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巻 頭 言
校長　竹下　文則　

　平成28年熊本地震から３年近くが過ぎようとしています。本県では「創造的復興」をスロー
ガンに掲げ、県下各地で復旧・復興に取り組まれており、道半ばではありますが着実にその
歩みが進められているのを感じています。本年度も全国各地で地震、台風、豪雨等による甚
大な被害が発生しました。自然災害の怖さ、危機管理の重要性、人と人、地域との絆の大切さ、
日常の当たり前の生活ができることの有り難さなどを強く感じています。それぞれの被災地
は、まだまだ、復旧・復興の途上にあり、困難を抱えておられるところもありますが一日も
早い完全復旧・復興を願っているところです。
　さて、本校は、平成 26 年度から文部科学省のスーパーグローバルハイスクール（SG Ｈ）
の指定を受け、「国際的素養を備え世界をリードする済々多士教育プログラムの開発」と称
して、「持続可能な開発と地球環境保全のあり方」をテーマにした課題研究　SG Re-
search Project と外国語によるコミュニケーション能力の向上をめざした　SG Communi-
cation Project の二つを大きな柱として、グローバルリーダー（済々多士）の育成に取り組
んで参りました。この取組もいよいよ最終年度を終えようとしています。
　本事業の四年目からは、指定三年目の中間評価の結果を踏まえ、SG クラスを中心としな
がらも活動対象を学年全体に拡げるよう取り組んで参りました。本年度は、学校全体への成
果の波及を目指して、１年生全クラスが総合的な学習の時間等を活用して共通したプログラ
ムを開始しています。
　本校では国際的素養を「１国際感覚（地球的視野をもち日本人としての深い教養を身につ
けていること）」「２課題設定・解決力（問題意識と論理的思考をもちそれを解決していく能
力）」「３コミュニケーション能力（情報伝達のツールとしての英語力など）」「４批判的思考
と創造力（既成の概念を越えた創造力をもってイノベーションにつなげる能力）」の４つの
視点から定義し、２１世紀型汎用能力をもったグローバルリーダーの育成を図ることを目指
してきました。併せて、本事業への取組を通して、生徒の持っている多様な才能を最大限引
き出すきっかけとしたいと考えてきました。
　昨年５月に SG Ｈ課題研究発表会を開催し、12 月 14 日に SG Ｈ成果発表会「Super Global 
Session from Seiseiko 2018」を開催しました。発表会では SG Communication Project 発表

（即興型英語ディベート）、SG Research Project 発表（課題研究）、SG ポスターセッション、
海外研修報告等を行いました。年末の慌ただしい時期でしたが、精一杯準備し、ステージや
フロアで堂々と発表する生徒の姿が随所に見られ、活気ある発表会となりました。また、12
月には県教育委員会主催のスーパーハイスクール発表会も開催され、県内のスーパーハイス
クール指定校とポスターセッション等で交流を深め、多くの学びと刺激を受けています。県
外の各種発表会にも積極的に参加しており多くの学びを得ています。本事業の研究成果を強
く感じており、「生徒の学びの質を高める」実践機会として、本事業に取り組めたことに深
く感謝しております。今年度末をもって、SG Ｈの指定は終了しますが、この５年間の成果
を踏まえ、総合的な探究の時間や英語、情報の時間等を活用して、課題研究や英語ディベー
ト等に１年次から全生徒を対象にして３年間を見据えたカリキュラムを展開し、変化の激し
い時代にあって課題発見・解決能力等を身に付けた、社会に貢献できる人材・グローバルリー
ダーの育成を目指し取り組んで参ります。
　ここに、指定最終年度となる本年度の事業報告をまとめさせていただきました。御覧いた
だき御指導、御助言等いただければ幸いに存じます。
　結びに、本事業推進に御指導、御助言を賜りました文部科学省並びに運営指導委員、県内
外の大学及び研究所、所管の本県教育委員会の皆様方に心からお礼を申し上げます。
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Ⅰ　研究開発完了報告書
（別紙様式３）
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（別紙様式３）

平成31年（2019年）３月29日　

研究開発完了報告書

文部科学省初等中等教育局長　殿

　　　熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号
熊本県教育委員会　　　　　　　　　　　　
教育長　宮　尾　千　加　子　　　印　　　

　平成 30 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 30 年４月２日（契約締結日）～平成 31 年３月 29 日

２　指定校名　
　　　学校名　　熊本県立済々黌高等学校
　　　学校長名　竹下　文則
３　研究開発名
　　　国際的素養を備え世界をリードする済々多士教育プログラムの開発

４　研究開発概要
　『持続可能性を確保する開発と地球環境保全のあり方』をテーマにした課題研究「SG 
Research Project」及び外国語によるコミュニケーション能力の向上を目指した「SG 
Communication Project」 を 実 施 す る。 後 者 は、DDP 講 座（Discussion・Debate・
Presentation 講座）と CS 講座（コミュニケーションスキル講座）の２つにより構成し、
課題研究を支援する。
　第１学年においては「総合的な学習の時間」等を活用し学年全生徒が上記取組を行っ
た。第２学年生徒においては、SG コース生徒は学校設定科目において、コース以外の生
徒は「総合的な学習の時間」等を活用し上記取組を行った。第３学年においては、SG コー
ス生徒が課題研究活動の総仕上げとして最終研究発表会を行った。また、課題研究活動
の校内外への波及を目的とした発表会の実施、校外発表会への積極的参加、次年度以降
の活動内容の継続の在り方についての議論を行った。
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５　管理機関の取組・支援実績　
（１）実施日程

業務項目 実施日程

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

海外研修支援 募集 選考 事前研
修 研修 事後研

修

海外進学支援 研修

成果発表会 実施

運営指導委員会 実施 実施

（２）実績の説明
ア　海外研修支援

　長期留学や海外大学進学の促進も視野に入れ，米国州立モンタナ大学に県内高校生
23 人を派遣，集中的な語学研修を実施（７月 21 日（土）～８月７日（火））。派遣者
の内２人を指定校から選出。

イ　海外進学支援
　各県立高校で，海外留学・進学を志す生徒の相談窓口となる「海外留学・進学アド
バイザー」（英語教員１名）を指名。海外進学指導力を高める研修を，知事部局と連
携して実施（５月 27 日（日））。海外大学入試制度や熊本県の高校交換留学支援制度、
大学進学支援制度等についての研修を実施。

ウ　成果発表会
　本県の SGH 指定校２校，SSH 指定校４校，SPH 指定校２校，スーパーグローカル
ハイスクール（熊本県指定）指定校４校に県内１校を加えた合同研究発表会を県教委
主催で開催（12 月２日（日））。116 テーマについて議論。

エ　運営指導委員会
　指定校を会場に，授業見学や研究協議会からなる委員会を２回実施（11 月５日（月），
３月 19 日（火））。課題研究の成果普及のための取組や事業成果の評価方法等につい
て指導助言。一部の委員は成果発表会（12 月 14 日（金））にも出席。
・委員：鈴木　義弘氏（公益社団法人日本国際生活体験協会理事長）
　　　　姜　　尚中氏（東京大学名誉教授，第１回欠席） 
　　　　横山　祐典氏（東京大学大気海洋研究所教授，第１回欠席）
　　　　坂口　マコ氏（モンタナ州政府駐日代表事務所駐日代表）    　      
　　　　上野　文男氏（熊本県国際スポーツ大会推進課主幹）　　　　　　　　

オ　その他
　SGH 指定校であることから，生徒の英語による発信力向上を目的として、ALT を
常駐させる人的支援を行っている。
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６　研究開発の実績
（１）実施日程

業務項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

Research Project 研究 発表会 研究

Communication
Project 実施 実施 発表会 実施

フィールド
トリップ

夏季
（1 年）
海外

（2 年）

SG 講演会 実施 実施

（２）実績の説明
　ア　SG Research Project（課題研究）

（ア）実施日・対象生徒
　　平成 30 年４月～平成 31 年３月　　
　　第２・３学年 SG コース生徒（計 73 名）・各学年生徒・全校生徒対象

　　（イ）研究事項（目的）
ａ　現代社会が抱える問題に対する関心を深め、地域の課題と世界の課題を結びつ

けて地球的視野で思考する国際感覚を育成するとともに、国際社会に生きる日本
人としての自覚を育み、日本の伝統・文化・歴史等に関する深い教養を身につける。

（国際感覚）
ｂ　研究論文の作成を通じて、論理的思考や科学的思考に基づき、課題を設定し解

決に至る課題設定・解決力を養成する。（課題設定・解決力）

　　（ウ）実践内容
ａ　取組概要（SG コース生徒・全校生徒対象）

⒜ SG コース生徒が学校設定科目「SG  Research Project 2」（第２学年）「SG 
Research Project 3」（第３学年）において課題研究活動を行った。全体への波
及に向けた取組（後述）も並行して実施した。第１学年においては、「総合的
な学習の時間」等を活用し学年全生徒が活動を行った。

⒝第２学年 SG コースにおいては、各教科の担当者が少人数の生徒の課題研究を
指導する職員ゼミ形式で展開した。課題研究の進捗状況や課題などを共有する
会議を週に１回程度設け、ゼミ担当者の共通理解のもと進行を管理し活動を進
めた。

b　第１学年：全生徒（415 名対象）
⒜個人で興味のあるテーマをもとにレポートを作成し、そのレポートを起点に協

働学習、グループディスカッション等をとおして、課題研究の基礎的活動を実
施し、各個人がテーマについてのプレゼンテーション実践を行った。

⒝第１学年生徒の 154 名が外部機関と連携した「SG Ｈ夏季校外研修」に参加し
た（①北九州学術研究都市：８月１日（水）～３日（金）　②ＪＩＣＡ九州：
８月１日（水）～３日（金）、８月６日（月）～８日（水）　③熊本大学：８月
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６日（月）～７日（火）、８月９日（木）～ 10 日（金））。海外からの留学生と
課題研究に関してのディスカッションや意見交換を行い、グループ（個人）毎
に英語を使ったプレゼンテーションの準備及び基本的練習・実践を行った。

⒞第１学年生徒 261 名がＳＡＰ（ソーシャル・アクション・プログラム）に参加
した（８月１日（水）～ 16 日（木））。各生徒が地元企業に赴き、地元が抱え
る課題を見出し、課題に対する問題意識・考察を深める視点を持って勤労体験
学習を行った。

ｃ　第２学年：SG コース生徒（31 名対象）
⒜ SG コース生徒が職員ゼミ、ディスカッション、実地調査やアンケート等をと

おして、課題研究の調査研究を本格的に展開し、日本語で個人研究論文を執筆
した。文系研究は個人、理系研究は個人またはグループで研究活動を行った。

⒝ SG コース全生徒が、成果発表会においてステージで英語によるプレゼンテー
ション又は日本語（または英語）によるポスターセッションを通して研究発表
を行った。校内外の参加者から多くのフィードバックが得られ、生徒たちはそ
れらをもとに研究論文を再構築し、更に質の高い研究に発展させた。

⒞課題研究テーマである「持続可能性を確保する開発と地球環境保全のあり方」
について海外における理解と実践をはかるため、第２学年 SG コース希望者を
対象に海外研修「オーストラリア研修（８月１日（水）～８月８日（水）７泊
８日）」を実施した。環境先進国において現地環境関連施設の視察や現地高校・
大学への訪問・交流を行うとともに、事前準備や事後の振り返り等をとおして、
それぞれの課題研究の更なる深化につなげることができた。

ｄ　第３学年：SG コース生徒（42 名対象）
⒜これまでの研究の集大成として個人英語論文要約を作成した。また、研究の集

大成として最終発表会を行い、１・２年生との質疑応答やディスカッション等
を行った。

イ　SG Communication Project
　（ア）実施日・対象生徒
　　　平成 30 年４月～平成 31 年３月　　
　　　第２・３学年 SG コース生徒（計 73 名）・各学年生徒対象

　（イ）研究事項（目的）
　　情報伝達のツールとしての外国語（英語）運用能力の向上を目指す。『社会と情報』

の中で実施する DDP 講座（１年）により、英語による発表・討論・交渉等の発信
能力の基礎を養成し、CS 講座（２・３年）により、英語による実践的な情報収集
能力と発信能力を向上させる。（コミュニケーション能力）

　（ウ）実践内容
　　ａ　社会と情報（ＤＤＰ講座）：第１学年全生徒（415 名対象）

⒜第１学年全生徒が情報分野学習を行った。情報機器使用の際の注意点、情報セ
キュリティ、知的財産権や著作権と引用等に関する知識、課題解決型グループ
ワークやプレゼンテーションスキルを学習した。また、表・グラフの作成や情
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報の取り扱いに関する知識等、課題研究を展開する上で必須となるメディアリ
テラシーを学習した。

⒝第１学年全生徒が、「総合的な学習の時間」や英語授業を活用し、課題研究の
内容を広く国内外に発信する際のツールとしての基礎的な英語運用能力・論理
的思考・表現力の向上を目的として、英語ディベートに取り組んだ（年間 16 回）。
身近な論題をテーマにまずは自分の言いたいことを英語にすることから始め、
徐々に相手の意見を聞いて反論するなど、ディベートの基礎的練習を行った。

ｂ　CS 講座：第２学年 SG コース生徒（31 名対象）
　SG コース生徒において、英語運用能力を更に磨く目的で、発展的な英語ディ
ベートに取り組んだ。身近な論題から課題研究テーマに係る環境問題等の論題に
至るまで、様々な論題に対して、正確に相手の意見を聞き、論理的に反論しつつ
自分の主張をするなど、英語をツールとしたコミュニケーション活動をとおした
実践活動を行った。その場で自分の知識を総動員して立論しなければならず、日々
のニュースや時事問題など身の回りの様々な問題に対する関心の高まりが見られ
た。

ｃ　CS 講座：第３学年 SG コース生徒（42 名対象）
　時事問題や様々なジャンルについて書かれた英文を読解し、自分の意見を英語
で述べ簡単なディスカッションを行い、自分の意見を発表する活動を行った。

ウ　全体への波及に向けた取組（各学年全生徒・全校生徒対象）
（ア）第１学年全生徒に対して、SG 活動で育成を目指す思考力を測定するテスト「SG

汎用能力テスト」を実施した。その答案（結果）を各担任で把握し、面談等日々の
教育活動に活かした。

（イ）第１学年全生徒を対象に SG 講演会を実施した（７月 10 日（火））
　　演題：「クリティカルシンキングのすゝめ」
　　講師：琉球大学教育学部　　道田　泰司氏

（ウ）第１学年全生徒に対して「職業別講演会」を実施した。将来のグローバルな視
点を持った職業選択に資するよう、様々な職種についている本校卒業生を招き、講
演を聴いた。生徒は 16 の職種の中から興味のある職種を選び聴講した。

（エ）第２学年全生徒に対して「総合的な学習の時間」を活用した取組「BIT （Basis 
for Innovator Training）」を実施し、将来のグローバルリーダーに必要な礎の育成
を図った。世界情勢に関する講義、グループディスカッション、ビジネスグランプ
リ出展、探究論文執筆等の活動を系統立てて実施し、学年全生徒にグローバルイ
シューへの関心及びそれについての考察を深める機会を提供した。「探究論文活動」
では、学年生徒が各個人の興味・関心に応じたテーマのもとに論文の作成を行った。
完成した論文はクラスの中で共有し、グループディスカッション等をとおして互い
に様々なテーマについて考察を深めた。

（オ）第２学年全生徒を対象に「学部学科説明会」を実施した。グローバル化が進み
変化する大学の現状、また今大学での研究の現状やどのような力が求められている
のかについて本校卒業生から話を聴いた。

（カ）第２学年全生徒を対象に SG 講演会を実施した（７月 11 日（水））。
　　演題：「日本がヤバイではなく、世界がオモシロイから僕らは動く」
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　　講師：（株）スクールウィズ　代表取締役　太田　英基　氏
（キ）第１・２学年全生徒が SGH 成果発表会における課題研究のステージ発表やポス

ターセッションに参加した。１年生は発表内容について事前に議論し質問を考える
活動を行った。当日は各発表に対して積極的に質疑をし、全生徒が SG 課題研究の
各テーマについての考察を深めた。

（ク）全校生徒を対象にした SG 講演会を実施した（６月 19 日（火））。
演題：「世界を知ると、日本、熊本、自分、が見える～世界は共依存で成り立っ
　　　ている～」

　　講師：長岡国際交流センター「地球広場」センター長　羽賀　友信　氏

エ　検証評価
（ア）SG 汎用能力テスト

ａ　実施日・対象生徒
　４月 11 日（水）　第１学年全生徒対象
　６月 28 日（木）　第３年生全生徒対象

ｂ　実践内容
　SGH プロジェクトを通して育む国際的素養を測定する独自のテストを実施し
た。難度を変えた同類の問題を１年次と３年次に実施し、汎用能力の伸長を定点
観測した。

（イ）SGH 自己評価アンケート
ａ　実施日・対象者
　　平成 30 年 11 月 26 日（金）～ 11 月 30 日（金）　第３年生生徒対象
　　平成 31 年 １ 月 21 日（月）～ １ 月 28 日（月）　第１・２学年生徒対象
　　平成 31 年 １ 月 21 日（月）～ １ 月 28 日（月）　職員対象

ｂ　実践内容
　今年度を振り返り、全生徒（SG コースを含む）・全職員の意識の変容を調査し、
これまでのデータの推移を見ることによって、SGH 指定期間における生徒・職員
の中の意識の変容を分析し、考察した。

７　目標の進捗状況、成果、評価
（１）目標の進捗状況

　SGH 指定最終年度である今年度も、本校 SGH の核となる「SG Research Project（課
題研究）」「SG Communication Project（英語運用能力向上プロジェクト）」の取組をブラッ
シュアップしつつ継続して行った。第１学年においては、「総合的な学習の時間」等を
活用し、対象を学年全生徒に拡大して実施した。第２学年においては、SG コース生徒
はこれまでの取組を継続して行い、コース以外の生徒も「総合的な学習の時間」を活用
して「探究論文作成」等を行った。第３学年の SG コース生徒は各研究の最終成果発表
会を５月に行った。長期休業中の校外研修（夏季研修・海外研修）も予定通り８月に実
施し、研修では外部機関と連携した留学生や現地学生との英語を使ったディスカッショ
ンやプレゼンテーションを実践した。12 月には校内外への研究成果の普及を目的とした
成果発表会を実施し、その中でＷＥＢを使って外部からディベートのジャッジを行うと
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いった試みも行った。運営指導委員会（11 月・３月）、評価助言委員会（12 月）、学校
評議員会（７月・２月）の各種委員会で定期的な事業の進捗を報告するともに、指導助
言をいただき、その都度より効果的な事業展開へつなぐ努力をした。年度末アンケート
ではプロジェクトの成果目標である生徒・職員の意識変容を検証した。これらの取組み
は SG 企画委員会とグローバルキャリア課が中心となり、各学年と連携して企画・実施
した。当初の事業構想にあった取組をほぼ実施できており、これらの取組を実践するこ
とは学校カリキュラム全体を見直す機会を得ることにもつながり、本校に様々な変化を
生み出している。

（２）中間評価で指摘を受けた事項についての対応
ア　多岐に渡る生徒の課題研究テーマに対する指導体制の確立

　職員が少人数の生徒を指導する職員ゼミ体制が軌道に乗った。今年度全生徒を対
象とした課題研究活動を行っている１年生も、次年度はクラスを解体しゼミ形式で
本格的な論文作成へと移行する。職員がゼミ内容を選定し開講する形態をとること
で、多岐に渡るテーマ設定をする生徒の研究へのきめ細かいサポートが可能となる。
生徒の自由なテーマ設定の余地は残しており、テーマの専門性が高い場合はこれま
で連携していただいている外部機関と連携し指導する。また、生徒の研究の深まり
をサポートする手だてとして、互いの発表を見て質疑をしたりグループディスカッ
ションをしたりする機会を増やしている。

イ　SGH 活動の全体への波及
　第２学年においては SG コース以外でも、また第１学年においては全生徒が「総
合的な学習の時間」を活用した探究活動への取組を継続実践している。また、英語
においては授業において英語ディベートを計画的に行うなど、国際的素養育成の観
点を共有した各教科の授業改善・実践も継続して行っている。

　　
ウ　各種活動の関連性

　「総合的な学習の時間」を活用した課題研究活動の実践を中心とし、１年次の夏
季研修、修学旅行におけるスタディーツアー、２年次の海外研修、成果発表会、３
年次の最終成果発表会等、これまでの SGH の諸活動が連関を持った形態で実践で
きるようになっている。次年度以降の入学者に対しては、この形態をベースに進路
学習等との連関を図るなど更にブラッシュアップして、本校独自の課題研究活動（探
究学習）のカリキュラムの確立及びグローバルリーダーの育成を進めていく方針で
ある。

（３）成果・評価
　ア　検証方法・評価方法

　参考資料の目標設定シート・年度末アンケート・汎用能力テスト等を参照し、そ
れらを本校が本プロジェクトを通して育成を目指す「国際的素養（国際感覚・課題
設定解決力・コミュニケーション能力・批判的思考と創造力」の観点から検証する。
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イ　検証・評価
（ア）国際感覚

ａ　検証項目
　巻末参考資料の目標設定シート（ｐ 97）の以下の項目から検証した。
⒜１「本構想において実現する成果目標の設定（アウトカム）」

①ｂ「自主的に留学又は海外研修に行く生徒」
　・SG 生徒 H26：3 名→ H27：40 名→ H28：14 名→ H29：26 名→ H30：16
名　
　・一般生徒 H26：7 名→ H27： 1 名→ H28： 4 名→ H29： 2 名→ H30：3 名
②ｃ「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の割合」
　・SG 生徒 H27：57％→ H28：78％→ H29：91％→ H30：76％　
　・一般生徒 H27：10％→ H28：44％→ H29：45％→ H30：56％

⒝ 1’「指定４年目以降に検証する成果目標」
① a「国際化に重点を置く大学へ進学する生徒の割合」
　・SG 生徒 H29：39％→ H30：38％　
　・一般生徒 H29：38％→ H30：38％
② b「海外大学へ進学する生徒の人数」
　・SG 生徒 H29：1 名→ H30：2 名（準備中）　
　・一般生徒 H29：0 名→ H30：0 名

ｂ　検証・評価
　各項目における数値の推移から、生徒に国際感覚が涵養されていると考えら
れる。特に⒜② c「将来留学したり、仕事で国際的に活躍したいと以前より考
えるようになった」生徒の割合における一般生徒の伸びが顕著で、この４年間
で 46％の伸びが見られる。これは本校が目指してきた SG 活動の全体への波及
の表れと考えられる。また、海外大学への進学については、昨年度卒業生が韓
国へ進学、今年度卒業生が台湾とアメリカの大学への進学準備を進めている。

（イ）課題設定解決力
ａ　検証項目　

　目標設定シート（ｐ 97）及び年度末アンケート（ｐ 100）の以下の項目から
検証した。
⒜１「本構想において実現する成果目標の設定（アウトカム）」

① a「自主的に社会貢献活動や自己研鑽活動に取り組む生徒数」
　・SG 生 徒 H26： 44 名 → H27：124 名 → H28：226 名 → H29：231 名
→ H30： 62 名
　・ 一 般 生 徒 H26：152 名 → H27： 19 名 → H28：376 名 → H29：372 名
→ H30：449 名

⒝ 1’「指定４年目以降に検証する成果目標」
① c「SGH の課題研究が大学の専攻分野の選択に影響を与えた生徒の割合」
　・SG 生徒 H29：25％→ H30：59％

⒞年度末アンケート「課題を発見・設定し、解決につなげようと考えるように
なった」
　・SG 生徒 H27：70％→ H28：83％→ H29：81％→ H30：90％　
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　・一般生徒 H27：28％→ H28：32％→ H29：39％→ H30：50％

ｂ　検証・評価
　各項目における数値の推移から、研修への積極的な参加、進路への影響がみ
られる。積極的で順調な推移が見られる。特に⒞の年度末アンケート「課題を
発見・設定し、解決につなげようと考えるようになった」の項目において、SG
コース生徒及び一般生徒ともに H27 から H30 にかけて約 20％の増加がみられ
る。また、これまで生徒が作成した論文の数は合計 188 本となり、課題研究の
指導体制等とともに今後に向けた教育資産の蓄積が見られている。

（ウ）コミュニケーション能力
a　検証項目

　目標設定シート（ｐ 97）の以下の項目及び英検２級以上取得者数（表３）か
ら検証した。
⒜目標設定シート

１「本構想において実現する成果目標の設定（アウトカム）」
ｅ「卒業時における生徒の４技能の総合的な英語力としてＣＥＦＲのＢ１

～Ｂ２レベルの生徒の割合」
　・SG 生徒 H28：78％→ H29：76％→ H30：85％
　・一般生徒 H28：38％→ H29：38％→ H30：60％

⒝英検２級以上取得者数（表３）
　・H26：45 人→ H27：100 人→ H28：96 人→ H29：106 人→ H30：153 人
⒞英検準１級取得者数
　・H26：0 人→ H27：1 人→ H28：1 人→ H29：4 人→ H30：1 人

