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 本報告書に記載されている内容は，グローバル・リーダー育成に資する教育

を重点的に実施し，これに関する教育課程等の改善に資する実証的資料を得る

ため，現行教育課程の基準の下での教育課程等の改善に関する研究開発のほ

か，学校教育法施行規則第８５条（同規則第１０８条の第２項で準用する場合

を含む。）並びに第７９条及び第１０８条第１項で準用する第５５条に基づ

き，現行教育課程の基準によらない教育課程を編成・実施するために，文部科

学大臣の委託を受けて実施した実証研究です。  
 したがって，この研究の内容のすべてが，直ちに一般の学校における教育課

程の編成・実施に適用できる性格のものでないことに留意してお読み下さい。  

 
参照：平成２６年１月１４日文部科学大臣決定  

「スーパーグローバルハイスクール実施要項」の６  



はじめに  

 
平成２７年にスーパーグローバルハイスクール研究開発（ＳＧＨ）の指定を受け，みなさ

まのご支援，ご協力を頂きながらようやく最終年度を迎えることとなりました。思い起こせ

ば５年前，本校は，科学技術系人材育成を目指す科学技術高校として有為な人材を輩出する

使命を持ちながらも，世の中のニーズに対応すべくＳＧＨという新たな土俵に立ちました。

我が国はすでにグローバリゼーション，すなわち，旧来の国家や地域などの境界を越えて，

社会的・経済的なつながりが地球規模に拡大している状態にあり，その中にあって，科学技

術を専門とするものはいかにあるべきか，それを検討し，世の中に発信することすることは

意味深いこととして，ＳＧＨの仲間に入れていただきました。 

また，本校では本事業の一環として，フィリピンやマレーシアに生徒を派遣するとともに，

多くの外国人生徒を受け入れてきました。親日的な両国では日系企業が進出し，生産拠点を

移すといった国際的分業が進行してきましたが，これからの我が国は，多くの人材をパート

ナーとして両国から受け入れ，共生していく時代となると予想されます。それは，我が国の

人口の推移を見れば明らかです。いまや総人口は減少に転じ，約 1 億２千万人となりました

が，そのうち２０才未満の人口は，２千万人に過ぎません(総務省統計局｢人口推計｣による)。

残りの１億人，すなわち人口の８割以上が２０才以上の大人となりました。いまや我が国は

大人ばかりの世界になりつつあります。６５才以上の人口が毎年５０万人以上も増えていく

中で，わずか５００万人の高校生世代にその解決を担わせることが出来るでしょうか。私た

ちは否応なしに，我が国を取り巻くグローバリゼーションの中に解決策を求めることになり

ます。文化の異なる人材の受け入れには，未曾有の困難が待ち受けます。それだからこそ，

このＳＧＨ事業の中でパイロット的な高校生の交流から始め，文化の異なる点を明らかにし，

文字通り切磋琢磨するような真の交流へと発展させていくことが必要となるわけです。 

 

今般，本校のＳＧＨ開発事業では，1) 社会課題に対する解決策を提案するため，目標分

析に力点をおきながら，文理分断からの脱却にも挑戦した新科目｢グローバル社会と技術｣，

2) 探究学習のメソッドを身につけながら，複数の提案を１つに絞り，最適解を提案すること

に力点を置いた｢グローバル社会と技術・応用｣，3) 提案した解の有効性を社会科学･人文科

学のデータや成果を背景としながら，ものづくりや実験により自然科学によるエビデンスを

明示した「ＳＧＨ課題研究」を開発し，上程することが出来ました。是非とも諸先生方の厳

しいご批判・ご教示を賜り，さらなる発展につなげたいと考えております。 

５年間のお礼を申し上げるとともに，ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

 
令和２年３月  

東京工業大学附属科学技術高等学校 校長 佐伯 元司  
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①  令和元年度スーパーグローバルハイスクール研究開発完了報告 

（別紙様式３） 
 

令和２年 ３月 ３１日  
 
 

研究開発完了報告書 
 
 
文部科学省初等中等教育局長 殿 

 
 

住所    東京都目黒区大岡山二丁目１２番１号 
管理機関名 国立大学法人東京工業大学 
代表者名  契約担当役 理事・副学長 渡辺 治 印 

 
 
令和元年度スーパーグローバルハイスクールに係る研究開発完了報告書を，下記により提

出します。 
 
 

記 

 

１ 事業の実施期間 

   平成３１年４月１日（契約締結日）～令和２年３月３１日 

 

 

２ 指定校名 

   学校名  国立大学法人東京工業大学附属科学技術高等学校 

   学校長名 佐伯 元司 

 

 

３ 研究開発名 

科学技術系素養を持つグローバルテクニカルリーダーの育成 

 

４ 研究開発概要 

 科学技術系の知識を有しながら，ビジネスフレームワークのような問題解決の枠組みなど

のマネージメントスキルをも有する人材を育成するため，また，リスク回避の観点から，持

続可能な開発のための教育 (ESD：Education for Sustainable Development）理解を深めるため，

産油国・鉱物資源産出国（フィリピン・オーストラリア・サウジアラビア・アメリカ・中国

・モンゴル）との国際交流を行う。その際，国際社会で活躍するリーダーとして育成すべき

資質と能力を明確にし，備えるべきスキルと地政学的リスク回避能力，語学力（英語による

コミュニケーション力等）を獲得するため，新科目「グローバル社会と技術」「グローバル

社会と技術・応用」および，マネージメントの手法や費用便益分析などの定量的評価を取り

入れた「ＳＧＨ課題研究」を開発する。その際，東京工業大学との連携教育を大幅に増強し，

東京工業大学グローバルリーダー教育院・リベラルアーツセンター・学術国際情報センター

等や企業との連携を図りながら，斬新な育成プログラムを開発・実践し，成果普及に努める。 



 

５ 管理機関の取組・支援実績 

（１）実施日程 大学教員派遣等 ４月～３月実施 

（２）実績の説明（研究対象は，全校生徒 571名） 

① 附属科学技術高等学校での大学教授による特別講義（6 月 28 日） 

 第１学年開発科目「グローバル社会と技術」において，附属科学技術高等学校の専門５

分野に関係する本学の専攻から，５名の教員を派遣し，特別講義を実施した。 

② 本学が主催する各種行事等への附属科学技術高等学校生徒の参加（７月） 

ⅰ）“Communicating Science and Engineering in Society (CSES)－東工大サマープログラム

2019”に，附属科学技術高等学校から海外派遣予定の生徒 17 名が参加した。 

ⅱ） 本学大岡山キャンパスにおいて，「サマーレクチャー」を９月に実施し，附属科学

技術高等学校第２学年全生徒が参加した。本学学術国際情報センター（工学院機械系）

の青木尊之教授が「ＧＰＵスパコンＴＳＵＢＡＭＥによる複雑流れのシミュレーショ

ン」と題した講演を行うと共に，希望する２つの研究室見学を行った。また，11 月に

附属科学技術高等学校で開催された「サマーレクチャーレポート発表会」においては，

講評者として本学教授を派遣した。 

③ 附属科学技術高等学校でのＳＧＨ成果報告会に学長出席（11 月 22日） 

ＳＧＨ研究開発成果報告会の開催にあたり，益一哉学長が出席し，管理機関挨拶を行っ

た。また，成果報告会には，管理機関から髙田潤一理事・副学長他を派遣した。 

④ 附属科学技術高等学校での本学教授による講演会（12 月 17日） 

 「グローバルリーダー育成講演会」と題して複数回実施される講演会に，本学リベラル

アーツ研究教育院池上彰特命教授を派遣し，講演会を行った。 

⑤ 本学教授団による専門的支援 

 教育運営，教育工学，国際交流，工学専門などの専門的見地から支援するために，本学

から学内指導者として６名を選出し，運営指導委員会の委員として委嘱した。 

⑥ 本学事務組織による支援 

 本学の事務組織である総務課，戦略統括会議，教育・国際連携本部などを中心に，本研

究開発の運営に対する支援を行った。 

⑦ 管理機関における事業の管理 

 図１に示すように，本研究開発における研究組織体制を整備している。 

図 1 ＳＧＨ研究開発研究組織図 
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６ 研究開発の実績 

 ６－１ グローバル社会と技術研究会（第１学年５クラス，195 名を対象） 

（１）実施日程 
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（２）実績の説明 

① 新科目「グローバル社会と技術」の運営と実践 

本校は，いままで自然科学による社会課題の解決に生徒の目を向けさせてきたが，社会

科学や人文科学からのアプローチが当然ベースになければならない。また，社会課題の解

決には，文理融合，科目横断型の授業が必要である。特に，ＳＧＨ研究開発においては，

現在の地球全体，あるいは社会全体が抱えているグローバルな諸問題を理解し，課題設定

・課題解決できるための知識とスキルを身につけることが求められた。 

それゆえ，本校では，理工系の視点からの文理融合を目指す新たなアプローチを提案し

た。このような文理を融合した授業を実現するため，実施形態として，専門分野教員およ

び文系教員によるオムニバス方式の講義を採用した。 

② 東京工業大学教員による特別講義 

 本学教員を講師として，6 月 28日（金）14:15～15:15「特別講義」が行われた。それぞ

れの講義のテーマ，講義者は以下の通りである。 

①「エネルギー変換の化学と工学 ～これからエネルギーは大きく変わる!～」 

 物質理工学院応用化学系 伊原 学 先生 

②「プログラミングを楽しむ」      情報理工学院情報工学系 権藤 克彦先生 

③「生物に学ぶ柔らかいロボット」    工学院システム制御系  塚越 秀行先生 

④「風力発電を知っていますか」     工学院電気電子系    七原 俊也先生 

⑤「"これから技術力を身に付ける皆さんがグローバル社会で戦う方法を考える" 訓練をする」 

環境・社会理工学院 融合理工学系 大橋 匠 先生 

③ フィールドワーク（校外研修） 

 12 月 18 日（水）横浜みなとみらい地区とその周辺において，第１学年生徒全員を対象に

授業の一環として校外研修を実施した。この地区は，多くの技術館・博物館・開港に関す

る港湾施設等があり，フィールドワークに適している。生徒達は，地球環境の保全やエネ

ルギー問題に関するテーマを事前に考え，フィールドワークによる調査を経て，レポート

を提出した。レポートでは，種々の科学技術を体感し，フィールドワークで深めた考えが

読み取れる。 

④ グローバルリーダー育成講演会 

 今年度は，第１学年対象のグローバルリーダー講演会を２回実施した。 

第１回は，12月 17 日（火）10:40～12:10，「ニュースから見た国際情勢」と題し，ジャ

ーナリストとして多くの著作を持ち，テレビ番組でも活躍中の本学特命教授池上彰先生を

迎え，講演会を実施した。私たちの世代にはメジャーな「宇宙戦艦ヤマト」の目的地であ



 

集中講義 
集中講義 集中講義 

中間発表会 発表会 
文化祭 

立教大探究学習発表会 

ＳＧＨフォーラムほか 外部の発表会 

るイスカンダルは，実はアレクサンドロス大王の別名であるというエピソードから入り，

トルコ地域の紛争やＥＵからイギリスの離脱が現実となり，日本に与える影響について，

詳細にお話しいただいた。多くの取材経験に基づく様々な現象の見方，海外で気をつける

べきことなど，大変興味深く，生徒から活発な質問がなされていた。 

第２回は，3 月 14 日（金）13:15～14:15，「グローバル化時代に向けた英語学習」と題

し，ＮＨＫおとなの基礎英語講師・立教大学教授松本茂先生を迎え，講演会を実施する予

定であったが，コロナウイルス感染防止のため，中止した。 

 

６－２ グローバル社会と技術・応用研究会（第２学年５クラス，192名を対象） 

（１）実施日程  
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（２）実績の説明 

 本校開発新科目「グローバル社会と技術・応用」では，１年次の「グローバル社会と技術」

で扱いきれなかった地政学的リスク回避に役立つ「中東・中央アジア理解」「イスラーム文

化研究」，グローバルリーダーとしての英語コミュニケーション力を重視した，外国人講師

による「英語によるコミニュケーションスキル」，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現

を目指し，本校の５つの専門分野に沿った「課題研究への道」を実施した。 

「中東・中央アジア理解」「イスラーム文化研究」「英語によるコミニュケーションスキ

ル」は，本校の補講期間の集中講義形式で実施し，「課題研究への道」は，通常の授業時間を

中心とした授業で実施した。「課題研究への道」については，専門分野の教員が担当し，５

分野のそれぞれの特徴を踏まえて，分野ごとに異なる実施形態となった。 

また，以下の教育活動を行った。 

・9 月 3 日 本学大岡山キャンパスを訪問し，講演に参加，研究室訪問を行なった。 

・9 月 26 日，10 月 3 日 課題研究発表会参加 

・11 月 14 日 本学大岡山キャンパス研究室訪問について全員がリサーチペーパーを提出，

各クラスでの代表が，プレゼンテーションを行なった。 

 

６－３ ＳＧＨ課題研究 研究会（第３学年５クラスを対象，185 名を対象） 

（１）実施日程 

業務項目 実施日程 

新科目 

「ＳＧＨ課題
研究」の開発 

４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10

月 

11

月 

12

月 

１
月 

２
月 

３
月 

 

  
 

    
 

  
 

  

（２）実績の説明 

① 「ＳＧＨ課題研究」の運営と取り組み 

 本科目では，社会課題を分析し，自分たちが実現可能な案を提案することから始まり，

解決のための自説を聴衆にいかにわかってもらうか，そのために必要なエビデンスは何か，



 

立教大探究学習発表会

会 

SGH フォーラム参加 

フィリピン，マレーシア渡航 

フィリピン受け入れ 

外部の発表会 

国際交流報告表会 

事前指導 

発表指導 発表指導 

事後指導 事後指導 講演会 

また，最適解を検証するためには，どのような出口の活動が求められるのか，これらすべ

てを包含した内容となっており，経験豊富な教員をもってしても，指導が難しい内容とな

っている。しかし，年を追うごとに確実に成果をあらわし，立教大学主催の課題研究発表

会などに積極的に参加し，外部評価を得ることに努めた。その結果は数多くの金賞や優秀

賞をいただくことで，内外に成果を示したといえる。他方，ＳＧＨ成果報告会(11/22)では，

各専門分野から２テーマずつ選出し、全体で１０テーマのポスターセッションを行った。 

 

６－４ 海外調査研修（対象生徒 12 名） 

参加生徒は，主体的に挑戦することや多様な他者と協働することの重要性等を実感できた。 

（１）実施日程  

業務項目 実施日程 

海外調査研修 

４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10

月 

11

月 

12

月 

１
月 

２
月 

３
月 

 

   
  

 
   

 
 

  

 

（２）実績の説明 

（マレーシア）7 月 30 日（火）から 8 月 3 日（土），生徒６名（男子６名）と引率教員２

名でマレーシアにおいて調査研修，現地校との国際交流を行った。現地校において講義を

受けた他，本校生徒がエネルギー・環境問題についての討議する機会が３回あり，現地生徒

との意見交換を通じて，価値観の違いを実感し，非常に有意義な研修となった。 

 （フィリピン共和国）7 月 28 日（日）から 8月 2日（金），生徒６名（男子３名・女子３

名），引率教員２名がフィリピン共和国デ・ラ・サール大学附属高校で調査研修を行った。

「異文化理解」「コミュニケーション能力の育成」の観点から，ホームステイを実施した。

校内での研修（環境，エネルギーに関するプレゼンテーション・質疑応答），校外研修（デ

・ラ・サール大学研究室訪問，風力発電所訪問）等の研修を行った。 

 

７ 目標の進捗状況、成果、評価 

７－１ 中間評価への対応 

本校では，運営指導委員の佐藤義雄元文部省教科調査官をお迎えして，教職員勉強会

(7/11 実施)を行い，校内の研修体制を強化した。また，定例の職員会議では毎回ＳＧＨの

活動の進捗を報告した。その結果，ＳＧＨとＳＳＨの２つの研究開発指定の違いについて，

ＳＧＨは「多様性を受け入れ，探究学習に導く入口となるもので，すべての生徒に実践す

る」研究開発であり，ＳＳＨはその中から自然科学／科学技術に特化した」研究開発と捉

えることと結論づけた。いわば，ＳＧＨに接ぎ木されたＳＳＨという考え方である。 

また，Society5.0 に対応した人材育成のためには，高校版のリベラルアーツが必要であ

り，その有力な候補がＳＧＨ研究開発によって生み出されると考えた。文理分断の壁を取

り払った先にこそＳＧＨはあり，共通に学ぶ新しい教育と考えた。 

なお，出口のあり方については，野村不動産とその関連団体とのコラボレーションを続

け，高校生の意見を芝浦一丁目再開発に生かせる場を提供頂いている。さらに，芝浦地区

の小学校や芝浦こども祭りなどへ出展，参加を通じて，出口の活動を活発化させている。 



 

７－２ グローバル社会と技術研究会 

 社会課題の解決には，具体的に何をどうやって解決するのか，といった目標分析が欠か

せない。この段階は，広く社会課題の存在を知り，どのようなアプローチが可能であるか，

常に，社会科学や人文科学のアプローチを意識しながら，意思決定する段階である。本校で

は，すべての探究テーマについて，レポート作成場面における問題解決の流れ図を作成し，

学習の対象となる物事を捉え思考し，テーマの特質に応じた見方・考え方を働かせながら，

知識を相互に関連付けて，課題の目標分析をする過程を重視した。 

他方，取り組むテーマの設定にあたっては，理工系からの切り口がつけやすい題材，情意

的問題をモラルという切り口から挑む題材など，挑戦的に取り組んだ。これらに加えて，池

上彰先生，松本茂先生といった著名人の講演会，高大連携による特別講義などを毎年行い，

課題解決へのモチベーションを高め，文理分断からの脱却を意識し，Society5.0 に対応した

人材育成の萌芽的研究を目指した。この科目が高校版リベラルアーツとなり得るためには，

文系からのアプローチと対峙する必要があり，価値観のぶつかり合いを体験させる必要があ

るが，他の普通科高校との連携にまでは及ばなかったことが悔やまれる。 

 

７－３ グローバル社会と技術・応用研究会 

 第１学年での学習を試行する本科目では，グローバル化という制約条件下では，価値観の

異なる資源産出国との対話を深めることで，多様な他者と協働するためには，共通のルール

としての制度が必要であり，そのためには，社会科学の手助けが必要であることを学んだ。

このような主体的・対話的であるために「Global Awareness」を，また，深い学びを実現する

ための方策として「課題研究への道」を実施し，情報を精査して考えを形成したり，思いや

考えを基に創造したりする探究学習を試行した。また，すべての専門分野において，制約条

件などを取り入れた流れ図を作成し，生徒に明確な指針を提案した。 

 

７－４ ＳＧＨ課題研究 研究会 

 本校は，本格的な探究学習として「ＳＧＨ課題研究」を実施した。本科目に取り組む生徒

の割合が，35.7％となった。他方，生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返った

りする活動を，計画的に取り入れ，外部評価を受けるため，立教大学主催第４回関東甲信越

静地区探究学習発表会に参加し，金賞１件・銀賞１件・優秀賞１件を受賞，また，第４回東

京学芸大学主催ＳＳＨ/ＳＧＨ/ＷＷＬ課題研究成果発表会では，ＳＧＨポスター部門で優秀賞

２件を受賞，第 63 回日本学生科学賞で入選１等１件，入選２等１件などを受賞した。 

 

７－５ 海外調査研修 

 天然資源を持つフィリピン，イスラーム教国の資源国であるマレーシアに生徒を派遣した。

資源産出国との違いを実感し，調査を実施し計画通りの成果を得ることができた。年度を経

るごとに相手方の考え方が変化し，調査研修が意識変容を生むという大きな成果を得た。 

 

７－６ まとめ 

 研究第５年次までに校内の研修体制を強化するとともに，新科目「グローバル社会と技術」

・「グローバル社会と技術・応用」において，独自に作成した教材を用いて，効果の検証をし

ながら，実践を進めた。特に「グローバル社会と技術」では，レポート作成場面，「グローバ



 

ル社会と技術・応用」では，「課題研究への道」の課題設定場面，「ＳＧＨ課題研究」では，

テーマ設定場面を想定した流れ図を作成し，生徒の活動を支援した。 

授業運営については，予定通り進み，教材内容についてもより実情に沿った改善がなされ

てテキストを改定した。なお，これらの成果の一部は，成果報告会において公開授業を行う

など，成果普及に努めた。 

他方，著名な人物による講演や助言等の実現，企業との連携との実現について計画した。

１年生のグローバルリーダー育成講演会において，マスコミで活躍されている東京工業大学

リベラルアーツ教育院特命教授池上彰氏とＮＨＫテレビ「おとなの基礎英語」前講師である

立教大学教授松本茂氏を招くことができ，生徒のモチベーションは高まった。 

「ＳＧＨ課題研究」では，中間評価においてのご指摘を踏まえ，出口の活動を果たすべく，

授業改善の一環として取り組んだ。また，外部評価を受けるために，課題研究発表会等に参

加した。多くの受賞は中間評価に基づく再検討が反映されたことによると考えている。 

 

８ ５年間の研究開発を終えて 

   （１）教育課程の研究開発の状況について 

 社会課題解決には，まずは目標分析が必要であり，そのための広い知識を学ぶ必要がある。

理工系からの切り口による社会課題の解決には，対峙する文系的価値観とのぶつかり合いが

必要であり，新しいタイプのリベラルアーツとするためには，他校との連携が必要であった。 

他方，開発科目「グローバル社会と技術」では，研究期間を通して開発した「レポート作成

場面における問題解決の流れ図」は，探究学習の入り口として有益である。開発科目「グロ

ーバル社会と技術・応用」では，問題を見いだして解決策を考え，提案を１つに絞る過程を

学んだ。特に，探究学習を本格化させるため「課題研究への道」を実施し，探究学習のテー

マ設定場面を想定した流れ図を作成し，生徒の手助けとなった。 

 

（２）高大接続の状況について 

 東京工業大学教員による特別講義，著名人によるグローバルリーダー育成講演会を実施し，

生徒の興味喚起に大きく役立つことが確認された。なかでも本学特命教授池上彰先生，立教

大学教授松本茂先生の講演は継続する予定である。また，３年時には「さきがけ」授業を展

開し高大接続を図っており，５年間で 73 名の生徒が東京工業大学に進んだ。 

 

（３）生徒の変化について研究会 

 開発科目「ＳＧＨ課題研究」では，中間評価におけるご指摘・ご指導を踏まえて，ＳＳＨ

との違いを意識し，自然科学／科学技術ありきの課題研究ではなく，社会科学，人文科学，

自然科学等を常に念頭に置き，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を目指した。このこ

とは，生徒には好意的に受け入れられ SGH における成果を課題研究として選択する比率を常

に 30％以上を確保することが出来た。また，前述のご指導に鑑み，「出口の活動」を活発化

させるべく，生徒が自主的に地元芝浦地区の小学校や商店会組織，野村不動産などと協力し，

芝浦 SDGs 部を発足させて，課題研究の成果を披露している。なお，これらの成果は，文部

科学省主催ＳＧＨフォーラムでの審査委員賞，立教大学主催の探究学習発表会での金賞，銀

賞，優秀賞，東京学芸大学主催の課題研究発表会での金賞，銀賞，その他外部団体によるコ

ンテスト等で，多くの受賞を果たしており，外部評価を受けている。 



 

（４）学校における他の要素の変化について 

海外調査研修（フィリピン，マレーシア（初年度はオーストラリア））では，学校訪問に

あたり，エネルギー･環境問題に関する生徒の主張を披露し，討議した。フィリピンとの交流

では，従来は富裕層の対策しか報告されなかったが，スラムの人々への対応をフィリピン側

生徒から引き出すことができた。フィリピン側生徒の「おカネがないのなら屋根に水の入っ

たペットボトルを挿し，部屋を明るくすれば良い」とするアイデアは，根本的な解決にはな

っていない。エネルギー不足に対する問題は，自家発電の充実では果たし得ないことに気付

いてくれた。ＳＧＨ研究開発事業における海外調査研修では，社会課題の解決に向けて問題

意識を共有する必要がある。実に小さな一歩ではあるが，投げかけた輪が大きく広がってく

れることを望む。なお，これらの成果は，国際交流報告会（今年度はコロナウイルス対策の

ため中止。１～４年次は実施）によって，渡航していない生徒にも広く伝えた。また，授業

参観や成果報告会を実施し，内外にＳＧＨの成果を普及することが出来た。この点は保護者

からも高い満足度が得られている。 

 

（５）課題や問題点について 

 中間評価に基づき，校内の研修体制を強化しながら，以下の結論を得た。 

私たちを取り巻く社会課題を解決するためには，社会科学，人文科学，自然科学等のすべ

てを念頭に置きながら，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学習活動としなけ

ればならない。本校の実践では，グローバル化した社会を念頭に，問題分析を先鋭化し，実

際にプロトタイプを作るなど，より説得力のある提案をさせた，そして出口の活動を強化し，

問題を抱える場所に赴き，インタビューすることを課した。これらの結果，対峙する概念を

越えてイノベーションを起こさせる人材こそが，グローバル･（テクニカル･）リーダーとな

りうると考えた。しかしながら，開発科目のわずか数単位で成し遂げられるものではない。

それゆえ，カリキュラム・マネジメントによる科目間の連携を図る必要がある。 

開発科目は，高校段階における新しいタイプのリベラルアーツに向けて，一石を投じるも

のとなったが，価値観の異なる文系の普通科高校との研究の連携が必要であった。５年間の

研究指定ではここまでは及ばなかったことが悔やまれる。 

 

（６）今後の持続可能性について 

従来の計画は，すでに軌道に乗り，新科目に使うテキストも改訂している。今後も東京工

業大学の支援を受けながら，海外調査研修，講師派遣などを継続し，ＳＧＨの成果として有

為な人材を送り出したい。また，野村不動産などの企業との連携，地元港区や商店会との連

携といった「出口の活動」を開拓してきたが，未だ道半ばである。これらに加えて，成果普

及のため，外部の探究学習発表会等への参加の推進，公開のためにテキストを改訂，アーカ

イブ化を今後も進めることで持続していきたい。 
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②実施報告書（本文） 

②－1 ＳＧＨ研究開発のあらまし 

 

本校の研究開発構想名は， 

「科学技術系素養を持つグローバルテクニカルリーダーの育成」 である。 

 

（１）本校の現状とＳＧＨ研究開発事業 

１ 本校の現状 ～研究開発にともなう新たなカリキュラム・マネジメント～ 

本校は，科学技術系人材の育成を目的とし，科学技術高校を称している。現在，校種

の区分に科学技術高校がないことから，工業を主とする学科（工業課程）を有する学校

に分類されている。普通科の設置はなく，科学・技術科のみが設置され，その下位に所

属分野として，応用化学分野・情報システム分野・機械システム分野・電気電子分野・

建築デザイン分野（略称）の５分野が用意されている。 

高校の要件を満たすためには，普通教科の原則履修科目をカリキュラムに設定するこ

とが必要であるが，実際には，科学技術系人材の育成に必要な数学・理科の選択履修科

目を充実させている。また，工業課程の要件を満たす必要があることから，専門科目の

原則履修科目を含めた総単位数が，２５単位を下らないという条件をクリアしなければ

ならない。そして，これらに加え，先進的な学習を行うための研究開発科目が設定され

ている。なお，図１は，本校のカリキュラムのイメージを示している。 

普通教科は，全員が共通して履修する（一部の自由選択科目を除く）。学年配当は，１

～３年に及ぶ。その一方で，専門科目は，１年次は共通履修，２年次よりそれぞれの所

属分野において用意された科目を履修する。その中で，工業技術基礎と課題研究は原則

履修科目であるが，現在は研究開発指定中であるため，教育課程の特例を受け，開発科

図１ 科学技術高等学校のカリキュラム・イメージ 
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目で代替している。なお，普通教科の情報は，工業科目である情報技術基礎で代替し，

総合的な学習の時間は，課題研究で代替している。 

本校は，ＳＧＨおよびＳＳＨ研究開発の指定を受けており，１５単位を特別な開発科

目に当てている。そのうち，ＳＧＨ研究開発では，科学技術系人材のグローバル・リー

ダーを育成すべく，１年次にグローバル社会と技術（１単位），２年次にグローバル社会

と技術・応用（２単位），３年次にＳＧＨ課題研究（４単位）を設けている。 

なお，課題研究については，３年次においてＳＴＥＭ課題研究（ＳＳＨ科目）または

ＳＧＨ課題研究のどちらかを，本人の希望により履修する。 

図２は，新学習指導要領に対応すべき，本校の教育委員会で策定しているカリキュラ

ム・マネージメント案の骨格となるＰＤＣＡサイクルを示している。  

本校を取り巻くニーズには，1)科学技術高校に求められるニーズ，2) 東京工業大学の

ニーズ， 3) 生徒・保護者のニーズ， 4)社会，地域のニーズなどがある。1)は，科学技

術高校に対応したカリキュラムであることに加え，他の科学技術高校を含めた将来に向

けてのニーズであり，進学校である本校への期待は大きい。2)は，東京工業大学の附属

学校としてのニーズであり，大学教育との整合性が求められる。3)は， 先んじて科学技

術に触れたいという進学動機で入学，大学への進学が関心事となることから，出口であ

る進学実績を求めながら，科学技術教育を求めている。4)は，本校に求められる社会・

地域の期待であり，科学技術高校の地元地域への貢献が求められる。1)，2)は，本校設

立に関わる外的要因であり，2)，4)の努力を怠れば，少子化の波を受け，早晩生徒募集

に支障が出てしまうだろう。これらのニーズには応えていく必要があるが，高等学校学

習指導要領による制約や 3)に関連して，大学入試の共通テストに対応したカリキュラム

である必要があることから，それにともなう制約を受けることとなる。これらのニーズ

や制約条件を鑑みながら，カリキュラム案を編成し，よりニーズに適いながら，制約条

図２ 本校のカリキュラム・マネージメント案 



 
 

 3  

件をクリアできる案を最終案とし，実践する。次期学習指導要領の目的に合致しながら，

科学技術高校の教育目標を達成し，それに加え，ＳＧＨの研究開発を通じて，社会に貢

献できる結果を報告しなければならない。また，新テストに対応した進学実績を同時に

出せなければならない。 

 

（２）研究の背景 

急速なグローバル化の進展に対応し，グローバル・リーダーの育成するためには，社会

科学と自然科学の双方を駆使する人材の育成が急務である。現行の学習指導要領でこのグ

ローバル人材の育成に関わる科目には，公民科の「現代社会」，理科の「科学と人間生活」

などがあるが，いずれも基礎科目の要素が強く，急速なグローバル化の進展に対応できな

いと考えた。それゆえ，社会科学と自然科学の双方を駆使するためには，科目を横断し，

多くの知識を領域固有知識として取り込む本格的な学習を進める必要があり，本研究開発

による新科目の設定が必要と考えた。 

科学技術系要素を持つ人材が，グローバル・リーダーとして活躍する（本校ではこれを

グローバルテクニカルリーダーと呼ぶ）ために必要な資質と能力を明示するために，国際

的に通用する技術系人材の育成を謳う International Engineering Alliance （IEA：国際

技術者連合）の IEA Graduate Attributes and Professional Competencies（IEA-PC：専

門職のコンピテンシー）を参考とし，高校段階にアレンジしながら育成すべき資質と能力

を考えることとした。 

IEA-PC では，以下の 7 項目を求めている（右は本校の対応）。 

１ 専門的学識…専門知識と法令･･･領域固有知識＝日頃の専門教育 

２ 問題解決……複合的な問題に対して，これらの内容を明確にし，調査し，これらの背

景に潜在する問題発生要因や制約を抽出し分析こと。→ＳＧＨの取組 

３ マネジメント…計画・実行・検証・是正（変更）等の過程において，品質，コスト，

工期（納期）及び生産性とリスク対応に関する要求事項，又は成果物（製

品，システム，施設，プロジェクト，サービス等）に係る要求事項の特性

（必要性，機能性，技術的実現性，安全性，経済性等）を満たすことを目

的として，人員・設備・金銭・情報等の資源を配分すること。 

４  評価…遂行上の各段階における結果，最終的に得られる成果やその波及効果を評価し，

次段階や別の業務の改善に資すること。→ＳＧＨの取組 

５ コミュニケーション…1)口頭や文書等の方法を通じて，雇用者，上司や同僚，クライ

アントやユーザー等多様な関係者との間で，明確かつ効果的

な意思疎通を行うこと。→ＳＧＨの取組 

          2)海外における業務に携わる際は，一定の語学力による業務上

必要な意思疎通に加え，現地の社会的文化的多様性を理解し

関係者との間で可能な限り協調すること。→ＳＧＨの取組 

６ リーダーシップ…海外における業務に携わる際は，多様な価値観や能力を有する現地

関係者と共に，プロジェクト等の事業や業務の遂行に努めること。 

→ＳＧＨの取組 
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７ 技術者倫理…1)公衆の安全，健康及び福利を最優先に考慮した上で，社会，文化及び

環境に対する影響を予見し，地球環境の保全等，次世代に渡る社会の持

続性すること 

          2)関係法令等の制度が求めている事項を遵守すること。 

          3)行う決定に際して，自らの業務及び責任の範囲を明確にし，これらの

責任を負うこと。→ＳＧＨの取組 

（出典：文部科学省先導的大学改革推進委託事業  技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に関する調査研究より） 

 このように，国際的な技術者となるべきコンピテンシーとして，直近に必要な能力は，

総じて問題解決力であることがわかる。問題解決力の育成を柱としながら，他の項目を付

け加えていく，可能であれば，解決すべき課題として設定することにより，高校生でも身

につけることが可能であると考えた。さらに，グローバル人材育成の観点を重視するため，

「グローバル人材育成推進会議」によるグローバル人材の定義を参考にすると，以下の通

りである。 

要素 I：語学力・コミュニケーション能力 

要素 II：主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感 

要素 III：異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティ 

（出典：文部科学省・グローバル人材育成推進会議「グローバル人材育成推進会議中間まとめ」（ 2011 年６月）） 

これらの要素は，おもに IEA-PC の項目５のコミュニケーション，項目６のリーダーシッ

プに含まれるものと考えられるが，今般の研究開発では，グローバル人材の要素を強調する

必要があることから，本研究開発においては，「リーダーが備えるべきスキル」，「地政学的

なリスク回避力」，「語学力」の３点を提示する。また，「リーダーが備えるべきスキル」と

は，“インクルージョン力（多様性受容力）”・“バックキャスティング力（目標から現在すべ

きことを考える力）”・“コンセンサスビルディング力（合意形成力）”を備えるべき不可欠な

スキルを指すものとした。詳細は，②－３研究開発の概要に譲る。 

 

