

（リスクマネジメント・トラブルシューティングが出来る環境の整備。）

越境する力・集団パフォーマンスを高めること 

イノベーション…言葉のイメージをかえること。

今の 10 代で日本でだけしか働けない生徒はかわいそう（小村様） 

○自分の教科の持ち方が変わった。←2017 年度ＣＳＬ担当者。教員が変わるいい機会。

実際、2017 年度の担当者は成長した。もう少し生徒に負荷をかけてもよいのではない

か。ＷＷＬと教科との連携を。（大森様）

○教え手側も変化する。もう少し、問を大切にする必要があります。今日の授業を踏ま

えて、ブラッシュアップして下さい。「問を立てる」をもっと授業外でも使い、発展的

に拾っていきましょう。生徒に「なんで？」「どういうこと？」と、答えをを与えずに、

突き詰める場面を増やすとよいでしょう。社会課題とキャリア⇒高校生のうちにつな

げていく事は大事です。（河井様）

○R-CAP を通じて、自分に対する問を持つ。自分の可能性を広げるだけではなく、自分

に戻していくこと。「！」→「？」が大切。様々な高校の生徒を交えた取り組み。人か

ら与えられた問は問ではない。探究×キャリア⇒科目の壁をどう取っ払うのか。（山下

様） 

研究報告会シンポジウムでの主な意見 

日 時：2020 年 1 月 25 日（土） 

・場を作ることは重要。AL ネットワークはそれが継承発展できる組織であってほしい。 

・一旦生徒が経験するとその生徒の心的なハードルが下がり、それが周囲にも波及する。 

・生徒が変わると学校が変わり、地域も変えることが出来る。SR サミット参加生徒が、

自校でもグローカルリーダーズサミットを開催したいと提案し、それが実現した。 

・個が伸びる、個を伸ばす環境を整えることの重要性がわかった。それを AL ネットワ

ークでリソースを共有することで出来るのはすばらしい・

・生徒の成長のストーリーを共有できるようにしたい。

・若い社員は私たちが思う以上に失敗したくないという気持ちを持っている。企業でも

失敗していい幅を示して、思い切って挑戦してもらうことを大切にしなければなら

ない。若い世代の方がインターネットや電子機器の扱いに慣れており、活躍できるス

キルを持っている場合も多い。（井上様）

・失敗してもいいということを教師以外の大人が言うことが大切。教師の宿命は評価者

であることなので、生徒からしたら失敗を見せたくない相手、だから外部の大人の関
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わりが大切。（芦田様・浮田様） 

・失敗を見せると言う意味では、学校を常にフルオープンにすることは大切。いつも外

の目にさらされる機会となる。同時に管理職が挑戦を促し、失敗を許容する姿勢を積

極的に見せてほしい。青翔開智の管理職はそれができる素晴らしい人たち。（柳様） 

・教員はどこかで生徒の×を見つけようとしてしまう。○を増やそうと言う視点も必要。

フィールドワークをするにしても地域の×を探すようなものは高校生も地域住民も

いい気持ちがしない。特色を探して、伸ばすような仕組みを検討してはどうか。学校

の教員も互いの○を実感できるような機会があれば良いと思う。（山口様、井上様） 

・×付けではなく○付けを意識して伸ばすことの重要性に気がついた。チャレンジさせ

るには○付けが大事。失敗した生徒はその原因がわかっている生徒が多い。たたみか

けるのではなく、振り返りを自分でさせ、勇気づけることが必要ではないか。 

・生徒が失敗しそうなときはわかるので、途中で修正していき、出来るだけ成功体験を

積み重ねられるようにしたい。 

・伸びると伸ばすは違う。自分からという視点を大切に（鳥居様） 

 

 

第２回運営指導委員会 

 

11 月 21 日（木）に、コア探究公開研究会を開催し、同時に WWL 運営指導委員会を開

催した。主として、コア探究の今までの進め方を説明し、意見をいただく形としたが、

今夏は時間が短かったために、実践内容をご理解いただくことが中心となった。 

11 時 40 分～12 時 30 分 コア探究推進運営指導委員会（B１会議室） 

 12 時 30 分～16 時    公開研究会  

 

 

第３回運営指導委員会・検証委員会 

 

日 時 2020 年 1 月 25 日 

 

WWL 研究報告会におけるパネルディスカッションを見学いただいた後、本年度の取り

組み概略および次年度計画について説明。各委員より意見を頂戴した。各意見は以下の

通り。 

○良いことだけでなく、うまくいかなかったことをさらけだすことが、みんなが知りた

いこと。失敗例もどんどん出してほしい。 

○タスクフローを見せることは、普及に重要なので、しっかり記録して公開できるよう

にするのが良いのではないか。 

○Social Innovation を行う人たちの志を学ぶ機会をもっと増やし、社会貢献の重要性

を中高生段階で理解させることは重要。社会とつながることを意識してほしい。例え

ば、ペシャワール会は中村医師の志を引き継ぎたいと思っている。 

○自己完結ではなく、広く社会に影響を与えるという考え方を段階的に知るのが中高生
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に重要。最初は For me それが For us になり、For you にしていかなければいけない

時代。 

○Influencer を育てたい。Fake ニュースを見抜ける力が必要。

○AL ネットワークが教育力を持った組織になるとすばらしい。多様性を高められるよ

うに意識してほしい。

○個々の感受性は百人百様。その中で、周りにいかに伝えられるかがポイントであるが、

周りからあこがれをもたれるような生徒はどんな特徴を持つのかを分析したい。

○心を伝えることが大事ではないか。心を伝えられること、何のためにやっているか語

れる人、自分事として活動している人等の視点を見ると良いのではないか。

○日本の貧困問題は深刻であり、国際問題と共に足下も見つめ直してほしい。子供食堂

の手伝いをする経験も重要だが、それで終わらない働きかけが重要。

○Positive Education というポジティブ心理学の教育について勉強してみて下さい。

Pire Support によって、個の前進を実現させる手法もあります。

○共通のアプローチを国内外問わず連携校と共にやる段階になっているのではないで

しょうか。カリキュラムについても、拠点校で開発したものを、連携校でもやっても

らえるような協力関係にしてほしい。

○WWL では新しい発想で新しいものを作る事が求められている。そのような発想を持っ

て運営してほしい。

○発表会の生徒発表では、プロセスやストーリーを見せる事も大事だし、知りたいこと

だと思います。

○データで生徒の変容を示すことが出来るように追跡してほしい。

○ビジネスモデルと見た場合であっても、仮説を立てること、調査によるデータからや

るべき事を考え、それによって改善したことが示せていないので、昨年との違いは何

かがわからない。

・大学で研究を経験しないで卒業する事が多くなっている。教員になった先生は、デー

タの取り方や活用方法、学術的要素は何かを学ぶ必要がある。