ｂ　検証・評価
　⒜について、SG コース生徒においては本校が設定したレベルに約 80％の生
徒が達している。これに加え、⒝において、本校が目指す英検２級以上の取得
者数は H26 から５年間で３倍以上に増加している。さらに、⒞において、指定
２年目から英検準１級合格者が４年連続して出ている。生徒の英語学習意欲が
向上していると考えられる。

（エ）批判的思考とイノベーション
ａ　検証項目

　本校実施の年度末アンケート（ｐ 100）及び目標設定シート（ｐ 97）の以下
の項目から検証した。
⒜年度末アンケート

①「批判的思考を働かせて考える習慣が身についた」
　・SG 生徒 H27：71％→ H28：73％→ H29：86％→ H30：85％
　・一般生徒 H27：37％→ H28：40％→ H29：46％→ H30：51％
②「既成の概念にとらわれない創造力をもって思考するようになった」
　・SG 生徒 H27：54％→ H28：48％→ H29：74％→ H30：74％
　・一般生徒 H27：32％→ H28：32％→ H29：36％→ H30：42％
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⒝目標設定シート
１「本構想において実現する成果目標の設定（アウトカム）」

ｄ「公的機関から表彰された生徒数、又はグローバルな社会又はビジネス
課題に関する公益性の高い国内外の大会における入賞者の数」

　・H26：4 人→ H27：12 人→ H28：37 人→ H29：63 人→ H30：71 人
　　　　　　

ｂ　検証・評価
　⒜①「批判的思考を働かせて考える習慣が身についた」、②「既成の概念に
とらわれない創造力をもって思考するようになった」において、H27 から H30
の期間において、14％～ 25％の増加が見られる。この結果から、SG コース生
徒のみならず、一般生徒においても国際的素養の「批判的思考とイノベーショ
ン」が身についてきていると感じている生徒が増えていることが分かる。これ
は、SG 活動を学校全体に広げていく取組の影響が出てきていると捉えること
ができる。また、⒝における入賞者数の推移から、校外において日頃の活動成
果を評価される生徒の数が増えていることがわかる。これは、思考力・創造力
が必要となる課題研究活動をとおして、そのような力が生徒に身についてきて
いると考えられる一つの要因と言える。指定後の５年間で生徒意識の変容は確
実に見られており、SGH の明らかな影響・効果を裏付けていると考える。

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

　指定初年度は教育課程は変更せず、１年生を中心に課題研究活動に係わる講演会や
ワークショップ等を実施し、本校 SGH で目指す国際的素養（前述の４つ）及び課題研
究活動への素地を養うとともに、１年生において SG コースの編制を行った。手探りの
状態であり、いろいろな取組間に関連性を持たせることが課題としてあった。
　２年目は１・２年生にSGコースを設置した。コース生徒においては教育課程を変更し、
学校設定科目「SG Research Project（SGR）」「SG Communication Project（SGC）」を
設け実施した。これによりコース生徒の活動時間がカリキュラム内に確保でき、より内
容の深い研究活動を行うことができるようになった。また、本校初となる海外研修を実
施するなど、海外体験をする生徒が増加した。前年度の課題であった各活動間の関連性
について議論を継続し、本校 SGH の目標である国際的素養の育成という観点に立ち活
動を精選・再編した。本格的にスタートした課題研究活動における生徒の研究テーマの
多様さへの対応（指導体制）の不十分さや、SG コース生徒及び担当職員への負担の大
きさという課題があった。
　３年目は、１年次に各自の興味のあるテーマに基づくレポート作成を起点にした課題
研究テーマの設定、２年次に本格的な課題研究と論文作成、３年次に英文要約及びまと
めという課題研究の大きな流れが確立した。課題であった課題研究の指導体制としては、
複数の生徒に対して指導担当者を決め指導に当たる職員ゼミを導入した。生徒が校外へ
発表に出て行く機会が増え、初の SG コース卒業生の進路面においては国際系への進学
が多く見られた。この SG 活動が生み出す生徒の変容をどのようにコース以外の生徒、
ひいては学校全体へ波及させていくかが課題となった。
　４年目は、前述の課題を受け１・２年生において「総合的な学習の時間」を活用した
学年全生徒対象の活動を本格的に開始した。SG コースの課題研究活動のノウハウを活
かして、自分の興味・関心や進路目標をテーマにした探究論文作成（２年生）や国際的
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素養の涵養を目的とした講話やグループディスカッション（１年）などを学年全体で行っ
た。このように全体に広がりを見せるようになってきた活動を、指定期間終了後にいか
に実施・継続していくかという、ポスト SGH の在り方が議論になっていった。
　指定最終年度となった今年度は、２・３年生においては SG コースの活動と通常クラ
スにおける国際的素養育成への取組を並行して行うとともに、１年生においては指定期
間終了後を見据え、学年全生徒で課題研究を行う形態をとり、従来の SG コースの活動
と全体での活動の共存・融合が実現した。前述のとおり、次年度以降は、この５年間を
経てたどり着いた形をベースに本校独自の課題研究活動（探究学習）と英語運用力向上
カリキュラムをさらに充実させて展開していく方針である。

（２）高大接続の状況について
　指定初年度から外部機関との連携強化は一つの課題であった。指定５年間を経て各種
講演会や研修、課題研究に関して大学との交流が広がった。大学の単位履修制度の設置
は現在のところ行っていない。
　課題研究の面においては、熊本大学や、熊本学園大学と連携し直接指導をいただいた
り課題研究に係わる実験のサポートをしていただいたりした。校外研修の面では、立命
館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）、崇城大学、北九州学術研究都市、熊本大学などと連携
して研修やワークショップを実施した。生徒達にとって、校外でしか得ることのできな
い経験ができる貴重な機会であった。評価の面においては、汎用能力テスト作成の際に
岡山大学、神戸大学の先生方にアドバイザーとして参加していただき、作問の妥当性等
について一緒に検討いただいた。生徒向けの講演・講話・ワークショップにおいては、
東京大学、京都大学、大阪大学、九州大学など数多くの大学の先生方から貴重なお話を
聞く機会が生まれた。
　このような多くの大学との連携は SGH の指定なくしては実現しえなかったものであ
り、指定期間終了後も可能な限りその関係を継続していく方針である。そのためにも、
次年度以降の課題研究活動を核においたカリキュラムの継続的実施及びその充実が必要
である。

（３）生徒の変化について
　指定期間内の生徒の変容については、上述７（３）で述べたように明らかな変化が見
られる。特に、年度末アンケートの「将来留学したり、仕事で国際的に活躍したいと
以前より考えるようになった（一般生徒 H27：10％→ H28：44％→ H29：46％→ H30：
53％）」、「批判的思考を働かせて考える習慣が身についた（一般生徒 H27：37％→ H28：
40％→ H29：46％→ H30：60％）」、「既成の概念にとらわれない創造力をもって思考す
るようになった（一般生徒 H27：32％→ H28：32％→ H29：36％→ H30：54％）」の項
目における一般生徒の伸びは、指定４年目～５年目で目指した SG 活動の全校生徒への
波及効果を表していると考えられ、本校 SGH 事業の一つの大きな目標が達成されつつ
あると考える。
　また、目標設定シートの「グローバルな社会又はビジネス課題に関する公益性の高い
国内外の大会における参加者数（H26：15 人→ H27：13 人→ H28：26 人→ H29：42 人
→ H30：47 人）」、「先進校としての研究発表回数（H26：1 回→ H27：6 回→ H28：4 回
→ H29：8 回→ H30：9 回）」といった項目の推移からも、生徒に外部発信への積極性が
生まれてきていることがうかがえる。
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（４）教師の変化について
　年度末アンケートの推移から、５年間の指定を経て教師の側にも明らかな変化が見ら
れている。年度末アンケート項目の「教員の指導方法の改善や授業力の向上に結びつい
た（H27：63％→ H30：75％）」、「学外機関との連携により教員の社会性の涵養があった

（H27：47％→ H30：59％）」、「学外機関とのネットワークの広がりが教員に指導上の効
果をもたらした（H27：55％→ H30：60％）」といった結果から、学外機関との連携から
刺激を受け、それが意識の変化を生み日々の授業改善につながっているといった教員の
数が増加していることが分かる。特に SGH 指定後の課題研究活動及び評価面での汎用
能力テスト導入に伴い、それに付随する職員研修の機会も増えたことで、生徒の思考力
育成について教員間で話題にする機会が増えている。このことは、あらゆる授業に通底
する汎用的能力が特にこれからの生徒には必要であり、それは日々のあらゆる教育活動
を通して指導が可能なものであるという意識が教師側に広く共有されつつあることの一
つの証左である。一部の教員の間でのみ議論されていた話題が急速に広がったのは SGH
指定に負うところが大きいと考える。

（５）学校における他の要素の変化について（授業・保護者等）
　前述のように生徒の思考力育成に向けてより効果的な指導法を実践していくなかで、
ＩＣＴを使用する機会が増えた。課題研究の発表におけるプレゼンテーションソフトの
使用であったり、図やグラフ作成の際の表計算ソフトの使用、あるいはプレゼンテーショ
ンの際のプロジェクター及びスクリーンの使用であったりと、生徒にその必要性が生ま
れることで、教師側にもそれらに対する知識・使用に対する意識の高まりが見られた。
また、その環境つくりとしてのインフラ整備（ＰＣタブレット・プロジェクター・スクリー
ンの補充）や、ＩＣＴを活用した授業についての職員研修も実施した。　　

（６）課題や問題点について
ア　外部機関との連携

　指定初年度から直面した課題であった。当初は課題研究を進めていくこと自体が手
探りの状態であり、外部の講師を招いてレクチャーを受けるということも必然的に
多くなった。ただ、あまり外部に頼りすぎてしまうと本校職員への広がりが進んでい
かないというジレンマもあった。２年目以降は本校職員が実際の活動に関わる機会を
徐々に増やし、３年目に職員ゼミをスタートさせ、徐々に職員側で主導できる体制に
変化させていった。それでも、生徒の研究内容が高度なものになった場合は外部専門
家のアドバイスは必要であり、この外部機関連携と職員の関わり合いの最適なバラン
スをとることの難しさを感じた。

イ　各活動の関連性
　SGH の諸活動間の関連性が不明確であるということは、指定初期の頃から課題とし
て挙がっていた。指定当初は多岐にわたる活動を行う余り、本校 SGH が目指すとこ
ろがぼやけてしまうということもあった。議論を重ね、思考力育成のための課題研究
活動を核にするという本質を共有し、活動関連図を作成することで、各活動の位置づ
けや目的を明確にして、活動を精選した。

ウ　課題研究の指導体制
　職員ゼミを導入する前は、コース生徒の研究を担当者がほぼ単独で進行管理すると
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いうもので、担当者の負担の大きさと生徒の研究が深まりにくいことが大きな課題と
なっていた。職員ゼミの導入により、複数の担当者がゼミを開講し、その内容の中で
担当する生徒を指導する体制となった。これにより、担当者が少人数の担当生徒を、
自分の専門的知識に絡めたテーマの枠内で指導しやすくなり、担当者の負担削減と生
徒の研究の深まりにつながっている。

エ　全体への波及
SGH の活動が生徒において一定の効果を生んでいることが感じられるようになった
指定３年目以降に大きな課題となった。SG コース生徒に見られる意識の変容や国際
的素養の涵養をコース外の生徒に波及させるために、各学年で「総合的な学習の時間」
を活用した取組をスタートさせた。内容は、前述の「探究論文作成」や「国際的素養
を身に付けるための様々なワークショップ」であった。このような取組を経て、指定
最終年度である今年度、第１学年における「総合的な学習の時間」を活用し、全生徒
を対象として課題研究活動を行うプログラムの開始へとたどり着いた。このことは、
SGH指定以前には課題研究についての取組が全くなかった本校において大きな変化で
あった。

オ　現在考えられる課題
（ア）国際的素養についての検証評価方法の開発

　評価に関しては、本校では文科省提出の「目標設定シート」の推移による数値的
検証、本校実施の「年度末アンケート」で意識の変容、そして本校実施の「汎用能
力テスト」で思考力（論理的思考・批判的思考力等）の測定を行ってきた。特に汎
用能力テストの取組は、あまり前例のない取組であり、その作問をとおして、そこ
に携わる教員は教科を超え、生徒の汎用能力を養う授業の在り方の議論を行い、そ
れが授業改善につながるという付加価値も生まれている。しかし、その活用法につ
いては模索が続いており、現状としては、テストの答案を各担任が検証し、日常の
指導に役立てている。テストによる思考力の測定は設問レベルや採点基準のブレ等
の様々な要因で、正確に思考力を測定する事ができているか確証がもてていない。
いかに問題の妥当性を担保するかも課題であり、もっと設問の数を増やしたり、客
観的な問題を増やしたりする必要もあるのかもしれない。専門家のアドバイスも仰
ぎながら、評価方法については今後も議論を続けていく。

　　　　　
（イ）成果普及に関する取組の更なる充実

　これまでも校内外の発表会、ＨＰ上での情報発信、メディア掲載等で本校取組を
発信してきているが、まだ不十分な部分がある。本校の取組を校外にいかに発信し
伝えていくかは、指定期間終了後も必要となってくると考える。その効果的な手だ
ても考えていく必要がある。

　（ウ）職員の加配等
　SGH 指定期間中は職員の加配があった。また、ＡＬＴに関しては、SGH 指定前
半までは他校との掛け持ちで本校勤務は週２回だったものが、指定後半からは常駐
になるなどの配慮をしていただいた。指定期間終了後もグローバルリーダー育成の
取り組みを継続していく上で、職員数の確保及びＡＬＴの常駐は必要であり、この
体制が継続するかどうかは課題の一つである。
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（７）今後の持続可能性について
　本校では現状課題の分析を常に行い、SGH プロジェクトに適宜改善・修正を加えなが
ら展開した。その結果、今年度１年生において、SGH 指定以前の従来のカリキュラムで、
全生徒を対象とした課題研究活動プログラムの実践へとたどり着いた。５年間の本校
SGH の大きな柱となった「SG Research Project（課題研究活動）」「SG Communication 
Project（英語運用能力向上プログラム）」を中心とした SGH の取組は、その教育効果も
明らかであり、次年度以降も活動を精選したうえで継続実施する方針である。
　SG Research Project（課題研究活動）については、今年度１年生が通常カリキュラ
ムの中で「総合的な学習の時間」を活用した実践を行っており、次年度は本格的に課題
研究と論文作成に取り組んでいく。この活動は各教科・校内外の研修・学校行事とも連
動した総合的カリキュラムであり、この形態をベースにして、次年度からも「総合的な
探究の時間」を活用した同様のカリキュラムを継続していく方針である。外部への発信
という面からも、成果発表会も継続して実施していく計画である。
　SG Communication Project（英語表現活動）については、今年度１年生が実施した「総
合的な学習の時間」と英語授業を連動させた英語ディベート活動を次年度からは「総合
的な探究の時間」と連動させて継続実施していく。
　SGH 指定をきっかけに始めた海外研修も、生徒アンケートの結果からその教育的効果
は大きいと考えられ、継続実施する。次年度２年生においては、学年全生徒を募集対象
とし、その多様なニーズを満たすために「ディスカッション・探究型（アメリカ）」、「語
学研修型（オーストラリア）」、「開発途上国特化型（ベトナム）」の３コースを設定し、
実施に向け現在準備を進めている。
　評価の面では、本校独自の汎用能力テストの取組についても、作問・採点の負担とい
う課題もあるが、改善を加えながら、何らかの形で継続実施していきたいと考えている。
　最後に成果普及については、研究論文集の作成あるいは県内高等学校及び他県の高校
への発信活動、外部発表会への積極的参加、成果発表会の実施等を積極的に行っていく
予定である。活動を進めるに当たっては、高大連携を中心とした外部機関との連携、課
題研究活動に積極的に取り組んでいる他校（SGH・ＳＳＨ指定校等）との合同発表会等、
より大きな規模での校外発信を可能にするような企画及びその実践を目指す。ホーム
ページ上での発信も継続していく。
　次年度以降もこの SGH 事業で得られた様々な教育資産の発展的継承を目指し、本校
教育プログラムの更なる発展・充実に尽力するとともに、その成果の検証・評価方法の
確立も含めた、質の高いプログラムの開発を引き続き目指していきたい。

【担当者】
担当課 教育庁教育指導局高校教育課 ＴＥＬ ０９６－３３３－２６８５
氏　名 藤本　恵美 ＦＡＸ ０９６－３８４－１５６３
職　名 指導主事 e-mail fujimoto-e-ks@pref.kumamoto.lg.jp
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Ⅱ　実 施 報 告
（2018年度の取組）
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１　SG　Research Project（課題研究プロジェクト）の取組
　（１）プロジェクト概要
　　ア　概要
　　　（ア）研究テーマ
　　　　　「持続可能性を確保する開発と地球環境保全のあり方」
　　　（イ）研究開発概要

　『持続可能性を確保する開発と地球環境保全のあり方』をテーマにした課題研究
「SG Research Project」及び外国語によるコミュニケーション能力の向上を目指し
た「SG Communication Project」を実施する。後者は、DDP 講座（Discussion・
Debate・Presentation 講座）と CS 講座（コミュニケーションスキル講座）の２つ
により構成し、課題研究を支援する。
　第１学年においては「総合的な学習の時間」等を活用し学年全生徒が上記取組を
行った。第２学年生徒においては、SG コース生徒は学校設定科目において、コー
ス以外の生徒は「総合的な学習の時間」等を活用し上記取組を行った。第３学年に
おいては、SG コース生徒が課題研究活動の総仕上げとして最終研究発表会を行っ
た。また、課題研究活動の校内外への波及を目的とした発表会の実施、校外発表会
への積極的参加、次年度以降の活動内容の継続の在り方についての議論を行った。

イ　仮説
（ア）研究テーマの設定に向けて調査・研究活動を進めることで、現代社会が抱える

問題に対する関心を深め、地域の課題と世界の課題を結びつけ地球的視野で思考す
る国際感覚を育成するとともに、国際社会に生きる日本人としての自覚を育み、日
本の伝統・文化・歴史等に関する深い教養を身につけることができる。（国際感覚）

（イ）研究論文の作成を通じて、論理的思考や科学的思考に基づき、課題を設定し解
決に至る課題設定・解決力を養成することができる。（課題設定・解決力）。

　　ウ　実践（研究内容・方法）
　　　　上記仮説を検証する方法として以下の取組を実施した。

（ア）実践概要
①第１学年全生徒対象の「総合的な学習の時間」等を活用した「SG Research 

Project 1」の実施。
② SG コース生徒対象の学校設定科目「SG Research Project 2」（２年）の実施。
③ SG コース生徒対象の学校設定科目「SG Research Project 3」（３年）の実施。

（イ）課題研究における職員ゼミの実施。
（ウ）第１学年における外部連携ワークショップ（夏季校外研修）の実施。
（エ）第２学年 SG コース生徒における海外研修「オーストラリア現地環境スタディ」

の実施。
（オ）第３学年 SG コース生徒における課題研究最終発表会の実施。
（カ）成果発表会の実施。
（キ）全体への波及に向けた外部と連携した取組の実施。

① SG 講演会（３回：１年生全員・２年生全員・全校生徒及び保護者対象）
②学部学科説明会（１・２年生全員対象）
③ＳＡＰ（ソーシャル・アクション・プログラム）（１年生全員対象）。
④職業別講演会（１年生全員対象）。
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⑤大学出張講座（２年生全員対象）

　（２）教育課程の編成
　　ア　教育課程の特例について
　　　　必要となる教育課程の特例とその適用範囲　（平成 30 年度）

学　年

適用範囲
学校設定科目等

単
位
数

代替となる教科・科目 増減する単
位

２年
SG コース

（文系）

SG Research Project ２ ２ 芸術・食文化　　　　　　　１
総合的な学習の時間　　　　１

－１
－１

第２学年文系 SG コース１クラス『SG Research Project 2』２単位：総合的な学習の
時間（１単位）に芸術・食文化の１単位を減じて加え、学校設定科目『SG　Research
　Project　２』（２単位）として実施する。

２年
SG コース

（理系）

SG Research Project ２ ２
地理Ａ・日本史Ａ　　　　　２

総合的な学習の時間　　　　１

－１
　（＊１）
－１

第２学年理系 SG コース１クラス『SG Research Project 2』２単位：総合的な学習の
時間（１単位）に地理 A または日本史 A の１単位を減じて加え、学校設定科目『SG 
Research Project 2』として実施する。

３年
SG コース

（文系）

SG Research Project ３ ２ コミュニケーション英語Ⅲ　４
総合的な学習の時間　　　　１

－１
－１

第３学年文系 SG コース１クラス『SG Research Project 3』２単位：総合的な学習の
時間（１単位）にコミュニケーション英語Ⅲ４単位のうち１単位を減じて加え、学校
設定科目『SG Research Project 3』（２単位）として実施する。

３年
SG コース

（理系）

SG Research Project ３ ２ コミュニケーション英語Ⅲ　３
総合的な学習の時間　　　　１

－１
－１

第３学年理系 SG コース１クラス『SG Research Project 3』２単位：総合的な学習の
時間（１単位）にコミュニケーション英語Ⅲ３単位のうち１単位を減じて加え、学校
設定科目『SG Research Project 3』（２単位）として実施する。

＊１　２単位のうち残り１単位は　SG Communication Skill 講座に充てる。

イ　第１学年における「SG Research Project 1」、第２・３学年 SG コースにおける学
校設定科目「SG Research Project 2」・「SG Research Project 3」の実施

（ア）目標
　第１学年において、これまでの SG コースにおける課題研究を学年全生徒へ拡大
実施することにより、これまで蓄積されたノウハウを全体に波及するとともに、指
定期間終了後も持続可能な課題研究プログラムを見いだす。第２・３学年 SG コー
スに関しては、これまで同様に学校設定科目として実施することにより、国際的素
養を身に着けさせながら、課題研究活動の更なる充実を図る。



20

（イ）実践
　　以下の計画に沿って、実践した。
　〇１年　SG　Research　Project １（リサーチ基礎）

回 活動項目 活動内容及び留意事項 備考 指導者等

１　
　

学　
　

期

１
（4/13） ○オリエン

テーション

●本プロジェクトの目的・意義、年間計
画を理解する。

●論文とはどのようなものか理解する。
●レポート作成の方法について理解する。

● レ ポ ー ト
作成の指示
をする。（別
紙参照）

本校職員
２

（4/24）
３

（5/15）
○３年生成果
発表会

●３年生のセッションをもとに、論文の
実際に触れる。 本校職員

４
（5/22）

〇リサーチ基
礎

〇英語表現活
動

前半　１～５組　リサーチ基礎
　　　６～ 10 組　英語表現活動
後半　１～５組　英語表現活動
　　　６～ 10 組　リサーチ基礎
※生徒たちの見識を広げ、進路意識や学
問的洞察を深めることを旨とする。

〇リサーチ基礎
【実施目的】
●レポート作成の目的を理解する。
●レポート作成の着眼やきっかけとなる
ように展開する。

【実施方法】
●担任を中心とした各担当者（５名）が
主導し、演習を展開する。

〇英語表現活動
【実施目的】
●ディベートの目的や方法を学ぶ。
●ディベートを経験する。

【実施方法】
●ディベートの説明や視聴を行い、ディ
ベートの概要、目的、進め方、表現方
法を学ぶ。

●簡単なテーマに基づき、予め準備期間
を設け、ディベートを 1 回行う。

本校職員

５
（5/29）

６
（6/5）

７
（6/12）

８
（7/3） 予備

９
（7/10） 〇進路講演会

●講演
　琉球大学教育学部
　　教授　道田泰司先生
　【演題】クリティカルシンキングのすゝ
め

外部講師

10
（7/17）

○ＳＡＰ、校
外研修事前
準備

【目的】
　　生徒たちの見識を広げ、進路意識や
学問的洞察を深めることを旨とする。

●研修先の提示。
●研修の研究と準備。

●ＳＡＰ、校
外研修につ
いては別紙
参照。

本校職員

夏
季
休
業
中

○ＳＡＰ、校
外研修

〇レポート作
成

●ＳＡＰ 本校職員

２
学
期

11
（9/11） ○レポート経

過報告
●グループ（20 名強）ごとにレポート作
成の経過について報告・評価する。

●評価は生徒による相互評価とする。
本校職員

12
（9/18）
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２　
　

学　
　

期

13
（9/25）

〇リサーチ基
礎

〇英語表現活
動

前半　１～５組　リサーチ基礎
　　　６～１０組　英語表現活動
後半　１～５組　英語表現活動
　　　６～１０組　リサーチ基礎
※生徒たちの見識を広げ、進路意識や学
問的洞察を深めることを旨とする。