（３）開発科目の概要 

１ グローバル社会と技術 

本科目の学習活動は，図３のように，①

解決すべきテーマの理解，②問題解決の手

順を習得，③具体的な解決への提案，④英

語による発表と討議の４つの段階よりな

る。①では，ESD に関わる問題とそれに立

ち向かう人類の英知を紹介し，各テーマを

理解するために不可欠な基礎的学習を行

う。図では入口とされている学習，すなわ

ち，電力・環境と人間・都市・メカニズム

がこれにあたる。①では，専門分野の教員があたり，私たちを取り巻く世界について，各テ

ーマによる切り口を設け，情報収集・内容理解・課題設定を目指すが，テーマの妥当性につ

いても検討の余地がある。次に，②・③では，技術の専門家としての情報モラル，技術者倫

理を学び，倫理観を涵養するとともに，問題解決の手段を学ぶとされるが，独自のＩＣＴ教

図３ グローバル社会と技術のあらまし 
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材を開発しながら，実施を進めているが，時間的制約があり，十分な演習ができているとは

言いがたい。このことは，①についても同様であり，1 テーマ４時間とする制約条件の下で

は，内容は限られる。ここで私たちは，考え方を大きく転換し，４時間で完結することは困

難であるから，これらの時間内では種を蒔き，多くの科目の中でそれを育てることが必要で

あると考え，次年度には，カリキュラム・マネージメントにも挑戦する予定である。最後に，

④では，外国人講師によるスピーチコミュニケーションの実施により，各章のレポートの英

語化に加え，ノンバーバルコミュニケーションスキルの習得を目指している。このことは，

日本人特有の無表情な発話だけではスピーチが成り立たないことを体験するものである。自

らの主張を補強し，確信にまで高めなければ，説得力のあるスピーチにはなりがたい。これ

らが外国語での発信というだけではなく，問題解決場面においても役立っていることは言う

までもない。 

本科目は，東京工業大学教員による特別講義，著名人によるグローバル・リーダー育成講

演会を実施し，生徒の興味喚起に大きく役立つことが確認された。そこで，ＮＨＫテレビ「お

となの基礎英語」の講師をされている立教大学教授松本茂先生，マスコミで大評判の東京工

業大学特命教授池上彰先生に講師をお引き受けいただいた。大物の著名人による講演は，生

徒のモチベーションを高め，効果が大きいが，これを通常の授業にどのようにつなげていく

か，位置づけの検討は必要である。 

 

２ グローバル社会と技術・応用 

 

 本校開発新科目「グローバル社会と技術・応用」では，１年次の「グローバル社会と技術」

で扱いきれなかった地政学的リスク回避を目的とした「中東・中央アジア理解」および「イ

スラーム文化研究」，グローバル・リーダーとしての英語コミュニケーション力をつけさせる

ため，外国人講師による「英語によるコミニュケーションスキル」，生徒の主体的・対話的で

深い学びの実現のため，本校の５つの専門分野に沿った課題解決学習「課題研究への道」を

図４ グローバル社会と技術・応用のあらまし 

←１年で実施  

３年で実施→  



 
 

 6  

実施した（図４）。 

「中東・中央アジア理解」・「イスラーム文化研究」・「英語によるコミニュケーションスキル」

は，本校の補講期間の集中講義形式で実施し，「課題研究への道」は，通常の授業時間を中心

とした授業で実施した。「課題研究への道」については，専門分野の教員が担当し，５分野の

それぞれの特徴を踏まえて，分野ごとに異なる実施形態となった。 

 本科目では，主にエネルギー問題と環境問題という２テーマを扱い，生徒一人一人が課題

意識をもって自分の意見を披露し，同意を得ることを目指している。その際，本校の特徴で

ある専門分野の知識を背景として，独創的な課題解決方法を提案するための基本スキルの向

上を目指している。以下，２年生が出場した外部評価の主なものをあげる。 

１ ＳＧＨフォーラムへの参加 

 令和元年 12 月 22 日，東京フォーラムで 2019 年度全国高校生フォーラムが開かれた。本

校からは４人の生徒が参加し，生徒によるポスターセッション（使用言語：英語）で

「Comparison of Metal Absorptivity by Discarded Fruit Peels」を発表し，審査委員賞を受賞。 

 

３ ＳＧＨ課題研究 

「ＳＧＨ研究開発」における学習の総仕上げとして，いままで学び，蓄積してきた知識やス

キルを活かして問題を分析し，課題を設定する。そして，科学技術系人材育成プログラムに

よって培ってきた知識や能力・スキルを総動員し，時には，マネジメントに基づく損益や費

用便益分析など定量的な評価の結果などを根拠としながら立案，ものづくりや実験・実習に

よって実証的な研究を進める。 

 これらの取り組みにより，論理的に物事を捉え，直面した問題を解決できる人材，モデル

化した手順により問題解決を図る人材，チームワークの形成などリーダーとなり得る人材，

ＳＧＨ課題研究における成果の英語化により，自ら蓄積した知識を再構築できる人材の育成

図５ ＳＧＨ課題研究・テーマ設定場面（電気電子分野）の例 
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が期待できると考えている。 

図５は，ＳＧＨ課題研究テーマ設定場面の例である。電気電子分野では社会課題解決を目

指し，電気・電子技術を活かした提案・製作を行い，最適解を得るために聞き取り調査や使

用者の合意形成など社会科学的な検証を目標とした。研究テーマの設定は，第２学年の「グ

ローバル社会と技術・応用」において，第３学年の「ＳＧＨ課題研究」をテーマとした調べ

学習や発表を行っているため，第２学年の 12 月に行っている。なお，テーマ設定時には，扱

う社会課題のエビデンスを示すことを義務づけている。生徒たちが自らグループを組み，課

題研究の立案を行い，本分野の教員と総合判断をして課題研究と認定する。 

下記は研究５年次に外部評価を受けたおもな受賞の記録である。 

（他年度については煩瑣となるため割愛したが，２～４年次はほぼ同様の活躍をしている。） 

 

１ 第４回 関東・甲信越静地区 高校生探究学習発表会への参加 

 令和元年 12 月 23 日，立教大学において「第４回 関東・甲信越静地区 高校生探究学習発

表会（主催：立教大学，後援：文部科学省）」に本校から５チームが参加し，優秀賞１件，金

賞１件，銀賞１件の合計３件の受賞。 

 

２ （東京学芸大学主催）2019 年度ＳＳＨ／ＳＧＨ・ＷＷＬ課題研究成果発表会への参加 

  令和 2 年 2 月 1 日，東京学芸大学において「2019 年度ＳＳＨ／ＳＧＨ課題研究成果発表

会」に，口頭発表２チーム，ポスターセッション３チーム（ＳＧＨのみの数）が参加し，２

チームがポスターセッションの優秀賞を受賞。 

 

３ ＷＷＬ・ＳＧＨ×探究甲子園への参加 

令和 2 年 3 月 21 日，関西学院大学において「ＷＷＬ・ＳＧＨ×探究甲子園」に，ポスター

セッション１チームが参加する予定だったが，中止となった。 

 

４ 第６４回学生科学賞への参加 

第一等賞１件および第二等賞１件を受賞した。 
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②－２ 研究のまとめと今後の課題 

 

（１）総 論 

ＳＧＨ研究開発を締めくくるに当たり，これまでの研究成果から導き出される成果，お

よび科学技術系人材育成を目的とした科学技術高校としての本校の役割を検討する。なお，

これまでの成果を次世代の教育に生かす意味から，５年間の取り組みとすでに訪れている

Society5.0 時代に向けた人材育成との関係を考察する。 

まず，下記について本校の基本的立場を明確にし，５年間の実戦の結果到達した結論と

したい。 

 

①「科学技術」という言葉の捉え方 

②「グローバル人材育成」教育と「科学技術系人材育成」教育の関係 

③「グローバリゼーション」の立場からの課題解決を目指す人材育成プログラムの開発 

④ 社会課題の解決を支援する「問題解決メソッド」の開発 

 

①「科学技術」という言葉の捉え方 

本校の研究開発の中核をなす「科学技術」について，本校の立場を明確にする。 

「科学」と「技術」の関係やそれに伴う「科学技術」に関する定義は，時代の変化に

伴い変更されてきた。たとえば，「科学」的なデータの測定は，高度な「科学技術」によ

る測定器を使うことで可能となっているように，高度な科学の実用化が科学技術である

とは言い難くなっている。それゆえ，「科学」と「技術」については，それぞれは従前か

らの定義によるものとし，「科学技術」について，「科学を利用した技術」と定義して使

用する。言い換えれば，これは科学を基盤とした技術（Science based Technology：科

学基盤技術）と呼ぶこともできよう。これにより，本校で使用する「科学技術」という

用語は，自然科学の裏付けのある技術を社会課題の解決のための解決方法の一つと考え，

それ自体を目的とするものではない。社会課題の解決は，自然科学のみならず社会科学

や人文科学をフル活用して取り組む必要があることは言うまでもない。 

 

②「グローバル人材育成」教育と「科学技術系人材育成」教育の関係 

 ＳＧＨ事業は，人文科学・社会科学を主たる対象分野として教育課程の研究開発・実

践を行うものであり，「先進的な理数系教育を通して普遍性の高い課題を扱う科学技術と

いう分野において優れた人材育成を図る」ＳＳＨ事業とは，育成する生徒像や身につけ

るべき資質と能力が異なる。このことは，本校のＳＧＨ報告書において指摘してきたと

ころであるが，グローバル人材の育成過程において，２１世紀が抱える様々な社会課題

を解決しようとすれば，その大部分は，科学技術を利用せずに解決することなど不可能

といっても過言ではない。なぜなら，対立する意見を解決するものは，お互いの妥協で

はなく，イノベーションである場合が多いからである。例えば，企業の生産活動と環境

保全との意見対立を解決してきたものは，有害物質を除去するような環境保全技術であ

ったからである。逆にいくらすばらしい提案をしても具体的な解決モデルやプロトタイ
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プなどが示せなければ，説得力の欠けたものになってしまう。多数決による法の整備だ

けが解決策ではなかったことは，過去の歴史を見れば明らかである。 

そこで本校では，課題解決に当たっては，目標設定において社会科学やその思想的ベ

ースとなる人文科学を用いて仮説を立て，複数の解決案から一つの最適解に絞るに当た

り，自然科学，すなわち科学技術による検証を行っている。この検証過程が科学技術系

人材育成過程であり，ＳＧＨの活動においては，グローバル人材育成の中に，科学技術

系人材育成が取り込まれていると考えた。この過程をさらに先鋭化したいのであれば，

それはＳＳＨの活動として，別の育成プログラムにより希望する生徒のニーズに応える

こととなる。それゆえ，２つの人材育成教育の並行実施に矛盾はない。 

 

③「グローバリゼーション」の立場からの課題解決を目指す人材育成プログラムを開発 

 すでに②において，人材育成教育の関係について本校の立場を明らかにしたが，本節

では前節を補強するとともに，本校におけるＳＧＨ研究開発のあるべきゴールについて，

立場を明らかにする。 

本校ではＳＧＨ研究開発の活動について「グローバリゼーション」という現状をベー

スとした「イノベーション」を柱とし，その実現こそがあるべきゴールであると考えた。 

ＳＧＨ研究開発は社会課題を解決するためのリーダーの育成を目指し，ＳＳＨ研究開

発は，新規の技術開発等を担う技術面でのリーダーの育成を目指している｡両者の大きな

違いは，前者がグローバリゼーションを行動のベースにおいているのに対して，後者は

科学技術教育をベースに置いている。グローバリゼーションをベースとしたイノベーシ

ョンを柱とする本校のＳＧＨ研究開発は，他校におけるＳＳＨ研究開発，ＳＧＨ研究開

発と異なる。それはグローバリゼーションおよびイノベーションのとらえ方の差異によ

るものと考えられる。 

 ＳＳＨ研究開発では主として科学技術を活用したプロダクション･イノベーションが，

人材育成教育の中心となっている。他方，ＳＧＨ研究開発においては，社会課題を解決

するためにグローバリゼーションという状態を受け入れながら，新しい市場の開拓や原

材料市場の開拓，新しい産業の開拓など新たな技術系人材のあり方を模索している。そ

れゆえ，｢科学技術深堀型｣対応のＳＳＨ研究開発に対し，ＳＧＨ研究開発では，｢グロー

バルな社会課題解決型｣対応となる。それゆえ，本校のＳＧＨ研究開発は，グローバリゼ

ーションの立場からの課題解決を目指す人材育成プログラムを開発していくことが，あ

るべきゴールと考える。 

 

④社会課題の解決を支援する「問題解決メソッド」の開発 

図１は，本校で開発した「問題解決メソッド」とＳＧＨ開発科目との関係を示してい

る。縦方向の流れが生徒の活動であり，それぞれを詳細に記したものが横の流れとなる。  

縦の流れである生徒の活動は，1）目標の設定 2）複数案(代替案)の提案と制約条件

などの合理的判断に基づく案の選択(意思決定) 3）最適解の導出 4）合意の形成 の

４段階の流れからなる。1）については，社会科学，人文科学，自然科学のすべての科学

からのアプローチを行い，解決の可能性を検討する。ここでは目標設定の仕方を学ぶ。

2）については，情報を処理し複数の案が提案される段階で，制約条件に照らし案を絞っ
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ていく。その際に，実現可能な案に絞ることを理由に科学技術的手法を用い，ミニ課題

研究を行うことを含む。これは「実物」のある提案が，強い説得力を持つためであり，本

校の独自性を活かすものである。なお，開発科目との関係は， 

1）目標の設定…１年配当開発科目「グローバル社会と技術」 

2）複数案(代替案)の提案，制約条件などの合理的判断に基づく案の選択(意思決定) 

…２年配当開発科目「グローバル社会と技術・応用」 

3)最適解の導出，4）合意形成…３年配当科目「ＳＧＨ課題研究」 

  となる。なお，横の流れである活動の詳細では「情報収集→処理→まとめ」の順に行い，

雑多な情報から使える情報を抽出し，加工していくことを示している。 

   この「問題解決メソッド」をそれぞれの開発科目内で，テーマに応じた応用例を提示

し，定着に努力しているが詳細は資料編に譲る。 

 

（２）各 論 

１ ＳＧＨ課題研究における出口への取組として，企業との連携を実現 

 本校で扱う「ＳＧＨ課題研究」は，最終段階に置いて，合意形成過程を設けている。

これは，自分たちが提案した内容が，他の人々に受け入れられたかを検証する場であり，

課題研究には重要な過程である。  

しかし，従来は，本校内での発表会で成果を普及するのと止まり，余り出口への活動

を重視してこなかった。今般，中間評価等でのご指摘をきっかけとして，課題研究の出

図１ 問題解決メソッドと開発科目との関係 
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口への取組に挑み，令和元年度は，「（仮称）芝浦一丁目計画（※1）」を進めている野村

不動産株式会社及び NREG 東芝不動産株式会社，ソーシャルデザインを軸として様々な

社会的プロジェクトを展開している一般社団法人 Think the Earth との連携事業である「芝

浦 SDGs 部」を始めることができた。SDGs（持続可能な開発目標）の考えを基本として，

将来の芝浦の街づくりにおいて高校生の発想を取り入れ，地域に貢献することが会社側

の目的である。また，本校生徒にとっては，民間企業の意思決定プロセスを間近に見聞

することで，将来，社会において自身がやりたいことを実現するためのプロセスを学ぶ

ことができるというメリットがある。  

この連携事業のスタートとして，5 月 24 日（金）には本校２年生全員を対象にグロー

バル・リーダー育成講演会を実施した（※2）。さらに，その講義内容を踏まえて，7 月 6

日（土）には希望者を対象に浜松町ビルディング 29 階において「芝浦 SDGs 部」のキッ

クオフワークショップを行った。本校からは 23 名の生徒が参加するとともに，学校関係

者 8 名，野村不動産関係者 14 名，その他企業・団体から 5 名の参加があった。基調講演

では株式会社水辺総研代表  岩本唯史氏による水辺空間の事例紹介あり，ワークショップ

では「自分の街・芝浦の街の良い点・悪い点」，「2050 年はどんな街に住みたい？働きた

い？」，「芝浦 SDGs 部として活動したいこと」などを車座になって議論した。  

その後，有志生徒による定期的な活動を経て，9 月 29 日（日）には「芝浦運河祭り」

において，野村不動産株式会社の出展ブース内で SDGs の紹介及び芝浦 SDGs 部の活動

紹介（図 3）を行った。来訪者には，生徒自らが活動について説明を行うとともに，「今

後の芝浦の町がどう変わっていって欲しいか」，「芝浦の街に必要なものは？」などにつ

図２ 野村不動産株式会社および NREG 東芝不動産株式会社， 

   Think the Earth，本校との連携事業についての概要  
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いてヒアリングを行った。来訪者から収集した意見は集計し，今後の活動に生かしてい

く予定である。  

図 3 有志生徒による芝浦 SDGs 部の活動についての紹介  
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 この芝浦 SDGs としての活動は現在も継続中であり，その成果報告としての場を今年

度 3 月中に浜松町ビルディング 29 階において開催することを予定している。  

 

※1 野村不動産株式会社，NREG 東芝不動産株式会社，東日本旅客鉄道株式会社により

進められている共同事業。NREG 東芝不動産株式会社が保有する「浜松町ビルディ

ング（東芝ビルディング）」および，東日本旅客鉄道株式会社が保有するカートレイ

ン乗降跡地を一体とした 4ha を超える土地に，約 10 年の期間をかけてオフィスビ

ル・ホテル・住宅・商業施設等からなる大規模複合施設の整備を段階的に行う計画で

ある。SDGs の達成年度である 2030 年度に，全体が竣工する予定。  

 

※2 講演 1：「SDGs と世界のソーシャルデザイン」  

      一般社団法人 Think the Earth 理事 上田壮一氏  

  講演 2：「地域と連携したサスティナブルな街づくり」  

野村不動産株式会社  都市開発事業本部   

芝浦プロジェクト企画部  企画課  課長 曽田朋恵氏  

       

②本校が推進する問題解決の枠組みの開発および改善 

本校では，目標とする生徒像に「グローバルテクニカルリーダー」を掲げ，持つべき

資質と能力について，社会課題に対する解決案を提案できる力が必要であると考えてい

る。そのためには，課題を分析し，その本質を十分に理解し，考え方の枠組みに沿って

課題解決学習を進めていかなければならない。すなわち，「問題分析能力」が必要である

と考えた。今までは目標を設定するに当たって，課題解決のための資料収集に入ってい

たが，それ以前に“課題そのものに対する分析”が必要であり，そのための分析が必要

であると考える。この部分は主に社会科学系の能力を要することになる。 

研究開発科目である「ＳＧＨ課題研究」は，課題を解決できる人材の育成を目的とし

ており，あくまでも人を対象とする。ここに両者の違いがある。問題解決のためには，

１・２年次に学んだＳＧＨ科目での手法を総動員し，場合によっては，マネジメントを

意識したり，定量的評価を行ったりする。

この力を持つ者に，グローバル・リーダー

への道が開かれるものと考えている。すな

わち，「ＳＧＨ課題研究」は，第１学年の

「グローバル社会と技術」，第２年次の「グ

ローバル社会と技術・応用」で学んだ知識

やスキルを図４のとおり，「課題研究への

道」で収束させ，各分野に即した問題解決

方法とし，学ぶべきことは何か，解決すべ

きテーマは何か，改めて考え直すことにな

る。その成果が，ＳＧＨ課題研究として実

を結ぶと考えた。 図４ 開発科目と「課題研究への道」の関係 
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本校で推進している問題解決の枠組みは，「グローバル社会と技術」，「グローバル社会

と技術・応用」，「ＳＧＨ課題研究」の３科目にそれぞれあり，後述の各項目に譲る。 

 

③海外との交流事業 ～フィリピン，オーストラリア，マレーシアそしてモンゴルへ～ 

 海外調査研修および国際交流事業については，本校の協定校があるフィリピン共和国，

イスラーム教国であるマレーシアでの実施とした（初年度は，オーストラリア連邦･パー

スへの研修）。アラブ圏の国際情勢が安定しないため，比較的安全な東南アジアのイスラ

ーム教国マレーシアでの調査研修を先行した。渡航に際して，フィリピンでは，バディ

システムによるホームステイを実施し，多様性受容力を鍛えている。また，マレーシア

においては，資源を産出するボルネオ島サラワク州を中心に，マレーシア大学サラワク

校と２つの高校を訪問した。 

フィリピン，マレーシア（オーストラリア）各国とも学校訪問にあたっては，エネル

ギー･環境問題に関する生徒の主張を披露し，討議した。従来は富裕層の対策しか報告さ

れなかったが，スラムの人々への対応をフィリピン側から引き出すことができた。おカ

ネがないのなら屋根に水の入ったペットボトルを挿し，部屋を明るくすれば良いとする

アイデアは，根本的な解決にはなっていないが，問題意識を共有することに調査研修の

目的がある。これらの成果は，国際交流報告会によって，渡航していない生徒にも広く

伝えた。なお，本件の詳細については，資料編･国際交流に譲る。 

他方，当初より，アジア圏での交流を進めていたが，東京工業大学との連携により，

モンゴル国との交流について，その糸口をつかむため活動を進めた。その結果，モンゴ

ル教育大学をはじめとするモンゴル訪問団を受け入れ（図５），教員間の交流に努めた。

これを手がかりとして，今後の生徒間の交流につなげていきたい。 

 

４ 東京工業大学との連携を図りリーダーシップに関する評価方法の共同研究 

リーダーシップに関して評価のための尺度を研究している東京工業大学 環境・社会

理工学院の室田真男教授の研究室と連携し，定量的な評価のための尺度作りについて

共同研究した。ＳＧＨ事業で取り組んでいるグローバル・リーダーの育成について，

その成否を語るためには，グローバル・リーダーとは何か，というリーダーそのもの

図５ モンゴル国との交流 右の写真でモンゴル文字を書いている（左の男性）が本校教諭  
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の分析，それに伴う資質の定義，そして研究を評価する方法，中でもアンケート調査

を行うのであれば，リーダーシップに関する尺度が必要となる。 

高校生を対象とした場合，支援型リーダーシップが適切であると考えた。このリー

ダーシップは，グループの構成員を尊重し支えることで集団の能力を最大限に引き出

し，目的の達成と関係の維持・向上のための行動をとる。下記は本年度の調査結果の

一部である。 

・関係志向行動…生徒は学年を問わず，仲間を尊重し，仲間関係を維持・向上させる

行動をとることができていることが確認された。 

・マネジメント志向…高校３年生は１年生よりも，「仲間に役割や指示を与える生徒」

が有意に多いことから，高校３年生は仲間に役割や指示を与えるこ

とができない生徒が減っていることが確認された。 

・仲間の課題解決を促進する志向…生徒は学年を問わず，仲間の課題解決を促進する

行動をしている。なお，３年生の一部は「仲間のやる気を引き出す」

行動までできていることが確認された。 

 

（３）研究のまとめと今後の課題 

①グローバル社会と技術研究会 

 社会課題解決には，まずは目標分析が必要であり，そのための広い知識を学ぶ必要がある。

理工系からの切り口による新しいタイプのリベラルアーツの萌芽は，本校から発信していく

べきものであるが，社会科学や人文科学の切り口が存在することを明示し，他校との討議を

通じて高めていくべきものと考える。 

また，研究期間を通して開発した「レポート作成場面における問題解決の流れ図」は，探

究学習の入り口として，生徒の手助けとなるものであるが，さらなる充実が求められる。 

 本科目では，東京工業大学教員による特別講義，著名人によるグローバル・リーダー育成

講演会を実施し，生徒の興味喚起に大きく役立つことが確認された。なかでも本学特命教授

池上彰先生，立教大学教授松本茂先生の講演は継続する予定である。 

 本科目は，他の学校へ協力を求めながら，さらなる発展を遂げるべく，Society5.0 に対応し

た人材育成の萌芽的研究を継続していきたい。 

 

②グローバル社会と技術・応用研究会 

 本科目では，１年時の学習を実際に試してみる段階にあり，問題を見いだして解決策を考

え，提案を１つに絞る過程を学んだ。特に，探究学習を本格化させるため「課題研究への道」

を実施し，探究学習のテーマ設定場面を想定した流れ図を作成し，生徒の手助けとした。 

また，地政学的リスク回避を理解するため，イスラーム教圏の学習を加味したが，５年間で

世界の事情は大きく変わり，ISIL（Islamic State in Iraq and the Levant）の脅威が去りつつあ

り，それに変わる懸念事項が生まれている。これはまさに生き物のように変化する者で，最

新の事情に対応すべく，柔軟な授業計画が求められる。 

 

③ＳＧＨ課題研究 研究会 

 本科目は，研究開発の総仕上げとして実施される。実施に当たっては，中間評価における
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ご指摘・ご指導を踏まえて，ＳＳＨとの違いを意識した。すなわち，自然科学／科学技術あ

りきの課題研究ではなく，社会科学，人文科学，自然科学等をすべて取り込み，これらの特

質に応じた見方や考え方を働かせながら，生徒の主体的・対話的で深い学びを実現しなけれ

ばならない。また，前述のご指導に鑑み，社会課題に対する最適な案を提案した後の「出口

の活動」を活発化させるべく，地元芝浦地区の小学校や商店会組織，野村不動産などの協力

を得ながら，課題研究の成果を披露し，インタビューしている。なお，これらの成果は，立

教大学主催の探究学習発表会（金賞，銀賞，優秀賞），東京学芸大学主催の課題研究発表会（金

賞，銀賞），ＳＧＨ甲子園（令和元年度は中止）等へ出場し，外部評価を受けた。  

 

④海外調査研修 

 フィリピン，マレーシア（初年度はオーストラリア）各国とも学校訪問にあたっては，エ

ネルギー･環境問題に関する生徒の主張を披露し，討議した。フィリピンとの交流では，従来

は富裕層の対策しか報告されなかったが，スラムの人々への対応をフィリピン側生徒から引

き出すことができた。フィリピン側生徒の「おカネがないのなら屋根に水の入ったペットボ

トルを挿し，部屋を明るくすれば良い」とするアイデアは，根本的な解決にはなっていない。

エネルギー不足に対する問題は，自家発電の充実では果たし得ないことに気付いてくれた。

ＳＧＨ研究開発事業における海外調査研修では，社会課題の解決に向けて問題意識を共有す

る必要がある。実に小さな一歩ではあるが，投げかけた輪が大きく広がってくれることを望

む。なお，これらの成果は，国際交流報告会（今年度はコロナウイルス対策のため中止。１

～４年次は実施）によって，渡航していない生徒にも広く伝えた。 

 

⑤研究開発期間を終えて ～全体のまとめ～ 

 私たちを取り巻く社会課題を解決するため，社会科学，人文科学，自然科学等の特質に応

じた見方・考え方を働かせながら，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学習活

動をさせなければならない。本校は，科学技術高校であることから，生徒の関心が自然科学

的解決に比重を置く傾向があるが，本来の目的であるグローバル人材の育成に向け，知識を

相互に関連付けてより深く理解したり，情報を精査して考えを形成したり，問題を見いだし

て解決策を考えたり，思いや考えを基にイノベーションを起こせる人材を育成するための取

り組みとして，ＳＧＨ開発科目を設定している。このような取り組みは，新開発科目のわず

か数単位で成し遂げられるものではない。それゆえ，科目間の連携を図る必要があることか

ら，カリキュラム・マネジメント構想が必要であり，本校が置かれている立場を理解するた

めの状況分析の柱となると考えている。 

開発科目は，高校における新しいタイプのリベラルアーツの萌芽的研究として，一石を投

じるものとなった。従来の計画による部分は，すでに軌道に乗り，新科目に使うテキストは

改訂している。しかしながら，全く異なる視点，すなわち普通科の高校のような文系を切り

口とする解決策との対峙が必要であり，他校を巻き込むようにしなければ，真のリベラルア

ーツを提案することは出来ない。５年間の指定では，他校との連携までは及ばなかった。 

また，企業との連携，地元港区や商店会との連携といった「出口の活動」に積極的に参画

したが，未だ道半ばである。また，成果普及のため，外部のＳＧＨ課題研究発表会等への参

加の推進，公開のためにテキストを改訂，アーカイブ化を今後も進めていきたい。 
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②－３ スーパーグローバルハイスクール研究開発の概要（構想調書） 

 

Ⅰ 研究の概要 
 研究開発の指定期間 

指定を受けた日から平成３２年３月３１日  
 

Ⅱ 研究の概要および本校の概要 
 

１  研究開発構想名 

科学技術系素養を持つグローバルテクニカルリーダーの育成  
 

２  研究開発の目的・目標 

（１）目的  
 多様化する国際社会で活躍する人材を輩出する視点から，科学技術系素養を持つ科

学技術高校生徒に育成すべき資質と能力を提案し，高大連携教育を大幅に増強した“グ

ローバルテクニカルリーダー”プログラムを実践し，成果普及に努める。  
（２）目標  

 多様化する国際社会で活躍するリーダーとしての資質と能力を身につけると共に，

資源産出国との国際交流を軸に，地政学的な基礎知識を元にリスクを回避できる“グ

ローバルテクニカルリーダー”の育成を図る。その際，高大連携教育を大幅に増強し，

高大を貫くグローバル人材の育成を目指し，求められる資質と能力を提案すると共に，

実現のための新科目「グローバル社会と技術」「グローバル社会と技術・応用」および

「ＳＧＨ課題研究」を軸とした育成プログラムを開発・実践し，成果を普及する。  
 

３  研究開発の概要 

 科学技術系の知識を有しながら，ビジネスフレームワークのような問題解決の枠組み

などのマネージメントスキルをも有する人材を育成するため，リスク回避の観点から，

ＥＳＤ理解を深めるため，産油国・鉱物資源産出国（フィリピン・オーストラリア・サ

ウジアラビア・アメリカ・中国・モンゴル）との国際交流を行う。その際，国際社会で

活躍するリーダーとして育成すべき資質と能力を明確にし，備えるべきスキルと地政学

的リスク回避能力，語学力（英語によるコミュニケーション力等）を獲得するため，新

科目「グローバル社会と技術」「グローバル社会と技術・応用」および，マネージメント

の手法や費用便益分析などの定量的評価を取り入れた「ＳＧＨ課題研究」を開発する。

その際，東京工業大学との連携教育を大幅に増強し，東京工業大学グローバルリーダー

教育院・リベラルアーツセンター・学術国際情報センター等や企業との連携を図りなが

ら，斬新な育成プログラムを開発・実践し，成果普及に努める。  
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４  学校全体の規模 

課程・学科・学年別生徒数，学級数（研究３年次２月現在）  

課程  学科  
第１学年  第２学年  第３学年  計  

生徒

 
学級

 
生徒

 
学級

 
生徒

 
学級

 
生徒

 
学級

 全日制  科学・技術科※ 194 5 192 5 185 5 571 15 

計  194 5 192 5 185 5 571 15 

※第１学年では全教科を共通に履修する。第２学年以降の専門教科では，  
材料科学・環境科学・バイオ技術分野  （応用化学分野）  
情報・コンピュータサイエンス分野   （情報システム分野）  
システムデザイン・ロボット分野    （機械システム分野）  
エレクトロニクス・エネルギー・通信分野（電気電子分野）  
立体造形・ディジタルデザイン分野   （建築デザイン分野）  

の５分野に分かれて履修する。（括弧内は各分野の略称である。）  
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５ 研究計画 

（１）全体について  
① 現状の分析と課題 

 文部科学省（2014）は「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価

の在り方に関する検討会」の論点整理*1 や次期学習指導要領改訂の議論を踏まえた

文部科学大臣の諮問*2（2014）を公表し，我が国の子供たちにとって今後特に重要

と考えられる，何事にも主体的に取り組もうとする意欲や多様性を尊重する態度，

他者と協働するためのリーダーシップやチームワーク，コミュニケーションの能力

などの関係，および，それらの育成すべき資質･能力と，各教科等の役割や相互の関

係の構造化などの検討を求めている。  
 本校は，科学技術系の素養を育成する科学技術高校であり，国際社会で活躍でき

るグローバルリーダーを育成するためには，普通科の高校とはベースが異なるため，

新たな「育成すべき資質・能力」を提案して「生きる力」の育成を具現化する新し

い教育システムを構築しなければならない。本校では，科学技術系の素養を持つグ

ローバルリーダーを“グローバルテクニカルリーダー（ＧＴＬ）”と称することとす

る。ＧＴＬは，たとえば，技術専門者をうまく使いながら，グローバルに生産・販

売拠点を置き，安定的（リスクを回避しながら）製品を生産し，流通させ，利益を

上げられるような生産・販売計画を立案できるような資質を想定しており，ある程

度の科学技術系の知識を有しながら，マネージメントスキル，すなわち，ビジネス

フレームワークのような問題解決の枠組みを使いこなせる人材である。このＧＴＬ

の人物像は，本校のスクールポリシーに掲げる生徒像とも合致すると考えている。

しかし，ＧＴＬ育成のためには，新たに，学ぶべき内容の精査，学習・指導方法や

学習の成果を検証し，情報技術（ＩＣＴ）を大幅に活用するなど指導方法の改善や

パフォーマンス評価方法を開発して，充実を図る必要がある。  
いままでに，3 期 13 年にわたるＳＳＨ研究開発指定を受け，科学技術系人材に必

要な力として，第１期ＳＳＨでは，創造性の基盤となる「わかる」「えがく」「つく

る」，第２期ＳＳＨでは，第１期の発展型として「いどむ」「わかりあう」，そして第

３期ＳＳＨでは，さらに社会のニーズに応えるべく「伝え合い学び合う」を掲げ，

コミュニケーション力の育成（「科学技術コミュニケーション入門」の開発），課題

研究の実践によるチームワークの育成など，個別に必要な力を伸ばす努力を重ねて

きた。これらに加えて，国際交流による成果も着実に積んでいる。その結果，本校

の独自調査では，将来留学，あるいは仕事で国際的に活躍したいと思う割合が，

55.2％(第２学年)に達するが，実際に留学経験（短期も含む）がある割合は，13.6％
に留まるという現実がある。すなわち，今までの研究開発は，科学者・技術者とし

ての素養を身につけるものとして，一定の成果を上げながらも，グローバルリーダ

ーの育成という観点からは取り組んでこなかったといわざるを得ない。そこで本校

では，ＧＴＬ育成のために，高校段階において育成すべき資質と能力を，「リーダー

が備えるべきスキル」，「地政学的なリスク回避力」，「語学力」の３点を提示する。  
「リーダーが備えるべきスキル」とは，“インクルージョン力（多様性受容力）”・

“バックキャスティング力（目標から現在すべきことを考える力）”・“コンセンサス
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ビルディング力（合意形成力）”を備えるべき不可欠なスキルとして提案する。これ

