
■事後研修�

� � � 海外研修で収集したデータを基に各自が課題研究をまとめ課題研究レポートを作成す

る。また本校全体の前で研修に参加していない生徒にも内容を共有する。�

■各グループの課題研究タイトル例�

・の「同性婚」について�

・若者の環境問題に対する意識の現状と改善策�

・によるグローバル人材育成のための教育改革�

・瀬戸内国際芸術祭における岡山県の環境行事の発展�

■報告会�

� � � 毎年，修参加者が，全校生徒の前で報告会を行っている。研究成果を塾生だけでなく，

他の生徒と共有し，様々なフィードバックを多方面から得ることが目的である。�

＜昨年の研修レポート＞�

���

昨年３月に参加したブリスベンへの海外研修では，英語だけの環境に飛び込んで初めて会う

人々と初めての場所で日本とは全く異なる文化を体験することがいかに楽しいかを実感し，帰

国後はポジティブに考え，小さなことにくよくよしない自分に変わった。ただ不安や緊張もあ

り，話しかけることを諦めてしまったり，正確に伝わらなかったりすることも多かった。今回

は，学校のつながりが深いということで ���の生徒との交流が充実してお

り，課題研究を進めるにあたって海外の現状を知る絶好の機会になる。英語を使ってより発展

的な活動をすることができるので，前回できなかったことを克服するとともに，より多くの学

びを得て自分の視野を広げ，何事にも積極的な自分に変えたいと思い，参加を希望した。事前

準備としてアデレードの公共交通機関の特徴を調べ岡山の現状と比較したり，ホストファミリ

ーへ紹介するために岡山のことについて調べたりした。�

研修中は，アデレード大学の学生や �の職員の方に公共交通機関の種類とその歴史，何

を目標として策を考えているのか，どのくらいの人が利用しているのかなどの話を伺った。ホ

ストファミリーと交通について話をし，�がオーストラリアでどれほど浸透しているのか，

交通渋滞がどれほど発生するのか，ということをはじめ，事前に発送した質問内容に基づいて，

普段の生活の移動について知ることができた。全体を通して，アデレードでは環境保護を重視

して公共交通政策を行っており，公共交通機関は充実しているが，多くの人が自家用車を利用

しており，それでも渋滞はほとんど発生しないということが明らかになった。�

今後，研修中に聞いた話だけでなく，バディーとの連絡を通じて質問内容に対する �

�の生徒の回答を得たり，アデレード大学の学生に質問をしたり，�の資料や

サイト，ホストファミリーなどに教えてもらったサイトなどから多くの情報を収集したりして，

アデレードの交通についてより深く知ることができる。今回できたつながりを十分に活用して，

アデレード市民の生活の実態や，タイムリーな情報など，日本にいるだけでは得られない情報

を課題研究に活かしたい。�

滞在を通して自分に変化をもたらしたこととして つ挙げられる。まずは何か自分が好きな

ことややりたいことに熱中し，様々な発想をもって夢を実現するということだ。バディーがド

ラムを真剣に練習している姿を見たり，�や ��の創業者が自分のこだわ

りを貫いて良質なものやサービスを提供し，�の方が豊かな発想力で交通政策を考えてい
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ることを知ったりして，何かを形にするためにいろいろと模索することの大切さや喜びが分か

ったような気がする。� つ目は高い目標を持つということだ。ホストマザーが夢を持つことが

大切だと言ってくれて，バディーがケンブリッジ大学に行きたいと考えているのを聞き，現実

的ではないかもしれないが，自分もケンブリッジ大学を目指して，一緒に学びたいと思った。

もっと難しいトピックについてもこの家族と会話を楽しめるようになりたいと強く思っていて，

これから英語の学習にさらに精を出して取り組もうというやる気で今はいっぱいだ。何事も目

標を持つことから始まり，それが自分のモチベーションになるので，その大切さに気づけて本

当に良かった。 つ目は積極的に話すということだ。バディーは家族とたくさん話していて，

学校でも授業中に思ったことや知っていることなどを真っ先に話していた。日本にいるだけで

はそういった良い態度を見習うことは難しく，滞在中の最初のころよりも最後のほうが，自分

から先に声を出すことが増えたような気がする。このようにアデレードで自分が吸収したこと

はたくさんある。日本での生活の仕方もこれから随分良い方向に変わるように思う。

最後にアデレードの人，町，食べ物，すべてを気に入っていて，この場所がとても好きにな

った。いつか必ずここに帰ってきてホストファミリーと再会したい。そして 月の来日を心待

ちにしている。





      オーストラリア研修         オーストラリア 受け入れ

  

（ウ）各種校外への講義への参加

①様々な外部講義への参加

ビジネスプラン作成講座，’s47，ソーシャルリーダーシップオータムキャンプ，

瀬戸内海海ゴミフォーラム 岡山，市民地域共同発電所全国フォーラムなど，今年度外

部講義の紹介をし，意欲のある生徒が様々な講義に参加した。どの講義も第一線で活躍す

る専門家から学べ，具体的な課題を与えられ，それについて考え，発表するなど受け身で

聴講するだけではなく，実際にディスカッションをし自らの課題として考え，それを言葉

にするなど５つの資質能力向上に大きく貢献する講義であった。

②       



今年度スタンフォード大学が日本人の高校生に向けに行うプログラムに，国際塾から６

名応募し，２名（全国で約３０名）が選ばれ受講することとなった。このプログラムは日

米の文化や歴史など日米に関する１０のトピックで構成されており，受講生は毎週与えら

ビジネスプラン作成講座， ’s47，ソーシャルリーダーシップオータムキャンプ，
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れたトピックについて課題として調べ学習を行った。週１回の �では，スタン