〇リサーチ基礎
【実施目的】
●レポート作成の目的を理解する。
●レポート作成の着眼やきっかけとなる
ように展開する。

【実施方法】
●担任を中心とした各担当者（５名）が
主導し、演習を展開する。

〇英語表現活動
【実施目的】
●ディベートに慣れる。

【実施方法】
●テーマをあらゆるジャンルからもって
きて、数回実践する。

本校職員

14
（10/9）

15
（10/16）

16
（10/23）

17
（10/30）

18
（11/6）

19
（11/13）

20
（11/20）

21
（12/11）

○成果発表会
に向けた準
備

●２年生の論文または要約を参考に、質
問や議論、評価の準備をする。 本校職員

22
（12/14）○成果発表会 本校職員

冬
季
休
業
中

〇レポート作
成

３　
　

学　
　

期

23
（1/22）

〇リサーチ基
礎

〇英語表現活
動

前半　１～５組　リサーチ基礎
　　　６～１０組　英語表現活動
後半　１～５組　英語表現活動
　　　６～１０組　リサーチ基礎
※生徒たちの見識を広げ、進路意識や学
問的洞察を深めることを旨とする。

〇リサーチ基礎
【実施目的】
●レポート作成の目的を理解する。
●レポート作成の着眼やきっかけとなる
ように展開する。

【実施方法】
●担任を中心とした各担当者（５名）が
主導し、演習を展開する。

〇英語表現活動
【実施目的】
●クラスを超えたディベートの実践を行う。

【実施方法】
●クラスを混ぜ、できるだけ多くの生徒
同士でディベートができるように組む。

●各クラスでトーナメントを行い、最終
的には、体育館のステージでディベー
トを行い、優勝グループを決定する。

本校職員

24
（1/22）

25
（1/29）

26
（2/5）

27
（2/19）

○一年の振り
返り

○次年度への
準備

●グループ（２０名強）ごとにレポート
作成の経過について報告・評価する。

●評価は生徒による相互評価とする。
○上述の指導を通して、個人研究論文の
進め方やテーマ設定についてのアドバ
イスをする。

● レ ポ ー ト
提出

本校職員
28

（2/26）

29
（3/14）

● 論 文 作 成
準 備 の 指
示（別紙参
照）。
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　〇２年　SG　Research　Project ２
回 活動項目 活動内容及び留意点 備考 指導者等

１　
　
　

学　
　
　

期

１
（4/18）

○オリエン
テーション

●本プロジェクトの目的・意義、年間計
画を理解する。

●担当教師を紹介する。
●研究の進め方について理解する。

本校職員

２
（4/25）

○仮説設定・
検証

●個人論文作成準備について進捗状況を
確認する。

（5/16） ○成果発表会
●３年生による論文について発表する。
●８グループに分かれる。質疑・応答も
含む。

３
（5/30）

○仮説設定・
検証

○グローバル
セッション

（カン＆ラウ
ラ）

●「なぜそのテーマなのか」「どのように
伝えるか」などの発問を重視する。

●個人論文を作成するにあたり、必要な
資料や書籍等を紹介し、考え方や視点
などについて助言する。

●生徒たちの議論を重視し、クリティカ
ルシンキングや建設的な仮説の設定に
心がける。

４
（6/6）

５
（6/13）

６
（6/20）

○個人テーマ
の確定およ
び個人論文
作成準備

個人研究
論文提出

７
（7/4）

８
（7/18）

●夏季休業中の取り組みについて指導す
る。

〇締切
（印刷した論文を担当者に提出）

夏
季
休
業
中

９
○海外研修
○個人論文作
成

●担当者から指導を受ける。

10 ○個人論文作
成

○締切
後期課外初日
提出物（印刷したもの）
①完成した論文
②ポスターセッションのためのパワーポ
イント等（項目を整理したもの）

個人研究
論文提出

２　
　
　

学　
　
　

期

１1
（9/12）

○ポスター
セッション

●ポスターセッション後、質疑応答を行
う。

●生徒たちの議論を重視し、クリティカ
ルシンキングに心がける。

本校職員

12
（9/19）

○論文作成を
深める。

●「なぜそのテーマなのか」「どのように
伝えるか」等の発問を重視する。

●個人論文を作成するにあたり、必要な
資料や書籍等を紹介し、考え方や視点
などについて助言する。

●論文作成を指導する。
○個人研究論文中間発表会等を実施して
もよい。

13
（9/26）

14
（10/10）

15
（10/17）

16
（10/24）○仮完成 個人研究

論文提出

17
（10/31）

○ポスター
セッション

原稿の作成
●成果発表会に向けての準備を進める。

18
（11/7） 大学出張講義
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２
学
期

19
（11/14）

○成果発表会
リハーサル

○ポスター
セッション
の準備

●成果発表会に向けての準備を進める。 本校職員

20
（11/21）

21
（12/5）

22
（12/12）

23
（12/14）○成果発表会 ●様々な質問から多角的に論文を精査す

る。 本校職員

24
（12/19）

○研究論文
（日本語）の
精査

●成果発表会を反省・検討する。
●個人論文の進捗状況を確認する。

３　
　

学　
　

期

25
（1/16）

○研究論文の
精査

○研究論文の
完成

●個人研究論文の精査を行う。 個人研究
論文提出 本校職員

26
（1/23）

27
（1/30） ○研究論文要

約の作成
○研究論文要
約の英訳

●個人研究論文の英訳に取り組む。 本校職員
（外部講師）

28
（2/6）

29
（2/20）

30
（2/27）

○研究論文要
約の英訳の
完成

英訳の提出

本校職員
31

（3/14）
○研究論文要
約の英訳で
の発表

　〇３年　SG　Research　Project ３
回 活動項目 活動内容及び留意点 備考 指導者等

１　
　
　

学　
　
　

期

１
（4/17）

○オリエン
テーション

●本プロジェクトの目的・意義を再確認
し、今後の計画を理解する。

本校職員

２
（4/18）

○研究論文仕
上げ及び最
終発表会準
備

●最終発表会に向けて研究論文を仕上げ、
プレゼンテーションの準備をする。

３
（4/24）

●最終発表会に向けて研究論文を仕上げ、
プレゼンテーションの準備をする。

４
（4/25）

●最終発表会に向けて研究論文を仕上げ、
プレゼンテーションの準備をする。

５
（5/1）

●聴衆に分かりやすい発表のためには何
が必要となるかを考えさせる。

６
（5/2）

●互いのプレゼンテーションを聴き、
フィードバックを返すことで、互いの
プレゼンテーションの質を高める。個
人論文作成準備について進捗状況を確
認する。

７
（5/9）

●互いのプレゼンテーションを聴き、
フィードバックを返すことで、互いの
プレゼンテーションの質を高める。個
人論文作成準備について進捗状況を確
認する。
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８
（5/15）

〇最終発表会
（１年生向
け）

●１年生全員を対象に各教室で研究につ
いての最終プレゼンテーションを行う。

９
（5/16）

〇最終発表会
（２年生 SG
コース生徒
向け）

●２年生 SG コース生徒を対象に各教室
で研究についての最終プレゼンテー
ションを行う。

１０
（5/29）

〇活動のまと
め ●最終発表会を振り返る。

１１
（5/30）

〇活動のまと
め ●これまでの活動を振り返る。

（ウ）成果
　　年度末に実施した生徒アンケートの結果（下図１～６参照）からも明らかなよう

に、SG コース生徒とその他クラス生徒間の意識の差は顕著なものとなっている。
これは学校設定科目の効果であると考えられる。同時に注目したいのが、今年度、
学年全体に拡大実施した第１学年生徒の意識の高まりである。SG コース生徒との
差はあるが、すべての項目において第２・３学年生徒よりパーセンテージが高い。
これは今年度実施した、「総合的な学習の時間」等を活用し課題研究活動を全生徒
対象に拡大し実施する取組が一定の効果を見せたと考えられる。この形を本校にお
ける課題研究プログラムの原型として、今後更なるブラッシュアップを図り、最善
のあり方を探っていきたい。

図１　（設問）自分が住んでいる地域の課題への関心が高まった。（H30）
　　　＜ SG：N=73  1：N=408  2SG 外：N=365  3SG 外：N=349 ＞

図２　（設問）現代社会が抱える世界の課題への関心が高まった。（H30）
　　　＜ SG：N=73  1：N=408  2SG 外：N=365  3SG 外：N=351 ＞

図３　（設問）地域の課題と世界の課題を結びつけて考えるようになった。（H30）
　　　＜ SG：N=73  1：N=408  2SG 外：N=365  3SG 外：N=351 ＞
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図４　（設問）課題を発見・設定し、解決につなげようと考えるようになった。（H30）
　　　＜ SG：N=73  1：N=407  2SG 外：N=365 3SG 外：N=351 ＞

図５　（設問）論理的、科学的思考が身についた。（H30）
　　　＜ SG：N=73  1：N=408  2SG 外：N=365  3SG 外：N=350 ＞

図６　（設問）批判的な思考を働かせて考える習慣が身についた。（H30）
　　　＜ SG：N=73  1：N=406  2SG 外：N=365  3SG 外：N=351 ＞

ウ　課題研究における職員ゼミの実施
（ア）目標

①各教科担当者が課題研究活動にかかわることによって、できるだけ多くの職員が
関わる体制を作り、今後の課題研究活動への効果的・継続的取組につなげる。

②各教科担当者がゼミ形式で指導することで、各教科に課題研究との関わりが生ま
れ、それが職員全体、ひいては学校全体への波及を生む。

③ゼミを基盤に指導することで、多岐に渡る生徒の課題研究テーマを担当者が指導
しやすくなるとともに、専門性が高くなった場合には外部機関と連携指導をする
ことで、一層多面的指導が可能となり、課題研究の質向上を図る。

（イ）実践
　　２年生 SG コースの課題研究において生徒の研究テーマをグルーピングし、担当

者を割り振り、年間計画に従い職員ゼミを開始した（上記 SG Ｒ授業計画参照：ｐ
22）。全体で展開している第１学年においても本格的に論文を執筆する次年度は職
員ゼミ形式で研究活動を展開していく方針である。

　　職員ゼミの目的は①の職員の協力体制の確立と、③の生徒一人一人に対する多面
的な指導ができるようにすることをとおして、生徒の課題研究の質の向上をはかる
ことにある。研究の専門性が高くなる場合には、外部指導者にアドバイスを求める
体制を作っている（表１）。
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　　職員ゼミは担当職員と生徒との議論（対話）がベースとなる（図７）。担当職員
は生徒の研究（テーマ設定・仮説・論文の内容等）に対し、なぜそのように言える
のか、その根拠は何か等の質問を投げかけ、それに生徒が応答する。このやり取り
をもとに生徒が研究に対する考察を深め、論文の質が向上することが期待できる。
ゼミ担当職員は各教科（国・数・社・理・英）から割り振られており、担当する生
徒との対話からその生徒の論理的思考力や知識量について把握することができる。
それを各教科に持ち帰り情報共有をすることで、日々の授業に還元され、授業を通
じて課題研究に必要となる論理的思考力の育成が図られる好循環を生み出すことを
期待している。この相互作用、すなわち目的②にもこの取組の意義はあると考える

表１：研究論文アドバイザー一覧（Ｈ 26～）
熊本大学 特任准教授　　　久恒　昭哲氏 
熊本大学 特 任 助 教　　　デブコタ・ハリ氏 
熊本大学 助　　　教　　　アルマンド・Ｔ・キタイン氏
熊本大学 教　　　授　　　宮瀬　美津子氏
熊本学園大学 教　　　授　　　中地　重晴氏
環境ネットワークくまもと 理　　　事　　　大住　和子氏

図７：職員ゼミの流れ

（ウ）成果
　　職員ゼミの取組も３年目を迎えた。年度末の生徒アンケートの思考力に関わる設

問の過去の推移をみることでその成果を検証したい。
　　年度末アンケート（下図８～ 10 参照：パーセンテージは「そう思う」「ややそう

思う」と答えた割合）をみると、「課題を発見・設定し、解決につなげようと考え
るようになった（図８）」、「論理的・科学的思考が身についた（図９）」、「批判的な
思考を働かせて考える習慣が身についた（図 10）」という設問に対する SG コース
生徒の数値が、高い数値で推移している。職員ゼミ導入はＨ 28 年度からであるが、
それぞれの設問において、ゼミ導入前のＨ 28 から導入後のＨ 28 ～Ｈ 30 で 15％～
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26％の向上が見られている。これらの結果は、職員ゼミ導入による生徒への指導の
質向上に起因するものと考えている。

図８　（設問）課題を発見・設定し、解決につなげようと考えるようになった。
　H27（SG コース生徒：70％ N=124）

　H28（SG コース生徒：83％ N=104）

　H29（SG コース生徒：85％ N=156）

　H30（SG コース生徒：90％ N=73）

図９　（設問）論理的・科学的思考が身についた。
　H27（SG コース生徒：61％ N=124）

　H28（SG コース生徒：63% N=104）

　H29（SG コース生徒：81% N=156）

　H30（SG コース生徒：82% N=73）

図 10　（設問）批判的な思考を働かせて考える習慣が身についた。
　H27（SG コース生徒：71% N=124）

　H28（SG コース生徒：73% N=104）

　H29（SG コース生徒：97% N=154）

　H30（SG コース生徒：85% N=73）

　次に、職員の意識の変容を見てみる。年度末アンケート（図 11 ～ 12 参照：パーセ
ンテージは「そう思う」「ややそう思う」と答えた割合）から、「教員の指導方法の改
善や授業力の向上に結び付いた（図 11）」「学外機関とのネットワークの広がりが教員
に指導上の効果をもたらした（図 12）」という設問において、「そう思う」、「ややそう
思う」と答えた職員の割合は過去３年間大きな変化は見られない状態が続いていた。
しかし、今年度上記項目を含む多くの項目において昨年度より 11 ～ 14％の増加が見
られている。これは、これまでの活動や研修の蓄積、及び第１学年における学年全体
での取組が開始された事に起因していると考える。指定最終年度において伸び悩んで
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いた教員意識の変容という項目においても一定の成果が見られたことは意義があると
考える。今後さらにこの職員意識の変容が広がっていくことを期待する。

図 11　（設問）教員の指導方法の改善や授業力の向上に結び付いた。
　　  Ｈ 27（63％ N=70）　　　　　　　　  　Ｈ 28（62％ N=62）

　　  Ｈ 29（64％ N=76）　　　　　　　　  　Ｈ 30（76％ N=70）

図 12　（設問）学外機関とのネットワークの広がりが教員に指導上の効果をもたらし
た。

　　  Ｈ 27（55％ N=69）　　　　　　　　  　Ｈ 28（43％ N=62）

　　  Ｈ 29（49％ N=76） 　　　　　　　　  　 Ｈ 30（60％ N=70）

　（３）外国語教育との関連
　　ア　英語をツールとした課題研究活動の発信
　　　（ア）目標

　本校 SGH が育成を目指す国際的素養の一つに「コミュニケーション能力」があ
る。これは、情報伝達のツールとしての英語運用能力、プレゼンテーションスキル等、
効果的な言語活動（発表、討論、交渉）のスキルであり、これらの力を育成する。
　「SG Research Project」において、英語ディベート、海外からの留学生や海外学
生との意見交換、研究成果の英語によるプレゼンテーションなどをとおして、前述
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の「コミュニケーション能力」、すなわち「外国語（英語）によるコミュニケーショ
ン能力の向上及び課題研究について外国語（英語）で議論し、成果を外国語（英語）
で発表できる力」を身につけさせる。
　また、英語という異なる言語の視点で課題研究を見直すことで、現代社会が抱え
る問題において、地域と世界を結びつけ地球的視野で思考する国際感覚思考という
新たな視座が加わり、結果として研究の更なる質向上にもつなげる。

（イ）実践
　① SG Ｈ夏季研修における課題研究についての意見交換
　　※詳細は本報告書Ⅱ－１（４）「国内外研修」参照
　②海外研修における課題研究についての意見交換・ディスカッション
　　※詳細は本報告書Ⅱ－１（４）「国内外研修」参照
　③課題研究の英語によるプレゼンテーション実践
　　※詳細は本報告書Ⅱ－４「成果普及に向けた取組」参照

（ウ）成果
　年度末のアンケート外国語活動に関わる項目の結果（図 13 ～ 14 参照：パーセン
テージは「そう思う」「ややそう思う」と答えた割合）を見ることで成果を検証する。
　「外国語を使った活動やコミュニケーションの割合が増加した（図 13）」、「国籍や
文化の違いを受け入れることができるようになった（図14）」に対する回答はSGコー
ス生徒はそれぞれ 82％、76％であり、上記取組が英語コミュニケーション活動につ
ながっていることは明らかである。また、「国際交流の機会があり、参加した（機
会があれば参加したい）（図 15）」の項目においては他クラス生徒（24％）と SG コー
ス生徒（74％）の差が顕著である部分にも、SG コース生徒において異文化への寛
容性・異文化交流への関心の高まりが見られる。

図 13　（設問）外国語を使った活動やコミュニケーションの割合が増加した。
　　　H30（SG コース生徒：82％  N=73　１年：63％  N=407  
　　　　　　２年 SG 外：42％  N=365　　３年 SG 以外：30％  N=351）

図14　（設問）国籍や文化（言葉や常識）の違いを受け容れることができるようになった。
　　　H30（１年生：63％  N=402　SG コース３年生徒：76％  N=42
　　　　　　SG コース２年生徒：77％  N=30）
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図15　（設問）国際交流の機会があり、参加した（機会があれば参加したい）
　　　H30（SG コース生徒：74％  N=73　１年：38％  N=408  
　　　　　　２年 SG 外：18％  N=361　３年 SG 以外：14％  N=346）

　（４）国内外研修
　　ア　夏季校外研修（外部連携ワークショップ）の実施
　　　（ア）目標

　外部機関と連携し、海外留学生と環境に関してのディスカッションや意見交換を
英語で行うことで、今後の課題研究活動や英語学習に対する意識を高める。また、
グループ毎に英語を使ったプレゼンテーションの準備及び基本的な練習を行うこと
で、今後の課題研究に向けての下地を作る。

（イ）実践
　① JICA 九州連携研修
　〇研修日程
≪１日目≫
１３：３０～　開校式
１３：４０～　研修①　JICA 九州の概要説明など（企業見学）
１４：１５～　研修②　国際理解教育ワークショップ
１５：４５～　研修③　留学生とのグループ交流Ⅰ
　　　　　　　　　　　＊留学生の国の紹介、大学生活紹介、課題研究に関する質問
　　　　　　　　　　　　など
１６：４５～　研修④　留学生とのグループ交流Ⅱ　＊課題研修に関する質問など
１８：１５～　宿泊施設へ移動、夕食、入浴
２０：００～　研修⑤　１日の振り返り、翌日の準備

≪２日目≫
　８：１５～　朝食、移動
　９：３０～　研修⑥　留学生とのディスカッションⅠ
　　　　　　　　　　　（留学生が各グループにつきサポート）
　　　＊発表に向けてプレゼンの仕方等、留学生にアドバイスをもらいながら準備
１０：３０～　研修⑦　留学生とのディスカッションⅡ
　　　　　　　＊グループごとのテーマに沿ってディスカッションをする。
１１：３０～　昼食
１３：００～　研修⑧　これまでのディスカッションやインタビューのまとめ方に
　　　　　　　　　　　ついてのワークショップ
１５：１５～　研修⑨　留学生とのディスカッションⅢ・まとめ
　　　　　　　　　　　（留学生が各グループにつきサポート）
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＊グループごとに交流で学んだ内容をまとめ翌日の発表の準備
を行う。留学生はいずれかのグループに固定で英語のサポー
トに当たる

１８：００～　宿泊施設へ移動、夕食、入浴
２０：００～　研修⑩　１日の振り返り、翌日の準備

≪３日目≫
　８：１５～　朝食、移動
　９：３０～　研修⑪　グループによる英語プレゼンテーション発表
　　　　　　　　　　　＊各グループが研究テーマに沿った発表（発表７分＋質疑応答２分）
１１：３０～　昼食
１２：３０～　閉校式

〇生徒感想
●私はこの研修を通して、多面的に考えることができる

ようになったと思う。日本人だけの考えや意見だけで
なく、他国の人の考えや意見を取り入れることが大事
だと思った。グローバル化の世の中で、今後は外国の
意見や考えを取り入れていくのは当たり前になっていくと思う。そういう社会で生
きていける人間になるためにもっと積極的に英語を使って外国の人と話し、話す機
会があればその機会を無駄にせず、有効に活用していきたいと思う。この 3 日間で
外国について知ることができ本当に楽しく、充実していたと思う。異文化と関わる
ことで考え方も変わり、視野を広げることがでた。これからの生活に活かしていき
たい。（10 組　女子）

● JICA という組織について。これまで JICA と言葉では
聞いたことがあったけど、どんな事を行っているのか
知らず、紹介映像を見て、海外の貧しい国への支援を
している事を知り、すごく自分は将来このようなこと
をしたいと強く思うようになった。外国の方々とたく
さんの話をしてみて、どの国にも解決すべき問題があ
ることを学ぶことができた。そして何より、あれだけたくさんの国籍の人がいたに
もかかわらず、みんな英語というツールを利用して会話をしていることが何よりも
の発見と驚きで英語を話せるということは、これからの世界を生きていく上で必要
なものだと改めて確認することができた。（1 組　男子）

●この研修では違う自分になれた。JICA で学んだ積極性でこれからの自分の生き方
を変えることができるだろうと思う。何事にも積極的に取り組み、充実した高校生
活を送り、自分の夢に向けて頑張りたい。（９組　女子）

●私たちは「ＳＤＧｓ」について学んだ。これは国連がたてた、持続可能な開発目標
の事、17 の具体的な指針が示されている。持続可能に、と言われても今まで正直ピ
ンときていなかったので、このように世界共通の目標を知ることができたのは初め
てだった。これらがなぜ重要なのか、そして改善するために自分たちができること
は何なのかを考えることが、目標を達成するための第一歩になると思う。まずは、
世界で起こっている様々な問題について知ることから始めようと思う。（２組　女
子）

ポスタープレゼンテーションの
準備の様子

JICAでの記念写真
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●研修を受ける前、外国人という存在は自分の中で、遠く近寄りがたい存在だった。
なぜなら、自分と外国人が会話する時英語が不可欠であるが、その英語が得意では
ないからだ。外国人と会話するとなると、きれいな会話をしなければと思い込み、
それがプレッシャーや不安となり、身構えてしまい、そのことが外国人を苦手とし
ていた原因だった。しかし今回の SG 校外研修でその考えがガラリと変わりました。
まず、外国人の方々が僕たちにとても優しく、肩の力を抜いて話すことができた。
英語での会話もそれほど難しく感じず、キチンとした文章でなくとも、言いたいこ
とは相手によく伝わり。コミュニケーションをとることができた。今後は SG 校外
研修のような英語に触れる機会があれば進んで挑戦していき自分の英語力を伸ば
し、進路実現のためにプラスにしていこうと思った。（10 組　男子）

　②北九州学術研究都市連携研修
　〇研修日程
≪１日目≫
１３：３０～　開校式
１３：４０～　研修①　北九州学術研究都市の概要説明など（英語版 PPT）
１４：００～　研修②　北九州学術研究都市ツアー
　　　　　　　　　　　＊共同開発研究センター、自動車開発センター、ロボット開
　　　　　　　　　　　　発センター等
１５：１５～　研修③　留学生とのグループ交流Ⅰ＊自己紹介、アイスブレーキング
　　　　　　　　　　　ゲーム、留学生の国の紹介、大学生活紹介、課題研究に関す
　　　　　　　　　　　る質問など
１７：００～　宿泊施設へ移動、夕食、入浴
１９：３０～　研修④　１日の振り返り、翌日の準備

≪２日目≫
　８：１５～　朝食、移動
　９：３０～　研修⑤　留学生との交流
　　　　　　　　　　　＊留学生の国の紹介、大学生活紹介。学生は約２０分ごと　
　　　　　　　　　　にグループを移動。課題研究に関する質問等
１０：３０～　研修⑥　フリーインタビュー準備
　　　　　　　　　　　＊ポスタープレゼンに向けてのデータ収集を兼ねたフリー　
　　　　　　　　　　　　インタビューの準備
１１：３０～　昼食（留学生も一緒に食事）
１２：３０～　研修⑦　フリーインタビュー・留学生への質問・ディスカッション
１４：１５～　研修⑧　留学生によるモデルプレゼンテーション（５分～ 10 分）
　　　　　　　　　　　＊研究活動について
１５：１５～　研修⑨　　ディスカッション・まとめ
　　　　　　　　　　　　＊各自交流で学んだ内容をま
　　　　　　　　　　　　　とめ、翌日の発表の準備を
　　　　　　　　　　　　　行う。留学生はいずれかの
　　　　　　　　　　　　　生徒に固定で英語のサポー
　　　　　　　　　　　　　トに当たる
１７：３０～　移動、夕食、入浴 施設見学の様子
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１９：３０～研修⑩　１日の振り返り、翌日の準備