ら３つの能力は，正課の中で明示的に育成されることはなかった。“インクルージョ

ン力”とは，ダイバーシティ＆インクルージョンが可能な能力のことで，異文化理

解を進め，世界の文化，民族など様々な多様性を受容する能力を指すとともに，先

入観なく多様な情報を受け入れる情報収集力，情報活用力を含む。次に，“バックキ

ャスティング力”とは，持続可能な社会を目標として掲げ，それを実現するために

現在を振り返って，今は何をするべきかを考えることができる力であり，目標実現

のための企画力である。この能力育成のためには，本校のスタッフの他，企業など

で人材育成をしている方（メーカーまたは，コンサルティング，JETRO など）の協

力が必要である。“コンセンサスビルディング力”とは，コミュニケーション過程に

おいて，相手に納得してもらい，自らの意見に賛同してもらう合意形成力である。

この know-how を，本校ではかねてより“科学技術コミュニケーション”として蓄積

しており，応用の準備は整っている。  
 「地政学的なリスク回避力」とは，地域に依存するリスクを理解した上で，リス

クを回避するための意思決定できる能力で，たとえば，世界各地から，どのように

部品を集め，どこで生産し，どこで売るのか，といったことをさまざまな経済情勢

やそれぞれの地域の抱えるリスクなどを，考慮しながら考えることができる能力で

ある。なかでも，リスクを回避するためには，地球全体が抱える様々な問題に精通

する必要があり，殊に，エネルギー問題や環境問題について理解を深める必要があ

る。本校では，新たなＥＳＤ理解を図るため，産油国などの鉱物資源産出国の実情

を把握する必要性から，特に正課の中で学ぶことは少ない中東・中央アジアやイス

ラーム文化について，異文化コミュニケーションに必要な知識を補填する計画であ

る。また，我が国とは立場の異なるこれらの国々の，特に高校生の意識は，文献資

料では計りがたい。そのため，国際交流によって，直接肌で感じ取らせることを計

画した。これらの取組は，地理歴史科の世界史や公民科の政治・経済，倫理と関連

させ，東京工業大学リベラルアーツセンター等との連携を図りながら，内容を精選

する。  
 「語学力」とは，英語によるコミュニケーション力を指し，ツールとしての英語

力を充実させる必要がある。これらを具体的に活かす場として，国際交流を推進す

るが，エネルギー問題・環境問題の理解を深めるためには，産油国であるサウジア

ラビア王国・世界最大級の鉱物資源保有国であるアメリカ合衆国・中華人民共和国，

フィリピン・オーストラリア・そしてモリブデンの埋蔵量が世界屈指であるモンゴ

ル国といった資源産出国との交流が不可欠である。これにより，資源に対する考え

方の違いを理解しうると考えている。また，資源消費国についても，日本だけの考

えでは，グローバルな視野とは言えないため，日本と同じように資源を持たない東

アジア各国との交流（韓国など）が欠かせないと考えている。  
ＧＴＬ育成のために必要なこれらの資質や能力は，３つの新科目「グローバル社

会と技術」，「グローバル社会と技術・応用」および，マネージメントや費用便益分

析などの考え方を取り入れた「ＳＧＨ課題研究」を開発する必要があり，東京工業
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大学との連携教育の大幅増強，東京工業大学グローバルリーダー教育院・リベラル

アーツセンター・学術国際情報センター等との連携が不可欠となる。  
*1 育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会（2014）  論点整理  
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2014/07/22/1346335_02.pdf（参照日 2015.2.9） 
*2 初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問），文部科学大臣(2014)．  
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1353440.htm（参照日 2015.2.9）  

 
② 研究開発の仮説 

 高校段階において育むべき資質と能力について，「リーダーが備えるべきスキル」，

「地政学的リスク回避能力」，「語学力」の３要素を柱とする，新科目「グローバル

社会と技術」，「グローバル社会と技術・応用」の開発・実践，フィリピン・オースト

ラリア・サウジアラビア・アメリカ・中国・モンゴルといった資源産出国・韓国な

どの東アジアにおける資源消費国との国際交流および，マネージメントや費用便益

分析などの考え方を取り入れた「ＳＧＨ課題研究」の開発・実践により，科学技術

の素養を持つことを活用しながら，新しいタイプの先導者となりうる“グローバル

テクニカルリーダー”を育成することができる。 

 

（２）課題研究について 

① 課題研究内容 

a 「ＳＧＨ課題研究」に向けた新科目「グローバル社会と技術」  
 新科目のうち，「グローバル社会と技術」は，グローバルな視野で，現在，地球

全体が抱えている問題を学ぶ。ここでの学びは，きっかけに過ぎず，これを種と

して，自らの主体的な調べ学習などにより，実を結ぶことを狙っている。そのた

めの方策として，テーマごとに，生徒個人の「問題解決への提案」を義務づける

ことから，「ＳＧＨ課題研究」への入門の役割を担っている。本校では，「ＳＧＨ

課題研究」における問題解決には一定の手順が存在するという仮説を掲げている

が，本科目では，４段階程度のラフな手順を生徒自身に考えさせ，課題に即した

解を埋めることで，「ＳＧＨ課題研究」における問題解決スキルを磨くことを目指

す。しかしながら，この段階では，手順すべてに考えが及ぶのではなく，むしろ

問題発見のスキル向上に寄与すると考えている。従来，総合的学習の時間やアク

ティブラーニングでは，ＰＤＣＡサイクルでいうＤ(do；行動)やＣ(check；評価)に
力を入れているが，本科目では，Ｐ(plan)の充実を図る。すなわち，「ＳＧＨ課題研

究」を始めるには，本来，全体の目的を明示し，いま行える取組を下位目標に設

定して，目標達成の道筋をつけるといったプロセスが必要である。  
本科目は，「ＳＧＨ課題研究」の構成を考え，課題発見・問題解決を図るための

スキルを身につけることを目指すことから，「ＳＧＨ課題研究」の入門として重要

な役割を担う。  
b 「ＳＧＨ課題研究」に向けた新科目「グローバル社会と技術・応用」  
 図１は，「グローバル社会と技術・応用」のあらましである。  
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 新科目のうち，「グローバル社会と技術・応用（AGST）」は，１年次に実施した

「グローバル社会と技術」の続編をなし，テーマ学習｢中東・中央アジア理解｣，

｢イスラーム文化研究｣，｢英語によるコミュニケーションスキル｣をオムニバス形

式で実施する。これにより，地政学的リスク回避のための知識と語学力の鍛錬と

いうＧＴＬに必要な新たなファクタを加え，得られた知見と既有の知識の再構築

を促す。これらの総仕上げが，｢Response to Energy and Environmental Issues（REEI）｣
と称するミニ「ＳＧＨ課題研究」である。REEI は，エネルギー問題・環境問題な

ど私たちを取り巻く諸問題について，マネージメントの問題解決手法や定量的分

析などを援用しながら，自らの考えを提案する探求型学習である。この取組は，

単に法律による規制に頼るのではなく，新たな技術的開発の提案という帰結を目

指す。REEI は，提言に留まらず，国際交流の場においてベースとなる文化の違う

高校生に対して主張することを前提としている。それゆえ，国際交流相手校に対

しても同じテーマでの発表を依頼する。ミニ「ＳＧＨ課題研究」の例としては，

砂漠に太陽光発電をつくるべきか？ 洗濯機に求められるものは何か？ 飲む水

と食器を洗う水は分けるべきか？ 砂漠で飲み水を忘れたら分け合うべきか？な

どが挙げられる。  
 本研究開発における国際交流は，資源産出国等を交流相手と考えており，フィ

リピン・オーストラリアとの交流事業を先行し，サウジアラビア・中国・アメリ

カ・モンゴルとの交流は，国際情勢を鑑みながら，徐々に進めていくことを計画

している。  
 ～なぜフィリピン共和国なのか～  
 フィリピンは，東南アジア有数の資源産出国であり，エネルギー自給率は 2011
年時点で  59.1％である。しかしながら，電力需給の逼迫が深刻化しており，輪番

制の計画停電も計画される事態となっている。このことは以前より予想されてお

図 1 新科目「グローバル社会と技術・応用」のあらまし 
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り，原子力発電所を建設，ほぼ完成したが，アキノ政権時代に稼働を認可せず，

結局，原子力開発をあきらめた経緯がある。原子力に代わって地熱発電所を建設

し，その発電量はアメリカに次いで第２位となった。本校では，日本とはあまり

にも違う選択をしたこの国を重視し，フィリピン共和国・デ・ラ・サール大学附

属高校と新たに国際交流協定を締結し，私たちの交流の意図を理解していただく

予定である。原子力開発よりも輪番停電を選んだ国民，文献では知り得ない高校

生の意識を，REEI によるこの国際交流で是非とも明確にしたい。  
 ～なぜオーストラリアなのか～  
 オーストラリアは，鉱物資源が豊富な資源産出国で知られている。なかでも，

ウランが採掘されているのに，原子力発電所が一基もない。電力の大部分は，火

力発電によるもので，石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料は自給している。火

力発電に頼れば，CO2 の排出を減らすことは出来ない。もちろん，再生可能エネ

ルギーへの取組を行っているが，まだ開発途上である。本校では，日本とは大き

く異なる選択をしたこの国をフィリピンに次いで，重視している。そこで，鉱工

業と関連が深い西オーストラリア州のパースのカーティン大学における「資源開

発ビジネス研修」，および周辺の高校との REEI による国際交流を計画した。「資源

開発ビジネス研修」によりマネージメントの観点からこの国のエネルギー問題へ

の考え方を知り，また，現地の高校生との交流により，文献では伺うことの出来

ない国策に対する高校生の意識を，REEI によるこの国際交流で是非とも明確にし

たい。  
 なお，サウジアラビアについては，在日アラブ人学校と連携するほか，日本を

訪問するサウジアラビア王立学校校長等の訪問にあわせて，REEI によるこの国際

交流を開始する。中国については，東京工業大学が招聘するサマーキャンプに参

加する清華大学学生との交流を計画している。アメリカ・韓国・モンゴルについ

ては，東京工業大学との連携により，交流を開始する。  
c 新科目「ＳＧＨ課題研究」  
 従来の課題研究では，技術的な問題の解決や改善をテーマとすることが主であ

ったが，ここでは，マネージメントの問題解決手法や定量的分析などを援用し，

その結果，必要とされた改善をテーマとする。すなわち，ものを作ること自体が

目的なのではなく，コストを抑える，あるいは損失のリスクを回避するためには

どうしたらよいか，といった視点を大切にする。また，AGST における REEI を発

展させ，実験・実習によるデータを元に，エネルギー・環境問題等を題材とした

研究を行うことも想定している。その際も，マネージメントに基づく損益や費用

便益分析を念頭に置いた帰結を求める。「ＳＧＨ課題研究」の例としては，「廃油

を利用した芳香効果を持つ石けんの製作」，「安価に製作できる電子式測定器具」，

「廃車を利用した電気自動車の製作」，「安価な電子部品による追尾式太陽光発電

装置の製作」，「廃材を活用した日本家屋の設計」などが挙げられる。  
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② 「ＳＧＨ課題研究」の実施方法・検証評価 

 第１学年に配当される「グローバル社会と技術」では，オムニバス形式でテーマ

学習が進行するが，その最終回において，問題解決の手順をワークシートにまとめ，

テーマの文脈に沿った解を埋めて提出させる。これは，「ＳＧＨ課題研究」に向けた

問題解決の第一歩となる。さらに，その内容は，テーマ：スピーチコミュニケーシ

ョンにおいて集約され，提言を英語化し，発表する。これは，「ＳＧＨ課題研究」の

アブストラクトの英語化につながる。評価は完成した作品，発表の４観点評価，お

よびワークシートやレポートによる総合評価とする。  
また，第 2 学年に配当される AGST 内で実施される REEI は，２年生全員に実施

する。AGST は，所属する分野ごとに実施され，オムニバス形式の講義とミニ「ＳＧ

Ｈ課題研究」から形成される。ただし，ミニ「ＳＧＨ課題研究」そのものは，１学期

に集中的に行うことが望まれる。それは，国際交流が夏休み期間から始まるためで

ある。本研究においては，「ＳＧＨ課題研究」の成果を国際交流相手国の胸を借りて

コミュニケーションすることが，真の交流となり得ると考えている。なお，仮説に

対する検証は，ポートフォリオ形式の進捗報告書，最後にまとめる報告書および評

価テスト，意識調査により行う。また，外部のコンテストや発表会に積極的に参加

し，外部評価を受ける。  
 他方，本校は工業課程であることから，第３学年に配当される「課題研究」が必

修科目とされている。そこで，「課題研究」のテーマ設定の段階で，３０％程度を目

標に，「ＳＧＨ課題研究」に振り分ける。このとき「ＳＧＨ課題研究」に所属した生

徒は，従来型のものづくりを目的とする「課題研究」には参加しないため，教育課

程の特例が必要となる。なお，仮説に対する検証は，担当教員による４観点評価，

「課題研究」・「ＳＧＨ課題研究」発表会での参観者による評価，生徒・教員・保護

者に対して行う意識調査などによって行う。  
 
＜各研究開発単位について＞  

新科目「グローバル社会と技術」  
a 研究開発単位の目的，仮説との関係，期待される成果  

 グローバルな視野で，地球全体が抱えている問題を取り上げ，科学技術に対す

る興味・関心を喚起し，自ら調べ，学ぶ態度を育てることにより，創造的に問題

解決を図ることができるような人材を育てるとともに，科学技術を学ぶもののあ

り方を生徒自身に考えさせ，技術者としての倫理観を涵養する。その際，問題解

決の手順を提案させ，「ＳＧＨ課題研究」への道筋を学ばせ，発表や討議を英語で

行うことができるように指導する。  
b 内容  

 各テーマは，科目横断的・総合的な学習をはかるものとし，技術者としてある

べき姿を考えさせるものとする。テーマは，メカニズム・電力・都市・環境と人

間といったＥＳＤに関するものや，技術者倫理・情報モラル・スピーチコミュニ

ケーション（英語）を予定している。  
 学習活動は，科学技術に対する興味・関心の喚起，学習の動機付け，問題解決
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の手順を提案させ，「ＳＧＨ課題研究」への道筋を学ばせること，英語による発表

と討議の４つの段階よりなる。科学技術に対する興味・関心の喚起では，科学技

術の現状，最先端の技術等を紹介し，各テーマを理解するために不可欠な基礎的

学習を行う。なお，問題点の指摘にあたっては，技術者のモラル・倫理観につい

ても自ら学ぶことができるよう配慮する。なお，グローバル化に対応するため，

発表や討議に英語による表現を導入し，１学年からの国際交流事業において，成

果を検証する。  
c 実施方法  

 第１学年全員が履修し，担当教員はオムニバス形式で各クラスを巡回する。な

お，１テーマあたりの授業回数は，４回程度を想定している。最先端の技術によ

る興味・関心の喚起のため，東京工業大学の協力により，特別講義を年１回実施

する。また，フィールドワークの必要性から，年１回程度の校外学習を行う。  
d 検証評価方法  

 知識理解そのものが目的ではなく，地球全体が抱えている問題の理解によって，

いま何をすべきかを考えることに力点を置くため，レポート形式のまとめをテー

マごとに行い，評価する。レポートでは，態度変容を問うこととし，意識の変化

やグローバル化への対応についても考慮することから，ワークシート形式を想定

する。  
 

新科目「グローバル社会と技術・応用」  
a 研究開発単位の目的，仮説との関係，期待される成果  

 それぞれの文化に根ざした「ＳＧＨ課題研究」をまとめ上げ，資源産出国に対

する文化的理解を深めると共に，英語による科学技術コミュニケーションを行い，

国際交流を深めることを目的とする。本科目は，英語によるコミュニケーション

が必須であることから，仮説の「語学力」養成につながる。また，来日する資源

国あるいは他の消費国との間には，文化をベースとした差異があり，コミュニケ

ーションを通じて体験することにより，仮説の「地政学的リスク回避能力」につ

いても，強い印象で身につくことが期待される。このように「ＳＧＨ課題研究」

をまとめ上げることや，フィリピンやオーストラリアなどの資源産出国，消費国

それぞれの文化に根ざした交流の実践を通して，ＧＴＬが身につけるべきスキル

の育成を期する。  
b 内容  

 新科目におけるミニ「ＳＧＨ課題研究」では，夏休み期間から本格化する国際

交流事業を，ＧＴＬが備えるべきスキル（インクルージョン力（多様性受容力），

バックキャスティング力（目標から現在すべきことを考える力），コンセンサスビ

ルディング力（合意形成力））の検証の場と捉えている。それゆえ，国際交流に耐

えうる英語による科学技術コミュニケーションが必須となる。これらの総仕上げ

が，｢Response to Energy and Environmental Issues（REEI）｣と称するミニ「ＳＧＨ

課題研究」である。REEI は，エネルギー問題・環境問題など私たちを取り巻く諸

問題について，マネージメントの問題解決手法や定量的分析などを援用しながら，
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自らの考えを提案する探求型学習である。この取組は，単に法律による規制に頼

るのではなく，新たな技術的開発の提案という帰結を目指す。REEI は，提言に留

まらず，国際交流の場においてベースとなる文化の違う高校生に対して主張する

ことを前提としている。たとえば，「砂漠に太陽光発電をつくるべきか？」，「洗濯

機に求められるものは何か？」，「飲む水と食器を洗う水は分けるべきか？」，「砂

漠で飲み水を忘れたら分け合うべきか？」などが挙げられる。本研究開発におけ

る国際交流は，資源産出国等を交流相手と考えており，フィリピン・オーストラ

リアとの交流事業を先行し，サウジアラビア・中国・アメリカ・モンゴルとの交

流は，国際情勢を鑑みながら，徐々に進めていくことを計画している。  
c 実施方法  

 第２学年全員を対象に１～２単位で実施する。通年実施ではなく半期での実施

とし，ミニ「ＳＧＨ課題研究」を想定して，４時間連続等の授業を実施する。ま

た，国際交流での「ＳＧＨ課題研究」の成果の利用を前提としているため，前半

（４月～９月）に実施する。担当する教員は，専門分野の教員に加え，人文・社

会系，体育科の教員のティームティーチング（TT）による。なお，プレゼンテー

ションシートの制作・要旨の作成・発表原稿の作成は英語で行う必要性があるこ

とから，外国人講師，東京工業大学の外国人大学院生などとの TT を想定してい

る。  
d 検証評価方法  

 実践の過程において，本校教員による４観点評価を行う。また，実践による成

果は，報告書としてまとめられ，本校教員および東京工業大学教員による評価を

行う。仮説に対する検証については，生徒の目標達成状況によって計ると共に，

意識調査および評価テストによって生徒・教員の態度変容を知る。なお，選抜さ

れた優秀な生徒は，ＳＧＨ校で行われるコンテストや外部の発表会に積極的に参

加させることで，外部評価を受ける。  
 
新科目「ＳＧＨ課題研究」  
a 研究開発単位の目的，仮説との関係，期待される成果  

 ＳＧＨの総仕上げとして，ＧＴＬのスキルを活かし，マネージメントに基づく

損益や費用便益分析の結果，必要な改善を施すことが，「ＳＧＨ課題研究」の目的

である。その結果，ＧＴＬに必要なスキルを再確認しながら，リスク回避の必要

性を認識することが期待できる。また，「ＳＧＨ課題研究」を進行するにあたり，

チームワークの形成などリーダーとして必要な資質の育成ともなりうる。なお，

「ＳＧＨ課題研究」の成果を報告する際に，アブストラクトを英語によりまとめ，

将来の学会発表に寄与する。  
b 内容  

 本校が科学技術高校であることを活かし，現在直面する問題を解決しながらも

のづくりや実験を行う。改善が前提としてあり，設計思想が重視されることから，

ものをつくること自体が目的の従来型課題研究とは大きく異なる。また，AGST に

おける REEI を発展させ，実験・実習によるデータを元に，エネルギー・環境問
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題等を題材とした「ＳＧＨ課題研究」を行うことも想定している。その際も，マ

ネージメントに基づく損益や費用便益分析を念頭に置いた帰結を求める。より実

用的な題材が求められることになることから，「ＳＧＨ課題研究」の一例として

「廃油を利用した芳香効果を持つ石けんの製作」，「安価に製作できる電子式測定

器具」，「廃車を利用した電気自動車の製作」，「安価な電子部品による追尾式太陽

光発電装置の製作」，「廃材を活用した日本家屋の設計」などが挙げられる。  
c 実施方法 

 本校は工業課程であることから，第３学年に配当される「課題研究」が必修科

目とされている。従来型のものづくりを目的とする「課題研究」が義務づけられ

ていることから，「課題研究」のテーマ設定の段階で，３０％程度を目標に，「Ｓ

ＧＨ課題研究」に振り分け，教育課程の特例を受ける。なお，時間割上は，すべ

ての生徒が同一時間帯に「課題研究」・「ＳＧＨ課題研究」のいずれかを行うが，

「ＳＧＨ課題研究」では，人文・社会系および体育科の教員，および東京工業大

学教員などが指導に加わる。  

d 検証評価方法 

 実践の過程において，本校教員による４観点評価を行う。また，「ＳＧＨ課題研

究」の成果は，報告書としてまとめられ，本校教員および東京工業大学教員によ

る評価を行う。仮説に対する検証については，担当教員による４観点評価，「課題

研究」・「ＳＧＨ課題研究」合同発表会での参観者による評価，生徒・教員・保護

者に対して行う意識調査などによって行う。  

 
③ 課題研究に関して必要となる教育課程の特例 

a 必要となる教育課程の特例とその適用範囲  
 工業教科科目「課題研究」に替え，学校設定科目「ＳＧＨ課題研究」を科学・

技術科第３学年において，希望により振り分けた３０％程度の生徒を対象に実施

する。本研究の総仕上げにあたる重要な科目であるが，従来の「課題研究」とは，

課題設定の方法や研究の進め方が大きく異なるため，教育課程の特例が必要であ

る。  
 

新科目「ＳＧＨ課題研究」 

第１  目標  
 グローバルな視野で，工業に関する課題を設定し，マネージメントにおける

損益，費用便益分析等の検証によって，課題の解決を図り，専門的な知識と技術

の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創造的な学習態度を

育てる。  
第２  内容  

 (1)分析，設計， (2)作品製作，(3)調査，研究，実験  
第３  内容の構成及び取扱い  

ア グローバルな視野に立ち，生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容

の(1)はマネージメントの観点から分析を行い，改善の目標を設定すること。



28 
 

(2)または(3)までの中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。

なお，課題は内容の(2)から (3)までの２項目にまたがる課題を設定することが

できること。  
イ 「ＳＧＨ課題研究」の成果について発表をする機会を設けるようにするこ

と。  
ウ 国際交流での活用を見据えて，英語による要旨の作成等を行うこと。  

b 教育課程の特例に該当しない教育課程の変更  
設定しない  

 
（３）課題研究以外の取組  

① 課題研究以外の研究開発の内容・実施方法・検証評価 

 図２は，研究開発全体のあらましを示している。各研究開発単位の取組のうち，

「ＳＧＨ課題研究」を除く部分について，以下に記す。  
 
＜各研究開発単位について＞  

新科目「グローバル社会と技術」 

a 研究開発単位の目的，仮説との関係，期待される成果  
 グローバルな視野で，地球全体が抱えている問題を取り上げ，科学技術に対す

る興味・関心を喚起し，自ら調べ，学ぶ態度を育てることにより，創造的に問題

解決を図ることができるような人材を育てるとともに，科学技術を学ぶもののあ

り方を生徒自身に考えさせ，技術者としての倫理観を涵養する。その際，問題解

決の手順を提案させ，「ＳＧＨ課題研究」への道筋を学ばせ，発表や討議を英語で

行うことができるように指導する。  
b 内容  

 各テーマは，科目横断的・総合的な学習をはかるものとし，技術者としてある

べき姿を考えさせるものとする。テーマは，メカニズム・電力・都市・環境と人

間といったＥＳＤに関するものや，技術者倫理・情報モラル・スピーチコミュニ

ケーション（英語）を予定している。  
 学習活動は，科学技術に対する興味・関心の喚起，学習の動機付け，問題解決

学習への導入，英語による発表と討議の４つの段階よりなる。科学技術に対する

興味・関心の喚起では，科学技術の現状，最先端の技術等を紹介し，各テーマを

理解するために不可欠な基礎的学習を行う。なお，問題点の指摘にあたっては，

技術者のモラル・倫理観についても自ら学ぶことができるよう配慮する。なお，

グローバル化に対応するため，発表や討議に英語による表現を導入し，１学年か

らの国際交流事業において，成果を検証する。  
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c 実施方法  
 第１学年全員が履修し，担当教員はオムニバス形式で各クラスを巡回する。な

お，１テーマあたりの授業回数は，４回程度を想定している。最先端の技術によ

る興味・関心の喚起のため，東京工業大学の協力により，特別講義を年１回実施

する。また，フィールドワークの必要性から，年１回程度の校外学習を行う。  
d 検証評価方法  

 知識理解そのものが目的ではなく，地球全体が抱えている問題の理解によって，

いま何をすべきかを考えることに力点を置くため，レポート形式のまとめをテー

マごとに行い，評価する。レポートでは，態度変容を問うこととし，意識の変化

やグローバル化への対応についても考慮することから，ワークシート形式を想定

する。  
 

新科目「グローバル社会と技術・応用」 

a 研究開発単位の目的，仮説との関係，期待される成果  
 ＧＴＬ育成のために，高校段階において育むべき資質と能力である「リーダー

が備えるべきスキル」，「地政学的リスク回避能力」，「語学力」の３要素を身につ

けると共に，｢Response to Energy and Environmental Issues（REEI）｣と称するミニ

図２ 研究のあらまし 
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「ＳＧＨ課題研究」を通じて，ＧＴＬに必要なスキルと知識を自覚し，国際交流

によって実践することを目的とする。また，「ＳＧＨ課題研究」の成果を以て英語

によるコミュニケーションを図ることから，「語学力」の達成を図る。  
 フィリピンやオーストラリアなどの資源産出国との国際交流の場において，学

習内容の検証を自ら行うことにより，ＧＴＬに必要なスキルや知識を自覚するこ

とが出来る。  
b 内容  

 テーマ学習｢中東・中央アジア理解｣，｢イスラーム文化研究｣，｢英語によるコミ

ュニケーションスキル｣をオムニバス形式で実施後，｢Response to Energy and 
Environmental Issues（REEI）｣と称するミニ「ＳＧＨ課題研究」を実施する。｢中

東・中央アジア理解｣，｢イスラーム文化研究｣では，地球全体が抱える様々な問題

を提示し，殊に，エネルギー問題や環境問題について理解を深める。その際，新

たなＥＳＤ理解を図るため，産油国などの鉱物資源産出国の実情を把握する必要

性から，特に正課の中で学ぶことは少ない中東・中央アジアやイスラーム文化に

ついて，異文化コミュニケーションに必要な知識を地理歴史科の世界史や公民科

の政治・経済，倫理と連携しながら学習する。  
また，REEI は，エネルギー問題・環境問題など私たちを取り巻く諸問題につい

て，マネージメントの問題解決手法や定量的分析などを援用しながら，自らの考

えを提案する探求型学習である。この取組は，単に法律による規制に頼るのでは

なく，新たな技術的開発の提案という帰結を目指す。REEI は，提言に留まらず，

国際交流の場においてベースとなる文化の違う高校生に対して主張することを前

提としている。なお，本研究開発における国際交流は，資源産出国等を交流相手

と考えており，フィリピン・オーストラリアとの交流事業を先行し，サウジアラ

ビア・中国・アメリカ・モンゴルとの交流は，国際情勢を鑑みながら，徐々に進

めていくことを計画している。  
c 実施方法  

 東京工業大学リベラルアーツセンターの協力の下で，中東・中央アジア・イス

ラーム文化に関して，ＧＴＬを目指す高校生に備えるべき内容を精選する。また，

リベラルアーツセンターに所属する著名な専門家による講演会を実施する。また，

東京工業大学グローバルリーダー教育院・学術国際情報センター・留学生センタ

ーの協力により，人材の派遣を円滑に行い，かつ英語によるコミュニケーション

の鍛錬に協力いただく。また，この分野は，企業などで能力開発などの仕事をし

ている方（メーカー，コンサルティング，あるいは JETRO などの組織）に協力い

ただくことを想定している。  
生徒への実施にあたっては，第２学年全員を対象に１～２単位で実施する。通

年実施ではなく半期での実施とし，ミニ「ＳＧＨ課題研究」を想定して，４時間

連続等の授業を実施する。また，国際交流でのミニ「ＳＧＨ課題研究」成果の利

用を前提としているため，前半（４月～９月）に実施する。担当する教員は，専

門分野の教員に加え，人文・社会系，体育科の教員のティームティーチング（TT）
による  
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d 検証評価方法  
 オムニバスの講義形式の講義については，レポートおよび成果物による評価を

行う。ただし，発表を伴うものについては，４観点評価を行う。また，実践の過

程において，本校教員による４観点評価を受ける。また，REEI については，報告

書としてまとめられ，本校教員および東京工業大学教員による評価を受ける。仮

説に対する検証については，生徒の目標達成状況によって計ると共に，意識調査

および評価テストによって生徒・教員の態度変容を知る。なお，選抜された優秀

な生徒は，ＳＧＨ校で行われるコンテストや外部の発表会に積極的に参加させる

ことで，外部評価を受ける。  
 

② 課題研究以外の取組で必要となる教育課程の特例等 

a 必要となる教育課程の特例とその適用範囲  
 工業教科科目「工業技術基礎」に替え，学校設定科目「科学技術基礎」を科学・

技術科第１学年全クラスを対象に実施する。本科目は，第１期ＳＳＨから実践し

ている本校の科学技術教育システムにおいて，第１学年に設置した基礎的な科学

技術の理論と実験実習によって構成される科目であり，本研究開発を実施する上

で必要不可欠であるため設置する。  
 

科学技術基礎 

教  科：工 業  
科  目  名：「科学技術基礎」  
目  標：知識の活性化を狙い，実験・実習の手順を手本として，問題解決に必

要な基本的な技能や既習の知識と現実世界を「結びつける力」を身につ

ける。これらを活用して，自ら課題を設定し，既習の知識と問題解決を

結びつけ，自ら課題を解決する。なお，実験・実習にあたっては，工業

の各分野にわたる基礎的科学技術の理論を確かめながら体験させ，かつ，

各分野における技術と基本的な科学の概念や原理・法則の理解，問題解

決のための手法を獲得させ，科学技術に関する広い視野を養うとともに，

科学技術者としての必要な能力を養う。  
履修学年：第１学年  
単  位  数：３単位  
内  容：(1)力学分野 (2)電気分野   (3)化学分野 (4)製図分野  

(5)問題解決学習  
各分野においてテーマを設定し，問題解決場面を体験する。  

内容の取扱い：  
(1) 科目の目標を達成するために，次の点に留意する。日常生活と関係

の深い科学技術に関する実験・実習を通して，科学技術への興味関

心を養うとともに，その理論を理解させる。  
(2) ２年次の新科目「グローバル社会と技術・応用」と密接な関連を図

ること。  
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(3) 指導計画にあたっては，「工業技術基礎」との違いについて留意す

ること。  
 

b 教育課程の特例に該当しない教育課程の変更  
グローバル社会と技術 

教  科：工 業  
科  目  名：「グローバル社会と技術」  
目  標：グローバルな視野で，地球全体が抱えている問題を取り上げ，科学技

術に対する興味・関心を喚起し，自ら調べ，学ぶ態度を育てることによ

り，創造的に問題解決を図ることができるような人材を育てるとともに，

科学技術を学ぶもののあり方を生徒自身に考えさせ，技術者としての倫

理観を涵養する。その際，問題解決の手順を提案させ，「ＳＧＨ課題研究」

への道筋を学ばせ，発表や討議を英語で行うことができるように指導す

る。  
履修学年：第１学年  
単  位  数：１単位  
内  容：各テーマは，科目横断的・総合的な学習をはかるものとし，技術者と

してあるべき姿を考えさせるものとする。  
(1)メカニズム (2)電力       (3)都市  
(4)環境と人間 (5)技術者倫理    (6)情報モラル  
(7)スピーチコミュニケーション（英語）  

内容の取り扱い：  
 学習活動は，(1)科学技術に対する興味・関心の喚起，(2)学習の動機付

け，(3)問題解決学習への導入，(4)英語による発表と討議の４つの段階よ

りなる。  
(1)科学技術に対する興味・関心の喚起  

 生徒の興味を沸きたてる授業，最先端の科学技術を体験する特別

講義や体験学習によって，生徒の目を科学技術に向けさせるため，科

目を横断したテーマの設定が望まれる。  
(2)学習の動機付け  

 科学技術の現状，最先端の技術等を紹介し，各テーマを理解するた

めに不可欠な基礎的学習を行う。  
(3)問題解決学習への導入  

 問題解決学習は，「受ける学習」から「調べる学習」への転換を図

るものだが，そのためには，生徒自身が主体的にテーマを設定し，取

り組むことが望まれる。  
(4)グローバル化に対応するため，発表や討議に英語による表現を導入

し，国際交流事業において，成果を検証する。  
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グローバル社会と技術・応用 

教  科：工 業  
科  目  名：「グローバル社会と技術・応用」  
目  標：高校段階において育むべき資質と能力である「リーダーが備えるべき

スキル」，「地政学的リスク回避能力」，「語学力」の３要素を身につける

と共に，｢Response to Energy and Environmental Issues（REEI）｣と称する

ミニ「ＳＧＨ課題研究」を通じて，ＧＴＬに必要なスキルと知識を自覚

し，フィリピンやオーストラリアなどの資源産出国との国際交流によっ

て実践することを目的とする。また，REEI の成果を以て英語によるコミ

ュニケーションを図ることから，「語学力」の達成を図る。  
履修学年：第２学年  
単  位  数：２単位  
内  容：  

(1)リーダーが備えるべきスキル・地政学的リスク回避能力・語学力育成  
(2)テーマ学習｢中東・中央アジア理解｣，｢イスラーム文化研究｣，｢英語

によるコミュニケーションスキル｣の実施  
(3)｢Response to Energy and Environmental Issues（REEI）｣と称するミニ

「ＳＧＨ課題研究」の実施  
指導方法：  

(1)については，その育成を意識しながら，科目の全般にわたり指導す

る。  
(2)については，専門家の意見を取り入れ，グローバルリーダーの資質

を育成する観点から内容を精選すること。また，専門家による特別講

義を企画すること。  
(3)については，自ら導き出した成果を，協同学習の中で意見をすりあ

わせ，独善性を排除した知識の再構成をはかるように留意すること。

また，論理的な意見交換，質問とその回答のしかたなどを学ばせ，討

論や意見交換を通じて相互理解をはかること。また，そこから，新た

な発見ができる可能性があることを理解させること。情報通信ネッ

トワーク環境を活用して，遠隔地との交流を試み，外国語による国際

交流も実施する。  
             

数理基礎 

教  科：工 業  
科  目  名：「数理基礎」  
目  標：  理科及び工業教科を理解するために必要な基礎的数学知識を習得さ

せることにより，科学や技術の分野に興味・関心を持たせ，工業教科の

学習をスムーズに進められるようにする。  
履修学年：第１学年  
単  位  数：２単位  
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内  容：  
(1)式の計算  (2)指数の計算  (3)有効数字  (4)ギリシャ文字と単位  
(5)三角比  (6)ベクトルの計算  (7)常用対数の計算  (8)三角関数  (9)式とグ

ラフ  
内容の取扱い：  

(1)科目の目標を達成するために，高等学校の理科及び工業教科で使用す

る数式の基本を学習し，数式の理科及び工業教科への応用を学び，深

化を図る。また，理科や工業等の科学技術の基礎教育において，原理・

法則，未知の現象等に対して数理的な見方，考え方を自ら積極的に行

わせるとともに，実験・実習をより客観的に捉え，数理的処理方法の

要領を自ら会得できるようにする。  
(2)指導計画の作成に当たっては，「工業数理基礎」との違いについて留意

する。  
 

先端科学技術入門 

教  科：工 業  
科  目  名：「先端科学技術入門」  
目  標：  工業の各分野における先端科学技術の研究や成果及びその基盤とな

っている部分に触れさせ，基礎的な学力の必要性や重要性を認識するこ

とで，理数系科目の基礎力の定着を目指し，自然科学ならびに技術に対

する意欲と挑戦への動機付けを図る。  
履修学年：第２学年  
単  位  数：１単位  
内  容：  

(1)各専門分野における工業技術及び科学技術  
(2)各専門分野における先端科学技術の研究内容・研究成果  
(3)各専門分野における具体的事例に深く関係する理科・数学  
(4)各専門分野に関係する科学技術系英語文献を用いた技術系英語  

内容の取扱い：  
 本科目は，先端の科学技術を研究・開発している大学教員や技術者が講

師として参画し，本校教員と協力して行う科目である。  
 第２学年以上で，１単位で実施することが望ましい。  

科目の目標を達成するために，次の点に留意する。  
年間を通して６テーマ程度と設定する。また，１テーマにつき授業を４

回程度実施し，第１，２回目を本校教諭による準備授業，第３回目を講

師による授業，第４回目を本校教諭によるまとめの授業となるように配

慮する。  
 

科学技術コミュニケーション入門 

教  科：工 業  
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科  目  名：「科学技術コミュニケーション入門」  
目  標：科学技術の背景となる理論や法則と科学技術との関連を理解させ，も

のつくりの過程の中で自ら課題を見つけ，主体的に判断・行動し，問題

を解決する資質や能力を育成するとともに，自ら導き出した成果を，協

同学習の中で意見の摺り合わせ，プライオリティを考えながら集団での

意志決定を行わせる。このようにして得られた結論及びその過程を，シ

ナリオのような詳細な計画にまとめられ，聴衆に発信される。これらを

１つの教育システムとした教育ゲームやＩＣＴを活用した表現発表会等

を行うことによってコミュニケーション力を引き出し『発信する力』を

育成する。  
履修学年：第２学年  
単  位  数：２単位  
内  容：  

(1)理論・法則と科学技術との関連  
(2)科学技術に関する課題の発見・設定と解決の方法  
(3)知見・成果の表現と発信する方法  
(4)討論と相互理解  

指導方法：  
(1)については，背景となる理論や法則と科学技術との関連を理解させる

とき，各専門分野の特色を生かした事象を例として扱うこと。同時に，

理数科科目との関連を理解させること。  
(2)については，ものつくりの過程の中で，科学技術に関する事象を深く

観察させ，協同学習を通じて多面的に考察する力を養うこと。  
(3)については，自ら導き出した成果を，協同学習の中で意見の摺り合わ

せ，集団での意志決定を行わせる。このようにして得られた結論及び

その過程を，シナリオのような詳細な計画にまとめて，聴衆に発信す

る力を養うこと。  
(4)については，論理的な意見交換，質問とその回答のしかたなどを学ば

せ，討論や意見交換を通じて相互理解をはかること。また，そこから，

新たな発見ができる可能性があることを理解させること。情報通信ネ

ットワーク環境を活用して，遠隔地との交流を試み，外国語による国

際交流も実施する。  
 

③ グローバルリーダー育成に関する環境整備，教育課程課外の取組内容・実施方法 

 東京工業大学グローバルリーダー教育院・学術国際情報センター・留学生センタ

ー・世界文明センター等の協力により，グローバル化への対応に明るい専門家によ

る助言，外国人留学生の派遣など，人材の派遣を円滑に行い，かつ英語によるコミ

ュニケーションの鍛錬に協力いただく。  
 また，東京工業大学リベラルアーツセンターの協力により，国際情勢の教育に明

るい著名な専門家を招き，講演会の実施，新科目に対する講義内容への助言を戴く。  
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 東京工業大学が実施しているＳＧＵ：スーパーグローバル大学創造支援事業に参

加し，共同で事業を進めることにより，相乗効果を狙う。  
 

６ 研究開発計画・評価計画 

（１）第一年次  
 新科目「グローバル社会と技術」において，オムニバス形式の実施のための授業編

成，内容の精選，英語化の方策などについて検討しながら，試行を進める。  
  新科目「グローバル社会と技術・応用」において，授業内容の精選，専門家による

助言等を加味しながら，試行を進める。特に国際交流の相手として，フィリピンとオ

ーストラリアを先行実施する。また，著名な人物による講演や助言等を企画する。  
 「課題研究」・「ＳＧＨ課題研究」に対する意識調査を行い，「ＳＧＨ課題研究」への

振り分け方法や実施方法を検討しながら，「ＳＧＨ課題研究」を試行する。  
 国際交流校の拡充を視野に，在日アラブ人学校との交流，東京工業大学が招聘する

イベント等への参加，他のＳＧＨ校等が開催する高校生の国際会議等への参加を促し，

交流への第一歩を踏み出す。  
 新たに開発する教材や指導法などのコンテンツのデジタル化についての計画を検討

するとともに，データの蓄積を行う。  
 意識調査の内容・方法を検討し，年度内に研究対象外の生徒に意識調査を行う。Ｓ

ＧＨ研究開発の活動に関する意識調査を，本校教員に対して行う。  
 第一年次のＳＧＨ実施報告書を作成する。他のＳＧＨ校との研究交流を行う。  

     
（２）第二年次  

 新科目「グローバル社会と技術」・「グローバル社会と技術・応用」において，第一

年次に作成した教材を用いて，効果の検証をしながら，実施する。試行をもとにして

作成した教材，指導法の再検討を行い，授業形態・指導方法，成績評価の方法などの

確認と改善の検討を行う。また，著名な人物による講演や助言等の実現，企業との連

携を企画する。  
 「ＳＧＨ課題研究」について，テーマや運営方法について校内での試行を重ねる。

また，「グローバル社会と技術・応用」において，計画に基づくテーマ学習について趣

旨説明を行い，交流校に打診し，REEI の現地校での実施，実現に向けて検討する。そ

の際，国際交流に関して大学との連携を深める。  
 国際交流校の拡充を視野に，在日アラブ人学校との交流，東京工業大学が招聘する

イベント等への参加を継続し，他のＳＧＨ校等が開催する高校生の国際会議等への参

加を促し，情報収集を行う。サウジアラビアに関しては，王立学校校長等に対する REEI
討議を実現する。  
 新たに開発した教材や指導法などのコンテンツのデジタル化についての計画を検討

するとともに，データの蓄積を行う。  
 意識調査の内容・方法を検討し，年度内に研究対象外の生徒に意識調査を行う。Ｓ

ＧＨ研究開発の活動に関する意識調査を，本校教員に対して行う。  
  第二年次のＳＧＨ実施報告書を作成する。他のＳＧＨ校との研究交流を行う。  
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（３）第三年次  

  新科目「グローバル社会と技術」・「グローバル社会と技術・応用」において，第二

年次に作成した教材と指導法の確認と改善を行いつつ，第２年次全クラスにおいて本

格的な授業実践を開始する。実践を踏まえて，授業形態・指導方法，成績評価の方法

などの確認と改善の検討を行う。また，大学との連携について，第二年次の立案を試

行する。  
 「グローバル社会と技術・応用」について，REEI のテーマをフィリピン・オースト

ラリア両国の交流校に依頼し，来日時に討議を行う。また，在日アラブ人学校との交

流，東京工業大学が招聘するイベント等への参加，他校との交流プログラムについて，

具体的な行動計画を立案する。その際大学との連携を行い，モンゴルとの交流を具体

的に進展させる。また，著名な人物による講演や助言等の実現，企業との連携を企画

する。なお，サウジアラビアについては，王立学校校長等との交流を継続する。  
 「ＳＧＨ課題研究」について，テーマ選定での振り分けを実施し，本格的な実施を

開始する。  
 国際交流校の拡充を視野に，他のＳＧＨ校等が開催する高校生の国際会議等への参

加を促し，情報収集を行う。  
 新たに開発した教材や指導法などのコンテンツのデジタル化のためのデータ蓄積を

引き続き行いながら，アーカイブズの計画と制作を行い，普及方法の計画を行う。  
 意識調査の内容・方法を検討し，年度内に研究対象外の生徒に意識調査を行う。Ｓ

ＧＨ研究開発の活動に関する意識調査を，本校教員に対して行う。  
 ＳＧＨ中間報告会を実施し，成果を普及すると共に様々な意見を吸収し，研究にフ

ィードバックする。  
 第三年次のＳＧＨ実施報告書を作成する。他のＳＧＨ校との研究交流を行う。  

     
（４）第四年次  

新科目「グローバル社会と技術」・「グローバル社会と技術・応用」において，授業

実践を行い，２つの科目が結びついているか，検証を開始する。また，引き続き実践

を踏まえた問題点等を検討し，必要に応じて改善を行う。なお，大学との連携を本格

的に行い，問題点を抽出する。  
 「グローバル社会と技術・応用」について，フィリピン・オーストラリア両国の交

流校にテーマを依頼し，来日時の討議を本格化する。在日アラブ人学校との交流，東

京工業大学が招聘するイベント等への参加の継続し，これをきっかけとして，他校と

の人的交流の実現，またはネットワーク環境による交流の可能性について検討する。

また，著名な人物による講演や助言等の実現，企業との連携を実現する。  
 「ＳＧＨ課題研究」について，本格実施を継続し，アブストラクトの英語化など国

際交流への準備を進めるとともに，従来型の「課題研究」との違いについて，検証す

る。  
 国際交流校の拡充を視野に，他のＳＧＨ校等が開催する高校生の国際会議等への参

加を促し，情報収集を行う。  
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 新たに開発したＳＧＨ科目等における開発教材や指導法などのコンテンツのデジタ

ル化のためのデータ蓄積とアーカイブズの制作を継続しながら，一部制作したアーカ

イブズの普及を試行する。  
 研究対象生徒への意識調査を行う。教員から見た生徒の変容を調査する。理工系大

学に進学した卒業生への追跡調査を行う。教員対象の意識調査を行う。  
 第四年次のＳＧＨ実施報告書を作成する。他のＳＧＨ校との研究交流を行う。  

     
（５）第五年次  

新科目「グローバル社会と技術」・「グローバル社会と技術・応用」において，授業

実践を行い，教材・授業形態・指導方法・成績評価の方法などについて，完成を目指

す。また，大学との新たな連携を完成させる。  
 「グローバル社会と技術・応用」について，フィリピン・オーストラリア両国の交

流校との本格的国際交流を進め，来日時に討議を行う。他校との人的交流の実現，ま

たはネットワーク環境による交流の具体的な実現を期す。その際大学との連携を行う。

また，著名な人物による講演や助言等，企業との連携を円滑に行う。  
 国際交流校の拡充を視野に，他のＳＧＨ校等が開催する高校生の国際会議等へ参加

する。在日アラブ人学校との交流，東京工業大学が招聘するイベント等への参加をき

っかけとした直接交流を実現する。  
 新たに開発した教材や指導法などのコンテンツのデジタル化のためのデータ蓄積と

アーカイブズの制作を継続しながら，普及を図る。  
 大学に進学した卒業生への追跡調査を行う。生徒の変容についてのまとめを行う。

ＳＧＨ研究開発の活動に関する意識調査を本校教員に対して行い，教員の変容につい

てのまとめを行う。研究全体の評価をまとめる。  
 「ＳＧＨ研究開発発表会」を開催し，研究の評価のためのアンケート調査を行う。  
 第五年次のＳＧＨ実施報告書を作成する。他のＳＧＨ校との研究交流を行う。  

 
７ 研究開発成果の普及に関する取組 

 校内における保護者に対する公開授業の実施，中学生を対象とした体験入学等での本

開発科目の試行，ＳＧＨ研究開発中間報告会および成果報告会での公表に加え，新たに

開発した教材や指導法などをデジタルデータで記録し蓄積する。蓄積したデジタルデー

タを編集し，一連のアーカイブズとして制作する。制作するアーカイブズは「Tokyo Tech 
SGH アーカイブズ」としてＩＣＴなどの活用による普及を試みる。  
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８ 研究開発組織の概要 

 
 ＳＧＨの取組には下の図３に示す研究組織に本校の教員が所属し，教育研究活動を行

う。また，これに伴う事務業務を事務員が全面的に支援する。  
 

（１）各研究会・委員会の役割分担  
 校内の各研究会・委員会の役割分担は，次の通りである。また，研究開発成果等の

普及や成果等の普及を目的としたアーカイブズの開発も，それぞれの活動を通して継

続的に行う。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 「ＳＧＨ研究開発研究組織図」  
 

◎各研究会・委員会の役割分担  
校内の各研究会・委員会の役割分担は，次の通りである。  
 

〇グローバル社会と技術研究会  
 新科目「グローバル社会と技術」の開発  

〇グローバル社会と技術・応用研究会  
 新科目「グローバル社会と技術・応用」の開発，海外国際交流校との連携，

東京工業大学国際室及び留学生センターとの連携  
〇ＳＧＨ課題研究研究会  

 「ＳＧＨ課題研究」の開発，「課題研究」との連携を行う。   
〇ＳＧＨ研究開発委員会  

 ＳＧＨ研究開発における全般的な企画立案，渉外活動，業務のとりまとめ  
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（２）研究担当者（〇印 研究主任）  
 

氏  名  職      名  担当教科（分野）  

 佐伯 元司  校長    
 千葉 一雄  副校長  工業（立体造形・ディジタルデザイン分野）  
 仲道 嘉夫  副校長補佐（総務担当・主幹教諭）  

 
工業（情報・コンピュータサイエンス分野）  

 早坂  健  副校長補佐（研究担当・主幹教諭）  数学  

〇遠藤 信一  教諭・ＳＧＨ研究開発委員会幹事  地理歴史・公民  

 片渕 和啓  教諭・ＳＧＨ研究開発委員会幹事  工業（立体造形・ディジタルデザイン分野）  

 鈴木  卓  教諭・ＳＧＨ研究開発委員会幹事  英語  

 武田 広貴  教諭・ＳＧＨ研究開発委員会幹事  工業（システムデザイン・ロボット分野）  

 遠藤 信一  教諭・グローバル社会と技術研究会幹事  地理歴史・公民  

 東  隼人  教諭・グローバル社会と技術・応用研究会幹事  工業（エレクトロニクス･エネルギー･通信分野）  
 五十嵐寿子  教諭・ＳＧＨ課題研究研究会幹事  国語  

 本城 弘幸  事務長    

 
（３）運営指導委員会  

① 組織 
 

氏  名  所  属・職  名  備考（専門分野等）  

蟻川 芳子  日本女子大学・理事長  教育  
太田 幸一  元富士通株式会社・常務取締役  産業界  

佐藤 義雄  元文部省・教科調査官  教育行政  

辛坊 正記  (株)FCE ホールディングス・社外取締役  ビジネスマネジメント  

                                                 （五十音順）  
② 活動計画 

 １年に２回程度の運営指導委員会を開催し，研究内容に即した授業の参観，研究

内容に関する討議等を行い，指導と助言を受ける。  
 
（４）学内指導者  

① 担当者 
 

氏  名  所  属・職  名  備考（専門分野等）  

五十嵐規矩夫  東京工業大学・環境・社会理工学院建築学系・教授  建築学  
井村 順一  東京工業大学・工学院システム制御系・教授  教育運営担当副学長  
大竹 尚登  東京工業大学・科学技術創成研究院  

未来産業技術研究所・教授  
生産工学  

関口 秀俊  東京工業大学・物質理工学院・応用化学系・教授  熱化学工学  

髙田 潤一  東京工業大学・環境・社会理工学院融合理工学系・教授  国際連携担当副学長  

松田 稔樹  東京工業大学・リベラルアーツ研究教育院・教授  教育工学  

（五十音順）  
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② 活動計画 

 １年に２回程度の報告会を開催し，研究内容に即した授業の参観，研究内容に関

する討議等を行い，指導と助言を受ける。  
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②－４ スーパーグローバルハイスクール研究開発の実施内容 

 

Ⅰ グローバル社会と技術研究会の活動報告  
１ 概要 

 社会課題に対する解決方法は１つではない。複数の提案から最適な解を選ぶのが，主

権者たる国民である。そのため，すべての国民は意思決定に必要な知識を獲得する必要

がある。例えば，企業が排出する公害について，法律での規制という選択肢があるが，

科学技術の進歩による解決という選択肢もあり得る。本校は科学技術高校であることか

ら，いままで後者の自然科学による解決に生徒の目を向けさせてきた。その場合でも，

目標を分析することで，具体的にすべきことを明確にし，最適解を選ぶ必要がある。先

ほどの例で言えば，公害のうち，大気汚染の解決を目標とするのであれば，脱硫装置の

開発が有力となる。しかし，それだけで公害はなくなるのか，社会科学や人文科学から

のアプローチも必要ではないのか。本校では今までこの点は弱かったが，逆に普通高校

では，自然科学/科学技術による解決という代替案に気づかないことも多いだろう。３

つの科学を上手に取り入れていくためには，まず目標分析に力を入れながらも，新たな

価値観を生み出すイノベーションに目を向けるような指導が必要となる。これはすべて

の国民に必要な能力であり，本科目開発の意義はそこにある。 

本校では，グローバルテクニカルリーダーの持つべき資質として，多様性を理解する

力(インクルージョン力)，目標から現在すべきことを考える力（バックキャステキング

力），合意形成力（コンセンサスビルディング力）を掲げている。目標とは社会課題の

解決を指し，そのために自分たちには何が出来るのか，考える力がバックキャスティン

グ力である。さらに進んで，自分たちの考えに同意してもらう力が合意形成力である。

これらの力を身につけるためには，課題解決場面を体験し，まず，何を解決するのか，

図 1 問題解決の枠組みにおける「グローバル社会と技術」の位置づけ 
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課題そのものを分析し，必要な情報収集を行いながら，使える知識に加工していく必要

がある。いわゆる「問題分析能力」を磨くことが第一歩となる。 

本科目では，生徒に示す問題解決の枠組みのうち，基本的な探究学習としての横方向

の流れ（図 1）を生徒に提示し，社会課題と現実の提案との間を論理的につなげるため

の方策を提案している。さらに進んで，合意形成を図るなど新たな一歩を踏み出すため

には，ここで示す考え方の枠組みを，ＰＤＣＡサイクルのように何回も回すことが必要

であり，題材を変えながら訓練しなければ身につかない。  
本校に限らずＳＧＨ研究開発では，グローバルという言葉を多く使用するが，グロー

バルな見方・考え方をするためには，鳥瞰的な見方・考え方，いわゆるメタ認知的な捉

え方が必要となる。それゆえ，個々の利益を守る解決案を求めるのではなく，地球規模

での善を模索することが求められており，科学技術を共通言語として理解を深めようと

するＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）研究開発とは大きく異なる。本科目で

は，解決すべき問題（テーマ）をよく分析し，社会科学，自然科学，人文科学を総動員

して解決を図ることが必要である。このことを認識すれば，自ら学ぶ意欲，思考力など

の力が育成できると考えた。  
 

２ 経緯 

ＳＧＨ研究開発指定当初は，科学技術を学ぶための入り口として，人類が抱える社会

課題の具体例を学ぶ共通履修科目としてスタートしたが，社会課題の解決には，図らず

も文理融合，科目横断型の授業が求められた。特に，ＳＧＨ研究開発においては，現在

の地球全体，あるいは社会全体が抱えている諸問題を理解し，課題設定・課題解決でき

るための知識とスキルを身につけることが求められた。  

それゆえ，本校では，理科系の視点からの文理融合を目指す新たなアプローチを模索

することとなった。このような文理を融合した授業を実現するため，実施形態として，

オムニバス方式の講義を採用した。すなわち，それぞれ異なる専門分野を持つ先生方お

よび文系教員が順にクラスをまわり，4 回の講義を行う。そしてそれぞれのテーマにお

いて，本校で生徒に示す問題解決の枠組みにあてはめて考えさせている。なかでも本科

目は，この枠組みの中の目標設定に関わる横の流れを習得させることに注力した。  
 

３ 内容 

（１）  総論  
 本科目では，７つのテーマを設定するが，これらは，科目横断的，かつ探究的な学

習をはかるものとし，加えて持続可能な社会を実現するために，人としてのあるべき

姿をも考えさせるものとする。これこそが，本校の科学技術人材育成の柱となるもの

である。そこでテーマには，電力・都市・環境と人間・メカニズムといった持続可能

な開発のための教育（ESD）に関するものを主に掲げている。  
学習活動は，①解決すべきテーマの理解，②問題解決の手順を習得，③具体的な解

決への提案，④英語による発表と討議の４つの段階よりなる。これら複数のテーマの

学習により，人類が直面する問題を理解し，かつ，basic な問題解決の手順を学んだと

ころで，発表や討議に英語による表現を導入し，知識の再構築を試みる。  
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（２）  実施方法  
 第１学年全員が履修し，担当教員はオムニバス形式で各クラスを巡回する（図 2）。

なお，１テーマあたり授業は４回である。なお，最先端の技術の現状を知るために，

東京工業大学との連携による特別講義，および，グローバルリーダー育成講演会を年

２回実施する。また，フィールドワークの必要性から，校外学習を行う。  
 

（３）  検証評価方法  
知識理解そのものが目的ではなく，地球全体が抱えている社会課題の解決に対して解

決案を提案できることが大切であるため，レポート形式のまとめをテーマごとに行い，

評価する。レポートでは，知識の深化，態度変容を問うこととする。  
 

（４）  各テーマの内容  
 社会課題の解決のためには，まずは問題を分析し，その本質を理解することが肝要で

ある。すなわち，問題分析能力の育成が必要であると考えた。そのため，この能力の育

成について，重点的に取り上げている。  
 

第１章 電 力 

深刻化するエネルギー問題・環境問題に対処するためにはグローバルな連携・協業と

問題の広範な理解が必要である。このことについて電気エネルギーを題材にして考えさ

せた。各自が調べ考えたことをまとめ報告・発表を行うに際しては，枚数や時間の制約

があることから内容を精選し，効果的な報告・発表となるよう構成や論の展開にも留意

させた。  
 

授業の概略  
第１時 現代最も広く使われている電気エネルギーの特徴を理解する。また，主要な発

電方式の一つである水力発電のしくみを学び，エネルギー需要について考える。 

図 2 「グローバル社会と技術」の構成 
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第２時 枯渇性エネルギー資源の分布，生産・消費の状況について学ぶ。また，現在中

心的な発電方式となっている火力発電および原子力発電のしくみを理解する。  
第３時 枯渇性資源の保全や環境保護の観点から研究・導入が進んでいる再生可能エネ

ルギーの特徴およびそれを用いた発電のしくみについて学び，再生可能エネル

ギーの制約について考える。  
第４時 エネルギーに関する近年の動向について理解する。全 4 回の授業を踏まえて各

自がテーマを設定し，それぞれの観点からの調査に基づきレポートを作成する。 
まとめ  

年度ごと生徒に提供する参考資料を最新のデータに更新するとともに，多角的に問

題を分析できるよう資料の出所・種類を増やし，エネルギー利用の問題点について考え

るにあたって先入観にとらわれない問題への取り組みを促した。取り扱うべき内容が

広範囲に亘るため，資料の提供のみで直接取り扱うことができなかった内容もあるが，

考え方の糸口をいくつか提示したことで，主体的に問題を考えることができる道案内

の役割は果たし得たのではないかと考えている。  
 
 

第２章 技術者倫理 

本テーマは「技術者はいかにあるべきか」をテーマとし，事件・事故を起こさないた

めには何が必要なのかを問う。職業に拘わらず社会の一員であるが，多くの技術者は企

業に勤める会社員であり，上司が経営者として意志決定する場面がある。技術の専門家

としての判断が歪められ，経営的判断となってしまうことは珍しくなく，偽装や隠蔽を

生んでいる。  

図 3 「電力」のレポート作成場面 
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テーマの実現のため，前半２時間は状況に関する知識を学び，後半の２時間は判断演

習に当てている。よりよい解を導くためには，目標分析をきちんと行うことが重要であ

り，必要な情報収集，制約条件などを考慮した合理的判断知識，状況に関する知識など

を総動員し，最適案を提案するものである。  
 

授業の概略  
第１時…会社など所属集団についての状況に関する知識  
第２時…技術者というプロフェッショナルについての状況に関する知識  
第３時…判断演習（技術者倫理すごろく（図５）など）  
第４時…判断演習（ＩＣＴを活用）  

 
本テーマにおける問題解決の

枠組みでは目標設定の過程を重

視し，探究学習で学ぶ[情報収

集] →[処理 ]→[まとめ ]という横

方向の過程を踏む。この問題分

析能力が十分機能していない

と，目標と生徒の提案がかみ合

わず乖離してしまう。  
問題が分析でき，目標が設定

できれば，制約条件と照らし合

わせ，合理的判断により，最適

解を絞る。この合理的判断に

は，高校生には理解しにくく，

図 4 「技術者倫理」のレポート作成場面 

図 5 「技術者倫理すごろく」のゲーム盤 
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企業内の人間関係や技術者というプロフェッショナルとしてのあり方など状況に関する

知識を得ている必要がある。これら意思決定に必要な知識やその処理の仕方，技術者倫

理の見方・考え方について，授業を通じて提供することが出来たと考えている。  
 
 

第３章 情報モラル 

 授業では，情報モラルの指導を行い，シミュレーションゲーミング教材の中で，問題

解決のサイクルを何度も経験しながら問題解決の枠組みを学習している。社会的合意形

成をめざしたマイナンバーやセキュリティポリシーに関するシミュレーションゲーミン

グ教材で，インターネットのしくみの理解を深め，合意形成を図る課題を実施した。合

意形成を図る課題として昨年に引き続き，インターネットを利用する際のクラスルール

作りを題材とした。特に目標設定時の良い点と問題点の関連性を明示するためにフィッ

シュボーン図を作成し問題分析を行い，グループ討論を進め，授業とレポートを関連さ

せ，レポート作成時にも各自でフィッシュボーン図を用いた検討を実践できるようにな

った。図 6 を修正し，ふりかえり過程を追加した。  

 

授業の概略  
第１時 情報モラルの考え方を理解する  
第２時 社会的合意形成をめざしマイナンバーに関する

シミュレーション＆ゲーミング教材を使って学

習する  
第３時 社会的合意形成をめざしセキュリティポリシー

に関するシミュレーション＆ゲーミング教材を使って学習する 

図 6 「情報モラル」のレポート作成場面 

図 7 授業の様子（第４時） 
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第４時 インターネットを利用する際のクラスルール作りを，フィッシュボーン図を用い

合意形成を図るグループディスカッションを実施する(図 7) 
まとめ  

良い点（メリット）と問題点（デメリット）の関係を明確にするために，フィッシュボ

ーン図を活用したグループ討論を行い，「問題分析能力」を涵養させた。  
 
 

第４章 都市 

授業では，都市の持つ普遍性と多様性を認識し，歴史・文化的視点を導入することで，

都市問題に取り組むのに必要な，グローバルな社会･経済問題，ローカルな風土や歴史・文

化の多様性等を理解し分析する能力を涵養した。さらに，生徒が提案する都市問題の解決

策についてグループ討議を行い，課題の設定方法や解決方法について多様な考え方がある

ことを理解すると共に，問題をより深く分析する能力を養った。また，生徒自身の身近な

興味関心を課題の発見・テーマ設定へつなげるための方針がより明確になるよう，流れ図

（図 8）を修正すると共に，生徒が身の回りの都市問題にもっと関心を持てるよう，授業

の導入に際して具体的な事例紹介を増やすなど，実践方法を工夫した。  
 

授業の概略  
第１時 都市を外部から規定する自然環境や歴史・文化等の要素を学ぶと共に，世界の都市  

   の多様性と普遍性についての関心を喚起する。  
第２時 都市計画の歴史や身近な災害対策等の実例を通して，現代都市問題への関心を高め，

さらにその必要性や重要性を理解させる。  

図 8 「都市」のレポート作成場面 
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第３時 横浜校外研修を通し，近代都市の歴史や都市計画について具体的に理解する。これ

まで学んできたことを踏まえ，都市問題と解決法について「提案書」を作成する。  
第４時 「提案書」を基にグループ討議を行う。より深い分析と議論を通して，都市問題の

把握の仕方や解決法の多様さを理解し，問題の複雑さ，解決の困難さの一端を知る。  
まとめ  

 身近な具体例を示すことで都市への関心を喚起すると共に，都市計画の理論・知識と現実社

会とのつながりを意識させることにより，生徒の関心の低さや視野の狭さからもたらされる

議論や分析の浅さや矮小化などの問題点を解消した。さらに，単に提案・議論を行うだけで

はなく，それらを通して他者の視点や問題意識を共有することで，課題の「発見能力」及び

課題を読み解き分析する「問題分析能力」を涵養できたと考える。  
 
 
第５章 環境と人間 

 

環境問題は広域で長期間のデータを扱うため，多くの異なる問題点や解決策など提示され

ている。そこで，各テーマで異なる意見を提示し，それぞれ問題点についてディスカッショ

ンを行った。例えば，「温暖化は進んでいるのか？」，「ペットボトルのリサイクルは？」，

「我々はどれだけエネルギーを使用できるのか？」などである。その過程を通して，科学技

術者として必要な環境に対する基本的な視点やスタンスを提示し，それらを理解させるとと

もに，各専門領域で「環境に調和した」科学技術を習得させることを目標に授業を行った。  
授業の概略  
第１時 「科学技術」と「環境」の関係について生徒個々に図を書かせた。いくつかの  

事例を紹介し，互いの相関に気づかせその関係を理解させる。  

図 9 「環境と人間」のレポート作成場面 
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第２時 「京都議定書(COP3)」,「チームマイナス 6%」,「IPCC AR5」から科学的視点で  
問題点を考察し，COP21(2015)で採択された「パリ協定」について理解を深める。 

第３時 「ペットボトルから見た環境」という自作の教材を用い，リサイクルだけでな  
く「物質循環」，LCA について理解を深める。また，プラスチックの特性と「海  
洋プラスチック問題」について考える。  

第４時 「地球のエネルギー収支からみた環境」という自作の教材を用い，エネルギー  
収支について考え，「ヒートアイランド」や「異常気象」の原因を考察させる。 

まとめ  
平均的な高校生と比較すれば，環境への興味・関心が強く，環境に対するリテラシー

が高い生徒が多い。環境問題解決のためのグローバルリーダーには，科学的な視点，広

い視野と柔軟な思考が要求される。環境に対する基本的なスタンス“sustainability”を理

解させ，今後の専門の学習とともに環境問題に対する「問題分析力」を育成できた。  
 

第６章 スピーチコミュニケーション 

 本章では，授業内で学ぶスピーチの構成に基づいた２分間の英語のスピーチを準備

し，生徒ひとりひとりがクラスメートの前で発表を行う。スピーチのテーマは，本章

以前の「グローバル社会と技術」の授業で学んだ内容から，自身の興味・関心に応じ

て取り上げる。  
 

授業の概略  
 第１時 Introduction / Physical Message (Posture & Eye Contact) 
 第２時 Physical Message (Gestures & Voice Inflection) 
 第３時 Speech Content Basic Structure (Greeting, Introduction, Body & Conclusion) 
 第４時 Speech Delivering 

 
 第１時と第２時では，スピーチにおける非言語コミュニケーションについて取り上

げ，実際に身体を動かしたり声を出したりしながらジェスチャーやアイコンタクト，

声の抑揚等について学習する（図 10）。第３時では，実際のスピーチのいくつかの例

を聞いてどのような構成になっているかを把握した後，海外の高校生が国際会議でス

海外の高校生によるスピーチビデオの視聴  McGahan 先生によるジェスチャー

指導  
図 10 授業の様子（スピーチコミュニケーション） 
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ピーチを行っている動画を視聴し，どのような話し方をしているか，どのような構成

で話しているかを観察しながら，宿題となっているディクテーションの答え合わせを

行う。第４時に，生徒全員がクラスの前でスピーチを行い，さらにお互いのスピーチ

の相互評価を行う。  
 生徒たちは積極的に授業に参加し，スピーチの発表の際にも，多くの生徒たちが準

備した原稿をしっかりと暗誦し，授業内で学んだジェスチャー等も取り入れようとす

る姿勢が見られた。  
 
 
 第７章 メカニズム 

   授業の概略  
第１時 内燃機関の歴史や特徴を学び , そこで用いられるメカニズムについて理解する。 
第２時 近年 , 省エネ・低公害の点で再評価されている外燃機関であるスターリングエ

ンジンについて学び , 新しいメカニズムを開発する技術者としての在り方を考

える。  
第３時 スターリングエンジンの仕組みや作動原理を理解し，エネルギー利用の工夫に

ついて考える。  
第４時 内燃機関のメカニズムについてさらに具体的に学び，これからの自動車等の熱

機関はどうあるべきなのかを多角的に考える。  
 

 流れ図（図 11）にある「レポートの目標」というテーマを設定する中で、メカニズ

図 11 「メカニズム」のレポート作成場面 
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ムに対する関心および我々が抱える環境問題に対しての情報収集、処理そしてまとめ