≪３日目≫
　８：１５～　朝食、移動
　９：３０～　研修⑪　各生徒による英語プレゼンテーション発表
　　　　　　　　　　　＊各生徒が設定したテーマに沿った発表（発表５分＋質疑　
　　　　　　　　　　応答３分）留学生よりコメント
１１：３０～　昼食
１２：３０～　閉校式

〇生徒感想
●今回の研修は私にとって試練だった。なぜなら、私は英語が全くしゃべれないから

だ。しかも、私とペアになった留学生
はまだ日本に来て日が浅く日本語がほ
とんど分からないし、インドネシア出
身で英語の発音が聞き取りにくかった
ので、私は知っている限りの単語を並
べてなんとか自分の気持ちを伝えるの
に必死、理解できない時は分からない
とはっきり伝えたり、今自分が何をし
たいのかダイレクトに言う事でなんと
か乗り切ることができた。インタビュー
では色んな国の人たちの話が聞け、女性の結婚と労働の問題の背景からその国の考
え方等が分ってとても面白かった。発表の準備は大変で、ホテルで一睡もせず朝ま
で広用紙にまとめたり、原稿をつくったり、話し方の準備に追われ、先生方にも早
朝から、原稿の添削をしていただき本当に感謝している。そして発表。緊張しなが
らも何とか笑顔でやりきることができ、質問も日本語訳してもらいながら原稿の言
葉を組合せながら答えた。たくさんの人たちの支えで結果は７位だった！これから
はこの経験を自信と糧にして、もっと英語をしゃべれるようになりたいと強く思っ
た研修だった。（９組　女子）

●プレゼンテーションを全て英語ですると知った時、絶対無理だと思った。ポスター
の内容も全く思いつかない、しかも英語で全部書
くなんて、２日目の夜は眠れなかった。でも３日
目に留学生の方からアドバイスをいただきながら、
緊張もせずに発表を終えることができた。留学生
の方と話すとき、とてもゆっくり話してくださっ
て、何度も聞き返しながら会話を成立させること
ができた。慣れるとだんだん会話するのが楽し
くなり、恥ずかしがらずにハキハキと話せるよ
うになった。原稿を考える時も留学生から的確
にアドバイスをいただき、内容や構成も改善で
きたし、今後の英語の学習に役立つことがたく
さん聞けた。今まで授業でも私生活でも物事を
はっきり伝える事が苦手で、思っている事も言

留学生と作ったポスターと一緒に記念写真

留学生とのディスカッションの様子

研修の様子
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わないことが多かったけれど、伝わった時は本当にうれしくもっと話したいと思え
たので、この研修の経験を生かしていきたいと思った。（10 組　男子）

●僕は、研修に行く前に留学生と会話することに対して不安だった。英文を書いた
りするのは得意な方だが、人と英語で話すのは得意ではないし、聞き取るのも苦
手。だからこの研修で上手くいくのか、プレゼン
の準備もできていないし、英語で発表というのは
本当に自信がなかった。留学生と話す場面ではジェ
スチャーを巧みに使ってコミュニケーションを図
ることができて、とてもうれしかった。聞き取れ
ない英語は留学生がゆっくり話してくれ、たまに
日本語で話してくれたりなどとても話やすい環境
だったので気軽に話すことができて本当によかっ
た。プレゼンの準備の時も一緒に手伝ってくれて本当に助かったし、より内容が充
実したものにできてよかった。僕はこの研修を通して、英語で外国人と話しコミュ
ニケーションをとるのがとても難しいものだという認識を持っていた。しかし、今
はグローバル化が進み、英語に触れないというのが逆に珍しいというような時代に
なっている。そんな中、僕たちは将来のためにリスニング力やスピーキングの能力
を高めないといけないと思う。今回は研修の内容が本当に充実していて、とても行
く価値があるものだった。これからの生活でこの研修で学んだ事をいかしていこう
と思う。（９組　男子）

　③熊本大学連携研修
　〇研修日程
≪１日目≫
　９：１０～　開校式
　９：３０～　研修①　本研修の概要説明、参加する留学生の自己紹介など
１０：００～　研修②
　　　　　　　Ⅰ）留学生（または日本人学生）による母語紹介、熊本での学生生活
　　　　　　　　や研究についての紹介
　　　　　　　Ⅱ）グループワークを進める上での留意点など
　　　　　　　Ⅲ）留学生とのグループ交流（グループ（個人）分け、自己紹介、留
　　　　　　　　学生の国の紹介、大学生活について、個人レポート等に関する質問
　　　　　　　　等、テーマの話し合い）＊共同開発研究センター、自動車開発セン
　　　　　　　　ター、ロボット開発センター等
１２：００～　昼食
１３：００～　研修③　留学生とのグループ交流
　　　　　　　　　　　＊発表テーマ決定。学生は約 30 分ごとにグループを移動。
　　　　　　　　　　　　テーマに関する質問
１４：４５～　研修④　フリーインタビュー（留学生が各グループに付きサポート）
　　　　　　　　　　　＊ポスタープレゼンに向けてのデータ収集を兼ねたフリー
　　　　　　　　　　　　インタビューの準備・実施及び留学生とのディスカッション
　　　　　　　　　　　＊アンケート結果検証のために、グループごとのテーマに
　　　　　　　　　　　　沿ってアンケートの取り方等、留学生にアドバイスをもら
　　　　　　　　　　　　いながら行う

英語で意見交換をする様子
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１６：３０～　宿泊施設へ移動、夕食、入浴
１９：３０～　研修⑤　１日の振り返り、翌日の準備

≪２日目≫
　８：１５～　朝食、移動
　９：００～　研修⑥　ディスカッション・まとめ（留学生が各グループにつきサポー
　　　　　　　　　　　ト）
　　　　　　　　　　　＊グループ（個人）ごとに交流で学んだ内容をまとめ、ポス
　　　　　　　　　　　ター作成など発表の準備を行う。留学生はいずれかのグルー
　　　　　　　　　　　プ（個人）に固定で英語のサポートに当たる。
１２：００～　昼食
１３：００～　研修⑦　発表準備　グループごと（各個人）
　　　　　　　　　　　テーマに沿って発表を行う
１４：００～　研修⑧　グループ（個人）による英語プ
　　　　　　　　　　　レゼンテーション発表
　　　　　　　　　　　＊各グループ（個人）が研究テー
　　　　　　　　　　　　マに沿った発表（発表７分＋
　　　　　　　　　　　　質疑応答２分）留学生よりコ
　　　　　　　　　　　　メント
１６：１０～　閉校式

〇生徒感想
●研修を受ける前日まで私はできるだけ完璧なプレゼ

ンテーションをしたいと思っていた。当日もそのよ
うな意気込みで臨んだ。しかし英語でプレゼンテー
ションするのは初めてのうえ、慣れないメンバー環
境で困ることがたくさんあった。そんな時、私のグ
ループにきた留学生が「完璧なものを作るよりも、
調べたいと思うことを調べあげ、まずは形や言葉に
していくことが大事だよ」というような内容を話された。「完璧な発表も大事だが
それより精一杯取り組んで相手に伝えることが大事だ」と思った。（１組　男子）

●日本人には「目立ちすぎると悪く思われる」と思い込んでいる人が多く、実際そう
なのかもしれないが、日本人から積極性が失われていくと様々な問題に直面すると
思う。例えば会社でアイデアを出し合う会議で、みんな頭の中には各々良い考えが
あるのに、誰も提案できない、周りに流されて妥協案、こうなってはいけないと思
うので私はもっと積極的に行動したい。もっと自分の思いをぶつけることが大事だ
と思う。（７組　女子）

●この研修で日本人も積極的になることができると思った。この違いは生活や、子ど
もの頃の育ち方の違いにあるのだろうと考える。また、学校でも何度も話されてい
るように、単語が分からないと、何を話されても理解することができないし、話せず、
何も伝えることができないので、改めて単語は大切だと感じた。これから私は、もっ
と積極的に色々な研修やボランティアに参加してより多くの経験で考え方を広げて
いきたいと思う。（３組　女子）

●普段、英語の授業中しか英語を使わないので、１日中英語を使ってコミュニケーショ

留学生とポスタープレゼンテー
ションの練習

プレゼンテーションの様子
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ンをするのは今回が初めてだった。習った単語や文法も、いざ話すとなると思いつ
かず、自分の言いたい事を相手に伝えることができないもどかしさを感じた。しか
しこの研修では、英語を使うことで、外国の人ともコミュニケーションがとれると
いう喜びや楽しさを実感することができた。もっと英語を使えるようになって、色
んな国の人とコミュニケーションをとり、互いの考え方を共有したいと思うように
なった。英語を使えるようになるだけで、今までよりもずっと自分の世界を広げら
れ、新たな価値観を持てることで自分の生き方をより良くしていけると思う。その
ためにも、これからますます英語の勉強に取組みたい。（10 組　女子）

●この研修では、プレゼンテーションをするための準備の大変さや、難しさを学んだ。
班で決めたテーマの結論を導くために何を調べればよいか、どんなインタビュー
をすればよいか自分で考えて資料を集め、集まった資料をどう活用すれば、自分達
の結論をより分かりやすく伝えられるか考えていると時間も手間もかかり大変だっ
た。ポスタープレゼンでどんなグラフを使用すればよいか、見ている人のためにど
う工夫すれば、理解しやすいか考えて作成していくと、なかなか良いものが完成
しなかったが、夜遅くまで班の皆と協力して、ギリギリまでかかり作り上げた時
は、大きな達成感を得られた。また、英語でプレゼンテーションをするのは初めて
で、少し緊張したけれど、留学生がしっかり聞いていてくれたので自分達の考えが
伝わっているのだなと感じられ、うれしかった。プレゼンテーションをすることは、
大人になり、社会人になってからもあると思うので、今回の経験を活かしつつ、改
善し、経験を積んでいけたらよいと思う。これからの学校の活動では自分が決めた
テーマに基づいてレポートを作成していくので、今回の研修を通して身についた考
え方や手順を参考に良いものを作っていきたい。（７組男子）

（ウ）成果
　上記の生徒感想、及び下記のアンケート結果（図 16 ～ 22）から、「研修を有意義
だった」と感じた生徒の割合は 97％であり、生徒達にとって非常に有意義な研修を
実施することができたことわかる（図16）。その他にも「留学生と英語を使ったコミュ
ニケーション活動ができた（93％：図 19）」、「英語発能力を鍛えることができた（90％：
図 20）」、「英語プレゼンテーションについて学ぶことができた（94％：図 21）」、「そ
の後の課題研究や英語学習の良い刺激となった（89％：図 22）」といずれも高い数
値を示している。この結果から、目標に示したその後の課題研究や英語学習への意
識の高まりが顕著であり、当初の目的を達成できたと考える。今後は、特に地元で
連携機関を探し、選択肢を拡大することができればより望ましいと考えている。

【夏季校外研修生徒アンケート結果＜全体：N=145  北九州：N=13  JICA：N=64  熊大：N=68 ＞】
図 16（設問）研修は有意義であった。　　　図 17（設問）日程は適切であった。

J I C A

そう思う やや思う どちらでもない あまり思わない 全く思わない

J I C A

そう思う やや思う どちらでもない あまり思わない 全く思わない
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図 18（設問）宿泊・食事は適切だった。　　図 19（設問）留学生と英語を使ったコミュ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニケーション活動ができた。

図 20（設問）英語発信能力を鍛えるこ　　図 21（設問）英語プレゼンテーションに
　　とができた。　　　　　　　　　　　　　ついて学ぶことができた。

図22（設問）その後の課題研究や英語学習の良い刺激となった。

　　イ　海外研修（オーストラリア現地環境スタディ）の実施
　　　（ア）目標

①環境保護に力を入れている国で、環境関連施設の視察、高校・大学訪問・交流等
を行うことで、そこから得た知識や情報を利用し、それぞれの課題研究の更なる
深化を図る。

②事前の準備や事後の振り返り等をとおして、自国の文化等について見つめ直し、
英語発信力を向上させる。

　　　（イ）実践
〇オーストラリア現地環境スタディ
①日　時：平成 30 年８月１日（水）～８日（水）
②参加者：２年 SG コース生徒（15 名）、職員２名（前田副校長、森田教諭）
③訪問先：パース（オーストラリア）
④目　的：①環境学習から得た知識や情報を利用し、それぞれの課題研究の更なる
　　　　　　深化を図る。

②環境保護に力を入れているオーストラリで、環境関連施設の視察、高
　校・大学訪問・交流等を行う。　
③事前の準備や事後の振り返り等をとおして、自国の文化等について見
　つめ直し、英語発信力を向上させる。

J I C A

そう思う やや思う どちらでもない あまり思わない 全く思わない

J I C A

そう思う やや思う どちらでもない あまり思わない 全く思わない

J I C A

そう思う やや思う どちらでもない あまり思わない 全く思わない

J I C A

そう思う やや思う どちらでもない あまり思わない 全く思わない

J I C A

そう思う やや思う どちらでもない あまり思わない 全く思わない
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⑤行程
月日（曜日） 時　　刻 行程

８月１日（水）
【パース泊】

　６：００
１０：００
１５：２５
１８：４５
２３：５５

貸切バスにて福岡空港へ
シンガポール空港へ向け出発
シンガポール空港乗継
パース空港へ向け出発
パース国際空港着後
貸切バス移動、市内ホテルへ

８月２日（木）
【ホームステイ】

午　前

午　後

・ホテル出発、キングスパークへ
・パース市内を一望
・カーティン大学へ移動
昼食
・オリエンテーション
・キャンパスツアー
　（カーティン大学生と共に５名
　１組に分かれ、課題をこなしな
　がら、カーティン大学について
　学ぶ。大学生に興味のある場所
　を　伝え、一緒に回る。将来に
　ついて、海外の大学で学ぶとい
　うことについて等話をする。）
・発表（キャンパスツアーで学んだこと）
・ホームステイについてのオリエンテーション。

８月３日（金）
【ホームステイ】

午　前

午　後

・ホストファミリーによる送迎
・カーティン大学にてパースに
　ついての理解
・英語レッスン、モーニングブ
　レイク
・昼食後、パース市内研修（パー
　スが世界で
　最も住みやすい街として選ばれている理由
　や、様々な建物が新たに建てられようとし
　ている事について、景観や環境保護の視点
　から学ぶ。）
・各ファミリー宅へ　

８月４日（土）
【ホームステイ】

終　日 ・ホストファミリーと終日活動
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８月５日（日）
【ホームステイ】

午　前

午　後

・ホストファミリーによる送迎
・再生可能エネルギーについて
　の理解
・ロットネスト島にて環境保護
　を学ぶ
・各ファミリー宅へ

８月６日（月）
【ホームステイ】

午　前

午　後

・ホストファミリーによる送迎
・現地校高校訪問
・カルチャーセッション
　（日本語を第二言語として設
　　けている現地校を訪れ、ご
　　み問題や環境問題等、日本
　　と共通している点や異なる
　　点を話し合う）

８月７日（火）
【機内泊】

午　前

午　後

・ホストファミリーによる送迎
・教師からのフィードバックと
　プレゼン準備
・フェアウェルパーティー、プ
　レゼンテーション発表
・英語教師、大学生とのお別れ
・現地校出発
・空路　シンガポールへ
・シンガポール乗り継ぎ

８月８日（水） ０１：２０
０８：３５
１１：３０

・福岡空港へ向け出発
・福岡空港到着
・解散　

〇生徒感想
●研修中の気づき

・時間にルーズなのはダメだと思った。外国人はルーズな印象があったがそんなこ
とはない。

・とにかく先を考えて、逆算して行動する。単語力不足。
・今まで絶対日本が住みやすいと思っていたけれど知らない事がたくさんあった。
・夕食後の家族の時間を大切にする。
・街のあちこちにゴミ箱がある。
・オーストラリア人はよく寝る。自分はまだまだ子ども。
・オーストラリアでは「エ」の発音を「ア」で発音する（day→ダイ、great→グラ

アイト）。
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●大学の研修で学んだこと
・積極的なコミュニケーション。
・進んでリサイクルをしようという取組み。
・世界にはたくさんの文化があること。
・普段の会話で使える英語のフレーズ、Can　I　use　shower　after　dinner？
・相手の目を見て話す。

●出会い（人、物、風景）
・二重の虹、別グループでホームステイしていた日本人。
・ホストファミリー、教会の友達。
・緑豊かな都市、グレニス先生、カーティン大学生。
・見たこともない木の実、エスケッドという鳥。

●日本の良い所、日本について考えたこと
・オーストラリアに比べて労働時間も勉強時間も遥かに長い。
・約束した時間の何分か前には集合するところ。　
・安いものが多い、街に緑が少ない。
・毎日風呂に入る習慣がある。
・食べる前、家族揃っていただきますというところ。　
・靴を脱いで家に入る、生徒が掃除をする。チャイムの音がうるさくない。
・オーストラリアには日本車が多く、日本の工業技術は広く世界に求められているの

だと知った。
・日本ではフードコートなどは自分で食べたものは自分で戻すところ。
・日本はやっぱり自分にとって便利だと思った。
・日本は国土が狭い、全ての施設、モノ、家がオーストラリアより小さいと思った。
・日本食はヘルシーでバランスがとれている。
・昔からの日本人の性格であるおくゆかしさや遠慮がちなところが、かえってコミュ

ニケーションを減らし、ストレスを溜めてしまう気がした。
・環境を重視し、もっと街をきれいに使わなければならない。リサイクルの徹底をす

べき。
・パースのように政府が国民全体を支援できるようなシステムを作れば日本も良くな

ると考えた。

●「○○○」って英語でなんていうのかわからず考えたこと
・つる・カモメ・お好み焼きの説明・グミ・果物の梨。
・納豆の説明・義務教育・濃い　・発電・合理的・いただきます、
　ごちそうさま、ただいま、おかえり、いってきます、いってらっしゃい。

●ホームステイ中に見た、体験したおもしろかったこと
・早く起き、早く眠る生活。夕食後は自分で皿を洗う。
・靴を履いて家の中に入るのに、お風呂の後は裸足だった。
・皿の洗い方、自由すぎる動物園（ポップコーンがあげられる）。
・夕食後の家族団らんの時間、上手な時間の使い方。
・オーストラリアのニュース、朝食は自分で選ぶ。
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・青いケーキ、ホームパーティーの規模が大きい。
・寝る前は“good　night！I　love　you！”でハグする。
・夕食は全員が食べ終わるまで着席していなければいけない。

●これからの人生で活かしていきたいこと
・英語でのコミュニケーションをより増やし、これからのグローバル化に向けて学習

を続けたい。
・自分の常識が通用しない世界があるのを痛感したので、固

定観念にとらわれないようにしたい。
・コミュニケーションの取り方、他人を受け入れること、明

るさ、多分化、共生社会の仕組み。
・分からない所があったら、自発的に尋ねる、積極的に話

す。コミュニケーションを多くとる。
・飛びこんでみれば案外どうにかなるので、これからもチャ

レンジ精神を忘れずに生きたい。
・世界中の様々な文化への理解と、どんな人にでもHelloと

言える心の寛大さと良い意味での余裕を持つこと。リスニ
ング力とその場で判断する力。固定観念は捨てること。

・もっと海外に行って、英語を話す環境に積極的に入ること
は英語を習得するために大切だ。

・できないからやらないでなく、できないからこそ挑戦する
という精神を大切にしたい。

・初対面の人とのコミュニケーション能力。自らいろんな人に話かけること。
・生活環境や文化等こんなにも違うものかと感心した。広い視野で世界を常に見てい

こうと思う。
・英語力にもっと磨きをかけたい。何事もチャレンジ！

●研修に行く前と行った後で変わったこと
・日本だけではなく世界で活躍する人になりたいと思うようになった。
・外国に対する印象が変わった。水もおいしいし、オーストラリアの人達はとても親

切だった。
・前向きに考える事ができるようになった。積極的に発言できるようになった、友情

が深まった。
・行く前は、外国では完全な英語を話さなければならないと考えていた、大事なのは

「伝えること」なので文法にしばられてはいけない。
・外国の人と自分は何もかもが違うと思っていたが、同じ人間なのでそれを忘れなけ

ればどうにかなるし、そっちのほうが楽しい。
・外国人に話しかけられると、おどおどして上手くコミュニケーションがとれなかっ

たり、会話が続かなかったけど、ホームステイやEnglish　lesson、大学生や高校生
との交流を通して、怖がらずに返事したり、自分の意見を伝えながらも相手に質問
を投げかけたりすることが、前よりできるようになった。

・日本が自分にとって一番住みやすいと思っていたけれど、オーストラリアに行って
みたら日本よりも良い点がたくさんあって、実際に体験してみないと分からないの

記念写真

フィールドワークの様子
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だと知りました。
・海外で働いてみたいし、留学したいと思うようになった。
・圧倒的に世界の色々な場所へ行きたいと思うようになった。世界を見て、知って、

体験することをより近く感じるとともに、自分の未来に生かせるような人生にして
いきたいと思う。

・初めからできないと決めつけず、一度は必ず挑戦するようにしたいと思いました。
また、もっと人の心を読めるような眼を身につけ、誰よりもはやく気づいて、気に
かけたり、人のためになることをしたいと思った。

・世界は広いと感じた。今まで「世界を見ろ」と言われてもピンとこなかったけど、
実際に行ってみてその意味がわかった気がする。ずっと悩んでいたことも、なんだ
かちっぽけに感じる。　　　　　　　　　　　　　　　　

・家事を手伝うようになった。国内外の問題について家族と話すようになった。英語
の勉強に意欲が湧いた。

・海外では日本と異なる生活を送ることになるだろうと思っていたが、英語をツール
にして普通に生活することができるとわかった。

・外国に行くならやっぱり英語は上手くなければというイメージがあったけれど、
ジェスチャーや表情でも自分の思いを伝えることができるとわかった。もっと英語
を勉強してパースに、ホストファミリーの所に戻りたい。英語を学び、もっと世界
で活躍できる人になりたい。　　　　　

　　　（ウ）成果
　上記の生徒感想及びアンケート結果から、「研修は有意義だった」と回答した生
徒は 100％であった（図２３）。また、「ホームステイをとおして、異文化に触れ国
際感覚を磨くことができた（93％：図２５）」、「現地学生と英語を使ったコミュニ
ケーション活動ができた（93％：図２６）」、「英語発信能力を鍛えることができた

（93％：図２７）」、「英語プレゼンテーションについて学ぶことができた（100％：
図２８）」、「その後の課題研究や英語学習のよい刺激となった（100％：図２９）」
のそれぞれの項目の回答結果を見ても、参加生徒は非常に充実した時間を過ごした
ことが分かる。特に研修前後での心境変化、研修がその後の意欲に及ぼした影響が
大きい。この本物を体験することをとおして生徒の意識をいろいろな面から触発す
るというこの研修の目的が十分達成されていると考える。このような教育効果を鑑
みて、次年度以降も海外研修は継続する方針である。

ロットネスト島にて
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【海外研修（オーストラリア現地環境スタディ）生徒アンケート結果＜N=15 ＞】
図 23（設問１）研修は有意義であった。　　図 24（設問２）日程は適切であった。

図 25（設問３）ホームステイをとおして、異文化に触れ国際感覚を磨くことができた。

図 26（設問４）現地学生と英語を使ったコミュニケーション活動ができた。

図 27（設問５）英語発信能力を鍛えることができた。

図 28（設問６）英語プレゼンテーションについて学ぶことができた。
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図 29（設問７）その後の課題研究や英語学習のよい刺激となった。

　（５）外部連携
　　ア　学部学科説明会の実施
　　　（ア）目標

　本校卒業生からグローバル化が進み変化する大学における研究の現状、大学でど
のような力が求められているのかについて話を聞くことで、将来のグローバルリー
ダーとしての意識を高める。

　　　（イ）実践
①期日：平成 30 年６月６日（水）１年：５限目　２年：６限目
②場所：済々黌高等学校
③対象：１・２年生全生徒
④講座　次表の１～ 15 の 15 講座にて実施