を効果的に行う事が出来た。さらに高校生としての視点を重視する事や、今の彼らの

状況を踏まえた中での目標決めを工夫させ、この目標達成のために何を提案したら良

いかをまとめる手法の習得についても成果を上げる事が出来た。またエネルギーと環

境問題について考えさせる事を通して、技術者が抱える環境問題等の様々な事項に立

ち向かう姿勢や意気込み、そして苦悩とその難しさを知り、結果的に技術者がグロー

バルな視点からそれらをどのように考え、問題解決法を模索し、どのようなポリシー

で技術を進歩させるべきなのかを効果的にかつ段階的に理解させる事が出来たという

事が、学習前と比べて大いに飛躍した点である。  
この科目内では、レポートを書く際に社会問題や課題などを読み解き、分析する能

力を「問題分析能力」と位置付けているが、この章においては「自動車の将来とあるべ

き姿及び新しいメカニズムについて」をレポート課題として与えている。この課題に

向かい合う事により、今現在の問題点や開発者としての信念、そして技術の革新をも

たらす新しい取り組みや考え方を、様々な資料やインターネット上の情報から現状を

分析し、これから自分達は何をすべきなのかを段階的に理解させる事が出来た。  
 
（５）外国人教員との取り組み  

 本科目の特徴的な授業として，第６章のスピーチコミュニケーションにおける外国

人教員と日本人教員（英語科）とのティームティーチングが挙げられる。日本人英語

科教員による「英語」授業の中でもプレゼンテーションやスピーチは行っているが，

非言語やスピーチの構成についてより詳しく扱い，さらにそれを外国人教員から英語

の指示を受けながら，実際に身体を動かしながら学んで行くという点で，普段の「英

語」授業の中で行っている指導とはまた違ったものになっている。  
 

授業進行と役割分担  
 第６章の授業は，外国人教員と日本人教員（英語科）２名に加え，国際交流アドバ

イザーも補助的に授業に加わりながらティームティーチングの形で行った。授業内容，

テキスト・配布物の編集・作成は，東京農工大学で講師を務め，「異文化コミュニケ

ーション」教育を専門とする Patricia McGahan 先生を中心に進めてもらった。授業は

全て英語で行われるため，生徒たちも初めは戸惑う様子も見られたが，だんだんと英

語での指示にも慣れ，一生懸命 McGahan 先生の真似をしながらジェスチャーの練習等

を行ったり，質問に答えたりしていた。普段の「英語」授業と異なり，非言語の部分

に特化し，実際に身体を動かしたり，使える語彙を用いて自己表現をしたり，という

授業展開が生徒たちにとっては新鮮さもあり，意欲的に活動に参加していた。  
 第４時のスピーチ発表では，自分自身の発表を行う他，お互いのスピーチの相互評

価を行った。評価の観点について第３時に説明があり，自分自身のスピーチを準備す

る際の指標とすることはもちろん，全員ではなく指定された５名の生徒の評価を行う

ため，個々の評価に責任を持って取り組むことができた。スピーチ発表後には

McGahan 先生から特に良かったスピーチについてコメントがあり，それが何よりのモ

チベーションとなるようである。  
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５年間の取り組みを振り返って  
 ネイティブの先生から直接実践的な指導を受ける、という普段はなかなか得られな

い経験を通して、生徒たちは英語における効果的なコミュニケ―ション方法について

興味深く学ぶことができた。授業のほとんどが McGahan 先生の英語による指示で進行

したため、生徒によっては何をすべきか理解し切れずにいたようだった。そのような

生徒たちをどのようにケアしていくか、ということが今後の課題となろう。  
 
 

（６）  東京工業大学教員による特別講義  
本科目では，東京工業大学との高大連携の一環として，年に一度，大学の先生方を

講師として招き，「特別講義」を実施している。この講義では，先端技術の一端を垣

間見，社会の抱えている問題とその解決方法の提案を理解するとともに，一流の理工

系研究者による課題解決手法を学ばせている。  
 
令和元年度は，6 月 28 日（金）14：15～15：15 に行われた（図 12）。講師には東

工大から 5 名の先生方をお招きした。講義のテーマ，内容，講義者は以下の通りであ

る。なお，講義内容については講師の先生方にお書きいただいたものである。  
 

①「エネルギー変換の化学と工学 ～これからエネルギーは大きく変わる!～」 

 物質理工学院応用化学系 伊原 学 先生 

図 12 東京工業大学教員による特別講義 
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エネルギー変換の化学とは? そして、東工大大岡山キャンパスの環境エネルギー

イノベーション棟の最新エネルギーシステムから見えてくる水素エネルギーなど、将

来のエネルギー社会の可能性について解説します。 

②「プログラミングを楽しむ」情報理工学院 情報工学系 権藤克彦先生 

 これからのグローバル社会のソフトウェア開発では,技術力に加えて,様々な関係

者と議論しながら技術者自身も新たなサービスを創出できることが重要となってき

ている。そのためには,まずはソフトウェア開発（＝プログラミング）がどういうも

のか知る必要がある。本講義では,箱入り娘というパズルゲームを解くプログラミン

グ作成の実演を通して,プログラミング,およびプログラミングの面白さを伝える。 

③「生物に学ぶ柔らかいロボット」工学院 システム制御系 塚越 秀行 先生 

「ロボットのような動き…」と表現されるように,従来のロボットには,ぎこちない,

硬い動きを行うイメージがありました。一方,自然界の生物はしなやかで柔らかく,

様々な環境に適応して巧みに動き回れます。これらの相違の原因は何でしょうか？本

講義では,生物のように柔らかく動くロボットを実現するうえで有効なアクチュエー

タの原理や制御を説明し,医療や災害救助などへの適用を視野に入れたロボットの開

発事例を紹介します。 

④「風力発電を知っていますか」工学院 電気電子系 七原俊也先生 

 風力発電や太陽光発電などの自然エネルギーは地球環境に優しい電源として注目

を集めています。風力発電は風が持つエネルギーを利用しますが,風のように変動の

大きなエネルギーを利用するには,発電する際に,またその発電電力を送電する際に

解決しなければならない多くの技術課題があります。この講義では風力発電の構造や

原理などの基本について説明した後,その技術課題と解決策についてお話ししたいと

思います。 

⑤「"これから技術力を身に付ける皆さんがグローバル社会で戦う方法を考える" 訓

練をする」 環境・社会理工学院 融合理工学系 大橋匠先生 

 より複雑で不透明で不確実で激しく変化する社会において、皆さんはどうすれば活

躍できるでしょうか。これから皆さんは様々な専門に分かれて自らの興味関心や知識、

スキルを深めていきます。しかし、単一の専門を深めれば世の中を変える力は身に付

くのでしょうか。 

国境、文化、性別、専門など様々な境界が曖昧でかつ、絡み合っていて解決すること

が困難な課題が山ほどあるこれからの世界で戦う方法を「皆さんと一緒に」考えます。 

 
生徒たちは真剣に耳を傾け，積極的に質問し，ワークショップを体験する等，実り多

い時間となった。  
 

（７）  フィールドワーク（校外研修）  
日時：12 月 18 日（水） 対象：第１学年全員 場所：横浜みなとみらい地区ほか 

ＳＧＨ開発科目「グローバル社会と技術」の授業の一環として，横浜みなとみら

い地区～関内・山下公園地区において，１年生を対象とした校外研修を実施した

（図 13）。 
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今回の研修では，１，２学期に学習した内容をベースとして，この横浜地区をグ

ループで巡りながら，自分が疑問に思ったエネルギー・環境問題等，社会問題につ

いて，フィールドワークを実践した。幸いこの地区には，多くの技術館・博物館・

開港に関する港湾施設等があり，フィールドワークには適している。 

当日は好天に恵まれ，グループ行動をしながら楽しく社会問題の解決に向けた

フィールドワークを体験することができた。この研修をきっかけに生徒一人一人

が問題解決の手段を学び，社会問題の解決に寄与してくれることを期待している。 

 
（８）  グローバルリーダー育成講演会  

１年生を対象としたグローバルリーダー育成講演会を年２回実施した。１年生は，教

育関係の著名人を，２年生は実務家を招聘していることから，今年度は，下記の２名の

先生にお越しいただいた。  
 
 第１回グローバルリーダー育成講演会 

  日時：12 月 17 日（火）10:40～12:10 

  対象：第１学年全員 場所：大講義室 

  講師：東京工業大学特命教授 池上 彰先生 

  講演タイトル：「ニュースから見た国際情勢」 

 ジャーナリストとして多くの著作を持ち，テレビ番組などでも活躍されている池上 

彰東京工業大学特命教授を講師としてお迎えした。私たちの国を取り巻く様々な出来

事について，詳細にご解説頂いた。私たちの世代にはメジャーな「宇宙戦艦ヤマト」

の目的地であるイスカンダルは，実はアレクサンドロス大王の別名であるというエピ

ソードから入り，トルコ地域の紛争やＥＵからイギリスの離脱が現実となり，日本に

与える影響について，詳細にお話しいただいた。まさに本研究開発で求めている地政

学的知識や社会課題解決のための問題の切り込み方などを学ぶことが出来た。報道だ

けでは，私たちが見落としてしまうような問題を取り上げ，鳥瞰の仕方を学んだ。ま

た，中国とアメリカとの貿易摩擦問題題，トランプ大統領の思惑，朝鮮半島情勢など，

別々に起きているように思われがちの様々な出来事，事件が，実は一本の線につなが

っていく。そのような妙技を拝見した。 

図 13 校外研修の様子  
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生徒からは，韓国ハーフとしての日韓問題，理系人材が国のリーダーとなるために

は？大勢の前で話すためには？香港問題，ロシアとのハーフとしての生き方など活発

な質問がなされた（図 14）。 

 

第２回グローバルリーダー育成講演会  
日時：3 月 13 日（金） 13:15～14:15（ 中止）  
対象：第１学年全員 場所：大講義室  
講師：立教大学教授 松本  茂氏  
講演タイトル：「グローバル化時代に向けた英語学習」  

ＮＨＫテレビ「おとなの基礎英語」，ＮＨＫラジオ「英語で基礎英語」等の番組で講

師を務められ，英語教育，並びにコミュニケーション教育の分野でご活躍の松本茂立教

大学教授を講師としてお迎えする予定であったが，コロナウイルス感染防止のための休

校により，講演会は中止した。  
 
講演会を通して，社会課題をどのように捉えるのか，著名な人物はどのような見方・

考え方をするのか，生徒には講演内容をより深く考察するように指示している。生徒の

モチベーションを高める希有の講師として，著名なお二人を招聘している。生徒自身が

社会課題の解決方法に気づくきっかけが与えられたものと考える。  
 

４ 研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向・成果の普及 

5 年間の研究開発を通じて，本科目は何を得たのか，まとめたい。本科目は文系・理系

の教員による文理融合科目，すなわち，教員間のコラボレーションを実現するために，

１テーマあたり 4 回の授業をオムニバス形式で行うことを試みた。授業では，４回で先

生が交替し，次のテーマに進むことになる。４回という短い時間については，４回だけ

でも目を向けさせることに有効だという見方と，４回だけで何が出来るのか，という批

判があることは承知している。私たちは４回ですべてが把握できるとは考えていない。

この４回は社会課題の解決に向けて，問題を意識し，解決の方策を探る出発点であり，

身につけたスキルが道標となるものである。課題解決のためには，今後受ける様々な授

図 14 講演する池上彰教授と会場の様子 
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業を通じて具体的な解決に至り，ＳＧＨ課題研究へとつなげていくパイロット科目の役

割を果たすものとして重要であると言える。 

図 15 にあるように，社会課題を解決するためには，まずは課題そのものの分析が必要

であり，そのための情報収集が必要となる。その中には，特別講義や講演やフィールド

ワークで得られるものなど，様々な情報が含まれている。これらに対して，社会科学・人

文科学や自然科学等に応じた見方・考え方を働かせながら，生徒の主体的・対話的で深

い学びの実現に向けたファシリテーターとしての役割が教員には課せられる。 

本科目では，最初の活動として提案するための手順を考えていたが，まずするべきこ

とは課題そのものの分析であり，そのために必要な力である「問題分析能力」の育成が

不可欠であると考えた。この能力が備わらなければ，論理的に解決案の提案を行うこと

はできない。  

本科目は，研究開発で示す全体の枠組みの中でも特に最初の部分，すなわち目標を設

定するために必要な横の流れとなる初期の探究学習の成立を目標とした。課題の分析と

提案のための情報収集を混同していると，課題が必要としている問題の本質と提案がか

み合わなくなり，試行錯誤の結果導き出される解決策が唐突なものに思えてしまう。こ

の点に着目し，目標設定にあたっては，課題分析の横の流れと並行して目標設定のため

に別の横の流れが必要であることがわかった。どちらの場合も，情報収集→処理→まと

め，という手順が必要となる。 

図 15 「グローバル社会と技術」の役割 

課題そのものの分析←問題分析能力  
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また，これらを支え，モチベーションを高めるものとして，高大連携の成果である東

京工業大学教員による特別講義，校外研修によるフィールドワークがあげられる。さら

に，グローバリゼーションという現実を紐解く池上教授の講演，英語学習への興味喚起

とグローバルリーダーとして必須であることを自覚するＮＨＫテレビ「おとなの基礎英

語」講師・立教大学教授松本茂先生の講演は欠かせないものだった。 

本科目の重要性は，後述されるグローバル社会と技術･応用やＳＧＨ課題研究における

問題点と絡めて，最終的には議論されるべきものであるが，本科目は入り口であり，要

でもある。２・３年生において実施する探究学習の成果は本科目にかかっている。その

ためにも，社会科学や人文科学からの切り口をいつも意識しながら，それでも自然科学

／科学技術による解決が必要であるならば，それを検証する努力が必要である。そのた

めには，文系の普通科の高校とのディベートなど，対立する概念との対峙が不可欠であ

る。５年間の研究指定では，そこまでは手が出なかったのが悔やまれる。  
Society5.0 に対応した人材育成として，分離分断からの脱却を図る手段として，高校段

階におけるリベラルアーツの萌芽的研究とするならば，他校との連携は不可欠である。  
 

（今後の研究開発の方向）  
本科目は，さらなる発展のために，テーマ内容を見直しながら学校設定科目「グロー

バル社会と技術」として研究活動を続ける。その際，高大連携の柱である「東京工業大学

教員による特別講義」および「池上彰教授によるグローバルリーダー育成講演会」の継

続については，管理機関である東京工業大学の合意および積極的な支援の了解を得てい

る。今後は他校との連携も視野に，成果普及を促進し，文理融合の旗艦となるべく，研究

を継続したい。  
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Ⅱ グローバル社会と技術・応用研究会の活動報告  
 

１ 概要 

 本校開発新科目「グローバル社会と技術・応用」では，１年次の「グローバル社会と

技術」で扱いきれなかった地政学的リスク回避を目的とした「中東・中央アジア理解」

および「イスラーム文化研究」，グローバルリーダーとしての英語コミュニケーション力

をつけさせるため，外国人講師による「英語によるコミニュケーションスキル」，生徒の

主体的・対話的で深い学びの実現のため，本校の５つの専門分野に沿った課題解決学習

「課題研究への道」を実施した（図 1）。  
「中東・中央アジア理解」・「イスラーム文化研究」・「英語によるコミニュケーション

スキル」は，本校の補講期間の集中講義形式で実施し，「課題研究への道」は，通常の授

業時間を中心とした授業で実施した。「課題研究への道」については，専門分野の教員が

担当し，５分野のそれぞれの特徴を踏まえて，分野ごとに異なる実施形態となった。  
 本科目では，主にエネルギー問題と環境問題という２テーマを扱い，生徒一人一人が

課題意識をもって自分の意見を披露し，同意を得ることを目指している。その際，本校

の特徴である専門分野の知識を背景として，独創的な課題解決方法を提案するための基

本スキルの向上を目指している。  
 

 

２ 経緯 

 本校では，グローバルテクニカルリーダー（GTL: Global Technical Leader）育成のため

に，高校段階において育むべき資質と能力として「リーダーが備えるべきスキル」，「地

政学的リスク回避能力」，「語学力」の３要素を掲げている。前年度から引き続き今年度

も「社会課題の解決のための問題解決の枠組み」に組み込み，目標を設定する過程にお

いて身につけるべきスキル，領域固有知識，および「見方・考え方」と明示して，実践

図 1 本授業の構成 

←１年で実施 

３年で実施→ 
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した。また，本科目内で実施する「課題研究への道」の課題設定場面をクローズアップ

した流れ図を生徒に明示しながら，課題解決学習をシミュレーションした。また，国際

交流という現実の実践として，フィリピンなどの資源産出国との交流を取り入れた。  
  

３ 内容 

（１）総論および全体の計画  
本科目は，１学年の「グローバル社会と技術」の続編に位置づけられる。前年度に学

んだ「課題設定に必要な情報の収集力」「外部知識の取り入れやそのためのスキル」「問

題解決のためのモデル構築力」の土台の上に各分野の専門性をいかしながら，生徒が具

体的な問題に対して解決策を構築できることを目指している。  
また，前年度までに作成した流れ図（課題解決の手順を可視化した図）をもとに問題

解決のトレーニングを実施した。各分野で前年度作成した流れ図を生徒の実情に鑑みな

がら，より効果的に実施できるように，各分野の現状や特徴にあわせ，手順の細分化を

行い，具体的な例を挙げて工夫した。表１は，本科目において育成したい能力と各授

業・学校行事との関係を示している。  
 

表 1 育成したい能力と授業・学校行事との関係  
 1) リーダーとしてのスキル 2) 地 政 学

的リスク回避

力  

3) 英語コミ

ュニケーショ

ン力  

①インクルー

ジョン力  
②バック 
キャスティン

グ力  

③コンセンサ

スビルディ

ング力  
国際交流事業  ◎  ○ ○ ◎ 
学校行事  ○   △  
集中

講義  
地歴科教員  ○   ◎  
外国人教員  ○    ◎ 

課題研究への道   ◎ ◎  △ 
GTL 育成講演会  ◎   ◎ ○ 
◎能力向上に期待できる ○能力向上に寄与  △関係あり 
・集中講義は，地歴科教員による「中東・中央アジア理解」・「イスラーム文化研究」，外国人教員による

「GLOBAL AWARENESS」を集中講義（補講期間）。 
・「課題研究への道」は，専門分野ごとに実施 

 

（２）テーマ学習の取り組み  

 
 テーマ学習の取り組みでは，「中東・中央アジア理解」と「イスラーム文化研究」の授

表 2 補講期間での集中講義    （単位：時限）  

 1 学期補講期間  2 学期補講期間  3 学期補講期間  計  

中東･中央アジア理解 2 0 0 2 

イスラーム文化研究 2 0 0 2 

外国人教員  4 2 4 10 

計  8 2 4 14 
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業を 1 学期の補講期間に集中させることで，外国人教員の実施するプレゼンテーション

授業におけるスライド作成の前に，必要な知識を十分に教示することができた。知識習

得→議論→スライド作成→プレゼンテーションという流れが確立し，メリハリのある授

業展開を構築することができた。  
 
A)「中東・中央アジア理解」…インクルージョン力（異文化理解）  

（ア）実施内容  
 GTL に必要な有知識として，豊富な天然資源を有する地域への理解が必要だと考

え，サウジアラビアと中央アジアにつて，１時間ずつの授業を行った。サウジアラ

ビアについては，王族による特有の政治体制と産油国であるという特徴を踏まえた

上で授業を行った。また，中央アジアについては，同地域における政治的影響力の

大きさからウズベキスタン，天然資源を豊富に保有しているトルクメニスタンの２

ヵ国を取り上げた。授業後， 以下の３つのテーマより１つを選択した上で，それに

ついて調べ，レポート作成するように指導した。  
(1)サウジアラビアの産業・政治制度・経済または今後のあり方について  
(2)中央アジアのいずれかの産業･政治制度･経済･今後のあり方などについて  
(3)天然資源をめぐる問題について  
レポートの感想・考察について代表的なものを以下に紹介する。テーマ (1)と (2)を選

択した生徒は，「日本へのエネルギー供給する国として，日本にとって重要な国であ

るにも関わらず，中東・中央アジアの国々についてはよく知らなかった。体制・文

化の違いを知った上で，友好的な関係を築いていきたい。」「今まで関心のなかった

地域について調べることができて，面白かった。」といった感想が多く見受けられた。

また，イスラーム教の果たしている社会的役割に着目する考察もあり，異文化を多

面的に捉えるきっかけになったと思われる。これより，GTL にとって必要な物事を

多面的に捉える機会にもなったと思われる。テーマ(3)では，天然資源枯渇の問題や

代替エネルギーの開発・導入に関するものが多かった。  
（イ）今後の課題  
 レポートの中で，中東・中央アジア地域について，「今まで知らなかった」という

感想が多かった。授業では地図に加えて，内容に即した画像・写真などを用いるこ

とで，これら地域のイメージを掴みやすいように改善したいと感じた。  
 

B)「イスラーム文化研究」…インクルージョン力（異文化理解）  
 本校では，地理歴史科・公民科の科目で，イスラーム文化について学ぶ機会がある。

しかし，残念ながら，イスラーム教の内容の理解には至っていない。また，第３学年

の「倫理」では，宗教の特徴について話題にするが，今日国際問題となっているシー

ア派やスンナ（スンニー）派について学ぶ時間はなく，１年次の「グローバル社会と

技術」ではカバーできなかった国際問題の根源について，知識の増強が必要である。  
国際交流協定相手国であるフィリピン共和国では，未だイスラーム武装勢力によ

るミンダナオ島に一部支配が続いているなど国際情勢は予断を許さない。このよう

な情勢の中で，何ら予備知識なしに問題解決に取り組むことは困難である。少ない時
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間ではあるが，今日のイスラーム教徒国際情勢を理解する上で，本テーマを全員が学

ぶ意義は大きい。  
 国際情勢の理解に必要な項目として，  

・スンナ派とシーア派の分裂  
・なぜ自爆テロを行うことができるのか  

などについて，学ぶこととした。  
（ア）生徒への課題  
 生徒は，授業を受けながらワークシートを完成させる授業方法をとった。これによ

り，ほとんどの生徒が，イスラーム教の特徴を理解しながら，止揚した解を導き，共

存の道を探るべきであると考えている。  
（イ）今後の課題  

イスラーム教徒はアラブ地域だけでなく，アジアにおいてもマレーシアやインド

ネシアを中心に，平和裏に活躍している。この事実を踏まえながら，自国中心の保護

主義に陥ることなく，私たちの共通の課題を解決する必要があることを自覚させた。 
  

 C)「Global Awareness」…英語コミュニケーション力  
本授業は，外国人教員が担当し，グローバルな視点で問題意識を考える能力を向上

させることを目的としており，英語でのカンファレンス方式で行った。授業は３つ

のパートに分け，それぞれを各学期の補講期間中に実施した。授業の合計時間は 10
時間となる。  
３つのパートはそれぞれ２つのセクションで構成されており，パート１では，前半

のセクションで授業の基本概念と 10 のテーマ紹介を行い，各生徒には担当するテー

マと国を指定した。担当するテーマに関する背景やテーマに関する自分の考え，担

当する国に関する背景をリサーチし，それをもとに後半セクションでグループディ

スカッションを行った。グループディスカッションの内容としては，担当テーマに

ついての情報発信と，第１学年のスピーチコミュニケーションで学んだプレゼンテ

ーションスキルの復習となる授業連携である。尚，10 のテーマは以下のとおりであ

る。  
・  International Relations: 国際関係  
・  International Organizations: 国際機関  
・  Cultural and Intercultural Studies: 文化と異文化研究   
・  Global Health Issues: グローバルヘルス問題  
・  Global Energy and Environmental Issues: 地球規模エネルギー・環境問題  
・  International Conflict Resolution & Peace Studies: 国際紛争解決  
・  World Heritage Stewardship: 世界遺産管理  
・  Models of Local and Global Science & Technological Projects: 

地域的およびグローバル的な科学プロジェクト事例  
・  International Cooperation: 国際協力  
・  Local & Global Collaborations: 地域およびグローバル連携  
パート２では，前半セクションで複数テーマに関連するプレゼンテーションの事例
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を取り上げ，グループディスカッションを行った。なお，昨年は，東京農工大学の外

国人留学生８名にファシリテーターとしてグループディスカッションに参加してい

ただいた。本校生徒だけでなく，留学生の中立的な意見を取り入れることで，インク

ルージョン力をより育成できると考えられる。後半セクションではパート３で実施

するグループプレゼンテーションの打ち合わせを行った。  
パート２終了後，宿題として各自の担当テーマと担当する国についてスライド･プ

レゼンテーションを作成した。教員による修正後，グループとしてスライド･プレゼ

ンテーションを統合した。多くのグループは異なる分野クラスで構成されており，

課題解決のために，分野を横断したグループワークを行うきっかけとなった。  
パート３で，グループプレゼンテーションを行う予定であったが，今年度は休校と

なったため，実施できなかった。  
 

（３）「課題研究への道」…バックキャスティング力，コンセンサスビルディング力  
 本校において昭和 63 年から実施されている「課題研究」は，本校で学ぶことの集大成

とする授業として，生徒と教員ともども重要視し，今日に至っている。ＳＧＨに伴い実施

している「ＳＧＨ課題研究」は，課題解決のために社会科学の成果と自然科学の手法を組

み合わせることで，これまでの「課題研究」のテーマ設定における限界を乗り越えようと

するものである。そのため，本授業は，第 3 学年の「ＳＧＨ課題研究」に取り組むための

準備と試行に位置づけられ，生徒一人一人が自分の考えを基に「ＳＧＨ課題研究」のテー

マを設定できるようになることを目指している。生徒自身が自発的に取り組めるように，

専門分野ごとに異なるテーマ設定の手順を視覚化した流れ図を作成し，教員と生徒が共有

することで，これまでよりもより具体的で明確なテーマ設定を行えるように工夫してい

る。流れ図による取り組みは，平成 29 年度より実施しており，本年度は生徒の現状に合

わせ各分野でブラッシュアップすることで，より生徒の学習効果を高めることが期待され

る。  
 以下，分野ごとの「課題研究への道」の取り組みを紹介する。  
 

A）応用化学分野  
課題研究では英語を用いた文献検索や研究発表などを用いて行なうことになることから

科学英語のスキルアップ，および、並行して実施されている「Global Awareness」と連携

しながらグローバルな視点で応用化学的な側面からＳＧＨ課題研究の課題設定ができるよ

うなることを目標に授業を進めてきた。具体的には，図２の表に示すように３つのステー

ジによって授業を展開した。 

３回のプレゼンテーション（個人３分×２回、グループ 10 分）行ない、「プレゼンテ

ーションシート」に対して４項目、「プレゼンテーション」に対して３項目、各項目４段

階で相互評価を、無線 LAN を利用した評価用チェックシートにスマートフォンおよびタ

ブレットＰＣから入力した。これにより、速やかな集計が可能となり、各個人へのプレゼ

ン評価のフィードバックが可能になり表現法が改善された。教員用の評価表については、

評価する視点について明確にするとともに煩雑にならないよう３段階の評価とした。 
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図３ 応用化学分野 「課題研究への道」テーマ設定の流れ

図２ 応用化学分野での取り組み 
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B）情報システム分野  
研究開発初年度の取り組みとしては，過去の「課題研究」の要旨や報告書を参考にイン

ターネットを活用した調査研究を行った。興味関心がある研究テーマをピックアップし，そ

の研究の原理，理論，技術をまとめて，自分が研究したいテーマの方向付けをした。 

研究開発第３年次には，課題として，グローバルな視点から見た社会問題の調査を行う

取り組みを試行した。尚，漠然と社会問題の調査をした場合，後述するグループワークでの

意思統一が散漫になる可能性があるため，取り上げる社会問題は，国連の掲げる持続可能な

開発目標（SDGs）「世界を変えるための 17 の目標」を一つの指標とした。調査の具体的な

内容としては，(1)グローバルな視点から社会問題を取り上げる（情報元の出典を明記），

(2)なぜ，それを問題であると考えたのか，(3)情報分野関連の技術で，どの様に解決できる

か，以上 3 つのステップについて思考する。調査を行った後はグループワークとして，調査

結果が類似したものでグループを作り，研究テーマを設定し社会問題の解決を考える研究

活動を行った。この取り組みにより，課題研究で作ったもので社会問題解決を考えるのでは

なく，社会問題にフォーカスを当て，それを解決するための情報技術を模索するような変成

が起きた。また，「ＳＧＨ課題研究への道」として，第３学年のカリキュラムであるＳＧＨ

課題研究へのつながりを考慮し，研究活動の経過報告を行うための中間発表や，最終的な研

究内容を発表するポスターセッションも実施した。研究開発第４年次及び第５年次では，前

述した調査活動において，専門分野と並行して実施している「Global Awareness」で生徒各

自が担当するテーマを指標として加え，社会問題にアプローチした。担当するテーマは国際

関係・国際機関・文化と異文化研究・グローバルヘルス問題・地球規模エネルギー環境問題

の 5 つとなっており，さらにそれぞれのアプローチからグループ分けを行い研究テーマの

設定に取り組んだ。研究テーマの設定については技術的な課題に加え，政治的・法律的な課

題も判断材料とし，より社会問題の解決に焦点をあてる働きかけをした。 

生徒がとり挙げる社会問題も領域が広がっており，「ＳＧＨ課題研究への道」として調

査活動，ディスカッション，研究活動，発表を行ったことに効果があったと考えられる。 

図 4 情報システム分野 「課題研究への道」
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また，第３回関東・甲信越静地区スーパーグローバルハイスクール課題研究発表会に「C 
house 働く親のコレクティブハウス」という研究テーマで情報システム分野と建築デザイ

ン分野の生徒がグループで参加し，分野を横断する取り組みにも試みた。 

 
C）機械システム分野  
 本授業では，専門性を担保し，国際性や社会につなげる活動の視点を重視しながら第３学

年の課題研究のテーマを考える「課題研究の道」を継続的に実施してきた。これまで，第３

学年の４月からスタートを切っていた課題研究のテーマ設定を第２学年から実施すること

で，より深い専門性と広い視野を有した研究テーマを採用することができた。  

この成果は，これまで「製作・実験→発表→論文」という流れが一般的であった機械シス

テム分野の課題研究において，研究をまとめることで完結せず，新たな知見を外部の方々に

伝え，異なる意見を吸収するために，積極的にコンテストや発表会に参加することにつなが

っていった。特に，2015 年度から実施されたＳＧＨ研究開発授業の完成年度である 2017 年

度から急激に受賞数・人数が増加しており，2019 年度には 16 件 32 名が外部コンテストで

の受賞という成果を得ている。本授業「グローバル社会と技術・応用」の与えた影響は小さ

図 5 機械システム分野 「課題研究への道」

図 6 機械システム分野のコンテスト受賞数・人数  
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くないと考えられる。  
 第２学年から自身で課題を見つけ解決を目指す活動を行うことで，これまで以上に 2 年

次でのコンテストへの挑戦と成果を得ることができている。2015～17 年の受賞は 0 であっ

たものが，４件８名（2018），４件４名（2019）と第２学年の活発な活動と成果につながっ

ている。  
 また，研究の成果を社会に伝え残す活動として特許な

どの知財を学習し，2017 年から５件（2017 年１件，18
年１件，19 年３件）の特許出願申請を行っている。付け

加えて，弁理士会の協力を得ることで知財に関する特別

授業を 2019 年より実施し，特許取得に挑戦できる「パ

テントコンテスト」への積極的な参加を促し，2018 年に

は弁理士会会長賞，2019 年には選考委員特別賞を受賞

してきた。特に 2019 年は最優秀である選考委員特別賞

だけではなく，３件の優秀賞も受賞している。この受賞

数は全国の大学・高校の中でもトップの成績であり，専

門性に裏付けられた、本校生徒の発想の豊かさを示すこ

とができる。また，今年度はこれまでの先輩の研究を参考にしながら，研究テーマを考える

ことで，これまでに蓄積された経験や論文の重要性を学ぶことができている。  
 

D）電気電子分野  
 本分野おける「課題研究への道」では，私たちを取り巻く社会課題から問題点を見つけ出

し，環境問題やエネルギー問題に着目して，問題解決に必要な調査・分析力を養う授業を展

開してきた。研究２年次から，調べ学習やプレゼンテーションによる発表の中で，数ある問

題解決の手法から「なぜその方法を選んだのか」生徒に問いかけ，論理性を重視するととも

に，問題の本質について深く追求し，問題解決のトレーニングを行った。さらに，研究内容

におけるエビデンスを生徒に明確にさせ，その問題が抱えている社会課題のデータを調査さ

せることで，問題の本質について理解をさせた。また，合意形成をはかる場では，様々な制

約条件をクリアさせ，最適解を抽出させる作業を繰り返し行うことで，なぜその解決法に至

ったかを聴衆に説明ができるように指導を行った。これにより，ＳＧＨ課題研究のテーマ設

定を自ら企画・立案し，教員との面接を通じてテーマの趣旨および目標への根拠を明確にさ

せることができた。合意形成後は，動画によるプレゼンテーション技法を用いることで，よ

り聴衆への理解を深めることができた。また，ＳＧＨ課題研究の解決法を生徒に理解をさせ

ると同時に，国内だけでなくグローバルな視点から社会課題に触れさせるため，これまでフ

ィリピン共和国デ・ラ・サール大学附属高校生徒と本校生徒との間で，「フィリピンにお薦め

する発電方法」をテーマに英語によるコミュニケーションを実施してきた。聴衆に対して抱

えている問題を多角的に捉えることで，問題をわかりやすく説明ができると同時に英語によ

る発表を体験することができた。ＳＧＨ研究開発がはじまって以降，研究発表の場で数多く

の受賞を得ている。これは，明確な研究の方向性が外部の方にも伝わった成果であり，この

科目の中で培ったテーマ設定時における問題解決のトレーニングが受賞という成果に一部貢

献できたと考えられる。  

図７ 弁理士による知財特別授業 
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E）建築デザイン分野  

 建築デザイン分野ではこの５年間，社会的な課題の抽出および研究目標の設定として，

「省エネルギー化による持続可能な建築の探求」，「地方創生社会における地域性の保全」

の 2 点を掲げ授業を行なった。第３学年より始まるＳＧＨ課題研究に接続するにあたり，図

９に示す流れの中で，基礎的な学習として「情報収集」および「プレゼンテーションスキル

の向上」の２点に重点を置き授業に取組んできた。  
情報収集に関しては，グローバルリーダー育成講演会（全分野共通）や課題研究発表会の

聴講を通じて，上述の研究目標にアプローチするモチベーションの向上および研究に関する

トピックの抽出を期待した。課題研究発表会聴講後には，興味・関心を持った研究を各自 3
点挙げ、その内容について要約する課題を課した。また，校外研修として東京工業大学環境・