番号 学問系統 講師名 大学・学部学科名
１ 文学 中　村　実　桜

江　島　綾　香
福岡女学院大学人文学部現代文化学科
熊本県立大学文学部日本語日本文学科

２ 歴史学 中　川　恭　佑
藤　井　太　郎

龍谷大学文学部歴史学科・東洋史学
熊本大学文学部歴史学科

３ 外国語学 堀　口　美　波 山口大学人文学部言語文化学科
４ 教育学 野　口　緋　里

荒　巻　晃　輔
福岡教育大学教育学部中等家庭専攻
筑波大学　体育専門学郡

５ 法学 浅　山　大　輝 熊本大学法学部法学科
６ 経済学 梁　地　奈々恵

大　浦　滉　平
九州大学経済学部
九州大学経済学部経済工学科

７ 理学 平　川　　　聖
大　宮　　　笙

九州大学理学部数学科
岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程

８ 理学 野　間　顕　斗
中　村　綾　花

佐賀大学理工学部物理科
熊本大学理学部化学学科

９ 工学①
（情報）

西　村　　　仁 九州工業大学情報工学部電子情報工学科

10 工学②
（建築・生命系）

遠　山　未　紗
外　山　菜　央

熊本大学工学部建築学科
熊本大学工学部物質生命科学科

11 農学 高　橋　美　桜
沖　　　香奈子

九州大学農学部生物資源環境学科
九州大学農学部生物資源環境学科

12 医学 田　口　奨　悟
岡　　　和佳奈

熊本大学医学部医学科
熊本大学医学部医学科

13 薬学 吉　田　有　里
水　野　颯　人

熊本大学薬学部薬学科
九州大学薬学部創薬科学科

14 学際系 矢　野　瑠智慧 九州大学２１世紀プログラム
15 医学部保健 岩　井　　　愛

栗　林　愛　果
熊本大学医学部保健学科（看護）
熊本大学医学部保健学科（放射線）
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　　　（ウ）成果
　急激に変化している大学の現状や、大学やその先の大学院や就職の際に求められ
る力について、年齢も近い本校の先輩から聞くことは生徒たちにとって非常に切
実に感じられたというコメントが生徒感想文に多く見られた。年齢の近い卒業生の
先輩から大学における研究活動の現状について聞くことができる貴重な機会となっ
た。

　　イ　SAP（ソーシャル・アクション・プログラム）の実施
　　　（ア）目標

　職業体験やボランティア活動を通して、身近な地域社会が抱える課題に関心を持
ち、その原因についてクリティカルに考察し、その解決に向かう姿勢を育むことで、
グローバルリーダーとなる資質を養う。また、研修を通して労働の意義を学ぶこと
で、自らの生き方を考える機会を得る。

　　　（イ）実践
①期間
　平成 30 年８月１日（水）～９日（木）
　※原則としてこの期間内の１日間とする。
②対象者
　第１学年生徒
③参加人数
　１日あたり３～ 10 名程度
④ SAP 受け入れ企業
１．（株）熊本市リサイクル事業センター （熊本市南区近見８丁目８-35）
２．有価物回収協業組合　石坂グループ （熊本市東区戸島町 2874）
３．秋津デイサービスセンター  　　　 （熊本市東区秋津３丁目 17-17）
４．特別養護老人ホーム　リバーサイド熊本 （熊本市西区河内町野出 1936-1）
５．介護老人保健施設  フォレスト熊本  （熊本市中央区渡鹿 5-1-37）
６．社会福祉法人　熊本市社会福祉事業団　
　　はなぞの学苑 （熊本市西区花園７丁目 12-15）
７．有限会社　コウヤマ （上益城郡益城町小谷 1316-1）
８．（株）三菱東京ＵＦＪ銀行　熊本支店 （熊本市中央区新市街 1-26）
９．株式会社　多田産業 （熊本市東区保田窪５丁目 9-93）
10．有限会社　千広 （熊本市東区画図町重富 567-7）
11．熊本石油株式会社 （熊本市南区平田１丁目 10-25）
12．株式会社　住永企業／オートメッセ （上益城郡益城町広崎 1946-1）

説明会の様子
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13．寿量会　熊本機能病院 （熊本市北区山室６丁目 8-1）
14．成城通所リハビリテーションセンター （熊本市北区室園町 10-17）
15．株式会社構造計画研究所 （菊池郡大津町室 1315）
16．平田機工株式会社 （熊本市北区植木町一木 111）
17．熊本日日新聞社 （熊本市中央区世安町 172）
18．熊本朝日放送（ＫＡＢ） （熊本市西区二本木１丁目 5-12）
19．熊本放送（ＲＫＫ） （熊本市中央区山崎町 30）

（ウ）成果
　生徒の年度末アンケートをもとに検証する。この活動をとおして身の回りの地域
課題に目を向けるということは、課題研究活動の大切な一歩である。活動参加生徒
において、アンケート結果（図 30 ～ 31 参照：パーセンテージは「そう思う」「や
やそう思う」と答えた割合）より、「自分が住んでいる地域の課題への関心が高まっ
た（図 30）」、「課題を発見・設定し、解決につなげようと考えるようになった（図
31）」の項目に関してその数値が徐々に増加していることが分かる。特に SG の活動
を全体に広げた今年度生徒の数値は昨年度に比べて大きく伸びており、この活動が
影響を及ぼしていると考えている。今後も地元企業と連携し、地域の抱える課題に
目を向け、課題研究において地域課題を世界の課題と結びつけていく視座を持たせ
ることが肝要であると考える。

図 30　（設問）自分が住んでいる地域の課題への関心が高まった。（Ｈ 27～ 29）

　H27（SG 以外１年生徒：22%  N=322）
　H28（SG 以外１年生徒：30%  N=299）
　H29（SG 以外１年生徒：32%  N=335）
　H30（１年生生徒：53%　 N=408）

図 31　（設問）課題を発見・設定し、解決につなげようと考えるようになった。

　H27（SG 以外１年生徒：37%  N=323）
　H28（SG 以外１年生徒：40%  N=300）
　H29（SG 以外１年生徒：37%  N=334）
　H30（１年生徒：62%  N=408）

　　ウ　SG講演会の実施
　　　（ア）目標

　環境問題やグローバルイシューについて、専門家やグローバルリーダーのロール
モデルとなるような講師の講演を聴くことで、生徒の問題意識をが高め、課題設定
解決力や思考力を深める。

　　　（イ）実践（及び生徒感想）
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〇第１学年 SG 講演会　　　　　
　①日時　　：平成 30 年７月 10 日（火）　14：20 ～ 15：20
　②場所　　：熊本県立劇場
　③対象生徒：１学年全生徒・希望保護者
　④演題　　：「クリティカルシンキングのすゝめ」
　⑤講師　　：琉球大学　教育学部教授　道田　泰司氏

〇第２学年 SG 講演会
　①日時　　：平成 30 年７月 11 日（水）　14：45 ～ 15：55
　②場所　　：熊本県立劇場
　③対象生徒：２学年全生徒・希望保護者
　④演題　　：「日本がヤバイではなく、世界がオモシロイから僕らは動く」
　⑤講師　　：スクールビウィズ・代表取締役　　　太田　英基　氏
　  
〇 SG 講演会
　①日時　　：平成 30 年６月 19 日（火）　13：50 ～ 15：25
　②場所　　：熊本県立済々黌高等学校体育館
　③対象生徒：全校生徒・希望保護者
　④演題　　：「世界を知ると、日本、熊本、自分が見える
　　　　　　　～世界は共依存で成り立っている～」
　⑤講師　　：長岡国際交流センター「地球広場」センター長
　　　　　　　羽賀　友信氏

【講師プロフィール】
　1950 年長岡市生まれ。世界 66 カ国を訪問し、1980 年カンボジア
難民救援医療プロジェクト（現国際緊急援助隊）では、主任調整員
として国境地帯で病院を運営。帰国後は長岡市を拠点に多文化共生
社会を目指した地域づくり・グローバルな人づくりに携わり、協働
による地域力を世界に向け発信している。
　長岡市教育委員。まちなかキャンパス長岡学長。NPO 法人市民
協働ネットワーク長岡代表理事。ながおか・若者・しごと機構代表
理事。中越地震、中越沖地震、東日本大震災の際は外国人被災者の
救援に尽力。外務大臣感謝状、JICA 理事長賞、地域づくり総務大
臣表彰、長岡市長表彰など受賞歴も多数。

講演会の様子
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〇生徒感想
●私は、今回羽賀さんの話を聞いて、いてもたってもいられなくなった。今すぐ日本

から飛び出して世界中をめぐりたい、そして、その中で自分を見つめ何をなすべき
かを熟考し、行動に移したい。今、私は将来の夢について悩んでいるけれど、ずっ
と日本の熊本で育ってきただけ、たった１７年間生きてきただけの私が、まだ進路
を決定するには早いのではないだろうか。もっと離れた場所から自分を見つめると、
何か違うものが見えてくるはずだ。それを見つめるために大学へ行こう、自分の使
命を見つけるために勉強しようと思う。私が将来どんな仕事をしているか分からな
いが、人とふれあい、人のために何かをしたい。今回の講演は、自分の将来を考え
るうえで大きなきっかけになった。（３年　男子）

●世界各地の出来事一つひとつが、興味深く、また面白さもあった。話の中で一番強
く心に残ったのは、学校で教えられることが最高ではないということだ。世界に出
て、如何に自分の世界が狭かったか思い知らされることを想像すると恐ろしいが、
同時に楽しそうでもある。強くなれば生き残れるのではなく、適応する力が大きい
者が生き残るというのも、まさにそうだと思った。自分の中で、データを情報化して、
それをストーリーにすることで学びが深まっていく、言葉を磨く、相手に非理解か
ら理解、納得、共感させるためには、深い思考が必要だ、など沢山の感銘を受ける
話が聞けて、本当に良かった。（３年　女子）

●羽賀さんは世界中を自分の目で見て周ってきたからか、異文化に対してとても寛容
な姿勢で今回講演されていた。相手の文化を理解しよう、学ぼう、とする姿勢が大
切なのだと思った。また、相手の話をう飲みにするのではなく疑ってみること、情
熱をもって自分の言葉を発信すること、まずは自身の日本語から磨いていくこと等
から国際社会に対応できる人材になっていかなければならないと感じた。まずは自
分が変わっていく、日本はこれからの世界を生き抜くまでの適応力がないかもしれ
ない。これからの日本、世界に少しでも貢献できるような人材になるために先を見
据えて自身を磨いていきたい。（３年　男子）

●私は今回この講演を聴いて、自分が日本に生まれて教育が受けられることは、本当
に幸せだ、ということを改めて感じた。羽賀さんの言葉の中で「学びは、自分の可
能性」だということ、そして、与えられた学びを自分の学びにするということ、そ
してその知識を持って、世界の見えないところを見て、考え、自らアクションを起
こすことが大切だということが分かった。果たして自分は、この恵まれた環境の中
で、学びを自分の可能性に変えられているだろうか、無駄にしていないだろうか、
と考えさせられた。今では、世界や全国のニュースを目にした時に、ほとんどの場合、
自分には無関係だと感じていた。これから、知識をもとにまずは自分が変わること、
先のことを見通した上でアクションを起こすこと、無関心でいないこと、を大切に
して行きたいと思った。また、そのために、今与えられている教育を大切に、心を持っ
て行動していきたい。（３年　女子）

●講演の中で「日本人はほとんどがサラリーマンを目指すが、企業を起こすべきだ」
とあったが、日本の人々が「おこす」より「就く」を目指すのは、現在の日本の傾
向として「ハード面より「ソフト面」が重視されているからだと思う。発展途上国
では国を救うため、そして自分が成功するためには企業をおこすのが一番てっとり
早いが、日本のような先進工業国では、必要な企業はすでにそろっているので、必
要なのはその企業の質をあげるような人材を増やすことだと思う。（３年　女子）

●「どれだけ与えられたか」という言葉が、とても心に響いた。「どれだけ得たか」
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ということに普通、人は重きを置くと思う。しかし「どれだけ与えられたか」を考
える羽賀さんは私なんかよりずっとずっと広い視野と相手の気持ちを自分に置き換
えて感じることができるのだろうなと思った。また、日本には改革を起こすような
人が少ないという言葉が胸に刺さった。確かに自分も周りの人も決められた枠の中
で生きている感じがする。その枠を超えるのは自分でなくていいと今まで思ってき
た。でも今回の講演で、もしその枠をこえねばならぬときがきたらこえられる人間
になりたいと思った。自分が今、どれほど狭い世界で生きているのかが分かり、広
い世界は輝いているなと思った。（2 年　女子）

●今回の講演で机に向かい、ただ学ぶだけでは物事の本質を理解する事に限界がある
という事を新たに知ることができた。世界には、教科書では学べない特殊な文化、
歴史、人があり、その事を学ぶためには自ら実際に現地に赴き、五感で知り成長す
る必要があるのだと知った。また「１人」の力の絶大さも学ぶことができた。世の
中を変化するのはいついかなるときも「１人」から始まっておりその最初の「１人」
になることができたらいいなと思った。（２年　男子）

●たくさんの国や地域を訪れた話はとても興味深かった。アフガニスタンで子どもた
ちが、大きな布の下で勉強している写真を見て、毎日学校という恵まれた環境で勉
強していることがあたり前な自分の考え方をお変えようと思った。もっとたくさん
のことを吸収する！！という意欲をもって感謝して学んでいきたい。世界とは身近
なところでつながっていると感じた。考えたり、感じたりするだけでなく、行動に
移せる人間になりたい。世界を変えるには自分を変えること。それを忘れずに小さ
いことから自分で実践していくようにしたい。何事にも好奇心をもつようにしてい
きたい。英語など、言葉は世界とつながることができるのでもっと勉強したくなっ
た。（２年　女子）

●今日の講演会で特に印象に残ったことが２つある。１つは、好奇心を絶えず持ち続
けることだ。何かをやろうとする時にはやはり好奇心が必要だと思う。お話にあっ
たように、よく論理的に考えて、アクションに移すことが大事ではあるが、どの過
程にも好奇心というきっかけが重要になってくると感じた。２つ目は自分や自分の
いる場所を外からみつめることだ。羽賀さんは、外国に何度も行ったことで、日
本という国新潟という県、長岡市という市のことがよく分かるようになったとおっ
しゃっていた。やはりそこにだけ留まっていても本当にその場所のことは分からな
いのだと思った。自分との向き合い方も外から内を見ることが大切だと学ぶ事がで
きた。とても有意義な時間だった。（２年　男子）

●今日の講演会を聞いて、これからは世界がつながり、一体となって動く時代だと思っ
た。私は元々、世界の環境問題や貧困の問題に興味がある。だからまだ人には一切
言ったことがないが、自分が世界のために何かできる仕事をしてみたいと思って
いた。だけど自分は英語なんて一切話せないし、そういう仕事をする人は一部の本
当に頭が良い人だけだと決めつけていた。そこで自分の限界を決めつけていては何
にもできないと思った。羽賀さんのおっしゃったように、知らない、できないから
やめるのではなく、好奇心を持って行動する人になりたいと思う。そして、私が一
番心に残った言葉は、「いつ死んでも悔いのない今を全力で生きる」というものだ。
やりたい事をウジウジしてやらずにいるよりはチャレンジして生きていきたい。ま
た、世界の人と良いコミュニケーションをとるには、まず、日本、熊本のことをもっ
と知り、それを人へ伝える力をつけていこうと思う。（１年　女子）

●今日の講演を終えて僕は、「人のために生きるのか」という問いには正しい答えは
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ないのだなと思った。ただ自分の信念を持って大きな行動を成し遂げるためには、
羽賀先生のような、世界のために尽くし、豊富な人生経験を積むことが必要で、そ
のことが「人は何のために生きるのか」という問いの自分なりの答えを見出すため
のヒントを与えてくれるのではないかと考えた。また、外から物事を見ることで気
付くこともできない内面が分かるというのは、とても共感できたので、客観的な視
点で物を見られる力をこれからの経験で養っていきたいと心から感じた。（１年　
男子）

●羽賀さんの講話はとても興味深く、自分を見つめなおす良い機会になった。中でで
も、１番納得したのが、英語を話せるだけでは不十分だということだ。世界の中に
は５か国語以上話せるのが普通という地域もあり、自分の世界感というのはちっぽ
けだったと感じた。また、言葉で会話ができても、「面白い奴だ」と思われること
が大切だとおっしゃっていて、これが今の社会で求められているコミュニケーショ
ン能力かなと思った。「世界と繋がることは難しいことでなく、手がかりは足元に
落ちていて、それをどう拾うかだ。」この言葉は私に響いた。今後英語を学ぶ姿勢や、
異文化理解への姿勢を考え直せた。（１年　女子）

●今日の講演会を通じて私の中の「支援」の定義が変化したように思えた。私はかつ
て支援とは技術や社会 的体制が整った人（国）が、そうでないものの世話をして
やるようなことだと思っていた。 けれども、実際はそのような考え方は、相手の
国の発展を妨げるものであると分かった。今すぐに手が届く 結果よりも、長い目
で考えた時の結果の方が、実りの多いことがあるようだった。表面的なものばかり
を整理すれば、それらは、すぐに風化していくだろう。しかし、教育や生産手段と
いった根の部分の整備をすれ ば、それを基礎にして立派な国という家を建てるこ
とができる。現代の日本では文字、医学法学と細かに分 けられた分野で活動する
人が多い。ただ、その専門の知識だけでは、何の広がりもない事物が出来上がるだ
けだろう。ルネサンスの時に言われた万能人を目指す人が世界を変えていくだろう。
私はその理想に近づいていけるような人間になりたい。

  
　　　（ウ）成果

　このような講演会の実施は、いろいろな面から生徒を触発することがその目的の
一つとしてある。生徒の感想文からも、講演を貴重な時間と捉えいろいろなことを
考えるよいきっかけとしている生徒が多いことが分かる。このような時間の蓄積が、
年度末アンケートの結果も含め、将来的に生徒達の多様な活動に影響を及ぼしてい
くと考える。

生徒謝辞
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　　エ　職業別講演会の実施
　　　（ア）目標

　様々な職種についている本校卒業生を招き講演を聞くことで、将来のグローバル
な視点を持った職業選択に資する。

　　　（イ）実践
①期日：平成 30 年９月 29 日（土）
②会場：済々黌高等学校　体育館及び各教室
③対象：1 学年全生徒
④日程：８：40　　　　　　　保護者受付
　　　　９：00 ～ 10：10　全体会（会場：体育館）
　　　　　　開　会
　　　　　　同心会会長・学校長挨拶
　　　　　　講師紹介・全体講演　
　　　　　　　演題「未来に必要な力
　　　　　　　　　～ 2020 年大学入試が変わる。進路選択にどう向き合うか～」
　　　　　　　講師　大鶴　惠太氏

【講師プロフィール】
◇株式会社リクルートマーケティングパートナーズ　営業総括本部
　まなび領域高校支援総括部　支援推進３部　九州グループ　
◇略歴
　1976 生まれ。
　熊本県立済々黌高等学校卒業～熊本大学教育学部卒業
　2004 年～株式会社リクルート入社
　九州・沖縄・関西の大学短専門学校の学生募集広報の営業～
　進路サポート部～まなび領域高校支援統括部（現職）。
◇活動履歴
　高校生、中学保護者教職員向け講演会、研修会講師として登壇
　2015 年度福岡県高等学校進路指導研究協議会での基調講演等

　　　　10：15　　　　　　　諸連絡
　　　　　　※職業別講演会①会場へ
　　　　10：35 ～ 11：20　職業別講演会①
　　　　　　※職業別講演会②会場へ
　　　　11：45 ～ 12：30　職業別講演会②

＜講師一覧＞
番号 職　　種 講　師　名 勤　務　先
全体 大　鶴　惠　太 （株）リクルートマーケティングパートナーズ
1 自衛官 濵　田　玲　子 第８通信大隊　本部管理中隊
2 医師 石　松　義　弘 誠愛リハビリテーション病院
3 製薬・創薬 來　海　和　彦 ＫＭバイオロジクス株式会社
4 保健学（看護・その他） 松　本　佳　代 熊本大学医学部保健学科看護専攻
5 ツアーコンダクター 森　田　敬　史 株式会社阪急交通社熊本団体支店
6 弁護士 福　田　誠　也 山内法律事務所
7 金融関係（銀行） 上　野　裕　太 株式会社肥後銀行　市場金融部
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8 報道関係 坂　本　英　二 日本経済新聞社
9 機械系研究・技術者 野　田　智　博 スタンレー電気株式会社　ＩＣ事業部
10 IT 関連研究・技術者 坂　本　貴　志 株式会社　熊本計算センター
11 営業職（出版社） 松　﨑　彬　人 株式会社　マガジンハウス
12 商社 松　尾　慶　典 三菱商事ファッション株式会社
13 農学・食品関係 園　田　卓　也 マルキン食品株式会社
14 土木・建築関係 荷　方　なつみ 清水建設株式会社

15 パイロット・
キャビンアテンダント

石　井　　　彰
角　田　佳　奈 全日本空輸株式会社

16 マーケティング 薗　田　和　斉 株式会社博報堂 DY メディアパートナーズ

　　　（ウ）成果
　上記のような様々な職種についている本校卒業生から、グロ－バル化が進む現状
を踏まえた後輩たちへのアドバイスやこれから求められる力など、非常に示唆に富
む有益な講話を聞くことができ、生徒感想の中にもグローバルな視野の広がりをに
ついて述べるものが多くも見られた。

　　オ　大学出張講義の実施
　　　（ア）目標

　「済々未来講座（総合的な学習の時間）」の一環として、大学の先生方による模擬
授業及び学部・学科紹介等の講演を行い、グローバル化に伴い急激に変化する大学
の現状や大学が今どのような力をもった学生を求めているのかを学ぶことで、生徒
の進路意識及びグローバル意識の向上を図る。

　　　（イ）実践
①実施日　：平成 30 年 11 月７日（水）５、６限目
②場所　　：済々黌高等学校　教室他
③対象　　：２年生全生徒（希望学部系統に分かれて行う）
④開講講座：文学・SG（国際）・法学・経済学・社会学・教育学・理学・工学・農学・

講演会の様子
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　　　　　　薬学・医学・保健学等（16 講座）
⑤内容                                                   
　・模擬授業
　・学部・学科紹介
　・志望する生徒に求められる資質・態度
　・卒業後の進路　等
⑥日程
　13：40　　　講師来校（応接室）
　13：50　　　学校長挨拶
　13：55　　　講師と打ち合わせ
　14：00　　　各教室へ講師を誘導
　14：05 ～　  講師紹介
　　　　　　　　　講　　義
　　　　　　　　　（生徒は希望する講座に分かれて受講）
　　～ 15：30  質疑応答
　15：30　　　謝辞（生徒代表）
　15：35　　　応接室へ講師を誘導
　15：45　　　御礼挨拶

⑦学部系統別の講師の先生
系　統 所　　　　　属 講師の先生

1 文学 大阪大学 文学部 文学研究科 桃木 至朗 教授
2 SG（国際） 神戸大学 国際人間学部 グローバル文化学科 板倉 史明 准教授
3 法学 熊本大学 法学部 刑事政策 岡田 行雄 教授
4 経済学 九州大学 経済学部 経済学研究院 八木　信一  教授

5 化学 早稲田大学 国際教養学部 科学史 シドリ　ネイサンカ
ミッロ  教授

6 教育学 広島大学 教育学部 人間生活系コース 今川 真治 教授
7 理学 九州大学 理学部 生物学科 中条 信成 講師

8 工学 九州大学 工学部 グローバルイノベー
ションセンター 藤野  茂  教授

9 工学 九州大学 工学部 人間環境学研究院 黒瀬　武史 准教授
10 薬学 京都大学 大学院薬学研究科 構造生物薬学専攻 高須 清誠　教授
11 農学 九州大学 大学院農学研究院 比較免疫学 中尾 実樹 教授
12 工学 東京大学 新領域創成科学 社会文化環境学専攻 小貫　元治　教授
13 工学 東京大学 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 小紫　公也　教授
14 医学 熊本大学 医学部医学科 内科医 河野 宏明 教授
15 保健学 熊本大学 医学部保健学科 放射線技術科学専攻 米田 哲也　准教授
16 保健学 熊本大学 医学部保健学科 看護学専攻 大河内 彩子　教授

⑧講義テーマ
系　統 講　義　テ　ー　マ

1 文学 世界史の中の信長・秀吉・家康
2 SG（国際） 今日から使える映画学の基礎概念
3 法学 犯罪と刑罰はいかにあるべきか？おそるべき日本の刑事司法
4 経済学 地域から考える環境と経済－熊本地域の地下水保全を事例として－
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5 科学 The discovery of the molecular structure of DNA
6 教育学 子育てと父親の役割－家庭科がいい父親を作る－
7 理学 「理学部で学ぶこと」と「生物細胞からみた動物の発生」
8 工学 ３Ｄプリンターが変える未来のモノづくり
9 工学 都市をつくる仕事　―都市・建築学の魅力―
10 薬学 炭素の錬金術師：この世になかった分子を生み出す有機化学
11 農学 アグリバイオが目指す生物と環境の理解と利用
12 工学 サステイナビリティ～未来をデザインするコンセプト～
13 工学 未来のロケット推進
14 医学 遺伝病のふしぎ
15 保健学 認知症を防ぐ医療画像を創る：不可逆から可逆な医療に向けて
16 保健学 看護とは：ナイチンゲールから学ぶ

（ウ）成果
　大学の先生方から直に講義を受けることのできる貴重な時間を生徒たちは体験し
た。アカデミックな体験をすることはもちろん、その講義の節々には世界の現状や
日本の大学の現状等に関する情報があり、生徒たちが活躍することになる今後の国
際社会の動向に自然と目を向ける機会となった。
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２　SG　Communication　Project（英語運用能力向上プロジェクト）の取組

　（１）プロジェクト概要
　　ア　概要
　　　（ア）SG Communication Project の開発と実践

① DDP 講座（ディスカッション・ディベート・プレゼンテーション講座）
ａ　目的・仮説との関係・期待される成果
　　ディスカッションやディベートの演習を通じて、英語を使った情報収集力、

発信力、論理的思考力の向上を目指す。これらの演習によって、あるトピック
や環境に関する研究テーマに関して、自分の考えを整理し、的確に表現したり、
論理性をもって議論したりすることができるようになる。

ｂ　講座の内容
⒜議論のトピックを選定し、それに関する賛成の立場や反対の立場の情報をイ

ンターネットや書籍、または各教科の教師などを通じて情報収集を行う→情
報収集力の養成

⒝情報を整理し、自分の意見を論理性のある英語で表現する→英語表現力の養
成

⒞発表の場（ディベート形式・プレゼンテーションの場）で、自分の意見を英
語で論理的に発信したり、議論をしたりする。→　論理的思考力・英語発信
力

＊ SG　Research Project で扱うテーマに関連して、英語で議論したり発表した
りする。研究活動と分離しないように体系化する。

ｃ　実施方法
　⒜１年次２単位
　⒝ WEB ディスカッション、ディベート
　⒞外国人留学生とのワークショップ

② CS 講座（コミュニケーションスキル講座）
ａ　目的・仮説との関係・期待される成果

　英字新聞や英文雑誌を用いて、世界の時事的な話題に触れ、世界共通の話
題（議題）について他の国々の同世代の若者達とコミュニケーションを図
る。このことを通じて、英語を使った情報のインプット、アウトプット及
びコミュニケーション能力の向上とともに、生徒の国際的な事柄に関する
意識の高まりを促すことができる。  

ｂ　講座の内容
⒜英字新聞等から環境に関連した話題を選び、情報を収集し、自分の意見を形

成する。
　→英語による情報のインプットと意見形成
⒝インターネットやＳＮＳを通してウェブ上で海外の国々の人々と意見交換を

行う。
　→英語によるアウトプット（英語表現力）
⒞長期休暇中のフィールドトリップにおいて意見の交換を行う。
　→実践的英語コミュニケーション力

＊ SG　Research Project で扱うテーマに関連して、情報を英語で収集した
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り、意見を形成したりする。研究活動と関連させながら、実践的なコミュ
ニケーションの力を育成する。

ｃ　実施方法　
　⒜２年次２単位、３年次文系１単位・理系１単位
　⒝ WEB ディスカッション
　⒞外国人留学生とのワークショップ
　⒟研究テーマを深めるための海外フィールドトリップ

　　イ　仮説
　SG Communication Projectを通じて、情報伝達のツールとしての外国語活用能力（英
語）が向上する。『社会と情報』の中で実施する SG DDP 講座により、英語による発表・
討論・交渉能力の基礎を養成し、SG CS 講座により、英語による実践的な情報収集能
力と発信能力を向上させることができる。（コミュニケーション能力）

　　ウ　実践（研究内容・方法）
　　　　上記仮説を検証する方法として以下の取組を実施した。
　　　＜共通＞
　　　（ア）実践概要

①第１学年全生徒対象の「総合的な学習の時間」等を活用した「DDP 講座」の実施。
② SG コース生徒対象の学校設定科目「CS 講座」（２・３年）の実施。
③２年生 SG コースにおける即興型英語ディベート演習の実施。
④２年 SG コースにおけるスピーキングテストの実施。
⑤海外高校とのとの交流活動
⑥学校全体での英検受験に向けた取り組みの実施（全校生徒）。

　（２）教育課程の編成
　　ア　課題研究以外の取組で必要となる教育課程の特例について

　SG Communication Projectに関して必要となる教育課程の特例は次のとおりである。

必要となる教育課程の特例とその適用範囲（平成 27 年度～平成 30 年度）
学　年

適用範囲 学校設定科目 単位数 代替となる教科・科目 増減する
単位

２年
SG コース

（文系）

SG CS 講座 ２ 地学基礎　　　　　　２ －２
第２学年文系 SG コース『SG CS 講座』２単位：
地学基礎の２単位全てを減じて、学校設定科目『SG CS 講座（コミュニケーションスキル
講座）』として実施する。

２年
SG コース

（理系）

SG CS 講座 ２ 保健　　　　　　　　１
地理Ａ・日本史Ａ　　２

－１
－１

（* １）
第２学年理系 SG コース『SG CS 講座』２単位：
地理Ａ・日本史Ａの２単位のうち１単位に（残り１単位は課題研究）、保健の１単位を加え、
学校設定科目『SG CS 講座（コミュニケーションスキル講座）』（２単位）として実施する。

３年
SG コース

（文系）

SG CS 講座 １ 数学Ⅱ　　　　　　　３ －１
第３学年文系 SG コース１クラス　学校設定科目『SG CS 講座』１単位：
数学Ⅱ３単位のうち１単位を減じて、学校設定科目『SG CS 講座（コミュニケーションス
キル講座）』（１単位）として実施する。
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３年
SG コース

（理系）

SG CS 講座 １ 世界史Ｂ　　　　　　４ －１
第３学年理系 SG Ｈコース１クラス　学校設定科目『SG CS 講座』１単位：
世界史Ｂ４単位のうち１単位を減じて、学校設定科目『SG CS 講座（コミュニケーション
スキル講座）』（１単位）として実施する。

＊２　減じた２単位のうち残り１単位は　SG Research Project ２に充てる。

イ　第１学年における「DDP 講座」、第２・３学年 SG コースにおける学校設定科目「CS
講座」の実施

（ア）目標
　DDP 講座においては、総合的な学習の時間と連動させた「英語表現活動」の時
間を設定し、基礎的な英語ディベートの演習を計画的に行うことで、英語発信力、
論理的思考力の向上を目指す。これらの演習によって、与えられたトピックに関し
て、自分の考えを整理し英語で表現したり、論理性をもって議論したりする土台を
作る。
　CS 講座においては、発展的な英語ディベート演習を行い、英字新聞や英文雑誌
を用いて世界の時事的な話題に触れ、世界共通の話題（議題）について他の国々の
同世代の若者達とコミュニケーションを図る。このことを通じて、英語を使った情
報のインプット、アウトプット及びコミュニケーション能力の向上を図るとともに、
生徒の国際的な事柄に関する意識の高まりを促す。
　「SG Communication Project」の活動については、「SG　Research Project」 で扱
う課題研究テーマとして考えられるようなトピックについて、英語で議論したり発
表したりするものとし、課題研究活動の内容と分離しないように体系化し実施する。

（イ）実践
　科目ごとに年間計画のもと、次の計画にそって実践した。

〇 1 年（ＤＤＰ講座）
回 活動項目 活動内容及び留意事項 備考 指導者等

１　
　

学　
　

期

１
（4/13） ○オリエン

テーション

●本プロジェクトの目的 ・意義、年間計
画を理解する。

●論文とはどのようなものか理解する。
●レポート作成の方法について理解する。

●レポート作
成の指示を
す る。（ 別
紙参照）

本校職員
２

（4/24）
３

（5/15）
○３年生成果

発表会
●３年生のセッションをもとに、論文の

実際に触れる。 本校職員

４
（5/22）

〇英語表現活
動

前半　６～１０組　英語表現活動
後半　１～５組　英語表現活動
※生徒たちの見識を広げ、進路意識や学

問的洞察を深めることを旨とする。
〇英語表現活動

【実施目的】
●ディベートの目的や方法を学ぶ。
●ディベートを経験する。

【実施方法】
●ディベートの説明や視聴を行い、ディ

ベートの概要、目的、進め方、表現方
法を学ぶ。

●簡単なテーマに基づき、予め準備期間
を設け、ディベートを 1 回行う。

本校職員

５
（5/29）

６
（6/5）

７
（6/12）
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８
（7/3） 予備

１　
　

学　
　

期

９
（7/10） 〇進路講演会

●講演
　琉球大学教育学部
　　教授　道田泰司先生
　【演題】クリティカルシンキングのすゝ

め

外部講師

１０
（7/17）

○ＳＡＰ、校外
研修事前準
備

【目的】
　　生徒たちの見識を広げ、進路意識や

学問的洞察を深めることを旨とする。
●研修先の提示。
●研修の研究と準備。

●ＳＡＰ 本校職員

夏
季
休
業
中

○ＳＡＰ、校外
研修 ●ＳＡＰ 本校職員

２　
　

学　
　

期

１１
（9/25）

〇英語表現活
動

前半　６～１０組　英語表現活動
後半　１～５組　英語表現活動
※生徒たちの見識を広げ、進路意識や学

問的洞察を深めることを旨とする。

〇英語表現活動
【実施目的】
●ディベートに慣れる。

【実施方法】
●テーマをあらゆるジャンルからもって

きて、数回実践する。

本校職員

１２
（10/9）

１３
（10/16）

１４
（10/23）

１５
（10/30）

１６
（11/6）

１７
（11/13）

１８
（11/20）

１９
（12/14）○成果発表会 本校職員

３　
　

学　
　

期

２０
（1/22）

〇英語表現活
動

前半　６～１０組　英語表現活動
後半　１～５組　英語表現活動
　　　※生徒たちの見識を広げ、進路意

識や学問的洞察を深めることを旨とす
る。

〇英語表現活動
【実施目的】
●クラスを超えたディベートの実践を行

う。
【実施方法】
●クラスを混ぜ、できるだけ多くの生徒

同士でディベートができるように組む。
●各クラスでトーナメントを行い、最終

的には、体育館のステージでディベー
トを行い、優勝グループを決定する。

本校職員

２１
（1/22）

２２
（1/29）

２３
（2/5）



59

３　
　

学　
　

期

２４
（2/19）

○一年の振り
返り

○次年度への
準備

●グループ（20 名強）ごとにレポート作
成の経過について報告・評価する。

●評価は生徒による相互評価とする。
○上述の指導を通して、個人研究論文の
進め方やテーマ設定についてのアドバ
イスをする。

●レポート提
出

本校職員
２５

（2/26）

２６
（3/14）

●論文作成準
備の指示

〇 2 年（CS 講座）
回 活動項目 活動内容及び留意事項 指導者等

１　
　

学　
　

期

１
（4/17）

Warm-Up
・オリエンテー
ション
・ＴＥＤをみ
せて、簡単な
Ｑ & Ａ及び活
動を行う
・スピーチプレ
ゼン

・本プロジェクトの目的・意義・年間計画等を理解する
・英語スピーチ（ＴＥＤ）を聴いて様々な活動をする
※ワークシートを準備
・いくつかのトピックから選択肢、スピーチを行う

鶴濵
森田
カン

２
（5/15）

３年生成果発
表会に向けて
の準備

・３年生の発表テーマをもとにディスカッション

３
（5/29）

即興型ディ
ベート演習①
※２Ｒ練習する

・論題「The Japanese government should abolish 
nuclear plants.【日本政府は原子力発電所を廃止すべき
である】」

・論題「Gasoline-powered cars should be abolished.【ガソ
リン車を廃止するべきである】」

鶴濵
森田
カン

外部講師

４
（6/5）

演習②
※２Ｒ

・論題「Developing cities should be prioritized over 
environmental protection.【都市開発は環境保全より優
先させるべきだ】」

・論題「We should ban eating meat.【肉を食べること
を禁止するべきだ】」

鶴濵
森田
カン

外部講師
５

（6/12）
即興型英語
ディベート練
習③※２Ｒ

・論題「We should promote car-sharing..
　【カーシェアリングを推進するべきだ】」
・論題「We should remove all vending machines.
　【自動販売機を撤去するべきだ】」

６
（6/19）

まとめテスト
（スピーチ、単
語）

・１人２分間、今まで取り組んだ論題について英語で話
す

鶴濵
森田
カン

７
（7/3）

海外研修に向
けての準備①

・各班に分かれ、学校・熊本・日本等に関する 紹介英文
を作成。海外研修参加者については、自分の進めてい
る研究についても英語で話せるように準備。 鶴濵

森田
カン

８
（7/10） 準備② ・旅行業者による異文化理解に関する講義

・英文準備継続
９

（7/17） 準備③ ・英文準備継続

２
学
期

１０
（9/4）

海外研修事後
指導① ・海外研修に関する発表準備 鶴濵

森田
ロッティ１１

（9/11） 事後指導② ・パワーポイントを用いて海外研修に関する発表
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２　
　

学　
　

期

１２
（9/18）

ディベート練
習④

・論題「We should stop exploring the seabed.
　【海底探査を止めるべきだ】」
・論題「We should ban agricultural chemicals.
　【農薬を禁止すべきである】」

鶴濵
森田

ロッティ
外部講師

１３
（10/9）

ディベート練
習⑤

・論題「We should separate　garbage.
【ごみを分別すべきである】」
・論題「We should not reclaim land from the sea any more.

【埋め立てをこれ以上行うべきではない】」

１４
（10/16）

即興型英語
ディベート大
会（予選）

・論題「We should ban cars from city centers.
　【都心の中心に車が入ることを禁止するべきだ】」
・論題「Prastic straws should be banned.【プラスチッ

ク製のストローを禁止するべきである】」

１５
（10/23）

・論題「We should stop using animals for entertainme 
purposes.【動物を娯楽のために使うことをやめるべき
だ】」

・論題「All people should be vegetarians to help the 
environment.」【全ての人は環境を守ためにベジタリアン
（菜食主義者）になるべきである。】」

１６
（10/30）

即興型英語
ディベート大
会（決勝）

・論題「Economic　growth should be prioritized over 
environmental protection.【経済成長は環境保全より優
先させるべきだ。】」

・論題「All countries should cut CO2 emissions equally.
【全ての国は等しく二酸化炭素排出を減らすべき
だ】」

１７
（11/5）

成果発表会準
備①

・成果発表会に向けての準備
・英語プレゼンテーションの実施

鶴濵
森田

ロッティ

１８
（11/13）

準備②
※単語テスト

・成果発表会に向けての準備
・単語テストの実施

１９
（11/20）

準備③
※スピーキング
　テスト

・成果発表会に向けての準備
・スピーキングテストの実施

２０
（12/4）

準備④ ・成果発表会に向けての準備
２１

（12/11）
２２

（12/14）成果発表会 ・成果発表会

２３
（12/18）

成果発表会振
り返り ・成果発表会の振り返り

３　
　

学　
　

期

２４
（1/15）

Research & 
Write ③ ・英語プレゼンテーション演習③

鶴濵
森田

ロッティ

２５
（1/29）

Research & ※
単語テスト ・英語プレゼンテーション演習④

２６
（2/5）

英文要約作成①
※スピーキング
　テスト

・論文英語要約作成

２７
（2/19） 要約作成②

２８
（2/26）

要約作成③２９
（3/12）

３０
（3/19）

３年（CS 講座）→総合的英語運用能力の仕上げ
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（ウ）成果
　年度末アンケートとベネッセコーポレーションの英語運用能力測定テスト

（GTEC）をもとに活動の有用性を検証する。
　年度末アンケート（図 32 参照：パーセンテージは「そう思う」「ややそう思う」
と答えた割合）の「外国語を使った活動やコミュニケーションの割合が増加した」
の項目における結果から、SG コース生徒が、学校設定科目として計画的に活動す
ることで、英語を使ったコミュニケーションをする時間を他のクラスよりも確保す
ることができたことが分かる。仮説にある世界的な課題に対する関心の高まりもア
ンケートの「現代社会が抱える世界の課題への関心が高まった」の項目から見て取
れる。さらに、英語に触れる量が多いことで、SG コース生徒とその他のクラス生
徒間に明かに英語力の差が生まれている事もこれまでの GTEC の結果に見られる
得点差からも明らかである（表２参照）。これはこの学校設定科目の効果であると
考える。
　また、今年度１年生においてこの学校設定科目の活動を全体に拡大実施した。ア
ンケートの結果から、２・３学年との差は見られている。SGR（課題研究）と同じく、
本校では今後もこの活動を全生徒に波及させていく取組をしていく方針である。

図 32　（設問）外国語を使った活動やコミュニケーションの割合が増加した。
　　　H30（SG コース生徒：82％  N=73　１年：63％  N=407  
　　　　　　２年 SG 外：42％  N=365　　３年 SG 以外：30％  N=351）

図 33　（設問）現代社会が抱える世界の課題への関心が高まった。
　　　H30（SG コース生徒：93％  N=73　１年：74％  N=408  
　　　　　　２年 SG 外：59％  N=365　　３年 SG 以外：53％  N=351）

表2：GTEC各スコアにおけるSGコース生徒と他クラス生徒との平均点の違いの推移
Ｈ 27

2 年 SG コース 2 年他クラス 1 年 SG コース 1 年他クラス
TOTAL（810） ５５９．６ ４９４．８ ５０４．４ ４６２．２
Reading（320） ２１０．８ １８４．５ １８０．８ １６８．３
Listening（320） ２１８．１ １９０．２ ２００．５ １７８．３
Writing（170） １２９．７ １２０．２ １２３．１ １１５．６

そう思う

やや思う

どちらでもない

あまり思わない

全く思わない

SG

1

2SG外

3SG外

そう思う

やや思う

どちらでもない

あまり思わない

全く思わない

SG

1

2SG外

3SG外



62

Ｈ 28
2 年 SG コース 2 年他クラス 1 年 SG コース 1 年他クラス

TOTAL（810） ５８９．５ ５１８．９ ４９２．０ ４６３．７
Reading（320） ２２３．７ １９６．８ １７５．８ １６７．１
Listening（320） ２３３．７ １９８．１ １９２．０ １７６．４
Writing（170） １３３．１ １２３．８ １２４．１ １２０．２

Ｈ 29
2 年 SG コース 2 年他クラス 1 年 SG コース 1 年他クラス

TOTAL（810） ５３４．４ ５００．２ ５０７．３ ４６８．３
Reading（320） ２０１．３ １８９．４ １８３．０ １６８．９
Listening（320） ２１１．７ １９４．８ ２０３．１ １８０．７
Writing（170） １２１．４ １１６．０ １２１，２ １１９．２

Ｈ 30
2 年 SG コース 2 年他クラス 1 年生

TOTAL（810） ５６２．４ ４９６．５ ４７６．５
Reading（320） ２０４．９ １８２．５ １７２．３
Listening（320） ２２９．２ １９２．１ １８６．２
Writing（170） １２８．２ １２１．９ １１７．５

　（３）外国語教育との関連
ア　第１学年における英語ディベート活動、第２学年 SG コースにおける即興型英語ディ

ベート活動の実施
（ア）目標

　ディベート演習を通じて、英語を使った情報収集力、発信力、論理的思考力を向
上させる。またこれらの演習によって、世界の抱える課題や環境問題などその論題
について、自分の考えを整理し、的確に表現したり、論理性をもって議論したりす
ることができるようにする。

（イ）実践
①期間　　：年間計画参照（ｐ 57、59）
②対象生徒：第１学年全生徒、第２学年 SG コース生徒
③内容　　：

　DDP 講座（1 年生）においては、課題研究の内容を広く国内外に発信する際の
ツールとしての基礎的な英語運用能力を磨く目的で、身近な論題をテーマに、ま
ずは自分の言いたいことを英語にすることから始め、徐々に相手の意見を聞いて
反論したりするなど、ディベートの基礎的練習を行った。
　CS 講座（2 年生）においては、2 年生 SG コースが発展的な英語ディベートに
取り組んだ。身近な論題から環境問題まで様々な論題に対して、正確に相手の意
見を聞き、論理的に反論したり自分の主張をしたりと、英語をツールとしたコミュ
ニケーション活動を通して発展的実践を行った。即興型英語ディベートにおいて
は、与えられた論題についてその場で知識を総動員して立論しなければならず、
日々のニュースや時事問題など身の回りの様々な問題に対する関心の高まりも見
られた。
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（ウ）成果
　GTEC スコアの伸びと年度末アンケート結果から検証する（下図 34 ～ 35 参照：
パーセンテージは「そう思う」「ややそう思う」と答えた割合）。
　即興型英語ディベートは SG コースの活動として、指定初年度から取り組んでい
る。GTEC（３技能）における SG コース生徒と一般クラス生徒のスコアの差異を
みると（GTEC 結果：表２参照）、トータルスコアにおいて 28.3 ～ 92.9 点 SG コー
ス生徒が高いことがわかる。特にリスニングスコアにおいて、15.6 ～ 37.1 点 SG コー
ス生徒の得点が高く、顕著な差が見られる（GTEC 結果：表２参照）。この結果か
らも、英語ディベートの活動が、英語４技能（読み・書き・聞く・話す）の中の、
特にリスニングのような英語運用能力の向上に資することが分かる。また、過去の
年度末アンケート（図 34・35）に見られるように、「論理的、科学的思考が身につ
いた」において SG コース生徒の 61 ～ 82％、「批判的な思考を働かせて考える習慣
が身についた」において SG コース生徒の 71％～ 86％が「そう思う」、「ややそう思う」
と回答している結果にも、ディベートにおける論理性や複眼的思考、批判的思考力
など、課題研究でも必要な思考力の涵養が影響を及ぼしていると考える。生徒の英
語ディベートに対する意識も高まっており、昨年に引き続き 10 月に行われた県の
高等学校英語ディベート大会にも出場した。
　また、今年度１学年においては全体での活動を開始したが、どの項目においても、
過去の１年生と比べて高い数値を示していることにも注目したい。今後も全体での
英語ディベート活動に取り組み、そのプログラムをブラッシュアップしていきたい。
　この取組において意識しているのは、ディベートで培われる論理的思考を課題研
究活動とリンクさせることである。論文執筆の際に必要となる反論を想定した論理
の展開や、根拠の確かさを担保する手続きをしっかりとしたうえで執筆することな
ど、英語ディベートで学んだことが研究論文の内容に深みを与えているケースが見
られる。

ディベートの様子
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図 34（設問）論理的、科学的思考が身についた。 
　H27（SG：61% N=124  他：35% N=683）　　　　H28（SG：63% N=104  他：37% N=643）

　H29（SG：76% N=156  他：40% N=1026）　　　　H30（SG：82%  N=73   他：48%  N=1123）

  

図 35（設問）批判的な思考を働かせて考える習慣が身についた。
　H27（SG：71% N=124  他：37% N=682）　　　　H28（SG：73% N=104  他：40% N=643）

  
　H29（SG：86% N=154  他：46% N=1025）　　　　H30（SG：85% N=73  他：51% N=1122）

イ　第２学年 SG コースにおけるスピーキングテストの実施
（ア）目標

　スピーキングテストを実施することで、SG Communication Project の目的であ
る英語をツールとしたコミュニケーション能力を高めるとともに、その到達度を評
価する一つの指標とする。

（イ）実践
①実施日　：平成 30 年 ６ 月 19 日
　　　　　　平成 30 年 11 月 20 日
　　　　　　平成 31 年 ２ 月 ５ 日
②場所　　：済々黌高等学校　面接室等
③対象生徒：２年生 SG コース生徒
④内容　　：生徒は事前に与えられたトピックに対する自分の意見を理由とともに
　　　　　　２分程度英語でスピーチをする。スピーチの様子はすべて録画し、後
　　　　　　に授業担当者及びＡＬＴが観点別（内容・発音・デリバリー・アイコ
　　　　　　ンタクト）に評価し、成績に加える。
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（ウ）検証
　評価についてはルーブリックを用いて行っている（図 36 参照）。スピーキングテ
ストも指定初年度から行っている取組であり、ルーブリックをもとに評価をし、日
頃の英語ディベート等の活動で養っている英語運用能力を測定する指標として活用
している。ビデオカメラに向かって話すということに抵抗感を示す生徒もいるが、
大半の生徒がしっかりアイコンタクトをとりながらスピーチができている。英語運
用能力の評価としてはＧＴＥＣスピーキングテストも指定２年目から一つの指標と
して継続して活用しており、今年度１学年生徒は全員が受験した。なお、課題研究
の中身とリンクするよう、テストのトピックには各自の課題研究内容を説明させた
りすることを取り入れている。

図 36　スピーチテスト・ルーブリック

Speaking Test Rubric

You will give a one-minute speech about one of three topics：

１．Domestic travel is better than traveling abroad for a school trip
２．High school students should have part-time jobs
３．It is better for university admission test takers to have a boyfriend/girlfriend

Take a look at the following rubric to prepare for your speaking test. 
Please prepare an argument （you can agree or disagree）, and try to persuade us 
that you are correct!

Categories What I will check # of points
Content 　Is your speech at least one minute long?

　Did you give any examples?
　Did you stay on subject?
　Is your speech creative?

10 points

Pronunciation 　Was it easy to understand what you were 
saying?

2 points

Eye Contact 　Did you have eye contact with the 
camera?

2 points 

Delivery 　Were you able to speak without too many 
pauses?

　Did you use any hand gestures?
　Did you speak loudly and clearly?
　Did you speak too slow or too fast?