社会理工学院-建築学系の卒業制作・修士制作展の見学を行った。社会問題の解決方法を建築

のデザインへと発展させる高度なアプローチ手法を学ぶとともに，図面表現および模型表現

によるプレゼンテーションの手法を学ぶことができる良い機会となった。見学時には，興味・

関心を持った設計作品について要約する課題を課した（図 10）。  
プレゼンテーションスキルの向上に関しては，図９に示す４段階の手法について，手を動

かしながら学ぶために，50 分間の授業において省エネルギーや環境問題，地方創生等に関す

る事例を紹介した後，問題提起を行い，問題解決の提案を 20 分間で A4 用紙１枚に図式化す

る課題を毎時間課した（図 11）。  

図８ 電気電子分野 「課題研究への道」テーマ設定流れ図 
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 上記の取組みをもとに，第２学年において研究発表等にも挑戦し，学外での評価を得るこ

とができたのは大きな成果であるといえる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10 設計作品の要約 図 11 問題解決の提案 

 

 

 

図９ 建築デザイン分野 SGH 課題研究への道実施フロー 
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（４）グローバルリーダー育成講演会  
A）概要  
日時    令和元年５月２４日（火）13：15-15：15 
会場    大講義室（３号館４階）  
参加生徒  ２学年全員  
講演        第一部「SDGs と世界のソーシャルデザイン」  

上田壮一氏 /一般社団法人 Think the Earth 理事 

第二部「地域と連携したサスティナブルな街づくり」  

野村不動産株式会社  
 

講演テーマ「SDGs を通じて、世界と地域を考える」  
 SDGs は「未来の世界を変革しよう」という強い意志をもって全ての国連加盟国が合意し

た目標である。目標達成のためには，社会性と創造性を兼ね備えた取り組みが求められる。

第一部では，昨今注目されるソーシャルデザインという視点を軸に，プロから若者の取り組

みまで世界の事例を自身の体験に基づき講演をして頂いた。第二部では，「（仮称）芝浦一

丁目計画」というテーマで 4ha 超の土地に，オフィス・ホテル・住宅・商業施設等からなる

大規模複合施設を整備し，SDGs（持続可能な開発目標）の達成年度と同じ 2030 年度に，全

体竣工予定ある話をして頂いた。地域と連携したサスティナブルな街づくりの事例を通じ

て，芝浦の未来像について考え，生徒からのアイディアを募った。  
 

４ 研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向・成果の普及 

 本授業では，専門分野の教員，地歴・公民科の教員，外国人講師，講演会講師という様々

な切り口から社会課題を斬り，授業を構築している。生徒は多様性の中から自分なりの課題

を見つけ出し（インクルージョン力），適切な解決方法を構築すること（バックキャスティ

ング力）を目指すが，得られた情報をどのような手順で使える知識にしていくのか，まだ十

分にまとめきれない生徒も見られた。また，生徒の発想に知識的な限界があり，テーマが重

複してしまう場合もあった。それゆえ，課題解決のモデル化という点については，まだまだ

指導法を研究しなければならない。このような状況にあっても，３学年の「ＳＧＨ課題研

究」におけるテーマ決定につなげるために，大いに悩み，話し合うことは，彼らにとって大

きな前進となった（バックキャスティング力，コンセンサスビルディング力）。課題を解決

するためには，必ず制約条件がある。生徒の技術・技能的制限，経済的制限，施設・設備的

制限，時間的制限など様々な制約条件をクリアし，最適解を導くプロセスには，各分野に即

した専門的知識の裏付けも重要な要素である。本授業で培った世界的な視野と，分野ごとに

身につけた専門的知識をいかにツールとして扱い，自分たちの課題解決につなげていくこと

が，本校の特色を生かした本授業「課題研究への道」の役割であると考える。  
十分な吟味がされないまま，思いつきから意思決定される解決策には，現実味がなく，実

現にはおぼつかない。自説の正しさを裏付けるエビデンスを示せなければ，他人を説得する

ことはできない。（バックキャスティング力，コンセンサスビルディング力）この点を留意

して指導を行う必要性がある。  
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 本校では研究テーマを設定する際は，30 年以上にわたり蓄積された教員の経験や過去の

実践記録である研究論文・要旨集などによって指導していた。それらは明文化やマニュアル

化されずに，いわば学校文化として，秘伝的に生み出されてきたという経緯がある。そのた

め，研究テーマの分析，設定，すなわち目標設定が大きな課題となっている。それゆえ，

「課題研究への道」テーマ設定ための手順を示す流れ図を作ることは，生徒の発想のポイン

トを整理し，手順に基づいて情報収集を行うことに可能にし，エビデンスの裏付けがある自

由な議論を活発化し，研究の幅と深さの両面において充実させた。いままで明確になってい

なかったテーマ設定のノウハウを，専門分野での制約条件を踏まえながら，結果として明快

に，分かり易く示すことになり，本研究開発を普及していく上で，エポックメイキングにな

りうると考える。  
 
（今度の活動）  
 「グローバル社会と技術・応用」は，研究指定終了後も「課題研究への道」を継続して実

施する。なお，他の領域については以下の通りである。  
・「中東･中央アジア理解」→地理歴史科「世界史Ａ」  
・「イスラーム文化研究」  →公民科「倫理」  
・「英語コミュニケーション」→英語科「コミュニケーション英語」  
・「課題研究への道」→そのまま継続して実施  
・講演会，見学会等  →学校行事へ  
校長のリーダーシップのもと，カリキュラム･マネージメントを行い，以上の既存科目等に

含めて実施することとする。  
 
 ５ コンテスト等における 5 年間の成果  
 この科目では，「課題研究の道」から「ＳＧＨ課題研究」へ繋がる重要な科目として位置

づけられているが，研究開発がはじまって以降，第２学年から第３学年かけて多くのコンテ

ストでさまざまな賞を受賞することができた。また，本授業により第２学年から課題を見つ

け，解決策を考える姿勢を培ったことにより，これまでに挑戦してこなかったコンテスト等

での受賞実績を得ることができた。ある分野ではパテントコンテストのように，ものを作る

だけで終わらせず，特許を取得することで，社会に広げる意識を獲得した成果は大きい。  
 
(第２学年の記録) 
・機械システム分野  
１．第16回高校生科学技術チャレンジ  
主催：朝日新聞社  
優秀賞（最終審査進出作品）  
 
２．平成 30 年度パテントコンテスト  
主催：文部科学省 特許庁  
日本弁理士会  会長賞 優秀賞（出願支援対象）  
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３．2019 年度パテントコンテスト  
主催：文部科学省 特許庁  
課題名：「折り畳み式ブックストッパー」  
選考委員長特別賞優秀賞（特許支援対象）  
４．2019 年度パテントコンテスト  
主催：文部科学省 特許庁  
課題名：「倒れてもゴミが出ないゴミ箱」  
優秀賞（特許支援対象）  
５．2019 年度パテントコンテスト  
主催：文部科学省 特許庁  
課題名：「ペットボトル乾燥機」  
優秀賞（特許支援対象）  
 
・建築デザイン分野  
2018 年度  
１．第 1 回全国高校生イノベーション選手権  
主催：東京大学  工学部社会基盤学科  全国高校生社会イノベーション選手権実行委員会  
「防災オリンピック」一次審査合格、本大会出場  
 
２．第 3 回 関東・甲信越静地区スーパーグローバルハイスクール課題研究発表会  
主催：立教大学国際化推進機構主催  
「みんなのこども食堂  ～作ろう新たな地域の輪～」、ポスター日本語部門金賞  
「雨漏り／木漏れ日  ‐自然のエネルギーを使ったカフェの設計‐」ポスター日本語部門金

賞  
 
2019 年度  
３．第 2 回全国高校生イノベーション選手権  
主催：東京大学  工学部社会基盤学科  全国高校生社会イノベーション選手権実行委員会  
「運河に新たなオープンスペースを」一次審査合格、本大会出場  
 
・ＳＧＨ海外派遣メンバー  
１．第４回 関東・甲信越静地区 高校生探究学習発表会 主催：立教大学 

プレゼンテーション英語部門 金賞 

２．ＳＧＨフォーラム 審査員賞 

課題名“Comparison of Metal ions Absorptivity by Discarded Fruits Peels” 

３．ＳＧＨ甲子園 2019 主催：文部科学省大学入学者選抜改革推進委託事業 研究成果プ

レゼンテーション（予選審査通過）大会は中止 
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Ⅲ ＳＧＨ課題研究 研究会の活動報告 

 

１ 概要 
 本校では，これまで 30 有余年に渡り，工業課程の専門高校として教科「工業」における科目「課

題研究」を開発・実践してきた。今般「ＳＧＨ課題研究」を掲げたことから，両者の違いを明示す

る必要があり，試行的な授業を伴いながら，実践的な研究を遂行している。従来の教科「工業」に

おける科目「課題研究」では，工業教科で学んだことの総括としてものづくりの過程において直面

する問題を解決し，あるいは改善することを目的としているのに対して，開発科目「ＳＧＨ課題研

究」では，社会課題を解決できる人材の育成を目的としており，本科目は，問題を見いだして解決

策を考えたり，思いや考えを基に創造したりする実践の場であり，研究の成果を示すパフォーマン

スの場でもある。それゆえ，第３学年の科目として設定する「ＳＧＨ課題研究」のためには，第１・

２学年に学んだＳＧＨ科目の手法や手順を総動員し，場合によっては，社会科学的なマネージメン

トを意識したり，定量的に評価したりする。 
また，従前よりご指摘を受けていた「出口の活動」についても重要視し，野村不動産グループ各

社と港区芝浦一丁目の大規模開発に絡み本校生徒とのコラボレーションが実現しつつある。詳細に

ついては別章に譲るが，地元小学生を対象としたワークショップなど地元に還元する取組が進行し

ている。 
「ＳＧＨ課題研究」では，目標設定に関わるテーマ設定場面における制約条件の扱いが重要とな

る。しかも，これらの解決には，実現可能であるという制約条件が加わる。すなわち，本校では，

企画だけでは「ＳＧＨ課題研究」とは認めていない。提案を検証する手段として，ものづくりや実

験を位置づけている。 
 

２ 経緯 
（１） 背景 

 本校は工業課程であることから，第３学年に配当される「課題研究」が必履修科目とされてい

る。科目「課題研究」は，本校が昭和 58 年度に文部省研究開発学校の指定を受けた際に開発し

たものであり，その後必履修科目となったことから，全国の工業高校等で実践が積まれてきた。

なお，現行の学習指導要領では必履修科目とはなっていないが，本校では必修科目として継続し

ている。 
 本校においても研究開発学校の指定以来，30 年あまりの間，実践を積んできた。本校が行って

きた「課題研究」は，ものづくりや実験・実習に基づき，その過程において直面した課題を解決

するという方法で展開されてきた。 
（２）本校における取り組みと仮説 

 「ＳＧＨ研究開発」における学習の総仕上げとして，いままで学び，蓄積してきた知識やスキ

ルを活かして社会課題を分析し，課題を設定する。そして，解決策の検証として，ものづくりや

実験・実習を行い，最適解を導出していく。 
 これらの取り組みにより，論理的に物事を捉え，直面した問題を解決できる人材，モデル化し

た手順により問題解決を図る人材，チームワークの形成などリーダーとなり得る人材を育成する

とともに，「ＳＧＨ課題研究」における成果の英語化により，自ら蓄積した知識を再構築できる

と考えている。 
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３ 内容   
（１）「ＳＧＨ課題研究」研究会の活動 

 今年度の活動について，内容ごとに報告する。 
A) 「ＳＧＨ課題研究」のテーマの可否を専門分野で認定し，研究会で承認する流れ 

 研究４年次に実施した「ＳＧＨ課題研究」では，前年度の３学期頃から準備を開始，次年度

の予算申請が２月にあることから，各専門分野において大まかなテーマ設定と人数を決定し

た。４月にはテーマ，人数を確定した。 
 ４月から「ＳＧＨ課題研究」を実施するにあたり，一部のテーマを「ＳＧＨ課題研究」とし

て認定し，その内容や指導に加わる普通教科教員について検討した。過去３年間の「ＳＧＨ課

題研究」の認定理由から，「持続可能性・再生可能・グローバルな視点での社会貢献」という

３つの基準を設け，生徒がテーマ設定時に，認定理由として活用できるよう確認した。これを

もとに５月に，各専門分野で内容等を吟味し，その後，研究会で承認した（詳細は後述）。研

究３年次以降，第１学年に「グローバル社会と技術」，第２学年に「グローバル社会と技術・

応用」などのＳＧＨプログラムをすべて学んだ学年であり，「ＳＧＨ課題研究」に取り組む生

徒の割合は目標の 30％を超え，全体で 35.7％となった。 
B) 「ＳＧＨ課題研究」における指導方法の改善 
   「ＳＧＨ課題研究」では，指導方法の改善をはかるため，これまでのテーマ設定の流れを見

直し，応用化学分野・情報システム分野・機械システム分野・電気電子分野・建築デザイン分

野の各分野において，研究実践を積み重ねた。 
応用化学分野では，テーマ設定のスタート段階における生徒の動きとして，研究３年次まで

は「不思議や疑問」としていた部分を，研究４年次以降は「興味，関心，疑問」とし，自然現

象等の普遍的な疑問ではなく，社会問題等への関心をより直接的にテーマ設定に反映させら

れる流れとした。また，目標や仮説の設定の前段階として，生徒が抱いた「興味，関心，疑問」

の中から社会的な意義や問題を具体化するステップを明確化した。 
情報システム分野では，[情報収集]をする際に，「過去の課題研究」を探索し情報を集めてい

たが，研究４年次以降は「国際的，社会的な問題」に目を向ける取り組みをした。また，[まと

め]の際に，昨年度は「ものづくりや実験等」で問題解決に貢献できる課題研究テーマ案を決

定していたが，「実験やシミュレータ等」を活用した。さらに，実現可能か判断する際に，今

年度は「政治的・法律的な課題」も考慮するようにした。 
機械システム分野では，社会問題の背景を考慮することを明確化し，研究３年次までは，「漠

然とした構想」としていた部分を，研究４年次以降は「社会問題を背景とした漠然とした構想」

と変更して，社会問題の研究を継続的に行い，仮説の変更などに柔軟に対応するというものと

した。 
電気電子分野では，テーマ設定時に社会課題を解決・軽減・低減することを基本的な前提と

して行っているが，研究４年次以降はその社会課題が個人的な問題や思い込みなどであって

はならないことをより明確化し，研究３年次には「目標を設定（問題解決の目標）」としてい

た部分を，研究４年次以降は「解決する社会課題の設定（エビデンスの確認）」として「問題

解決の目標を設定」するという変更を加え，取り扱いたい社会課題が確かに存在する「資料・

統計，調査結果」等の証拠（エビデンス)を確認することを指導するようにした。 
建築デザイン分野では，「最終成果物（研究のまとめ方）の設定」において，社会問題に対
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する取り組みであることを明確化し，研究３年次までは「解明・提唱型：現状等の分析による

原因の指摘を重視し，問題を共有し，解決するためのガイドライン等を提唱する。」「制作・検

証型：ものづくりを通した解決案の提示を重視し，実験や議論を通して有効性を検証する。」

としていた箇所を，それぞれ，「解明・提唱型：現状の社会問題に対する原因の指摘を重視し，

それを解決するためのガイドライン等を提唱する。」「調査・検証型：現状の社会問題に対する

解決策について分析し，調査や実験を通して，その有効性を検証する。」というものとした。 
改善された「ＳＧＨ課題研究」のテーマ設定の流れを表す図については，「（２）各専門分野

の活動」の応用化学分野・情報システム分野・機械システム分野・電気電子分野・建築デザイ

ン分野のそれぞれの分野における活動報告に示す。 
C) 専門分野教員と普通教科教員との協働 

 「ＳＧＨ課題研究」のうち，いくつかのテーマで専門教科教員と普通教科教員とのチームテ

ィーチング（以下，ＴＴ）が実現した。引き続きＴＴが促進されるよう，普通教科教員に「Ｓ

ＧＨ課題研究」の見学等を促す。 
D) ５分野のスケジュールの現状確認と今後の年間日程の調整 

 「ＳＧＨ課題研究」に関する実施前の指導は，第２学年で実施する。その内容や時期は，各

専門分野で実施する他の専門科目の履修とリンクするため，専門分野ごとに種々である。 
E) 成果普及への取り組みとしてのＳＧＨ課題研究の発表会 

    課題研究発表会は，応用化学分野・情報システム分野・機械システム分野・電気電子分野・

建築デザイン分野の５つの分野のうち，本校において発表会を行った３つの分野に加えて，２

つの分野について，成果普及の観点から，研究４年次以降，東京工業大学大岡山キャンパスで

発表会を行い，併せて，ウェブ申込による一般参加の聴衆受け入れを試行した。 
・応用化学分野 

日時 令和元年（研究 5 年次）9 月 26 日（木）10:00～16:00（途中昼食休憩を含む） 
会場 東京工業大学大岡山キャンパス西９号館ディジタル多目的ホール 

・機械システム分野 
日時 令和元年（研究 5 年次）9 月 26 日（木）13:30～16:00 
会場 東京工業大学大岡山キャンパス７０周年記念講堂 

    ・情報システム分野 
      日時 令和元年（研究 5 年次）10 月 3 日（木）9:40～12:30 
      会場 本校１号館２階 207 室（第一会議室） 
    ・電気電子分野 
      日時 令和元年（研究 5 年次）10 月 3 日（木）9:40～12:30 
      会場 本校１号館２階 212 教室 
    ・建築デザイン分野 
      日時 令和元年（研究 5 年次）10 月 3 日（木）9:40～12:30 
      会場 本校３号館４階 401 教室（大講義室） 
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    今年度の課題研究発表会は，大学キャンパス内

の，収容人数約 290 人，発表会専用の設備を備えた

会場にて実施した（図１）。一般聴講者の参加も募

り，山形，埼玉，愛知，奈良，鹿児島各県の教育関

係者から申込があった。東工大関係者については，

来賓以外の先生方や卒業生にも参加頂くことがで

きた。会場の確保を含め，実施時期については今後

の検討課題である。 
 

（２）各専門分野の活動 

A) 応用化学分野 

(ア)5年間の概要 

応用化学分野では，5年間の研究活動の中で，下図に示すようなテーマ設定の流れを構築して

きた。それまでのテーマ設定においては，生活の中の不思議や疑問を端緒としたものの中に，社

会問題解決の要素を見出していた部分があった。これに対し，積極的に社会問題に興味，関心を

向けることによるテーマ設定を心がけることで，生徒の活動の中に，研究成果を活用した社会生

活への貢献策の探求が，より多く認められるように変化した。 

（イ）５年間に実施したテーマの概要 

応用化学分野では，初年度はすでにテーマ設定が終了しており，その中でＳＧＨ課題研究に

見合う内容がなかったことから，ＳＧＨ課題研究としての認定を受けなかった。2年目以降に

ついては，これまでに 15テーマがＳＧＨ課題研究としての認定を受け，35名の生徒が活動し

た。研究内容を大まかに分類すると，環境浄化・改善（9 名），食糧問題解決（7 名），古代技

術理解（6名），簡易環境評価法の開発（4名），エネルギー教育（3人），公衆衛生向上（2人），

エネルギー問題解決（2名），技術伝承（2名）である。 

エネルギー問題や環境問題，食糧問題といったグローバルな課題に対し，モノや技術の創出

図１ 応用化学分野課題研究発表会の様子 

図２ 応用化学分野 テーマ設定の流れ 
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により貢献するという部分においては，従来の取り組みにヒントを得た提案を掲げることで

達成できたところである。これに加え，古代技術の理解や伝統技能の継承，教育資材の提供と

いった，文化的な面での社会的課題への貢献という部分にまで踏み込むことができたことは，

本研究開発における活動の中の大きな成果であったと考える。 

 

（ウ）今後の課題 

研究活動を通して，グローバルな課題に対する技術的なアイデアについては，様々に提案で

きたところではあるが，限られた研究期間の中では，よりよいモノ，より深い理解といった方

向に興味関心がいってしまう傾向は否めない。得られた成果に対しての社会的評価という部

分において，具体的に実践するための方策の検討については，まだまだ今後の課題とするとこ

ろである。 

 

（エ）受賞実績 
（１）第 2回関東甲信越静地区スーパーグローバルハイスクール課題研究発表会 

課題研究プレゼンテーション（英語）部門 金賞 

「開発途上国で製造可能な消毒用バイオエタノールの作製方法」 

“Method for Easily Preparing Producible Bio-ethanol for Disinfection in Developing Countries” 
（２）第 21回化学工学会学生発表会（東京大会） 優秀賞 

「益子の釉の発色再現」 

 

B) 情報システム分野 
（ア）概要 

 図３に示すように研究テーマの設定を行った。グローバル社会と技術・応用の経験を生か

し，国際的・社会的な問題をイメージすることに注力し情報収集を行った。また，まとめる段

階では実験やシミュレータ等を採用することで，研究内容の充実を図る。研究５年次は５年間

の研究開発期間に計 12 の研究テーマについて取り組んだ。研究開発がスタートした初年度で

はＳＧＨ課題研究の研究テーマは１つであったが，ＳＧＨ研究開発の３年次にはＳＧＨ課題

研究のテーマ設定フローを作成し，活動実績を積み重ねた結果，最終年では研究テーマが３つ

となった。また，グローバル社会と技術・応用でグローバルな視点で社会問題に注視できる素

養が培われたこともあり，生徒がとり挙げる社会問題も領域が広がった。外部機関の協力を得

る機会も増え，生徒たちの研究活動もより充実したものになった。研究内容については web サ

ービスを利用したものや電子デバイスを利用したもの，アプリケーションを開発したものが

多かった。 
（イ）実施したテーマ 

最終年である５年目のＳＧＨ課題研究のテーマ及び概要は以下の 3 つである。 
（１）「モーションキャプチャ・筋電センサを用いた運動フォームの改善」 

 日本では平均寿命が増加する一方で，健康寿命が占める割合はあまり変わっていないことを

研究の始点とした。日常生活における運動姿勢を改善することで，健康寿命を増加できると仮

説を立て，モーションキャプチャと筋電センサを利用して運動を数値化し，見本データと個人

の姿勢データを照らし合わせることで，運動フォームを改善できるシステムを構築した。 
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（２）「減少する労働力を補填するための自動運搬車の研究」 
 将来的に日本は，少子高齢化問題によって今後労働力となる人材が徐々に減少していくと

考えられる。そこで労働力を補填するため，低コストで導入しやすく，汎用性がある自動運搬

車の研究を行った。画像認識によって人間を感知し，QR コードによって機体の現在地と方向

を取得，さらに消失点を用いて機体の姿勢制御も行えるようにした。 
（３）「非言語表現を用いた外国人観光者向け AR マップアプリケーションの提案」 

 東京オリンピックが開催されるにあたって外国人観光客に向けた多言語対応が課題となっ

ている。そこで記号やピクトグラムなどの非言語表現を用い，普段の生活や災害時などに必要

な情報をわかりやすく伝えられる地図アプリケーションの提案として研究を行った。タイ・フ

ィリピンからの留学生にアンケートを実施する機会があり，非言語表現により地理情報を伝

えられる評価ができた。 
（ウ）受賞実績 

ＳＧＨ課題研究の出口の活動として，複数の発表会に参加した。５年間での受賞実績は以下の

通りである。 
・2017 年 7 月 24 日 江戸川大学情報教育研究所主催 第５回サイエンスセミナー2017 優秀賞

「言語学習を目的としたビジュアルプログラミングソフトウェアの開発」 
・2018 年 7 月 27 日 江戸川大学情報教育研究所主催 第６回サイエンスセミナー2018 優秀賞

「視覚補助を目的としたベルト型支援デバイスの製作とノーマライゼーション社会の実現へ

の提案」 
・2018 年 12 月 23 日 立教大学国際化推進機構主催 第３回 関東・甲信越静地区スーパー

グローバルハイスクール課題研究発表会 プレゼンテーション日本語部門金賞「視覚補助を目

図３ 改善された情報システム分野テーマ設定の流れ 
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的としたベルト型支援デバイスの製作とノーマライゼーション社会の実現への提案」 
・2019 年 7 月 27 日 江戸川大学情報教育研究所主催 第７回サイエンスセミナー2019 優秀賞

「非言語表現を用いた外国人観光者向け AR マップアプリケーションの提案」 
・2019 年 12 月 15 日 立教大学主催 第 4 回 関東・甲信越静地区 高校生探究学習発表会 プ

レゼンテーション日本語部門 銀賞 「減少する労働力を補填するための自動運搬車の研究」 
・2020 年２月１日 国立大学法人東京学芸大学主催 ＳＧＨ・ＷＷＬポスター部門 優秀賞 

「減少する労働力を補填するための自動運搬車の研究」 
 

C) 機械システム分野 
（ア）概要 

 「課題研究」の研究テーマの希望調査を行うガイダンスでは，例年のように，エネルギー・

環境や社会貢献・社会福祉といったキーワードに関連する問題を背景として，既に世の中に存

在し活用されている機械装置・システム等も対象として，省エネルギー化，低コスト化，多様

な世代・環境等での利用を可能とすることによる社会貢献，社会福祉，ユニバーサルデザイン

等を目指すことを目的としたテーマとなるように説明を行った。テーマ設定にあたっては，図

４に示す内容に留意した。 
（イ）５年間のテーマから 
   これまでの５年間で機械システム分野のＳＧＨ課題研究は，11 テーマの研究を実施してき

た。内容は介護・高齢社会 1 件，医療 1 件，再生可能エネルギー２件，ユニバーサルデザイン

２件，リサイクル２件，ロボットと感情２件，災害対策１件と多岐にわたっている。社会問題

に真摯に向き合いながら，本校で学んだ機械システム分野に関する専門性を課題解決に活かす

形で研究テーマを設定し，製作・評価の研究を行ってきた。いずれの研究においても，製品の

製作を行っていることに，本校のものづくりの伝統を踏まえた独自性を発揮している。 

図 4 改善された機械システム分野テーマ設定の流れ 
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人の感情を研究することや，実際に役立てるために新聞社の協力を得るなどの幅広い活動と

組み合わせることで，教員集団の想像を超えるような新たな発想や活動につながり，これまで

にない研究成果を上げることができた。 
（ウ）特徴 

 ＳＧＨ課題研究は，「社会問題を自分たちの力で解決を目指す」

「多くの人々とつながる」ことを目指しテーマの設定を行い，製作

のみで終わりにせず，外部のイベントで発表し専門家からのアドバ

イスを得ることで，さらに研究を進めることにつながるなど，これ

までにない広がりを見せていた。 

また，製作物を子どもたちに遊んでもらうことにより，普及する

ための手立てを考える研究など，本校のものづくりの伝統を発展的

に進める活動となっていった(図５)。 
  

（エ）まとめ 
機械システム分野において，ＳＧＨ課題研究を実施することで，これまで製作と評価を基本

としていた課題研究のテーマに，「社会問題へのアプローチ」や「コンテスト等を通じ多くの

人々に伝える」という新たな意識を涵養することができた。また，その成果はＳＧＨ課題研究

テーマによる多くの受賞実績により，外部から高い評価を得ることにつながっていることがわ

かる。 
 
（オ）受賞実績 
・「動力源無搭載パワーアシストシステム」2015 年 11 月 29 日 ディスカバリーチャンネル×

アニマルプラネット 自由研究大賞 2015 
・「メカナムホイールを用いた体重移動による全方向移動車の製作」2017 年 2 月 19 日 東京

学芸大学主催 ＳＳＨ/ＳＧＨ課題研究成果発表会 ＳＧＨポスター優秀賞 
・「ロボットの動きは人の心を揺さぶるのか～ロボットに対して抱く感情の研究～」2019 年 1
月 27 日 東京学芸大学主催 ＳＳＨ/ＳＧＨ課題研究成果発表会 ＳＧＨポスター優秀賞 

・「発電機の位置情報共有システムの開発と運搬用リヤカーの製作」2019 年 12 月 7 日 東京

新聞夕刊 1 面に掲載，2019 年 12 月 24 日北海道新聞夕刊 9 面に掲載（図 6） 
・「ダブルワンウェイクラッチ機構を用いた揺動発電機の製作と評価」2019 年 9 月 28 日 千

葉大学主催 第 13 回高校生理科研究発表会 (2019 年) 優秀賞 
・「揺動・振動による汎用発電機構」2019 年 12 月 24 日 読売新聞主催 第 63 回日本学生科

学賞 入選 2 等 
・「武道の自動判定装置の開発」 2019 年 12 月 24 日 読売新聞主催 第 63 回日本学生科学賞 

入選 3 等 
・「揺動・振動による汎用発電機構」2020 年 2 月 1 日 国立大学法人東京学芸大学主催 ＳＧ

Ｈ・ＷＷＬポスター部門 優秀賞 
 

図５ 遊べる発電機 



81 
 

 
D) 電気電子分野 
（ア）概要 

 本分野では社会課題解決を目指し，電気・電子技術を活かした提案・製作を行い，最適解を

得るために聞き取り調査や使用者の合意形成など社会科学的な検証を目標とした。研究テーマ

の設定は，第２学年の「グローバル社会と技術・応用」において，第３学年の「ＳＧＨ課題研

究」をテーマとした調べ学習や発表を行っているため，第２学年の 12月に行っている。なお，

テーマ設定時には，扱う社会課題のエビデンスを示すことを義務づけている。生徒たちが自ら

グループを組み，課題研究の立案を行い，本分野の教員と総合判断をして課題研究と認定する

（図７）。 

○ 課題研究グループの編成(1テーマ 5～6人程度) 

図７ 改善された電気電子分野テーマ設定の流れ 

 

図 6 2019 年 12 月 24 日北海道新聞夕刊 9 面に掲載 
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本分野の特質より，ソフトウェアのみを提案するテーマ設定は認めていない。検証のため

のプロトタイプなどを製作する。 

なお，グループ活動であることから，分業と連携及び協調性を養う体制をつくる。 

○ 研究の意義の考える 

社会課題を扱う際，その課題は主観的ではなく，確かに存在することを示し(エビデン

ス)，課題の共通理解が得られることを重視した。使用者側としての意見を多数思考し「使

いやすさ」，「導入し易さ」等さまざまな良さを実現できるように指導した。また，多くの意

見を頂くために外部の発表会等に積極的に参加するよう呼びかけた。 

ＳＧＨ課題研究としてのテーマの認定は，生徒の希望を優先させて決定した。 

        今年度実施したＳＧＨ課題研究のテーマは以下の 2つである。 

①保育士の負担軽減システムの研究(6名) 

②緊急地震速報型ガラス飛散防止システムの研究(6名) 

（イ）今年度の実施テーマ 

○保育士の負担軽減システムの研究 ～うつ伏せ寝監視デバイスの製作～ 

 保育士の就職率の低減と離職率が高まる原因に，残業

の多さや責任荷の重さが原因の 1 つになっている。保育

士は乳児の午睡中，5分ごとにうつ伏せ寝の確認作業があ

る。この作業を軽減することで，保育士が昼間に事務作業

ができるようになり，残業を減らせるのではないかと考

えた。乳児に最小限のセンサ機器を取付け，姿勢確認を 2

分ごとに無線通信で保育士に知らせる装置を提案・製作した。文化祭，高校生探究学習発表

会において多くの賛同と改良点の意見を頂き，装置の有用性を証明した。 

○緊急地震速報型ガラス飛散防止システムの研究 ～カーテン制御装置の製作～ 

地震発生時に建物のガラスが飛散し，これによる二次被

害を低減し，多くの命を救いたいと考えた。これらのことは

特に小学校での二次被害が多いとの調査報告があり小学校

をターゲットとした。本研究は，緊急地震速報をインターネ

ットから受信するとカーテンを自動で閉める装置を製作し

た。また，普段使いとしてリモコンによるカーテンの開閉な

ど利用者の利便性と緊急時の動作をバランスよく搭載し

た。高校生探究学習発表会において受賞し，多くご意見を頂くことで改良を続け，日本学生

科学賞では入選 1等賞を頂けることができた。 

（ウ）５年間の実施テーマ 

 平成 27(2015年度)からの 5年間に 36テーマがあり，そのうちＳＧＨ課題研究は 14テー

マで，78名の生徒が学んだ。これはテーマ数・生徒数が約 39%であり，目標を上回った。 

 年度別のテーマ名は下記の通りである。 

○2015(平成 27)年度２テーマ 13名 

①心拍数・体温測定人形の作製～Healthcare Doll～ 

②リニアモーターカーの製作 

○2016(平成 28)年度 2テーマ 13名 

 

写真１ 

 保育士の負担軽減システム 

 

 写真２ 緊急地震速報型

ガラス飛散防止システム 
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①事故回避のための発光傘 ②起立補助いすの製作 

○2017(平成 29)年度 4テーマ 20名 

①室温管理システムの製作～熱中症のリスクマネジメント～ 

②電子白杖の製作～視覚障害者の為の落下防止システム～ 

③飲料容器自動分別器の製作～世界を救う日本のゴミ箱～ 

④目覚まし電波時計の製作～快適な目覚めを促進するシステムの提案～ 

○2018(平成 30)年度 4テーマ 20名 

①階段安全サポーター～階段転倒事故減少システムの製作～ 

②電話特殊詐欺から高齢者を守るシステム 

③家事を楽しく協働するための道具の研究～お掃除ラジコンカーの製作～ 

④食品ロス削減のための賞味期限管理システム 

○2019(令和元)年度 2テーマ 12名 

①保育士の負担軽減システムの研究～うつ伏せ寝監視デバイスの製作～ 

②緊急地震速報連動型ガラス飛散防止システムの研究～カーテン制御装置の製作～ 

（エ）今後の課題 

テーマ設定時に「社会課題」を考えさせる際，個人的な思い込みではなく，資料統計に裏

付けされたエビデンスを示すように指導し，解決すべき問題であることを認識・共有できる

ようになったと感じている。一方で，解決方法としての最適解を考案できるようになるには，

電気・電子技術など専門的な知見だけではなく，様々な経験不足によるものだと考えられる。

実体験や家族の話，または必要があれば施設への訪問などにより，最適な解決方法を提案で

きるように広く経験させる必要がある。 

外部評価としてコンテスト等に出場した際には，まず社会課題の共有を図り，その上で解

決策の提案と製作物の有用性を示すことで多くの聴衆に理解を得た結果が受賞につながっ

たものと思われる。社会課題の自己認識のみならず発表時の組み立てを考えさせることで，

共通理解が得られたことを体験できる良い機会となった。 

（オ）受賞実績 

(1)室温管理システムの製作 ～熱中症のリスクマネジメント～ 

 第２回関東・甲信越静地区ＳＧＨ課題研究発表会 

プレゼンテーション日本語部門：銀賞 

(2)電子白杖の製作 ～視覚障害者の為の落下防止システム～ 

  第２回関東・甲信越静地区ＳＧＨ課題研究発表会 ポスター日本語部門：金賞 

(3)飲料容器自動分別器の製作 ～世界を救う日本のゴミ箱～ 

  第２回関東・甲信越静地区ＳＧＨ課題研究発表会 ポスター日本語部門：銀賞 

(4)階段安全サポーター ～階段転倒事故減少システムの製作～ 

  第３回関東・甲信越静地区ＳＧＨ課題研究発表会 ポスター日本語部門：銀賞 

(5)緊急地震速報連動型ガラス飛散防止システムの研究 ～カーテン制御装置の製作～ 

 第４回 関東・甲信越静地区 高校生探究学習発表会 ポスター日本語部門：優秀賞 

  第６３回日本学生科学賞：入選 1 等賞 
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E) 建築デザイン分野 
（ア）５年間の実施概要 

建築デザイン分野では，エネルギー問題をはじめとした現代の社会的な課題に対して，

その原因の解明や解決法の提案を建築的な視点から探求することで，生徒が社会問題に関

する理解を高め，その解決に有効な建築的思考を獲得することを目指した（図 8）。 

初年度の 2015 年度は，「自然素材・自然エネルギーの活用」，「再生可能な材料の開発」，

「既存の建築ストックの活用」，「地方創生」，「早期離職の対策」，「健康・スポーツ促進」，

「都市の国際化」などを多様なテーマをあげ指導を進めたが，次年度の生徒が取り組みた

いテーマを考える際，それがＳＧＨ課題研究に該当するか否かで迷う場面も多々見られた。 

そこで，2016年度〜2017年度の 2年間は，「再生利用可能な材料の有効活用」および「地

域性の保全の円滑化」の 2テーマを軸とし，「解明・提唱型」もしくは「制作・検証型」と

して研究を取りまとめた。その後，2018 年度より上記の 2 テーマに「家具および住宅建築

の持続可能性」を加えた計 3 テーマを軸として指導を展開するとともに，研究のまとめ方

を「解明・提唱型」もしくは「調査・検証型」と修正することで指導方法を改善した。 

また，分野外の教諭にも副担当として積極的に指導協力してもらうことで，分野・教科

横断的な研究体制の充実を図った。研究成果は，課題研究発表会だけではなく，国際交流の

場や文化祭等においても紹介・発表することで，生徒の様々な研究交流を深めることがで

きた。 

 

（ア） 過去５年間の取組み状況 

表１に５年間の成果およびＳＧＨ課題研究の取組み状況を示す。毎年度において，全課

題研究の成果数に対し概ね 1/3〜1/2程度のテーマをＳＧＨ課題研究として認定し，指導を

行うことができた。また，2016 年度を除き，他分野・他教科の教員にも副指導教員として

指導を依頼することで，研究内容の多様性が生まれたことも大きな成果として挙げられる。 

図８ 建築デザイン分野のテーマ設定手順（2018年〜2019 度版） 
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表１ 5 年間の成果およびＳＧＨ課題研究の取組み状況 

年度 ＳＧＨ課題研究/全成果 対象生徒数/全生徒数 副指導教員 

2015年度 10/33 11/36 3 

2016年度  7/24  7/26 0 

2017年度 13/25 13/29 2 

2018年度  8/25 10/28 4 

2019年度 11/26 11/29 2 

 

 

（イ） 今後の展望 

５年間に渡り，試行錯誤しながら 2 年次科目（グローバル社会と技術・応用において

実施した「課題研究への道」）との連携強化を図ることで，テーマ設定までの過程を効率

的および円滑に行うための手法を確立できたことが大きな成果として挙げられる。 

今後の課題研究においても，生徒自らが社会における問題提起を積極的に行い，分析・

調査を行うことで導き出した具体性を伴うエビデンスを基に社会課題解決のための提案

や提言を行う研究プロセスの構築を試みることで，社会と接続した生徒の能力の向上に努

めたい。 

 

 

（ウ） 賞・記録 

 以下に過去 5年間の賞・記録を記す。 

・2015年度 

（1）第 29回 日本工業大学建築設計競技（2015年 9月） 

「土でつながる家」，２等 

「世界の厨房」，奨励賞 

（2）秋田県立大学全国高校生建築提案コンテスト 2015（2015年 11月） 

「空間を有効活用した『積む』避難所の提案」，佳作  

 

・2016年度 

（1）東京学芸大学主催 SSH/ＳＧＨ課題研究成果発表（2017年 2月） 

「『洋館』の現代における価値を考える」，ポスター優秀賞 

 

・2017年度 

（1）第 6回 E&G DESIGN 学生デザイン大賞（2017年 6月） 

「運河に立つ大樹」，佳作  

（2）第 7回 子どものまち・いえワークショップ提案コンペ（2017年 6月） 

「SHIBAURA CAMP! 自由にえがく・自由をつくる」，最優秀賞 

（3）SFC未来構想キャンプ 2017（2017年 8月） 
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「蒸し無視都市を快適に歩くために～緑を『知って』持続可能な未来へ～」， 
優秀賞  

(4) 東京学芸大学主催ＳＳＨ/ＳＧＨ課題研究成果発表（2018年 3月） 

「山手線駅舎の形態とバリアフリー経路の関係性」，ポスター優秀賞 

 

 

４ 研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向・成果の普及 

第１学年の「グローバル社会と技術」で目標分析とテーマ設定について学び，第２学年の「グロー

バル社会と技術・応用」の「課題研究への道」で多くの代替案から最適解を導出していく過程につい

て，制約条件などの合理的判断を踏まえながら，エビデンスを示していくことを学んだ。これらの最

終段階として，第３学年の「ＳＧＨ課題研究」が設置されているが，本科目では，社会課題を分析し，

自分たちが実現可能な案を提案することから始まり，解決のための自説を聴衆にいかにわかってもら

うか，そのために必要なエビデンスは何か，また，最適解を検証するためには，どのような出口の活

動が求められるのか，これらすべてを包含した内容となっており，経験豊富な教員を持ってしても，

指導が難しい内容となっている。 

しかし，年を追うごとに確実に成果をあらわし，立教大学主催の課題研究発表会などに積極的に参

加し，外部評価を得ることに努めた。他校では同一のテーマを何度も焼き直ししていたが，本校では

多様なテーマを発表会ごとに示すように心がけた。その結果は数多くの金賞や優秀賞をいただくこと

で，内外に示したといえる。 

 これらの成果を踏まえ，今後も工業科目「課題研究」として，今までの研究成果を踏まえ，実践を

継続していく所存である。 
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Ⅳ 海外調査研修の報告 

 
１ ＳＧＨマレーシア海外調査研修について（令和元年度事例）  
 
（１）概要  
 

 7 月 30 日（火）から 8 月 3 日（土）の 5 日間，生徒 6 名と引率教員 2 名でマレ

ーシアにおいて調査研修，現地校との国際交流を行った。本校 SGH プログラムの

柱として，エネルギー・環境問題をテーマとした国際交流を目指している。日本は

資源に乏しく，消費国としてのみそのような問題を理解しているに過ぎない。それ

に対しマレーシアは，資源産出国としての立場を持っている。日本とは異なるエネ

ルギー事情の国の人々の考えに触れ，よりグローバルな視野でエネルギー・環境問

題について取り組む人材を育成することが本研修の目的である。  
 

 
（２）研修内容  

 
７月３０日（火）成田空港よりクチン市へ移動  
 
７月３１日（水）AM：St. Thomas' Secondary School 訪問  

・現地生徒によるウェルカムセレモニー・キャンパスツアー  
・授業に参加し，現地生徒への研究発表・意見交換  
・ティータイムでの交流会  
PM：市内研修（サラワク博物館，モスク）  
 

８月１日（木）AM：Kuching Science Secondary School 訪問  
・現地生徒によるウェルカムセレモニー  
・本校生徒および現地生徒の研究発表・意見交換  
・化学の授業（PH の測定に関する実験）に参加  
・ランチタイムでの交流会  
PM：太陽誘電 SARAWAK 訪問  
 

８月２日（金）University Malaysia Sarawak （UNIMAS：マレーシア大学）訪問  
・大学スタッフによるキャンパスツアー  
・太陽光発電に関するレクチャー  
・工学部教授への研究発表  
クチン市内より成田空港へ移動  
 

８月３日（土）成田空港到着，解散  
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 生徒は渡航前の事前研修において，国連の提唱する SDGs（SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS）の取組みなどを参考に，エネルギーや環境問題につい

て調べ，自分の提案をまとめたプレゼンテーションを作成した。  
生徒達は、最初は楽しみよりも緊張の方が勝っているような雰囲気だったが，訪

問先での交流や研究発表を経験していくにつれ，少しずつ自分の考え方や発言に自

信を持ち始めてきた。また訪問先において，現地高校生達の積極的に交流しようと

する姿勢にも大いに感化されたようであった。  
   

 

図 1 マレーシア研修の様子 
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２ ＳＧＨフィリピン共和国海外調査研修について 

 
（１） 概要 

訪問先：フィリピン共和国 De La Salle University Integrated School ほか 
日 時：令和元年 7 月 28 日(日)～8 月 2 日(金) 

 
De La Salle University Integrated School 第１日目 7 月 28 日(日) 

私たちは，SGH 海外調査研修として，フィリピン共和国を訪問し，本校と国際交流協定を結ん

でいる De La Salle University Integrated School での国際交流事業に臨んだ。本校生徒はホテ

ルに宿泊せず，バディ宅に宿泊した。初日は日曜日であるにもかかわらず，バディの家族が出

迎えてくれた。Welcome Party（図１）後，本校生徒は不安そうな面持ちで，去って行った。 
 

   
 の人物はバディの姉だが 2015 年に本校に派遣された（証拠写真を見せられた）  
図１ Welcome Party にて  右は教員同士の歓迎会 Mon 先生が校長に昇進 

 
１． 滞在中の主な旅程  第２日 7 月 29 日（月） 

Integrated School での研修を行なった。フィリピンの朝は早く，学校は７時からスタートす

る。授業は４時過ぎまで続く。休み時間はなく，トイレへ行くのは授業中でも自由。 

        

図２ Introduction at Morning Assembly 
７時過ぎから Morning Assembly（図２）があり，歓迎のダンスが披露された。その後，私たち

の紹介となり，生徒はそれぞれのバディが紹介した。続いて，弓道パフォーマンス。矢を射る

わけに行かないので，練習用の弓を引くと，別の生徒が矢を持って移動し，男子生徒の持つ的

に当たるという寸劇。弓道の勇姿と共に，大受けだった。また，私たち全員によるタガログ語

の歌「Honey My Love」を熱唱した。大変な盛り上がりとなり，校長の Mon 先生が何度も感謝

して下さった。 
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 図３ 本校生徒によるプレゼンテーション（別々のクラスで実施） 波力発電試作品 

 
今回の派遣の主な目的であるエネルギー・環境問題に対するプレゼンテーションを行い（図３），

フィリピン生徒と議論した。各自が別々の教室に割り当てられ（一部は同じ教室）自分の発表

の他に，本校の紹介も行った。授業終了後に多くの生徒が詰めかけ，質問攻めだったという。 

     
    図４ キャンパス内に企業の研究室を誘致   キャンパス内のドミトリー４人部屋 

 
現在，高校のとなりには学部のキャンパスおよび誘致した企業の研究室が設置されている。

そのうち４カ所を訪問した。この点は従来と大きく異なっている。また，キャンパス内にドミ

トリー(dormitory，寮)が建設され，すでに供用が始まっている。４人部屋で，シャワー付き，

１泊 1,000 円程度で宿泊できる。この施設を使えば，ホームスティ以外でも飛行機代と＋10,000
円程度で，全額自己負担の派遣が可能となった（現在の派遣も生徒負担金は 10 万円程度）。 
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第３日 7 月 30 日(火) 
マニラへ デ・ラ・サール大学訪問 東工大オフィス訪問 

   

図５ 東工大マニラオフィス訪問   デ･ラ･サール大学研究室訪問   副学長，シニアハイスクール副校長と 

 
本校チャーターのバスで実施。マニラを訪問し，デ・ラ・サール大学，東工大マニラオフィス，

国際交流事業を始めたおりに，ご尽力いただいたロニー先生にお会いすることができた。研究

室訪問では，工学部長の全体説明，ソーラーカーを実験する研究室，冷媒の研究，ロボットの

研究室を訪問し，説明を聞いた。大学で昼食後，日程を切り上げて，予定通り帰校した。 
 
第３日 7 月 31 日(水) 
ラグーナ州の校外研修 
引率の先生３名の他に，学校の Security guard 1 名が同行した。本校チャーターのバスで実施。 

今回は，風力発電施設の見学がメインとなった。（図６） 

   
       図６ RIZAL Wind Power Plant  生徒たちはいつも元気だった 

     

昼はジョリビー(Jollibee)  袋などには環境に配慮する言葉が。     美術館にて 

 
袋やナプキンには”At Jollibee, we care for the environment as much as we care for you”と書

かれている。CSR 活動(企業の社会的責任という考え方)は，フィリピンでも根付いている。 
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第４日 8 月 1 日(木) 
各自バディの家庭にて自主研修。教員２名は，明日の帰国に備え，空港周辺の混雑状況の調査。 
 
第５日 8 月 2 日(金) 
Farewell Party（図７）  

     

    

図７ Sir Mon校長先生，MG 先生から Certificate(修了証)を頂きました 

 
ＳＧＨ海外調査研修を終えて 

(遠藤)フィリピンは２年前に比べ，格段に治安が良くなっている。スーパーマーケットなどでの買い

物も安心して行えた。今年は，日程の始めに，エネルギー・環境問題の討議を行い，その後キャン

パス内に新設された企業の研究施設やドミトリーを見学した。今年度本校生徒の提案は，バナナの

皮の再利用，食育関連２件，発電関連２件，ゴミの分別であった。食育などは食べ物に関心を持ち，

大切に考えることで，回り回って環境問題の解決を図るものであり，わかり合えるテーマから賛同

を得ようとしている。また，波力発電の提案には，機械システム分野の協力で，プロトタイプを制

作し，多くの賞賛を得た。やはり，社会課題の解決には，社会科学的な提案だけでは賛同は得られ

にくく，自然科学的な解決法を"もの”として，現実に見せることが強い説得力を生むことを本研修は

証明している。有意義な研修であり，ＳＧＨの目的を達成しているといえる。 
 
(鈴木)2011 年 8 月の派遣からスタートしたデ・ラ・サール大学附属高校との国際交流は，来年度で

１０年を迎えようとしている。一週間程度の派遣期間にもかかわらず生徒たちは別れ際に涙を流す。

このような貴重な体験を提供できるのもデ・ラ・サール大学附属高校と本校が築いてきた良好な関

係があってこそと，あらためて感じた。このような両校の友好関係の上であれば，活動のさらなる

充実を図ることも可能かと思われる。 
 



③  関係書類 
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Ⅰ 教育課程表 

 

研究２年次・３年次 入学生教育課程履修科目 

教科 科        目 必修 選択 
１年 ２年 ３年 小計 類型 自由 

国語 
国 語 総 合  ４   ４  

0,2,4 国 語 表 現       
現 代 文 Ｂ   ２ １ ３  
古 典 Ａ     ２ 

地理 
歴史 

世 界 史 Ａ  ２   ２  

0,2,4 
日 本 史 Ａ    ２ ２  
世 界 史 Ｂ       
日 本 史 Ｂ      ２ 
地 理 Ａ      

公民 
現 代 社 会   ２ １ ３  

0,2,4 倫 理      
政 治 ・ 経 済      

数学 

数 学 Ⅰ ３   ３  

0,2,4 
数 学 Ａ ２   ２  
数 学 Ⅱ  ３  ３  
数 学 Ｂ  ２  ２  
数 学 Ⅲ     ３ 

理科 

物 理 基 礎  ２   ２  

0,2,4 

物 理  １  １ ３ 
化 学 基 礎  ２   ２  
化 学  １  １ ３ 
生 物 基 礎       
地 学 基 礎       
科学と人間生活   ２  ２  

保健 
体育 

体 育 ３ ２ ２ ７   
保 健  １ １ ２  

芸術 
音 楽 Ⅰ 

２   ２   美 術 Ⅰ 
書 道 Ⅰ 

外
国
語 

コミュニケーション英語Ⅰ ２   ２  

0,2,4 
コミュニケーション英語Ⅱ  ４  ４  
コミュニケーション英語Ⅲ   ４ ４  

英 語 表 現 Ⅰ ２   ２  
英 語 表 現 Ⅱ     ２ 

家庭 家 庭 基 礎    ２ ２   
 小計 ２４ ２０ １３ ５７ 3,6 0,2,4 

工
業 

科学技術基礎実験* ４   ４ 

  

グローバル社会と技術# １   １ 
情 報 技 術 基 礎  ２   ２ 
科 学 技 術 研 究*  ４  ４ 
先端科学技術入門*  １  １ 

グローバル社会と技術・応用#  ２  ２ 
ＳＴＥＭ課題研究*   ４ ４ ＳＧＨ課題研究 # 
各 分 野 科 目 ※   ５ ４ ９ 3,0 0,2,4 

小計 ７ １２ ８ ２７ 3,0 0,2,4 
ホームルーム活動 １ １ １ ３   

合計 ３２ ３３ ２２ ８７ ６ 0,2,4 
卒業時単位数 ９３,９５,９７ 

表中の「#」は，ＳＧＨにおいて設置する新学校設定科目を示し，「*」は，他の学校設定科目を示している。 
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研究４・５年次 入学生教育課程履修科目 

教科 科        目 必修 選択 
１年 ２年 ３年 小計 類型 自由 

国語 
国 語 総 合  ４   ４  

0,2,4 国 語 表 現       
現 代 文 Ｂ   ２ １ ３  
古 典 Ａ     ２ 

地理 
歴史 

世 界 史 Ａ  ２   ２  

0,2,4 
日 本 史 Ａ    ２ ２  
世 界 史 Ｂ       
日 本 史 Ｂ      ２ 
地 理 Ａ      

公民 
現 代 社 会   ２ １ ３  

0,2,4 倫 理      
政 治 ・ 経 済       

数学 

数 学 Ⅰ ３   ３  

0,2,4 
数 学 Ａ ２   ２  
数 学 Ⅱ  ３  ３  
数 学 Ｂ  ２  ２  
数 学 Ⅲ     ３ 

理科 

物 理 基 礎  ２   ２  

0,2,4 

物 理  １  １ ３ 
化 学 基 礎  ２   ２  
化 学  １  １ ３ 
生 物 基 礎       
地 学 基 礎       
科学と人間生活   ２  ２  

保健 
体育 

体 育 ３ ２ ２ ７   
保 健  １ １ ２  

芸術 
音 楽 Ⅰ 

２   ２   美 術 Ⅰ 
書 道 Ⅰ 

外
国
語 

コミュニケーション英語Ⅰ ２   ２  

0,2,4 
コミュニケーション英語Ⅱ  ４  ４  
コミュニケーション英語Ⅲ   ４ ４  

英 語 表 現 Ⅰ  ２   ２  
英 語 表 現 Ⅱ      ２ 

家庭 家 庭 基 礎    ２ ２   
 小計 ２４ ２０ １３ ５７ 3,6 0,2,4 

工
業 

科学技術基礎実験* ４   ４ 

  

グローバル社会と技術# １   １ 
情 報 技 術 基 礎 ２   ２ 
科 学 技 術 研 究*  ４  ４ 
先端科学技術入門*  １  １ 

グローバル社会と技術・応用#  ２  ２ 
課題研究   ４ ４ 

ＳＴＥＭ課題研究* 
各 分 野 科 目 ※  ５ ４ ９ 3,0 0,2,4 

小計 ７ １２ ８ ２７ 3,0 0,2,4 
ホームルーム活動 １ １ １ ３   

合計 ３２ ３３ ２２ ８７ ６ 0,2,4 
卒業時単位数 ９３,９５,９７ 

表中の「#」は，ＳＧＨにおいて設置する新学校設定科目を示し，「*」は，他の学校設定科目を示している。 
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材料科学・環境科学・バイオ技術分野の科目 

科  目 必 修 選 択 
１年 ２年 ３年 小計 類型 自由 

工 業 物 理 化 学  １ ２ ３  

0,2,4 
有 機 工 業 化 学  ２ ２ ４  
地 球 環 境 化 学  ２  ２  
工 業 技 術 英 語     １ 
生 物 工 学     ２ 

合  計  ５ ４ ９ 0,3 0,2,4  
情報・コンピュータサイエンス分野の科目 

科  目 必 修 選 択 
１年 ２年 ３年 小計 類型 自由 

電 気 基 礎  １  １  

0,2,4 
電 子 回 路  ２  ２  
ハードウェア技術    １ １  
ソフトウェア技術    ２ ２  
プログラミング技術   ２ １ ３  
コンピュータシステム技術      ３ 

合  計  ５ ４ ９ 0,3 0,2,4  
システムデザイン・ロボット分野の科目 

科  目 必 修 選 択 
１年 ２年 ３年 小計 類型 自由 

実 習  ３  ３ ２ 

0,2,4 
製 図  ２  ２  
機 械 設 計   ２ ２  
機 械 工 作   ２ ２  
自 動 車 工 学      １ 

合  計  ５ ４ ９ 0,3 0,2,4  
エレクトロニクス・エネルギー・通信分野の科目 

科  目 必 修 選 択 
１年 ２年 ３年 小計 類型 自由 

電 気 基 礎  ４ ２ ６  

0,2,4 

電 子 技 術  １  １  
実 習   ２ ２  
電 子 計 測 制 御     ２ 
電 気 機 器     １ 
電 力 技 術      
通 信 技 術      

合  計  ５ ４ ９ 0,3 0,2,4  
立体造形・ディジタルデザイン分野の科目 

科  目 必 修 選 択 
１年 ２年 ３年 小計 類型 自由 

製 図  ２ ２ ４  

0,2,4 
建 築 構 造  １ １ ２  
建 築 構 造 設 計  １  １  
建 築 計 画  １ １ ２  
建 築 施 工     ２ 
建 築 法 規     １ 

合  計  ５ ４ ９ 0,3 0,2,4  
類型選択（６単位）の４コース 

教科 
コース 専門 数学 理 科 国語 地理

歴史 英語 
物理 化学 

専門系 ａ ３ ３      
理科系 ｂ  ３ ３     
理科系 ｃ  ３  ３    
文科系 ｄ     ２ ２ ２ 
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Ⅱ 成果報告会の記録  
 本校は，研究第５年次を迎えたことから，１１月２２日（金）にＳＧＨ研究開発成果報告

会を開催した。報告会では，東京工業大学学長 益  一哉先生をはじめご来賓の先生方，ご来

場の皆様方のご協力により，滞りなく会を終えることができた。  
 

開  催  要  項  
 
１ 日  時：令和元年 11 月 22 日（金） 9：30～15：30 
２ 場  所：東京工業大学附属科学技術高等学校  
       〒108-0023 東京都港区芝浦３－３－６  
３ 研究開発名：  
   「科学技術系素養を持つグローバルテクニカルリーダーの育成」  
４ 公開授業：  

(1)第１学年「グローバル社会と技術」  
＊  技術者倫理（地歴・公民科教諭担当）  
＊  情報モラル（情報システム分野教諭担当）  
(2)第２学年「グローバル社会と技術・応用」  
＊  課題研究への道（応用化学分野の取組）  
＊  課題研究への道（機械システム分野の取組）  

５ 展  示：  
＊ＳＧＨ課題研究の生徒ポスター発表  
＊海外調査研修  フィリピン・マレーシア  生徒ポスター発表  

６ 日  程：  
（１）受   付    9：00 ～   9：30 
（２）全  体  会    9：30 ～  10：25（開会行事・研究内容説明）  

休憩・移動   10：25 ～  10：40 
（３）公開授業(1) 10：40 ～  11：30（２カ所で同じ時間帯に実施）  

第１学年「グローバル社会と技術」  
  技術者倫理  

（地歴・公民科教諭担当）  １年Ｅ組 １号館２階 212 教室  
  情報モラル  

（情報システム分野教諭担当）  １年Ａ組 １号館４階 402 室  
  昼休み[展示を含む ]  11：30 ～  13：15 
（４）展     示          12：00 ～  13：15（ご自由にご覧いただけます）  

ＳＧＨ課題研究の生徒ポスター発表  １号館２階 201 教室  
海外調査研修生徒ポスター発表  １号館１階ロビー  

（５）公開授業(2) 13：15 ～  14：05（２カ所で同じ時間帯に実施）  
第２学年「グローバル社会と技術・応用」  
「課題研究への道」（応用化学分野）  ２年Ａ組  
「課題研究への道」（機械システム分野）  ２年Ｃ組  

東京工業大学学長 

益 一哉先生の挨拶 
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休憩・移動       14：05 ～  14：20 
（６）全  体  会   14：20 ～  15：30 ３号館４階 401 室(大講義室) 
 
安彦  広斉様からの講評  
 公開授業では生徒たちは楽しそうに取り組んでいたのが印

象的であった。今後，対話的な学び， ICT の活用，国際理解

教育さらに推進させることで，教育活動がさらに充実したも

のになる。また，2022 年から実施される新学習指導要領の「総

合的な探究の時間」では，自ら探究するテーマ選びが重要

になってくる。自分自身と向き合い，テーマを決めること

で，一生学び続ける存在になるための「学びの基礎」を身

に着けることができるであろう。引き続き，取り組んでほ

しい。  
 
佐藤  義雄先生からの講評  
 「グローバル社会と技術（技術者倫理）」の公開授業は優れ

た実践であった。「何が（活動にあったスゴロクの）ゴールを

妨げていたのか」，「ゴールにたどり着けた人とたどり着けな

かった人の差は何か」について生徒自身が気づいていけると

よい。  
 「グローバル社会と技術・応用」の公開授業では，生徒か

ら SDGs についての専門分野における具体的な解決策につい

ての提案があった。授業者から生徒へ，単位の使い方，表現

の仕方についての厳しい指摘があった。これは生徒の学びの質を上げる意味で大切である。

この授業の先に SGH 課題研究がある。生徒は自分自身と対峙して自分が命懸けで取り組む課

題を見つけてほしい。  
 SGH の目指すところは，社会課題の解決に資する人材を育成することである。SGH におい

て科学技術は社会課題を解決するための手段でしかない。それを認識し，生徒たちをサポー

トしていくことが大切である。（本校の取り組みが）簡単に解決できない大きな社会課題に対

して科学技術的なアプローチを行えるのは，SSH の先行があったからである。SSH の取り組

みがグローバルな部分を大きく支えている。  
社会課題を解決するための考え方に，スタンフォード大学の d.school が提唱する「Design 

Thinking（デザイン思考）」というものがある。そこには「共感する→課題を見つける→アイ

デアを出す→プロトタイプを作る→テストをする」というそれぞれのステージがある。ここ

で重要なのは，人に寄り添い，人の痛みがわからなければ社会課題は見つからないというこ

とである。ものごとの発端は「共感」することであるという視点が SGH には必要である。（本

校の取り組みにおいては）「グローバル社会と技術」と「グローバル社会と技術・応用」がそ

の SGH の目的を達成するための仕掛けになっている。  
 
 成果報告会に引き続き，第１回運営指導委員会が開かれた。指導事項等詳細は次項に譲る。  

文部科学省初等中等教育局

視学官(併)参事官(高等学校

担当 )付高校改革推進室長 

安彦 広斉様による講評 

元 文 部 省 ・ 教 科 調 査 官  

佐藤 義雄先生による講評 
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Ⅲ 運営指導委員会の記録  
 平成 31(令和元)年度に開催された第１回運営指導委員会及び第２回運営指導委員会につ

いて，記載する。  
１ 平成 31(令和元)年度第１回運営指導委員会 

（１）日 時：令和元年 11 月 22 日（水）16：00〜17：30 
（２）会 場：田町キャンパス キャンパス・イノベーションセンター３階 301 室  

（３）出席者：  
A) 運営指導委員  
太田 幸一  元富士通株式会社・常務取締役  
佐藤 義雄  元文部省・教科調査官                 
辛坊 正記  株式会社 FCE ホールディングス・社外取締役 

B) 学内指導者  
井村 順一  東京工業大学・工学院  システム制御系・教授  
大竹 尚登  東京工業大学・科学技術創成研究院  未来産業技術研究所・教授  
関口 秀俊  東京工業大学・物質理工学院  応用科学系・教授     
松田 稔樹  東京工業大学・リベラルアーツ研究教育院  社会・人間科学系・教授  

C) 本校  
校長，副校長，主幹教諭，SGH 研究開発委員会幹事，各研究会幹事，  
総務・管理グループ長，総務・管理グループ総務担当主査  

（４）内 容：  
A) 校長挨拶  
B) 校長より運営指導委員会出席者の紹介  

副校長より本校職員出席者の紹介  
C) 成果報告会について  
  （ｉ）全体  
  （ⅱ）各研究会等からの進捗状況報告  

（ア）グローバル社会と技術研究会    遠藤  
（イ）グローバル社会と技術・応用研究会 東  
（ウ）ＳＧＨ課題研究  研究会        五十嵐・辰巳  
（エ）フィリピン海外調査研修      遠藤  
（オ）マレーシア海外調査研修      片渕  

D) 質疑応答，講評等（敬称略）  
太田：SGH の取り組みをしていないと，世の高校生はグローバルな問題は自分には関

係ないと思ってしまいがちになるかもしれない。東京工業大学附属科学技術高等

学校では，SSH の取り組みで科学技術を使って世の中の諸問題に取り組んで，

SGH が始まりさらにグローバルな視点が加わってきた。本校は進んだ取り組み

をしていて素晴らしいと思う。  
高校生にこのような取り組みをしている点は素晴らしいが，一方で小さくまと  
めさせているようにも思う。  
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スウェーデンのグレタ・トゥーンベリさんのように若いときからグローバルな  
問題を意識することはとても大切である。  
グローバルな視点での講演会や海外経験をする環境が出来上がってきている。  
これからぜひ拡充していってほしい。  

 
佐藤：もう一度校長をするなら，「グローバル社会と技術」と「グローバル社会と技術・

応用」の科目を工業高校でやってみたい。どうすれば全国の工業高校でカリキュ

ラムに導入できるかを考えている。  
 

辛坊：SGH と SSH の違いは全体会の説明で腑に落ちた。  
英語のプレゼンテーションでは，生徒たちは少し硬いところが見られたが，よ   
く取り組んでいた。高校生で国際交流を通して実際に英語を使う経験をすること

は素晴らしいことである。立派な成果をあげていると思う。  
SGH を始めた４，５年前と今とでは，グローバルと言っても解決するべき問題

あるは争いごとの根源は変わってきている。当時は環境やエネルギー問題などは

経済の側面が強かった。今ではパワーの側面（勢力をめぐる争い）が見られるよ

うになってきた。ロシアのクリミア半島併合がその一例。このような変化を生徒

たちは捉えられているのか。もし SGH の後の次の展開があるとするとこのあた

りに焦点を当てられるのではないか。  
 

関口：（応用化学の授業公開では）生徒たちは英語でプレゼンテーションのスライドを

作っていた。東工大の学生と同じレベルのことをやっていて素晴らしい。SDGs
という言葉が出てきたことで，学生たちのグローバルアウェアネスが高まってき

ている。東工大の専門教育でも SDGs はこれからである。高校生にとっては世

界を理解するよい機会である。  
東工大の附属高校なので東工大の留学生をもっと活用してみてはどうか。附属  
高校の特権である。すでにデ・ラ・サール大学附属高校などと交流をしていて，

それだけでも十分にカルチャーショックがあると思うが，東工大の留学生も東南

アジアやアフリカなどさまざまな国から来ているので，留学生をうまく活用して

もらえるとおもしろい効果があるかもしれない。  
 

松田：全体会で質問したことの延長上になるが，社会の問題を考えるのが SDGs なの

ではなく，思考のアプローチ（つまり，どのような着眼点で，どういうかたちで

考えさせるのか）で，SGH 的なアプローチと SSH 的なアプローチがある。これ

らは別のアプローチであり，それを切り替えながら明示的な使わないと発想が広

がっていかない。これをもっと明示的に教えていく必要があるのではないか。  
参観した応用化学分野の授業の中では，SDGs で水の問題が取り上げられていた。 
授業の入口では SDGs だった，具体的な話になると日本の中でもっと水をきれ

いにするという話であった。SDGs で言えば，世界で水を飲める場所が限られて

いる。日本にすでにある技術があれば解決するのかと言えば，おそらく解決でき



100 
 

ないから今も問題なのであろう。ではなぜ解決できないのか。日本の新しい問題

を解決するのと，すでに解決されているはずだけどまだ世界で解決されていない

問題点には共通点はあるのかないのか。共通的だと思って解決すると共通的に解

決できる。別だと思ったら同じアプローチで解決できない。  
お金をかけないと解決できないと思っていたことが実はもっと安く解決できる

ことがあるかもしれない。思考のアプローチの仕方を明示的に教えられているの

かもう少し強調されてもよいのではないか。  
SGH を始めてから見えてきたことがあると思う。それがさらに浸透してきても

っとこうやったらよいと思うようになるまで５年はかかる。この先５年を考え，

今から学校全体でカリキュラムを考える必要がある。SGH 科目は専門の授業で

行っているが，普通教科の中でもどう変えていくか，どう連携していくかを検討

する必要がある。例えば，英語なら言語を教えるだけでなく，SGH に関わる文

化的な面を教えることもできるのではないか。  
 

井村：資料を拝見して，学習成果の見える化という観点で，生徒へのアンケートの数字

を見ると，全体的に徐々に３年生になると数字が上がっている。中には事前と事

後で数字が下がっているところがある。実際はもっと上がっているのではないか。

例えば，高校１年ではある概念の意味がわかっていない状況で回答しているが，

成長するにつれて３年生ではその概念を理解した上で自分に厳しい評価をする

可能性がある。最終的なプログラムの評価で生徒の成長を見る際に，高校生が正

しくアンケートに答えられるかを見る必要がある。このアンケートの数値以上に

実際は上がっていると思われる。  
 

佐藤：「グローバル社会と技術」と「グローバル社会と技術・応用」は私が校長になっ

たらやってみたい科目である。今の高等学校教育は工業高校も含め閉塞感がある。

ものづくりをいくらやってもゴールが見えている。そのゴールの先を見せていな

い。生徒たちは一生懸命取り組んだがその先が見えない。結局仕事を辞めてしま

う。自分がやっていることの意味を見出せない人が出てきているのが現状である。 
「〇〇倫理」は普通教科にもかかわる部分である。学校でこのような科目を扱う

場合に，普通教科の先生方にどう受け持ってもらうのか議論しないといけない。

学年学期ごとだけでなく，細かく時系列で何をするのか，レベルまで３６か月分

（３年間）を細かく決める必要がある。それをすると「グローバル社会と技術」

と「グローバル社会と技術・応用」は教科横断的な科目の第一号になる。そこで

今後普通教科との話し合いは可能性も含めてどのようになっていくのかを教え

てほしい。  
本校教員：「技術者倫理」は公民科の教員が工業の授業に参加している。  
佐藤：現実社会とそこで起こるであろうことを教科・科目で分担している。もともとは