6 points

TOTAL 20 points
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ウ　学校全体での英検受験に向けた取組の実施
（ア）目標

　本校が構想調書で掲げている卒業時の英語力の指標の一つとして卒業までに英
検２級以上の取得を掲げている。その目標達成に向け学校を挙げて取り組むこと
で、全生徒の英語力の底上げにつなげる。

（イ）実践
　英語の授業等を通して、英検の有用性等についての話をしたり、放課後の時間
等を利用して英検対策講座（リスニング対策等）を行ったりした。同時に２次試
験の面接対策として、一斉に対策ビデオを見せたり、授業担当者が面接練習を個
別に行ったりするなど、計画的な指導を行った。

（ウ）成果
　英検２級以上取得者数の推移および目標設定シートから検証する。
　英検の取得状況において、その成果は顕著で英検取得者が着実に増加している

（表３）。一昨年度から今年度にかけて４年連続で準１級合格者も出ている。
目標設定シート「卒業時における生徒の４技能の総合的な英語力としてのＣＥＦ
ＲのＢ１～Ｂ２レベルの生徒の割合」において、昨年度は SG コース生徒の 78％
の生徒が、そして今年度は 85％の生徒が本校の設定した基準を超えた。SG コー
ス以外の生徒においても 60％の生徒が基準を超えた。
　今後入試への英語外部試験導入の動きにも気を配りながら、英語力の指標とし
ての外部試験の活用を継続していきたい。

表３：英検２級以上取得者数推移（人）
年度 １年 ２年 ３年 合計

Ｈ２６ 7 48 8 63
Ｈ２７ 11 93 52 156
Ｈ２８ 7 94 94 195
Ｈ２９ 19 88 99 206
Ｈ３０（第２回まで） 2 123 96 221
※準１級受験者（取得者）数の推移（名）
　H26：1（0） ➡ H27：3（1） ➡ H28：17（1） ➡ H29：30（4） ➡ H30：60（3）

　（４）国内外研修
　　ア　SGH 夏季研修（外部連携ワークショップ）及び海外研修の実施

（ア）目標
　外部機関と連携し、海外留学生や海外の高校生や大学生と環境に関してのディス
カッションや意見交換及びプレゼンテーションを英語で行うことで、英語によるコ
ミュニケーション能力及び、その後の英語学習意欲の向上を図る。  

（イ）実践
　　実践内容については本報告書Ⅱ－１（４）「国内外研修」を参照。
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（ウ）検証
　年度末アンケート（図 37 参照：パーセンテージは「そう思う」「ややそう思う」
と答えた割合）と生徒感想をもとに検証する。SG コース生徒において外国語を使っ
たコミュニケーション活動が増加しているのは顕著であり、これら研修における留
学生や現地学生との交流活動やディスカッションが影響していると考える。また、
生徒感想においては、ツールとしての英語の有用性に気づいたという感想が多く見
られる（生徒感想については本報告書ｐ 31 Ⅱ－１（４）「国内外研修」を参照）。

図 37　（設問）外国語を使った活動やコミュニケーションの割合が増加した。
　　　H30（SG：83％  N=156　１年：63％  N=408  
　　　　　　２年SG外：42％  N=365　　３年 SG以外： 30％  N=351）

　（５）　外部連携
　　ア　海外高校との交流活動

（ア）目標
　海外の高校生との交流を通して、日ごろ培った英語コミュニケーション能力の実
践を図る。また、様々な話題についての意見交換をすることで、異文化に対する寛
容性の涵養や地域の課題と世界の課題の共通点への気づきにつなげる。

（イ）実践
①貴州師範代付属中学（中国）との交流活動（JENESIS 2018 中国高校生訪日団）
　・実施日　：平成 30 年９月７日（金）
　・場所　　：済々黌高等学校
　・来校者　：貴州師範代付属中学の生徒 30 名＋引率４名
　・対象生徒：２年生 SG コース生徒 31 名
　　　　　　　及び全校生徒
　・内容　　：①交流活動
　　　　　　　②ディスカッション
　　　　　　　③プレゼンテーション　　　　

②シンガポール芸術学校（シンガポール）との交流活動
　・実施日　：平成 30 年 10 月 29 日（月）
　・場所　　：済々黌高等学校
　・来校者　：シンガポール芸術学校の生徒１５名
　　　　　　　（男子１名、女子 14 名）＋引率２名
　・対象生徒：２年生 SG コース生徒 31 名
　・内容　　：①異文化交流（学校紹介・意見交換）　
　　　　　　　②異文化体験（書道体験）
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（ウ）成果  
　年度末アンケート（図 38 ～ 40 参照：パーセンテージは「そう思う」「ややそう思う」
と答えた割合）をもとに検証する。コミュニケーションをとる手段である共通言語
の英語を通して、生徒たちはコミュニケーションをとり、互いに文化を紹介したり、
質疑をしたり、グループに分かれて様々な事柄について意見交換をするなど活発な
関わり合いができた。中には英語で研究テーマについての質問をする生徒もいた。
また、ディスカッションをとおして、互いの国に共通する課題に気づく生徒もいた。
このような海外の同世代との交流活動が年度末アンケート結果にも影響をしている
と考える。生徒はこのような英語での交流の機会を望んでおり、ＷＥＢを通しての
交流も含め、いろいろな海外の高校との交流を引き続き継続していきたい。

図 38　（設問）地域の課題と世界の課題を結びつけて考えるようになった。
　　　H30（SG：70％  N=73　１年：44％  N=408  
　　　　　　２年SG外：39％  N=365　　３年 SG以外： 35％  N=351）

 
図 39　（設問）国際交流の機会があり、参加した。
　　　H30（SG：74％  N=73　 １年：38％  N=408  
　　　　　　２年SG外：18％  N=361　　３年 SG以外：14％  N=346）

 
図 40　（設問）外国語を使った活動やコミュニケーションの割合が増加した。 　
　　　H30（SG：82％  N=73　１年：63％  N=408  
　　　　　　２年SG外：42％  N=365　　３年 SG以外： 30％  N=351）
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３　検証・評価の取組

　（１）構想調書に掲げた成果目標・生徒職員変容・活動指標
　　ア　成果目標（アウトカム）

成　　　果 定量目標
（ア）国際ボランティアワークキャンプ実行委員会への参加者数 SG コース１割
（イ）国際ボランティアワークキャンプin Asoへの参加者数 SG コース２割
（ウ）ＪＩＣＡボランティア等への参加者数 SG コース全員
（エ）海外留学、海外研修に行く生徒数 SG コース３割
（オ）大学で留学を予定する生徒数 SG コース３割
（カ）公的機関からの表彰、グローバルな社会又はビジネス課題に　
　　関する大会の入賞者数
　・全日本高校模擬国連大会
　・International Trade Challenge Program
　　「英語でチャレンジ！ビジネスアイデアコンテスト」
　　（記述、プレゼン、質疑はすべて英語） 
　・知の甲子園（全国選手権または世界大会） 
　　Management & Economics Simulation Exercise（MESE）
　　会社経営を通じて意思決定力を育成するシミュレーション
　・科学の甲子園 
　・英語ディベート大会 
　・英語スピーチコンテスト 
　・日本語弁論大会

SG コース２割

（キ）語学力（英語力）いずれかの条件を満たす生徒数
　・英検２級以上・ＧＴＥＣ６８０点以上
　・ＴＯＥＦＬ　ＩＢＴ５７点以上・ＩＥＬＴＳ４～５　以上

SGコース８割
（64名以上）

　　イ　SG コース生徒の変容
定　性　的　成　果 定性的目標

（ア）自分が住んでいる地域の課題への関心が高まった 1 年学年末　９割
2 年学年末　９割
3 年学年末　９割

（イ）現代社会が抱える世界の課題への関心が高まった 1 年学年末　８割
2 年学年末　８割
3 年学年末　８割

（ウ）地域の課題と世界の課題を結びつけて考えるようになった 1 年学年末　７割
2 年学年末　８割
3 年学年末　９割

（エ）課題を発見・設定し解決に至るプロセスを志向するようになっ
た

1 年学年末　６割
2 年学年末　７割
3 年学年末　８割

（オ）論理的、科学的思考が身についた 1 年学年末　６割
2 年学年末　７割
3 年学年末　８割

（カ）外国語を使った活動やコミュニケーションの割合が増加した 1 年学年末　７割
2 年学年末　８割
3 年学年末　９割
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（キ）外国人に発信するための日本の伝統文化等への関心が深まった 1年学年末　６割
2年学年末　７割
3年学年末　８割

（ク）批判的な思考を働かせて考える習慣が身についた 1年学年末　６割
2年学年末　７割
3年学年末　８割

（ケ）既成の概念にとらわれない創造力を持って思考するようになっ
た

1年学年末　６割
2年学年末　７割
3年学年末　８割

　　ウ　教員、保護者、全生徒の変容　等
定　性　的　成　果 定性的目標

（ア）教員の指導方法の改善や授業力の向上に結びついた Ｈ 26 年度末　７割
Ｈ 27 年度末　８割
Ｈ 28 年度末　９割

（全教員対象）
（イ）国際的視野でリーダーを養成しようとする教員の意識の向上が

あった
Ｈ 26 年度末　７割
Ｈ 27 年度末　８割
Ｈ 28 年度末　９割

（全教員対象）
（ウ）学外機関との連携により教員の社会性の涵養があった Ｈ 26 年度末　６割

Ｈ 27 年度末　７割
Ｈ 28 年度末　８割

（全教員対象）
（エ）学外機関とのネットワークの広がりが教員に指導上の効果をも

たらした
Ｈ 26 年度末　６割
Ｈ 27 年度末　７割
Ｈ 28 年度末　８割

（全教員対象）
（オ）保護者全体の視野が海外へ広がり、留学を選択肢のひとつとし

て考えるようになった
Ｈ 26 年度末　３割
Ｈ 27 年度末　４割
Ｈ 28 年度末　５割

（全保護者対象）
（カ）SGに関する指導の工夫が一般コースの生徒に還元された Ｈ 26 年度末　６割

Ｈ 27 年度末　７割
Ｈ 28 年度末　８割

（全教員対象）
（キ）一般コースの生徒がSGコースの生徒に刺激を受けグローバル社

会に対する意識が向上した
Ｈ26年度末　６割
Ｈ27年度末　７割
Ｈ28年度末　８割
（全教員対象）

　　エ　活動指標（アウトプット）
活　動　内　容 成　果　目　標

（ア）課題研究に関する国外の研修参加者数 SG コースの１／４　　20 名以上
（イ）課題研究に関する国内の研修参加者数　 全員　80 名以上
（ウ）課題研究に関する連携を行う海外大学・高

校の数
複数校
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（エ）課題研究に関して大学教員及び学生等の外
部人材が参画した延べ回数及び企業、ＮＰ
Ｏ法人等の参画回数

授業回数の２割以上の回数
（休業中のワークショップ等を含む）
28 回以上／年

（４単位× 35 週＝ 140 回）
（オ）ビジネス課題に関する国内外の大会におけ

る参加者数と入賞者数
参加者数は SG コース全員
上位入賞者数は参加者の 0.5 割以上

（カ）帰国・外国人生徒の受け入れ者数
　　　（留学生を含む）

毎年５名以上

（キ）先進校としての研究発表回数 年１回以上
（ク）課題研究に関するＷＥＢミーティング、Ｗ

ＥＢディスカッションの実施回数
学期に１回以上

（ケ）外国語（英語）版のホームページ更新回数 週１回以上
（コ）ホームページ及びfacebookの整備による、

海外の大学、高校、企業等との交流回数
学期に１回以上

　（２）スーパーグローバルハイスクール目標設定シートによる評価（参考資料：ｐ 97）
　目標設定シートの項目ごとに数値を記入し、初年度からの推移、平成 29 年度の目標
値の達成状況、またそこから考えられる課題について考察した。
　その推移から検証できるのは、上述（１）の構想調書のア成果目標（アウトカム）及
びエ活動指標（アウトプット）の主な項目である。
　多くの項目において、指定初年度から順調な推移を見せ、平成 29 年度には当初の目
標値を超えることができた。
　その中でやや伸び悩んでいたのが「グローバルな社会又はビジネス課題に関する公益
性の高い国内外の大会における参加者数」であった。しかし、この項目に関しても、指
定初年度以降その数は着実に増えてきており（H26：15 人➡ H27：13 人➡ H28：26 人
➡ H29：42 人➡ H30：47 人）、今後の推移に更なる期待ができる。指定期間終了後も、
外部発表会への参加を推進していきたい。

　（３）年度末アンケートによる評価（参考資料：ｐ 100）
　年度末アンケートから検証できるのは、上述の（１）構想調書のイ・ウの生徒・教員
の意識の変容の項目である。SG コース生徒に関しては、その意識の向上は他クラス生
徒に比べ顕著な高まりがみられる。他クラス生徒に関しても、徐々に意識の高まりがみ
られている。ただ、職員及び保護者の意識の高まりについては、横ばいの状態が続いて
いる。このことが、次年度入学生から SG 活動を全体で行う理由の一つでもある。全体
への波及に向けた仕掛けをさらに実践していく必要があると考える。
　アンケートの「批判的な思考を働かせて考える習慣が身についた」、「既成の概念に
とらわれない創造力を持って思考するようになった」の項目が、構想調書の仮説「SG 
Research Project」及び「SG Communication project」の活動を通じて身につくクリティ
カル・シンキングとクリエイティビティーがいかに涵養されたかをみる指標となる。「批
判的な思考を働かせて考える習慣が身についた」に関しては、SG コース生徒において、
H27：71％➡ H28：73 ➡ H29：86％➡ H30：85％と推移してきている。また、「既成の
概念にとらわれない創造力を持って思考するようになった」の項目においては、H27：
71％➡ H28：73％➡ H29：86％➡ H30：74％と推移してきている。この結果からみて、
SG コース生徒にクリティカル・シンキングとクリエイティビティーの素養が醸成され
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ていることが分かる（図参照：パーセンテージは「そう思う」「ややそう思う」と答え
た割合）。
　また、SG 生徒はもとより、一般生徒においても「将来留学したり、国際的に活躍し
たい」と考える生徒の割合が指定後４年間で着実に増加してきている（目標設定シート
参照）ことは、SGH の理念が徐々に学校内に根付いてきている表れだと考えられる。

図 41（設問）批判的な思考を働かせて考える習慣が身についた。（H27～ H30）
　H27（SGコース生徒：71％ N=124）　　　H28（SGコース生徒：73％ N=104）

図 42　H29（SGコース生徒：86％ N=154）　　　H30（SGコース生徒：85％ N=73）

図 43（設問）既成の概念にとらわれない創造力を持って思考するようになった。
（H27～ H30）

　H27（SGコース生徒：71％ N=124）　　　H28（SGコース生徒：73％ N=104）

  
　H29（SGコース生徒：86％ N=156）　　　H30（SGコース生徒：74％ N=73）

（４）汎用能力テストによる評価
（ア）目標

　本校が SG Ｈプロジェクトを通して育む国際的素養の中の特に思考力（課題設
定解決力・論理的思考力・批判的思考力等の汎用的能力：以下汎用的能力という）
を客観的に測定するテストを作成・実施し、その結果を分析することで、汎用的能
力の測定をし、その結果を生徒指導や授業の改善に役立てる。

（イ）実践
①実施日：・平成 30 年４月 11 日（水）実施（１学年全生徒対象）
　　　　　・平成 30 年６月 28 日（木）実施（３学年全生徒対象）
②内容　：各教科（国・数・社・理・英）の作問担当者がテストを作成し、１年生（入
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口）と３年生（出口）で実施して汎用能力の伸長を見る。 指定初年度に 1
年生の作問を開始し、H27 ～入学者全員に対して実施した。３年生に対す
るテストは昨年度問題が完成し今年度で２回目の実施となった。

＜１年問題：測定する力＞
　○設問１：文脈理解力・論理的読解力
　○設問２：論理的読解力・情報抽出力
　○設問３：批判的思考力・情報分析判断力
　○設問４：情報抽出力・資料活用力

＜３年問題：測定する力＞
　○設問１：情報抽出力・資料活用力
　○設問２：論理的読解力・情報抽出力
　○設問３：批判的思考力・情報分析判断力
　○設問４：英文読解力・論理的思考力

　※具体的問題については巻末参考資料（ｐ 107）に掲載

（ウ）成果
　思考力を測定するテスト問題の作成という本プロジェクトは指定初年度に作問し、
指定２年目に１年生に対して初めて実施した。昨年度初めて３年生（＝前述の１年
生）に対して実施し、今年度３年生対して実施するのは２年目であった。入口（１年
次）と出口（３年次）でどのように生徒の汎用的能力が変化したのか、また SGH の
活動がどのように影響したのか、検証を試みた。なお、これまで述べてきているよう
に、今年度１年生については SG コースを設置せず、全体で SG 活動を行っているため、
SG コース生と一般生徒の区別をしていない。
　まず１年生の問題に関しては、全体平均において入口の段階で平均点にそれほどの
差は見られない【表４・図 44】。大問ごとの平均点【図 45・図 46】に関しては、大問
２は H28 から平均点に大きな差がでているが、改題のためであると考えられる。また、
大問４は採点基準が厳しくなり、年度ごとに平均点に差がでている。この採点基準の
統一は課題の一つである。この１年次のテスト結果は生徒の傾向を示すもので、入学
後の３年間でそこからどう変容するかをみる初期状態を示すものと捉えている。３年
生の問題については、昨年度から実施しており、経年比較がまだ十分にできない。今
後のデータ蓄積が必要と考える。
　１年次から３年次への変容をみてみたい。１年生の問題と３年生の問題には、生徒
の力の伸びを測定しやすくするため、共通のグラフ問題を意図的に出題している。こ
の問題に関してここ２年間の入学次と３年次との比較をみてみる【図 47・48】。どち
らも同じような傾向を示している。確かに伸びは見られるが、これが SG 活動をとお
しての伸びなのか、年齢による精神的成熟や学習量の蓄積が原因なのかの判断が難し
い。SG 活動の他クラス生徒への普及がここに反映されていると考えるにはまだデー
タが不足していると考えられ、今後のデータ蓄積が必要である。
　この汎用能力テストの取組では、各教科の担当者が作問に関わっている。その作問
をとおして、そこに携わる教員は教科を超え、生徒の汎用的能力を養う作問について
議論を交わす貴重な機会を得ることができる。そこで得たものを各教科に還元し日々



74

の授業の中にも汎用的能力育成の観点が盛り込まれ、授業改善、教員の資質向上にも
つながるという付加価値が生まれている。
　一方で、このプロジェクト（作問・採点）にかかる労力は多大であり、携わる職員
にとっては大きな負担となる。テストの科学性をどのように担保するのかという課題
もいまだにある。本当に汎用的能力を測る問題としてどれほど妥当なのか外部の視点
もいれた検証、得点率と汎用的能力レベル（例えばＡ・Ｂ・Ｃレベルなど）をマッチ
ングさせた指標作りなどを、データの蓄積と並行して進めていかなければならない。
この取組は今後も何らかの形で継続していく方針であるが、データの蓄積と並行し
様々な角度からの分析・検証が必要である。

表４　第１学年　汎用能力テスト得点（経年変化）
合計得

点
大問１
（/10）

大問２
（/5）

大問３
（/15）

大問４①
（/10）

大問４②
（/10）

H27
SG 26.92 8.93 0.42 5.00 7.80 4.83
一般 24.42 8.65 0.60 5.50 6.00 3.65

H28
SG 24.81 9.14 3.10 3.69 6.90 1.98
一般 24.41 8.38 3.81 4.43 5.80 2.00

H29
SG 25.24 9.19 3.60 5.24 6.62 0.59
一般 25.16 8.48 3.80 6.32 5.94 0.62

H30 全員 28.04 8.84 3.54 7.55 6.62 1.50

図 44　平均点の推移（Ｈ 27～Ｈ 30）
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図 45　SGコース生徒　大問別平均点の推移（Ｈ 27～Ｈ 30）

図 46　SGコース以外の生徒　大問別平均点の推移（Ｈ 27～Ｈ 30）

図 47　共通問題における１年次から３年次への平均点の推移
　　　（SGコース生徒とコース以外生徒：Ｈ 27とＨ 29）
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図 48　共通問題における１年次から３年次への平均点の推移
　　　（SGコース生徒とコース以外生徒：Ｈ 28とＨ 30）
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４　成果普及に向けた取組

　（１）成果発表会の実施
　　（ア）目標

　課題研究をはじめとする SGH 活動の成果を校内外の参加者に発表することで、研
究成果を広く波及させる。また、発表をとおして生徒もプレゼンテーション能力を向
上させ、得られたフィードバックをもとにその後の活動のさらなる深化につなげる。

　　（イ）実践
　　　①実施日：平成 30 年 12 月 14 日（金）
　　　②場　所：本校体育館
　　　③対象者：本校１・２年生徒
　　　　　　　　運営指導委員・評価助言委員・県教育委員会・学校評議員・同窓会
　　　　　　　　県下の中学・高校・大学・一般参加者・保護者の参観希望者
　　　④日　程：12：15 ～　受付
　　　　　　　　12：45 ～　開会・事業報告
　　　　　　　　13：05 ～　第１部　SGH 活動発表 ①即興型英語ディベート実践
　　　　　　　　13：10 ～　第１部　SGH 活動発表 ② SG Research Project 課題研究発表
　　　　　　　　14：15 ～　第２部　SG ポスターセッション
　　　　　　　　15：45 ～　第３部　海外研修報告　　オーストラリア現地環境スタディ
　　　　　　　　16：05 ～　講評
　　　　　　　　　　　　公益社団法人日本国際生活体験協会理事長　鈴木　義弘　氏
　　　　　　　　16：15 ～　閉会・諸連絡

【生徒感想】
●こんなに英語に触れる機会はないと思った。同学年の

人が、一つ一つのテーマに対し、研究し、まとめ、ハ
キハキと発表していてすごかった。英語必須の世界に
なりつつあるので、SGH 指定校の済々黌生として英語
に力を入れ将来英語を使う仕事に就きたいと思った。（2
年）

●英語で発表を聴くことに対してきちんと聴けるか不安でしたが、ディベートでは全部
は意味がわからなくても、とても楽しむことができた。また、ポスターセッションは
とてもまとまっていて、初めて知ることも多く、学ぶことがたくさんありましたし、
とても感動しました。（2 年）

● SG の人は皆、堂々としていてすごくかっこよかった。どのポスターも面白そうで 4
回しか聞いてまわれないのが残念だった。（2 年）

●各ブースでの発表はポスターを見やすく、根拠が明確
でありハキハキとしたプレゼンテーションでとても良
かった。最初は興味があまりわかなかったことについ
ても、自分が関心を持つようになりました。（1 年）

● SG の人たちが普段している勉強について知る新鮮な
体験でした。広い視野を持ち、世界のさまざまな問題
に目を向けているのだと思いました。グローバルな活

ポスタープレゼンの様子

ステージでの発表の様子
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動を活き活きとされてすごいと思いました。（1 年）
●高校入試前から SGH ついて聞いていたが、今回の SGH の発表を聞いて、具体的に

どのような活動をしているのかよく分かった。同学年や同じ高校の中で自分とは違う
様々な考えを持っているのだと知る良い機会になった。（1 年）

●今まで考えたこともないようなことについて考えさせられた。また違う見方があって、
とてもおもしろかった。こんな考え方もあるんだなと驚いた。（1 年）

●私たちが来年このような発表をするのだと期待が高まった。先輩方のディベートの目
の付け所や、ポスターセッションでの抜け目のない意見や良い裏付けに刺激を受ける
ことができた。とても楽しかった。（1 年）

●自分は何とも思わない観点に目を向けて深く研究されていて、興味を持って話を聞く
ことができた。SG の人は英語力がすばらしく、司会の人の英語力に感動した。これ
からもっと世の中に関心を持ちたいと思った。（1 年）

●即興で作り、疑問点があればすぐに英語で質問し、英語で返ってくるのがすばらしい
と思った。また深い所まで話が進み、最後に聴衆にジャッジを求めることで、積極的
に参加できたように感じた。研究したことを、英語を用いて発表することは多くの人々
に聞いてもらえるとさらに感じた。英語を通して海外との交流をすることで日本との
違いを感じ、日本での実践などもできるのではないかと思った。（２年）

●いろんな経済問題について学習できた。しかも、その内容が今の自分たちや、未来の
自分に大きく影響することなので真剣に考えようと思った。（１年）

● SG コースとして、様々な人が準備を手伝ってくれて成果発表ができたのだと思うと
ありがたい。（２年 SG）

●それぞれの人が各自のテーマについて問題意識や探求心を持って取り組んでいて、ど
のプレゼンもとても興味深かったです。現代社会や環境問題に疑問を持って取り組ん
でいる同級生を見て、自分も世の中に貢献できるよう頑張らねばと思いました。（２年）