ひとつのことを分担している。さらに自分の興味のあるところは自分で深堀して

いる。別々のことをやってはいけないことはわかっており，１５年も前から教科

横断をやろうとしているが，どうしてもうまくいかない。しかし，工業高校なら
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やれそうである。どうやって取り組んでいくのかを学校が仕組むのか生徒が仕組

むのか。アメリカ系の大学には，自分の目指しているレベルに到達するために，

授業を組み合わせて個別にプログラムを組んでくれる専門家がいる。しかし日本

の高等学校にはそれがない。せいぜい大学へ行くための準備のみ。どうしてもこ

のような問題は，扱いも含めて正面から取り組んでいるのはこの学校くらいであ

る。  
来年度以降どうしていくのか。科目ではなくて，学校の教育課程，年間授業計    
画，その日の授業で何をするのか，どう評価するのかまで細かくまで出していく

と，（教えることの）全体が見える。科目で分けるのではなく，その全体をどう

受け持っていくのか。これからどうしていくのかを聞きたい。そのあたりを考え

ないといけない。このような素晴らしい科目がなくなるのは残念である。  
本校教員：普通教科の先生方とは一緒に取り組んでいるが，計画を作る段階ですり合わ

せをしていくことが必要である。  
佐藤：取り組んで価値のある取り組みであったと思う。  
本校教員：「グローバル社会と技術」と「グローバル社会と技術・応用」は SGH が終

わってからも学校設定科目として残るので，これまでの知見を活かして，さ

らによくしていきたい。  
 

松田：SGH と SSH の両方をやっているが，それぞれ分けていた科目を今後は SGH・

SSH 両方の側面を統合してひとつの科目にしてみてはどうか。専門だけではな

く普通教科との連携も考えてみてはどうか。  
 

太田：せっかく SDGs を取りあげたので，来年度以降，今までやっていないものを扱

ってみてはどうか。５分野あるのでかなりカバーできるのではないか。  
 

辛坊：（「グローバル社会と技術」の公開授業の）スゴロクを使った活動である生徒が

「私だったら部下にやらせる。命令されてやりたくない。」と言ったが，あの捉

え方は生徒がそう感じて終わりなのか。そこから，企業にとって重要なこととは

何かというところまで踏み込まないのか。  
授業担当者：今日以降の授業で，改めて生徒はワークシードに取り組む。そこで具体的

な事例を取り上げて自分が考えた結果を書かせるようにしている。  
 

佐藤：研究開発科目の普及を考える場合，本校オリジナルのテキストを自由に加工でき

るほうが普及するのではないか。著作権に関してテキストはどれくらい加工して

使うことができるのか。  
 

本校教員：（テキスト作成時に）著作権で問題にならない内容にしたり差し替えたりす

るなど，著作権の処理をするようにしている。この研究開発が終わるまでに

はできる予定である。  
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２ 平成 31(令和元)年度第２回運営指導委員会 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止を配慮した上で実施した。 

（１）日 時：令和 2 年 3 月 16 日（月）14：00〜15：00 
（２）会 場：附属高校第一会議室（207 室）  
（３）出席者：  

A) 運営指導委員        
蟻川 芳子  日本女子大学・理事長     
太田 幸一  元富士通株式会社・常務取締役             
佐藤 義雄  元文部省・教科調査官                 
辛坊 正記  株式会社 FCE ホールディングス・社外取締役 

B) 学内指導者  
井村 順一  東京工業大学・工学院  システム制御系・教授  
大竹 尚登  東京工業大学・科学技術創成研究院  未来産業技術研究所・教授  
髙田 潤一  東京工業大学・環境・社会理工学院融合理工学系・教授  
松田 稔樹  東京工業大学・リベラルアーツ研究教育院  社会・人間科学系・教授  

C) 本校  
校長，副校長，主幹教諭，SGH 研究開発委員会幹事，各研究会幹事，  
総務・管理グループ長，総務・管理グループ総務担当主査  

（４）内 容：  
A) 副校長校長挨拶            
B) ５年間の成果と反省について     遠藤  
  研究開発全般について             遠藤  
C) 講評等（敬称略）  
 
蟻川：この５年間 SGH プログラムで学んだ生徒たちはいい宝物を持って卒業したと思

う。教科横断的な取り組みは，SGH の予算が終わると継続が難しいが、ぜひ継

続・発展させてほしい。  

 

太田：SDGs が SGH プログラムの途中から入ってきて生徒たちは戸惑わなかったか。 

本校教員：３年ほど前に SDGs というキーワードが入ってきた。それまでは生徒が何

をもとに SGH を考えるかという指標がなかったが，SDGs が入ってきたことで

取り組みやすくなった印象である。戸惑った印象はなかった。  
太田：１年次の「グローバル社会と技術」（特に東工大の先生方の講義など）で生徒た

ちは喜んで参加しているか。生徒たちの反応はどうであったか。  

本校教員：講義では一流の研究者に社会課題に対してどのようなアプローチをしている

のかを生徒たちに話してもらっている。どこの学校でもできるかはわからないが，

近年では大学の出前授業もあるので，他の高校で行うことも可能であると思われ

る。  
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佐藤：素晴らしい取り組みになったと評価している。（本校，他校で）今後どのように

この取り組みを生かしていくのか。  

研究の課題とまとめにある ,『「問題解決メソッド」の開発』を実際に行うにあ

たり，生徒に求められるスキルは何か。  

本校教員：本校では今後，Society 5.0 に向けた人材育成をにらんだ，新たなリベラル

アーツを高校段階で提案しようと考えている。この研究開発科目はすべての国民

が，主権者として意思決定するために，ある程度の科学技術の知識を学ぶ入口と

なるものである。今後 WWL などの指定校と組んでさらに発展させていけると

よいと思う。今後も東京工業大学の支援を得ながら進めていきたい。  

佐藤：SGH プログラムの卒業生に対する追跡調査はしているか。  

本校教員：追跡調査は行っていないが，本校の卒業生に理学部で応用化学を専攻し，高

校時代に SGH で行った釉薬の研究を継続した者がいる。この卒業生は芸術大学

の大学院へ進学することになり，さらにこの研究を発展させ，文化財の修復に生

かしたいと考えている。あくまで一例だが，SGH の成功例である。  
 
辛坊：SGH プログラムで生徒たちは英語に抵抗がなくなった。また，地政学的なリス

クを身につけた。このような枠組みは素晴らしい。ベルリンの壁の崩壊からグロ

ーバル化が進んできたのだと思う。近年，世界経済が国際分業の効率化でグロー

バル化してきたが，（中国が一例）国家間の価値観のすり合わせをしないまま経

済だけがグローバル化してきたことが，いま問題となってきている。おそらくこ

の問題は，コロナウイルス騒ぎが収まっても，もとには戻らないであろう。地政

学的リスクはその時々で変化していく。SGH プログラムで学んだ生徒たちには

ここで身に着たものをこれからも生かしていってほしい。  
 
井村：この５年間の取り組みの中で，先生方・職員の方々は大変な思いをして取り組ん

だきたと思う。報告書を拝見してその大変さは書かれていないのが気になる。今

後はよい授業をするために，エキストラの時間や人材が必要だというメッセージ

を出して言ってよいと思う。（本校側，ご助言を了解した。）  
 
大竹：素晴らしい取り組みだと思う。高校生からリベラルアーツと科学技術を両輪にし

て取り組んでいるところは，本学（東京工業大学）が目指すところでもある。実

施報告書の佐伯校長の「はじめに」の文章で「旧来の国家や地域などの境界を越

えて，社会的・経済的なつながりが地球規模に拡大している状態にあり，その中

にあって，科学技術を専門とするものはいかにあるべきか」とある。この問いに

答える取り組みになっていると思う。  
   報告書の終わりにエビデンスが示されている。調査結果として１～３年生にアン

ケートをとっているが，インクルージョン力，バックキャスティング力，コンセ

ンサスビルディング力の３つに着目すると，事前と事後で数値は伸びているが事

前がそもそもかなり高い。この高さをどう考えたらよいか。  
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本校教員：「自分には人を説得する力がない」ということは，実際に説得する経験をし

なければわからない。「自分には力がない」ということは，一度何かににぶつか

ってみなければわからない。授業を受けていくにしたがって自分には力がないこ

とわかるようになる。数値としては一度落ちて，それから上がっていくと考えら

れる。また，事前アンケートは５月に行っている。自信を持って入学した直後に

アンケートに回答しているため，実力とは関係ないところで高い数値になったの

ではないかと考えられる。  
（本校側注 :中学で学ぶ「何かを説明するためのプレゼンテーション」と本校で実施し

ている「自説をわかってもらい，支持してもらう」ことは，段階が異なるもので，

入学当初の生徒には理解できていない。）  
大竹：英語の能力についても事前と事後で数値は上がっているが，（数値の伸びは）こ

れぐらいが妥当と思われるか。現場の先生方に聞きたい。  
本校教員：この結果をどう理解するかは自分自身も考えているところである。実際に教

えていて，高い意識で英語学習に取り組む者もいれば，一方で苦手意識を抱いて

いる者もいる。この５年間の SGH の取り組みの中で，国際交流等で英語を発信

する機会を多く持つことで生徒たちのモチベーションは上がっている印象があ

る。  
本校教員：各学年とも年度の始めと終わりにアンケートを実施して結果を比較した。昨

年度と今年度でアンケート結果に差がある部分がある。今年度はよい結果が増え

たように思う。  
 

   髙田：高校はある程度カリキュラムを固めて実施されていると思うが，「グローバル」

というのはひとつのところに留まっていないのが本質なのかもしれない。その点，

先生方は科目の中身を固めるに苦労されたのではないかと思う。  

      WWL という言葉を目にするようになったが，WWL は  SGH の後継のようであ

る。SDGs とのかかわりも含めて今後の取り組みをどのように考えているか。  

   本校教員：今後の取り組みについては管理職の判断ということになるが，今後も学校の

取り組みの中でどこに社会課題はあるのかを常に意識していくことが大切であ

る。今後も SGH のような取り組みをする際は，東京工業大学の支援が必要であ

り，引き続きご指導頂きたい。  

   松田：先生方は１年生の「グローバル技術と社会」どのように感じているのか。外部か

ら評価して欲しいのは，SGH で新たに開発した２年生，３年生の科目のほうで

はないか。  

   本校教員：実際に校外でのコンテスト・発表会でも高い評価をいただいている。本校の

生徒たちは，問題解決の枠組みを示すことでどのような手順で話せば人はわかっ

てくれるのかが明確になってきている。これが多くの受賞につながっていると考

える。１年生の実践についても（新しいリベラルアーツの萌芽的研究として），

もし，国の政策の中に取り入れていただけるならば，研究開発をした意義がある

と考える。  
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   松田：この５年間で SSH 的な課題研究と SGH 的な課題研究のすみ分けはできるよう

になってきたか。  

   本校教員：校内ですみ分けの仕方を整理した。アウトプットが製作などになる定量的な

ものは SSH 課題研究でまとめる。また，制度設計などのルール作りについては

SGH 課題研究でまとめるようにしたところ，わかりやすくなった印象がある。  

   松田：私はアンケート評価というものをあまり信用していないが，生徒たちの知識や思

考力の変化はどのように見ているのか。学年ごとにアンケートをとる以外に，一

人の生徒の事前と事後を見る必要がある。SGH の教育効果を見るためには，教

えたことがどう生徒たちに認識されて，次に適応できる準備になっていくのか日

常的に評価する・データをとる必要があるのではないか。  

   本校教員：今回のアンケートは，目標設定シートに基づいているためこのような形式に

なっている。ご指摘の点はおっしゃる通りである。本校でも大切にし，追跡して

いきたい。  

   松田：SDGs について，日本と海外とでは考えている制約条件が違う。これは国内でよ

りよい製品を作ろうとすると世界のニーズから離れてしまうガラパゴス化と似

ている。ここをどう扱うのかを考えないと SDGs に取り組んでいるようで取り

組んでいないことになってしまう。  

生徒たちが（社会課題や得られた情報について）自分でどうかみ砕くのか，その

やり方を教えていない点が今の（この中の）教育に欠けているところである。

SGH でやるべきところはここではないか。そのあたりをどう扱うのかを考えな

いといけない。何か見通しはあるのか。  

   本校教員：問題解決の枠組みを意識しながら社会課題を解決しようとする中でかみ砕き

方を学ぶきっかけになっている。  

（本校側注 :１年生で「かみ砕き方」を学び，２年生で試し，３年生で本格的に使って

みる。本校の研究開発は，この流れに沿って展開している。今後もこの方針を貫

いていきたい。）  

   本校教員：SGH 課題研究を通して，生徒たちは積極的に外部とかかわり合おうとして

いる印象がある。外部でのコンテスト・発表会に参加する数が増えてきている。

生徒たちはお互いにいい影響を与え合っている。  

 

     佐藤：生徒がどのように育っているのかに注目し，形式的陶冶について評価することが

大切である。SGH の“G”はかなり陶冶性のあるところである。生徒の内面性を育

てることのできる部分である。ここが SSH と違うところでもある。つい結果主

義に目が行きがちだが，生徒の素質，環境，自分自身の頑張りに目を向けてあげ

る必要がある。  

SGH の取り組みが新しい日本を構成していく人材の発見・発掘・育成という重

要な役割を担っている。また全国の工業高校の一翼を担っていると思う。  
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   太田：この先の取り組みについて，これまで取り組んできた SSH と SGH を発展的に

進めていってほしい。SGH では，グローバルな視点に加えて，生徒は価値観の

違いにも直面する。これは生徒にとって大きな成長になる。  

 

   蟻川：SGH での取り組みをぜひ国際理解教育のひとつのモデルとして発信していって

ほしい。  

（本校側注 :先生方の講評をしっかりと受けとめ，今後の本校での教育に活かしていき

たい。）  
 
Ⅳ 連絡協議会等の記録  

 
１ 2019 年度 SGH・WWL・グローカル型合同連絡協議会 

（１）日 程：令和元年 6 月 28 日（金）  
（２）出張者：千葉副校長，武田教諭  
（３）場 所：筑波大学東京キャンパス文京校舎  
（４）内 容：第一部は，文部科学省が主催する連絡協議会，第二部は，SGH・WWL・地

域との協働による高等学校教育改革推進事業（グローカル型）それぞれの事

業別連絡会であった。まず，午前中の連絡協議会では，田村真一初等中等教

育局参事官、茂呂雄二筑波大学副学長による挨拶と、各施策、事業の説明が

あった。午後は，７会場に分かれ、具体的にどのようなカリキュラムを開発

し、運用しているかについて各指定校等から発表があり、本校は司会校とし

て参加した。  
 
Ⅴ ＳＧＨ関連の出張等の記録 

 

 平成 31（令和元）年度におけるＳＧＨ関連の出張について記載する。なお，海外調査研

修については，「Ⅳ海外調査研修の報告」を参照されたい。 

 
１ ＳＧＨフォーラムへの参加 

 令和元年 12 月 22 日，東京フォーラムで 2019 年度全国高校生フォーラムが開かれた。

本校からは４人の生徒が参加し，生徒によるポスターセッション（使用言語：英語）で

「Comparison of Metal Absorptivity by Discarded Fruit Peels」を発表し，審査委員長賞を

受賞した。  
 

２ 第４回 関東・甲信越静地区 高校生探究学習発表会への参加 

 令和元年 12 月 23 日，立教大学において「第４回  関東・甲信越静地区 高校生探究学

習発表会（主催：立教大学，後援：文部科学省）」に本校から５チームが参加し，優秀

賞１件，金賞１件，銀賞１件の合計３件の受賞を果たした。  
 
３ （東京学芸大学主催）2019 年度ＳＳＨ／ＳＧＨ課題研究成果発表会への参加 
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  令和 2 年 2 月 1 日，東京学芸大学において「2019 年度ＳＳＨ／ＳＧＨ課題研究成果発

表会」に，口頭発表２チーム，ポスターセッション３チーム（ＳＧＨのみの数）が参加

し，２チームがポスターセッションの優秀賞を受賞した。  
 
４ WWL・SGH×探究甲子園への参加 

令和 2 年 3 月 21 日，関西学院大学において「WWL・SGH×探究甲子園」に，ポスタ

ーセッション１チームが参加する予定でいたが，大会は中止となった。  
 
 

Ⅵ 報道機関等による取材・報道の記録 

 平成 31（令和元）年度は，報道機関等による取材・報道の記録に該当するものはなかっ

た。  
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Ⅶ SGH 生徒意識調査 
1. 調査内容 

(1) 調査対象： 全校生徒 
(2) 調査回数： 1 学年 …… 年 2 回（令和元年 5 月と令和 2 年 1 月） 
   2 学年 …… 年 2 回（令和元年 5 月と令和 2 年 1 月） 
   3 学年 …… 年 2 回（令和元年 5 月と令和元年 12 月） 
(3) 回答方法： 5 段階の間隔尺度による自己評価で，マークシートまたは Web での回答 

 
2. 調査項目 

グローバルテクニカルリーダーとして育成すべき資質と能力に関して以下の項目を調査した。 
① リーダーが備えるべき 3 つのスキル 

【Q1】インクルージョン力（多様性受容力） 
世界の文化の違いに気づき受け入れること

ができる。 
【Q2】バックキャスティング力（目標から現在すべきことを考える力） 

持続可能な社会を実現するために過去を振

り返って，今は何をすべきか企画できる。 
【Q3】コンセンサスビルディング力（合意形成力） 

相手を納得させながら自分の意見に賛同し

てもらうことができる。 
 

② 【Q4】地政学的なリスク回避力（地域に依存するリスクを理解した上で，リスクを回避

するための意思決定できる能力） 
地域特有のリスクを理解した上で，リスクを

回避するための決定ができる。 
 

③ 語学力（英語によるコミュニケーション力） 
【Q5】英語での成果の発信 

英語で自分の意見・考え・探求の成果を多くの

人に伝えたい。 
【Q6】英語のスピーチ力 

探求した結果を英語でスピーチができる。 
 

【Q7】英語のプレゼンテーション力 
探求した結果を英語でプレゼンテーション

ができる。 
【Q8】英語の質疑応答力 

英語で発表した内容の質問に英語で応答が

できる。 

できない 
①  ②  ③  ④  ⑤ 

できる 

できない 
①  ②  ③  ④  ⑤ 

できる 

できない 
①  ②  ③  ④  ⑤ 

できる 

できない 
①  ②  ③  ④  ⑤ 

できる 

①  ②  ③  ④  ⑤ 
伝えたい 

できない 
①  ②  ③  ④  ⑤ 

できる 

できない 
①  ②  ③  ④  ⑤ 

できる 

できない 
①  ②  ③  ④  ⑤ 

できる 
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【Q9】英語による議論力 

興味・関心のあるトピックなら英語で議論

ができる。 
【Q10】英語による文章力 

興味・関心のあるトピックなら英語で文章

にできる。 
 
 
3. 調査結果 

(1) 学年ごとの調査結果と検定 
事前・事後の調査結果をまとめ，学年ごとに，対応のあるサンプルの母平均の差の検定

（t 検定）を行った。 
 1 学年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検定結果：1 学年では，語学力（英語によるコミュニケーション力）に関する項目のうち【Q6】
英語のスピーチ力，【Q7】英語のプレゼンテーション力の項目で母平均が上がり，1%水準で

できない 
①  ②  ③  ④  ⑤ 

できる 

できない 
①  ②  ③  ④  ⑤ 

できる 

5 4 3 2 1 合計 平均 分散

Q1 インクルージョン力 75 81 30 5 4 195 4.12 0.81

Q2 バックキャスティング力 30 61 68 30 6 195 3.41 1.04

Q3 コンセンサスビルディング力 38 71 65 15 6 195 3.62 0.96

Q4 地政学的なリスク回避力 30 68 65 25 7 195 3.46 1.03

Q5 英語での成果の発信 48 50 59 28 10 195 3.50 1.34

Q6 英語のスピーチ力 12 23 62 61 37 195 2.55 1.23

Q7 英語のプレゼンテーション力 9 27 60 58 41 195 2.51 1.22

Q8 英語の質疑応答力 7 32 60 59 37 195 2.55 1.17

Q9 英語による議論力 11 38 56 53 37 195 2.66 1.33

Q10 英語による文章力 21 62 52 40 20 195 3.12 1.35

質問項目
有効回答数と平均・分散

SGH生徒意識調査・1学年（事前） 令和元年5月

5 4 3 2 1 合計 平均 分散

Q1 インクルージョン力 77 84 27 3 1 192 4.21 0.61

Q2 バックキャスティング力 27 73 77 13 2 192 3.57 0.72

Q3 コンセンサスビルディング力 34 84 55 16 3 192 3.68 0.83

Q4 地政学的なリスク回避力 22 83 68 18 1 192 3.56 0.69

Q5 英語での成果の発信 50 50 54 29 9 192 3.54 1.35

Q6 英語のスピーチ力 9 41 63 56 23 192 2.78 1.12

Q7 英語のプレゼンテーション力 11 40 70 47 24 192 2.83 1.15

Q8 英語の質疑応答力 7 28 70 56 31 192 2.60 1.07

Q9 英語による議論力 13 40 62 50 27 192 2.80 1.26

Q10 英語による文章力 28 57 58 28 21 192 3.22 1.41

質問項目
有効回答数と平均・分散

SGH生徒意識調査・1学年（事後） 令和2年1月
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有意であった。また，リーダーが備えるべき 3 つのスキルに関する項目のうち，【Q2】バッ

クキャスティング力の母平均が上がり，5%水準で有意であった。その他の項目について有意

差はみられなかった。 
 
 2 学年 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
検定結果：2 学年では，リーダーが備えるべき 3 つのスキルに関する項目のうち，【Q2】バ

ックキャスティング力の母平均が上がり，1%水準で有意であった。また，語学力（英語によ

るコミュニケーション力）に関する項目のうち，【Q10】英語による文章力において母平均の

上がり，5%水準で有意であった。の他の項目について有意差はみられなかった。 
 3 学年 

 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1 合計 平均 分散

Q1 インクルージョン力 79 74 36 6 2 197 4.13 0.78

Q2 バックキャスティング力 17 65 83 22 10 197 3.29 0.91

Q3 コンセンサスビルディング力 21 67 80 23 6 197 3.38 0.86

Q4 地政学的なリスク回避力 18 76 69 28 6 197 3.37 0.88

Q5 英語での成果の発信 43 47 63 25 19 197 3.36 1.50

Q6 英語のスピーチ力 21 26 62 51 37 197 2.71 1.48

Q7 英語のプレゼンテーション力 21 32 61 43 40 197 2.75 1.56

Q8 英語の質疑応答力 16 35 44 52 50 197 2.57 1.60

Q9 英語による議論力 20 39 50 45 43 197 2.74 1.64

Q10 英語による文章力 35 45 39 38 40 197 2.98 1.94

質問項目
有効回答数と平均・分散

SGH生徒意識調査・2学年（事前） 令和元年5月

5 4 3 2 1 合計 平均 分散

Q1 インクルージョン力 70 64 45 6 4 189 4.01 0.93

Q2 バックキャスティング力 29 68 68 16 8 189 3.50 0.98

Q3 コンセンサスビルディング力 30 64 67 22 6 189 3.48 0.99

Q4 地政学的なリスク回避力 26 72 67 20 4 189 3.51 0.86

Q5 英語での成果の発信 37 43 66 27 16 189 3.31 1.40

Q6 英語のスピーチ力 20 33 56 47 33 189 2.79 1.50

Q7 英語のプレゼンテーション力 24 32 53 45 35 189 2.81 1.62

Q8 英語の質疑応答力 22 18 51 51 47 189 2.56 1.63

Q9 英語による議論力 26 29 46 48 40 189 2.75 1.74

Q10 英語による文章力 34 53 40 29 33 189 3.14 1.83

質問項目
有効回答数と平均・分散

SGH生徒意識調査・2学年（事後） 令和2年1月

5 4 3 2 1 合計 平均 分散

Q1 インクルージョン力 61 74 36 9 3 183 3.99 0.87

Q2 バックキャスティング力 19 62 74 25 4 184 3.36 0.84

Q3 コンセンサスビルディング力 22 69 72 18 3 184 3.48 0.78

Q4 地政学的なリスク回避力 19 68 67 26 3 183 3.40 0.83

Q5 英語での成果の発信 31 46 60 33 13 183 3.27 1.32

Q6 英語のスピーチ力 17 34 59 43 31 184 2.80 1.42

Q7 英語のプレゼンテーション力 15 41 55 42 30 183 2.83 1.41

Q8 英語の質疑応答力 12 29 52 47 44 184 2.55 1.43

Q9 英語による議論力 13 35 68 38 30 184 2.80 1.29

Q10 英語による文章力 23 53 53 34 21 184 3.13 1.41

SGH生徒意識調査・3学年（事前） 令和元年5月

質問項目
有効回答数と平均・分散

5 4 3 2 1 合計 平均 分散

Q1 インクルージョン力 62 81 32 5 4 184 4.04 0.81

Q2 バックキャスティング力 26 74 58 19 7 184 3.51 0.97

Q3 コンセンサスビルディング力 25 89 50 16 4 184 3.63 0.81

Q4 地政学的なリスク回避力 28 81 58 13 4 184 3.63 0.81

Q5 英語での成果の発信 40 51 57 24 12 184 3.45 1.33

Q6 英語のスピーチ力 12 35 56 50 31 184 2.71 1.31

Q7 英語のプレゼンテーション力 13 39 54 46 32 184 2.76 1.38

Q8 英語の質疑応答力 11 27 48 56 42 184 2.51 1.36

Q9 英語による議論力 14 33 59 50 28 184 2.76 1.30

Q10 英語による文章力 26 66 45 30 17 184 3.29 1.37

SGH生徒意識調査・3学年（事後） 令和元年12月

質問項目
有効回答数と平均・分散
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検定結果：3 学年では，【Q4】地政学的なリスク回避力において母平均が上がり，1%水準

で有意であった。また，語学力（英語によるコミュニケーション力）に関する項目のうち，

【Q5】英語での成果の発信，【Q10】英語による文章力について母平均が上がり，5%水準

で有意であった。その他の項目について有意差はみられなかった。 
 

(2) SGH 行事（イベント）に関する調査結果と検定 
事後調査に関して，参加（対象）生徒と不参加（対象外）生徒の 2 つのグループに分け，

独立したサンプルの母平均の差の検定（t 検定）を行った。（Levene による等分散性の検定

を含む） 
 

 フィリピン・マレーシア海外研修 
参加（12 名）および不参加のグループ 

検定結果（母平均の差の検定） 
1%水準で有意：【Q6】英語のスピーチ力， 
【Q7】英語のプレゼンテーション力 
5%水準で有意：【Q10】英語による文章力 
有意差なし：上記以外 
（等分散性については有意水準を 5%として，

等分散性を採択：【Q1】～【Q9】，等分散性を

棄却：【Q10】） 
英語力の 3 項目において海外研修に参加した

グループの母平均が高く，有意差がみられた。 
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東工大連携 CSES 

参加（17 名）と不参加のグループ 
検定結果（母平均の差の検定） 
1%水準で有意：【Q6】英語のスピーチ力， 
【Q7】英語のプレゼンテーション力， 
【Q10】英語による文章力 
5%水準で有意：【Q5】英語での成果の発信， 
【Q8】英語の質疑応答力 
有意差なし：上記以外 
（等分散性については有意水準を 5%として， 
等分散性を採択：【Q1】～【Q5】，【Q7】～【Q9】，
等分散性を棄却：【Q6】，【Q10】） 
海外研修の事前学習として，東工大の留学生

と質疑応答を行い，プレゼンテーションを行

う経験が有意差として現れたと考えられる。 
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 SGH 講演会 

参加（178 名）と不参加のグループ 
検定結果（母平均の差の検定） 
1%水準で有意： 
【Q6】英語のスピーチ力， 
【Q7】英語のプレゼンテーション力， 
【Q8】英語の質疑応答力 
5%水準で有意： 
【Q2】バックキャスティング力， 
【Q3】コンセンサスビルディング力，

【Q4】地政学的なリスク回避力 
有意差なし：上記以外 
（等分散性については有意水準を 5%と

して，等分散性を採択：【Q1】，【Q5】，【Q9】，
【Q10】，等分散性を棄却：【Q2】～【Q4】，
【Q6】～【Q8】） 
講演会に参加した生徒について，より多く

の項目について有意差が見られた。世界の

文化の違いに気づいたことが，有意差とし

て現れたものと考えられる。 
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 「SGH 課題研究」のグループと

「STEM 課題研究」のグループ 
検定結果（母平均の差の検定） 
5%水準で有意： 
【Q2】バックキャスティング力， 
有意差なし：上記以外 
（等分散性については有意水準を 5%と

して，等分散性を採択：【Q1】～【Q3】，
【Q5】～【Q10】，等分散性を棄却：【Q4】） 
「SGH 課題研究」を通して，持続可能な社

会についての意識が高まり，その目標に対

して現在すべきことを考える機会が得られ

たものと考えられる。 
 

 
 
 

4. スーパーグローバルハイスクール目標設定シートに関する調査 
「SGH 対象生徒」を全校生徒として集計を行った。 
 

【Q-a】社会貢献活動や自己研鑽活動に取り組んでいる。 
 ①いいえ ②はい 
  
 
 
 

はい いいえ 合計 はい いいえ 合計

3年 65 119 184 35.33 64.67 100.00

2年 61 126 187 32.62 67.38 100.00

1年 65 127 192 33.85 66.15 100.00

1～3年合計 191 372 563 33.93 66.07 100.00

a.  自主的に社会貢献や自己研鑽活動に取り組む生徒

回答数（人） 割合（%）
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【Q-b】留学または海外研修に行った。 
 ①いいえ ②はい 
 
 
 
 
 
 
【Q-c】将来留学したり，仕事で国際的に活躍したいと考えている。 

 ①いいえ ②はい 
  
 
 
 
 
 
【Q-d】公的機関から表彰されたり，公益性の高い国内外の大会で入賞した。 
 ①いいえ ②はい 
 
 
 
 
 
 
【Q-e1】次の「実用英語技能検定」に合格した。（複数回答可） 
 ①いいえ  
 ②英検準 2 級 ③英検 2 級 ④英検準 1 級 ⑤英検 1 級 
【Q-e2】「TOEIC」または「TOEIC S&W」で次のスコアをマークした。（複数回答可） 
 ①受験していない  
 ②TOEIC 225～545 ③TOEIC 550～780 ④TOEIC 785～940 ⑤TOEIC 945～ 
 ⑥TOEIC S&W160～230 ⑦TOEIC S&W240～300 ⑧TOEIC S&W310～350 ⑨TOEIC S&W360～ 
 ⓪他の資格試験を受験した 
 
 
 
 
 

はい いいえ 合計 はい いいえ 合計

3年 34 150 184 18.48 81.52 100.00

2年 26 163 189 13.76 86.24 100.00

1年 24 168 192 12.50 87.50 100.00

1～3年合計 84 481 565 14.87 85.13 100.00

b.  自主的に留学または海外研修に行く生徒

回答数（人） 割合（%）

はい いいえ 合計 はい いいえ 合計

3年 103 81 184 55.98 44.02 100.00

2年 99 90 189 52.38 47.62 100.00

1年 98 94 192 51.04 48.96 100.00

1～3年合計 300 265 565 53 .10 46.90 100.00

c .  将来留学したり，仕事で国際的に活躍したいと考える生徒

回答数（人） 割合（%）

はい いいえ 合計 はい いいえ 合計

3年 25 159 184 13.59 86.41 100.00

2年 11 178 189 5.82 94.18 100.00

1年 18 174 192 9.38 90.63 100.00

1～3年合計 54 511 565 9.56 90.44 100.00

回答数（人） 割合（%）

d.  公的機関から表彰されたり，公益性の高い国内外の大会で入賞した生徒

満たす 満たさない 合計 満たす 満たさない 合計

3年 79 144 223 35 .43 64.57 100.00

2年 45 147 192 23.44 76.56 100.00

1年 25 169 194 12.89 87.11 100.00

1～3年合計 149 460 609 24.47 75.53 100.00

e .  生徒の4技能の総合的な英語力としてCEFRのB1～B2レベルの生徒

回答数（人） 割合（%）
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  ※CEFR と実用英語検定・TOEIC との対照は，以下の表に基づく。（文部科学省：英語力評

価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用促進に関する連絡協議会（第 1 回）

配付資料より） 
 A1 A2 B1 B2 C1 C2 
実用英語検定 3～5 級 準 2 級 2 級 準 1 級 1 級 － 
TOEIC L&R 120～ 225～ 550～ 785～ 945～ － 
TOEIC S&W 80～ 160～ 240～ 310～ 360～ － 

 
【Q-f】外国人に対し，文化の違いを理解しながらコミュニケーションできる。 
 ①いいえ ②はい 
 
 
 
 
 
 
 

はい いいえ 合計 はい いいえ 合計

3年 115 69 184 62.50 37.50 100.00

2年 112 77 189 59.26 40.74 100.00

1年 103 89 192 53.65 46.35 100.00

1～3年合計 330 235 565 58 .41 41.59 100.00

回答数（人） 割合（%）

f.  グローバルリーダーに必要な，多様性に対する受容力を有する生徒

（外国人に対し，文化の違いを理解しながらコミュニケーションできる生徒）



117 
 

Ⅷ 生徒成果物  

 

（１）マレーシア海外調査研修  
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（２）フィリピン共和国海外調査研修  
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（３）第 4 回  関東・甲信越静地区ＳＧＨ課題研究発表会  
 ① ポスター発表（日本語）  
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（４）スーパーグローバルハイスクール全国高校生フォーラム  

 ① ポスター発表（英語）  

 

 
（５）ＳＳＨ／ＳＧＨ課題研究成果発表会  
 ① ポスター発表（日本語）  
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② プレゼンテーション（日本語）  
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