●済々黌が SGH であることと、その意味を再確認することができた。（１年）

【来場者感想】
●シナリオだけでない、リアルなディベートを英語でされていて、とても好印象です。

今後も学生さんは個人的に「ディベート」について学んで欲しいと思います。研究成
果報告も大変立派だったと思います。

●英語でのディベートでは、その場で自分の意見をまとめる力と構成力、英語力がすご
いと思いました。それぞれのブースに分かれての発表も色々な着眼点がありよかった
です。

●ディベートはとてもおもしろかったです。言葉につまっても何とか伝えようとする姿
勢や、相手の主張をきちんと踏まえた上での反論が素晴らしかったです。

●日ごろから考えていることや自分の体験・経験をもとにした研究テーマばかりでとて
も良かったと思います。その研究テーマに対し、文献等を参考にしながらも自らの視
点で考察・分析しており素晴らしかった。

●物怖じせずプレゼンをする生徒の姿に感動しました。
●ポスター発表、大変勉強になりました。全部のポスター

発表を聞きたいぐらいでした。
●多彩なテーマに対して、生徒が自ら探究し、堂々と発

表しており素晴らしかった。探究分野が多く見せてい
ただく側としては有り難かった。ディベートはまさに 英語ディベートの様子
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即興的な所がよかった。
●日々の努力の成果を見ることができ、大変うれしく思います。各々の生徒の個性を垣

間見る発表は大変素晴らしかったです。

【ポスター発表一覧】
〇２年　
　 研究テーマ
1 地方創生がもたらすもの（英語発表）
2 就農者増加のための提案
3 スポーツで地域活性化
4 教育改革の必要性
5 ベトナムの水害から学ぶ
6 インターネットを有効に使おう！
7 「常識」は絶対なのか
8 太陽光発電
9 アメリカ大統領選挙で見つけたもう一つのアメリカ ～グローバル化の持つ「陰と陽」～
10 日本人は統計学を学ぶべきである
11 ＭＡＫＥ　Ｃ H ＩＬＤＲＥＮ　H ＡＰＰＹ！～「地域大家族化」で子どもたちを幸せに～
12 北欧諸国に続け！！
13 超・フードバンク構想
14 地震の際の情報収集においてベストな手段は “ ソーシャルメディア ”?
15 ＴＯＫＹＯオリンピックボランティア
16 親はスマホ育児を理解して上手に活用すべきである
17 紫外線とフロンの消費
18 地球温暖化？寒冷化？
19 外国人労働者と日本企業をつなぐ
20 日本の将来は暗い・・・？
21 今だからこそ問いたい、言語習得の必要性
22 災害ボランティアの効率化　
23 詰め替え製品で石油問題を考える
24 廃プラスチックが及ぼす影響について
25 微生物と植物で土壌汚染問題を解決する
26 サッカーで発電は可能か
27 日本の水を守るために（グループ研究）
28 動物にとってしあわせな暮らしを実現するために
29 日本の水を守るために（グループ研究）
30 日本の首都は東京がいいのか
31 日本の水を守るために（グループ研究）

〇１年　代表者
32 ロボットと人間の共生
33 「輝く女性像」の変化と女性問題

〇３年　代表者
34 取り戻せ　宝の海（英語発表）
35 地域活性化への一歩～持続可能な地域を目指す～
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36 東京オリンピックの競技会場は新設すべきか
37 遊びとコミュニケーション
38 墓石倒壊から見る熊本地震の震度分布の研究（グループ研究）

　　（ウ）成果
　SG 生徒への年度末アンケート及び生徒感想から検証する。発表の生徒たちはそれ
ぞれが堂々としたプレゼンテーションを見せた。中心となって発表した２年生にとっ
ては、プレゼンテーションの面で大きな自信となっていることが、アンケート結果（図
49 ～ 50 参照：パーセンテージは「そう思う」「ややそう思う」と答えた割合）にもつ
ながっていると考える。全体への波及効果についても、今年度は３年生・１年生から
もポスターセッションへの参加があり、全体で取り組んでいる様子を伝えることがで
きた。生徒の感想からも SG の活動が他の生徒へ大きな刺激を生んでいることがわか
り、コース以外の生徒達たちを含め校内外の参加者へ、日頃の SG 活動の成果を十分
に伝えることができたと考える。１年生は学年全体でも課題研究活動、２年生は探究
論文活動と、それぞれが課題研究に取り組んでいることもあり、ポスターセッション
では積極的な質疑の様子が見られ、生徒達が議論することに慣れてきていると感じた。
　このような外部への発信の機会を与えることで、課題研究の質の向上とともにプレ
ゼンテーション力の向上も図ることができた。発表生徒たちは得られたフィードバッ
クを各自の研究論文のまとめにつなげた。

図 49　（設問）多くの人の前でも落ち着いて自分の意見を言えるようになった。
　　　（1年：48％ N-407   2SG：:65% N=31   3SG：83% N=42）

図 50　（設問）関心のある問題について、友人とよく議論をするようになった。
　　　（1年：47％ N=408   2SG：71% N=31  3SG：71% N=42）

　（２）第３学年生徒研究論文最終発表会の実施
　　（ア）目標

　課題研究の総まとめとしてスライドを使って自分の研究成果を発表することで、自
分の研究についての再整理をする。また、相手にわかりやすい発表を心掛けることで、
これまで培ってきたプレゼンテーション技術を確認する。発表後の質疑を通して、研
究の課題や今後に向けた展望などを後輩たちと共有する。１・２年生たちは３年生の
発表を見ることで、研究やプレゼンテーションについて多くのことに気付き、それら
を自らの研究に還元し自らの研究の質を高める。
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　　（イ）実践
　３年生 SG コース生徒が個人研究についてプレゼンテーションソフトを使用し発表
した。
＜３年発表テーマ一覧＞
１ 原発事故の影響と脱原発
2 格差のない社会
3 世界はヒートアイランド
4 取り戻せ　宝の海
5 環境経営のプロフェッショナルに学ぶ
6 農業大国日本
7 地球温暖化の真実と嘘
8 物流インフラの整備がアフリカの経済を潤し成長を促進する
9 人が音楽を選ぶことには理由がある
10 デマ情報と集団心理
11 オリンピックと日本の経済
12 復興特別税は住宅再建支援となり得る
13 環境破壊にブレーキを！～心理学の力～
14 P&R　自動車利用の削減
15 日本人の英語力向上のために早期英語教育は必要か
16 地域活性化への一歩～持続可能な地域を目指す～
17 日本人と英語
18 日本人と水
19 いじめの起きにくい集団づくりのために
20 時代が変える教育
21 STOP ポイ捨て‼
22 フードバンクが果たす役割と普及
23 東京オリンピックの競技会場は新設すべきか
24 環境と経済の関係について
25 ２８年後の平和
26 環境悪化は経済成長を妨げるのか
27 地震大国日本はネパールの模範となる
28 インターネットの普及がいじめを促進させる
29 遊びとコミュニケーション
30 墓石倒壊から見る熊本地震の震度分布の研究（グループ研究）
31 坪井川緑地と野鳥（グループ研究）
32 坪井川緑地の植生（グループ研究）

【１・２年生感想】
●なぜそのテーマにしたのか、問題提起、研究過程、結論を明確にされていて、とても

分かり易かった。
●どの発表も仮説、検証、結論の流れがきちんとできていた。自分の研究課題をほかの

人に興味を持ってもらえるように、しっかり研究、情報収集をして自分をより充実し
たものにしていきたい。

●それぞれの研究テーマや立てた仮説について、色々な視点から調べて解決してあった。
思考力、行動力を自分自身も高めていかなければならないと、とても刺激を受けた。

●理系分野である気象学を文系である歴史から読み解き調べる、というのは違った視点
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から考えることができて、とてもおもしろかった。
●新しい視点から物事を見ている研究が多く、おもしろかった。自分も新たな視点を持

たなければ、と思った。またいろいろな論を聞くことで、クリティカルシンキングを
する良い機会になった。

●３年生の研究発表を聞いて、全員に共通していたことは、日常からテーマを発見して
いるということだ。普段の生活で疑問に思ったこと、不思議に思ったことから研究を
始めてあり、研究内容に興味を持ちやすかった。

●質問を投げかけたり、アイコンタクトをとったりと、ただ紙に書いているものを読む
のではなく、話しかける口調で、とてもわかりやすかった。プレゼンの構成も、問題
提起から結論へ導くパターンと、問題解決の案、提示から結論を出す２パターンを聞
くことができ、勉強になった。これから自分の研究をどのように進めていくか、とて
も良い刺激を受けることができた。

●どの発表にも意見、理由、具体例、結論がきれいにまとまっていた。自分の意見に対
する反論も考えてあり、多角的な視点を持っていてすごいと思った。私も論文に逆の
意見を出したり、具体例を出して、より分かり易い論文にしようと思った。

【３年生感想】
●自分の考え方や価値観を広げることができたと思う。ほかの３年生の発表を聞いて、

見方を変えるとこんなにも違うことが言える、ということを感じ、興味深いと思った。
●この発表会をするにあたって、１，２年生の SG コースの人たちに、これからの研究が

楽しみになってくれればいいな、と思い準備をしてきた。正直、この２年間の研究は
楽ではなくて、大変だと感じる時もあった。でも、その分やりがいを感じられたし、
高校生のうちにこのような経験が出来たのは、とても嬉しく思った。

●今まで自分が研究してきたことを発表し、１，２年生の SG コース生に伝えることがで
きよかった。あまり上手く伝えられなかった部分もあったが、１、２年生はしっかり
聞いて、質問、指摘してくれ、まだまだ研究不足であるなとも実感した。

●今までほとんど接点のなかった１、２年生の意識の高さも伺うことができた。また、
３年生同士、他の人の研究内容を知る機会がほとんどなかったので、互いに刺激し合
えたと思う。個人的にはもっと研究の内容について議論できらよかったと感じた。日
常の中で、友達と真剣に議論し合うことは少ないので、そういった活動ができる SG
に参加できてよかった。

●パワーポイントやその原稿の準備不足で、うまくできなかった。論文も１，２年生に
質問されると、調べられていないところも見つかり、まだまだだと思った。ほかの人
の発表を見ると自分よりも詳しくて分かり易かったので、悔しかった。今回の発表の
経験を生かして、今後も頑張っていきたい。

発表会の様子
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（ウ）成果
　　SG 生徒へのアンケート結果及び生徒感想から検証する。アンケート結果（図 51 ～

52 参照：パーセンテージは「そう思う」「ややそう思う」と答えた割合）から、大勢
の人に向かってのプレゼンテーションが堂々とできるようになっていると感じる生徒
が８割を超えている。また、課題研究活動をとおして日々の意識の高まりも見ること
ができる。短い準備期間の中で生徒が立派なプレゼンテーションを行い、ＳＧ活動で
培った発信力・論理力を後輩たちへ見せてくれた。発表後の質疑も活発になされ、後
輩たちは課題研究活動の最終イメージを目にすることができ有益であった。

図 51　（設問）多くの人の前でも落ち着いて自分の意見を言えるようになった。
　　　（1年：48％ N-407   2SG：65% N=31   3SG：83% N=42）

図 52　（設問）関心のある問題について、友人とよく議論をするようになった。
　　　（1年：47％ N=408   2SG：71% N=31  3SG：71% N=42）

　（３）外部発表会への参加
　　（ア）目標

　校外発表会に参加することにより、第三者からのフィードバックを得、研究を深化
させる。分かりやすく研究を発信する準備・練習をとおして、プレゼンテーション技
術の向上や、新たな視点から自分の研究を再度見直す機会をえる。他校の生徒達との
ネットワークが生まれ、課題研究に対する意識をさらに高める。

　　（イ）実践（今年度の校内外における課題研究発表）
①「平成 30 年度済々黌 SGH 成果発表会」（SG コース３年生４名、２年生３１名、１

年生３名）
②「第４回高校生国際シンポジウム」における発表（SG コース２年生２名）          
③「SGH 甲子園」における発表（SG コース２年生１名）
④ SGH 高校生フォーラム（SG コース２年生１名）
⑤平成 30 年度熊本県スーパーハイスクール指定校合同研究発表会（SG コース２年生

23 名）
⑥「平成 30 年度済々黌 SGH ３年生最終発表会」（SG コース３年生 42 名）
⑦世界津波の日高校生サミット（SG コース２年生２名）
⑧第１回 SGH 九州フォーラム（SG コース２年生２名）
⑨第９回熊本県高等学校生徒地歴・公民科研究発表会（SG コース２年生２名）
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　　（ウ）成果
　課題研究の発表回数、SG 生徒に対するアンケート結果、及び生徒の感想から検証
する。
　校内外の発表回数については、昨年度以上に研究発表の機会が増えた（H28：5 回
➡ H29：8 回➡ H30：9 回）。より多くの生徒が第三者に自分の研究を発信する貴重な
経験を積むことができた。　　
　生徒の感想からは、自分にはなかった視点に気づいたり、他人の発表を見ることで
自分のプレゼンテーションに足りないものに気づいたりと、非常に有意義に感じてい
る生徒が多いことが分かる。また、アンケート結果（図 53 ～ 57 参照：パーセンテー
ジは「そう思う」「ややそう思う」と答えた割合）から、論理的思考、コミュニケーショ
ン能力、プレゼンテーション能力が身についてきていると感じている生徒の割合が高
いことにも、このような外部発信の機会も影響していると考える。このような機会を
得た生徒たちは、他校でも多くの高校生が様々な課題研究をしていることを知り、よ
い刺激を受けている。次年度以降も積極的に校内外への発信を継続していきたい。

図 53　（設問）正解のない問題に対して論理的に考えをめぐらし、自分の意見を作り
あげることがきるようになった。

　　　（1年：60％ N=407   2SG：74% N=31  3SG：83% N=42）

図 54　（設問）関心のあるものごとについて論理的に考えて、すすんで調べるように
なった。

　　　（1年：51％ N=404  2SG：68% N=31  3SG：83% N=42）

図 55　（設問）聞いた話やその内容の評価を、他の人に上手に伝えられるようになっ
た。

　　　（1年：49％ N=407  2SG：71%  N=31  3SG：69% N=42）
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図 56　（設問）多くの人の前でも落ち着いて自分の意見を言えるようになった。
　　　（1年：48％ N=407  2SG：65% N=31  3SG：83% N=42）

図 57　（設問）関心のある問題について、友人とよく議論をするようになった。
　　　（1年：47％ N=408  2SG：71% N=31  3SG：71% N=42）
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熊本県スーパーハイスクール合同発表会

パネルディスカッション
（SGH九州フォーラム）

熊本県英語ディベート大会

英語での研究発表
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５　中間評価で指摘を受けた事項への対応について

　（１）中間評価について（平成 28 年９月 30 日）
　文部科学省からの中間評価の内容は以下のものであった。
○一つ一つの取組は質の高いものであるが、それらの間の連携がやや弱い。また、SGH

対象生徒が少ない上、テーマが多岐にわたり、探究型の活動が実施できているのかが
不明確である。今後のグループ体制での取組などに期待する。

○多くの学外講師を迎え、学外機関との連携を図っている点は評価できるが、その一方
で教員による指導の姿があまり見えないため、今後はこの点の改善が必要である。

○ディベートなどを通しての英語運用能力の向上と課題研究との関係が不明確である点
など、改善が必要である。

　（２）中間評価における課題について
　　　本校では（１）の中間評価における指摘を整理・検討し、次の３点を課題とした。

（ア）多岐に渡る生徒の課題研究テーマに対する指導体制の確立
（イ）ＳＧＨ活動の全体への波及
（ウ）各種活動の関連性

　（３）課題への対応について
（ア）多岐に渡る生徒の課題研究テーマに対する指導体制の確立について

　この課題については、指定２年目から対応の必要性があると認識していたもので
あった。指定３年目に、職員が少人数の生徒を指導する職員ゼミ体制を開始した。職
員がゼミ内容を選定し開講する形態をとることで、担当者が自分の専門的知識に絡め
たテーマの枠内で指導しやすくなり、生徒の研究へのきめ細かいサポートが可能とな
る。生徒の自由なテーマ設定の余地は残しており、テーマの専門性が高い場合はこれ
まで連携していただいている外部機関と連携し指導する。また、生徒の研究の深まり
をサポートする手だてとして、互いの発表を見て質疑をしたりグループディスカッ
ションをしたりする機会を増やしている。なお、今年度全生徒を対象とした課題研究
活動を行っている１年生も、次年度はクラスを解体しゼミ形式で本格的な課題研究と
論文作成へと移行する方針である。

　　（イ）SGH 活動の全体への波及
この課題については、指定４年目～５年目にかけて重点的に対応した。指定４年目で、

「総合的な学習の時間」を活用した取組を第１・２学年で開始した。今年度第２学年
においては SG コースと通常クラスが混在しているが、SG コース以外のクラスでも、
また第１学年においては全生徒が「総合的な学習の時間」を活用した探究活動への取
組を実践している。また、英語においては授業において英語ディベートを計画的に行
うなど、国際的素養育成の観点を共有した各教科の授業改善・実践も継続して行って
いる。

　　
　　（ウ）各種活動の関連性

　この課題についても指定の初期段階において校内でも指摘されていたものであっ
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た。まず、各取組の関連図（ｐ 95）を作成し、取組を精選することから始めた。国
際的素養を育成する課題研究を中核に据え、その発信ツールとしての英語力を身につ
けさせるという大枠を再確認した。その後各取組間の関連性を意識しながらのプログ
ラム展開を行ってきた。今年度は第１学年において、「総合的な学習の時間」を活用
した全生徒対象の課題研究活動の開始をはじめ、１年次の夏季研修、修学旅行におけ
るスタディーツアー、２年次の海外研修、成果発表会、３年次の最終成果発表会等、
これまでの SGH の諸活動が深く関連した体系的形態で実践できるようになっている。
次年度以降の入学者に対しては、この第１学年の取組をベースに更に進路学習等との
関連を図るなどブラッシュアップして、本校独自の課題研究活動（探究学習）のカリ
キュラムの確立を進めていく方針である。
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Ⅲ　総　　　括
（５年間を振り返って）
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１　指定５年間を振り返って

　「国際的素養を備え世界をリードする済々多士教育プログラムの研究開発」をテーマに、
2014 年度に SGH 指定を受け、５年間の SGH 事業に取り組んできた。ここでは本校の
SGH 事業の変遷とこの指定によってどのように本校が変化を遂げたかを述べたい（ｐ 96
表参照）。
　SGH 事業を開始するにあたり、本校では国際的素養として４つの力（①国際感覚②課題
設定解決力③コミュニケーション能力④クリティカルシンキング（批判的思考）とクリエ
イティビティー（創造力））を定義した。これらの力は図らずも 21 世紀型汎用スキルといっ
た、変化の激しい時代を生き抜くために不可欠な力と密接にリンクしていた。そのような
力を生徒に育成するためのプログラムとして、「SG Research Project（課題研究活動プロ
グラム）」と「SG Communication Project（英語運用能力向上プログラム）」を柱にしたプ
ロジェクトを展開した。
　「SG Research Project」に関しては、それまでまったく形の無かった課題研究というも
のに対してどのようにアプローチしていくかという地点からの始まりであった。初年度は、
第１学年生徒に対して、いろいろな講話や外部指導者を招いた活動を行いながら、SG コー
ス編成に向けての準備を進めた。２年目に SG コースを第１学年・第２学年に設置し、コー
ス生徒においては教育課程を変更し課題研究活動を本格的に開始した。ここで課題となっ
たのが中間評価でも指摘のあった課題研究指導体制であった。３年目にはその課題への対
応として職員ゼミ体制を導入した。SGH 指定後初の卒業生も出て、課題研究の大まかな流
れができはじめた。このころから、課題は一定の効果を見せている SGH の取組をいかに
学校全体に波及させていくかということになっていった。４年目を迎え、全体への波及に
向けた取組として、「総合的な学習の時間」を活用した各学年での取組を開始した。この
取組を経て、指定最終年度には、それまでの SG 活動のノウハウを活かし、新入生全員に
対して「総合的な学習の時間」等を活用した課題研究活動プログラムを実施するという形
態にたどり着いた。これにより、指定期間終了後も SGH 活動のエッセンスが継承されて
いくことが可能となった。
　「SG Communication Project」に関しては、初年度、第１学年生徒の希望者を対象とし
た即興型英語ディベート講座を開始することから始まった。２年目には学校設定科目とし
ての「ＣＳ講座」として本格的に展開し始めた。ここで中間評価の指摘にもあった、各活
動の関連性という点において、この英語ディベートの位置づけを再考した。そこで、課
題研究の内容を国外の人々と議論したり、国外へ発信したりする際に必要となる英語運用
能力の育成という、英語ディベート活動の目的と課題研究をサポートするという位置づけ
を再確認した。プログラム内容も、基礎レベルの身近な論題から、発展レベルの環境問題
やグローバルな課題へと難度を上げていくものにした。また、自分の意見に関係なく、与
えられた立場から相手を論理的に説得するディベートで必要となる論理的思考・批判的思
考を論文作成の際にも活かすという視点も取り入れながら、課題研究と関連したプログラ
ム展開を意識するようになっていった。その後英語ディベートの活動については、英語の
授業と連動させ徐々に全体にも広げていき、指定最終年の今年度、「総合的な学習の時間」
や英語の授業等を活用して全生徒が「英語表現活動」として英語ディベートを実践・演習
する体制の確立へと至った。
　この２つの柱をつなぎ、補完し、相乗効果を生む取組として、「立命館アジア太平洋大
学（ＡＰＵ）研修」「ＳＡＰ（ソーシャルアクションプログラム）」「海外研修」「夏季校外
研修」といった様々なフィールドトリップも企画・実施した。これらの活動もすべて前
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例のないもので、プログラムの原型を作ることから始まった。本校が求めるものを外部と
の連携の中で峻別・精選していくことで新たな視座が開けたりすることも多く、本校の学
校行事そのものの意義を見直す機会にもなり、学校が持つ教育オプションの幅が大きく広
がったと感じる。その教育効果も十分に感じており、今後も持続可能なものについては継
続していく方針である。
　評価の面ではアンケートと別に、本校独自の「汎用能力テスト」作成プロジェクトを展
開した。初年度は１年生向けの問題の作問を行い、２年目から３年目にかけては１年生に
おけるテストの実施と並行して３年生向けの問題作成を行った。指定４年目には初めて３
年生におけるテストを実施し、１年目からの進捗を計測した。同様のテストは、時期を同
じくしていろいろな業者も開発しており、そのようなものと比べると問題量の少なさやテ
ストの科学性担保の面等での課題も多かった。ただ、この取組とそれに関わる職員研修等
をとおして、職員に考える機会が生まれたことは、見逃すことのできないことであった。
各教科に通底する汎用的能力とはいったい何なのか、そしてそのような力を日々の授業等
の教育活動をとおして生徒に育成するにはどうすればよいのか、などといったことを意識
し議論する機会が確実に増えた。このことが今後の本校の教育に与えた付加価値は大きい
と考える。

２　指定期間終了後の展望

　この５年間の SGH 指定により、本校はこれまでの教育を見つめ直し、変化の激しいこ
れからの教育の在り方へ向けて、今一度アンテナをぴんと張り波長を合わせることができ
たと感じている。この５年間は、創立 130 年以上の歴史を持つ本校において、来るべき時
代に対するチューニングが必要な時期でもあったのかもしれない。次々と出現する課題に
対して対応策を考え改善する、そしてまた別の課題が露わになりまたそれに対応する、こ
の終わりの無い繰り返しこそ、この激動の時代に必要なアプローチであり、これをこの
プロジェクトに関わることをとおして日常的に味わうことができたことは幸甚であった。
SGH 事業の指定期間をとおして、本当に数え切れないほど多くの方々に関わっていただい
た。叱咤激励、温かい指導、熱い議論、なによりもプログラムをよりよいものにしたいと
いう熱い思い、その全てに感謝の意を申し上げたい。
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４　平成 30 年度スーパーグローバルハイスクール　目標設定シート
※ H30 の値については 2019.3.15 現在
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５　SGH 年度末アンケート　結果
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H30 SGH 年度末アンケート（海外・校外研修）　結果
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７　汎用能力テスト問題
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Why Do We Need Sleep?

There have been many studies about the effects of sleep on memory. One of

them has shown that sleep is good for keeping information longer.

In this study, 24 people were asked to memorize 20 random pairs of nouns at

9 a.m. They were told not to sleep for 12 hours. Then, at 9 p.m., they took a

test that checked their memory.

Next, another 24 people memorized the same pairs at 9 p.m. Then, they

slept for 7 hours before they took the test at 9 a.m.

The result was interesting. The second group scored 13% higher than the

first.

What does the result mean? Sleep is necessary for a good memory.

Sleep is also necessary for the health of your brain. While you are awake,

your brain gets tired from processing so much information.

Thus, you need to sleep for your brain's recovery, too.

"If I wanted to do well on test, I would sleep right after .
I would go to bed before ,

" says a sleep expert.