フォード大学の教授やシリコンバレーで活躍されている方々をゲストとして迎え，直接質

問できるような形式で講義が行われた。授業の後は を生徒同士で行い，

レポート提出が義務付けられていた。その後それらを基に評価が行われた。プログラムの

終わりには自分で決めたテーマに沿い，最終論文を提出するという内容で１０月から２月

までの５ヶ月間行われた。高度な英語力が求められるプログラムでかつ多くの課題をこな

すため，参加した生徒は膨大な時間をプログラムに費やすことになり大いに苦労したが，

懸命に努力を続け，自信をつける素晴らしい体験となった。



＜を受講した生徒の感想＞

私は，１０月～２月までの５ヶ月間，スタンフォード大学が日本に住む高校生を対象に行っ

ているオンラインプログラムの”StanfJapan”に参加しました。参加人数は書類選考で

選ばれた全国で２８名だけということで，ディスカッションを通して他校の高校生の英語力の

高さに刺激を受け，英語学習への意欲がさらに高まりました。最初は授業の中で発言をするこ

とができませんでしたが，少しずつ積極的に話せるようになり，でファシリ

テーターとなり，みんなの意見をまとめる役を果たせるまでに成長しました。最終論文では，

「日本の若者の異文化理解力を高めるために日本教育に提案する３つの方法」というテーマで

論文を書きました。今まで の授業で習ったことや，読んできた本を参考にし

て書きました。このプログラムを通して，私は日米の教育法にとても興味を持ったので，大学

生になったらアメリカで教育学をもっと学びたいと思うようになりました。この５ヶ月間，学

校の後プログラムの宿題をするのに，毎日２～３時間かかり，学業との両立は本当に大変でし

たが，このプログラムに参加したことで，将来の目標が見つかり，アメリカで学びたいという

意欲も高まり，本当に良かったです。



③保健大臣会合

２０１９年１０月１９日（土）に岡山で開催されたＧ２０保健大臣会合において，本校

の国際塾生から３名（２年板谷舞華，２年岡緒未，２年柴田麻衣），岡山県立岡山城東高等

学校から１名，岡山学芸館高等学校から４名の計８名が参加した。「女性を取り巻く保健や

医療の問題」について課題研究をしている内容をもとに，世界各国の保健大臣を前に提言

を行った。岡山県立岡山城東高等学校は，「月経に関する無知と無理解」がもたらす女性へ

の精神的，身体的負担について現状を述べ，月経に関する正しい知識を持つことの大切さ

を訴えた。また，岡山学芸館高等学校はミャンマーとカンボジアでのフィールドワークを

通じて学んだ「保健教育の欠如とそれが引き起こす問題」について述べ開発途上国での保

健教育の推進を提唱した。本校からは，日本の過疎地域や島における医師不足の問題を取

り上げ，遠隔医療の可能性を述べた。発展途上国での妊産婦死亡率を改善させるために，

ＩＣＴを用いた遠隔医療を拡充させる必要性について言及した。

＜保健大臣会合での提言 本校提言部分抜粋 ＞
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In the 1970’s, Japan began to work on Telemedicine. Since then, Japan has made 
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importance of “knowledge” and “connection”. We high school students even may get 

to “Know” something new. Now, using the power of the Internet, we can not only 

   ��     � �   

��������

transforming “knowledge” to “connection”. “Connection” is the most important 

element of our proposal. We believe building “connection” can only be accomplished 

��������

�����

�����

over the world by spreading the importance of “knowledge” and “connection”.



＜ 保健大臣会合で提言を行った生徒の感想＞

「世界から集まった保健医療のプロに，現状報告と提言をする」そのことの重大さと自覚を

徐々に強めながら， 保健大臣会合本番を迎えた。自分たちが今まで積んできた努力，世界

のリーダー達に伝えたい熱い想い，同年代の若者に拡散したい現実，そして支えてくれた人へ

の感謝，その全てを出し切ることができた。

この貴重な機会に向けて準備を積んだ約半年間は自分の限界に挑み続けるものであった。計

画に基づいた研究予定の作成，事情を精密かつ広く知るための多言語の情報源からの調査，訪

問を希望する団体への電話での依頼， やメロディ・インターナショナル株式会社へのイン

タビュー訪問，岡山大学の ｓアンバサダーとしての活動による課題解決の国際的意識向上，

発表原稿とそれに伴う裏付け資料の作成，数値や認識の正確性を高めるための公的機関への訪
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問と電話でのやり取り，１００回を超える発表原稿練習などを行う中で多くのことを学び，そ

の経験や教訓を１つずつ内面化して，どんなことでも成長につなげようと心がけた。� への

訪問に関しては，国際機関との長期的な連絡交換を初めて行い，課題研究にかける熱意や研究

内容を，相手の心に届くようにわかりやすく伝える工夫を学び，実践した結果，非常に有意義

な本当に特別な経験をさせていただいたことを光栄に思う。これからも研究を進めて見聞を広

げたり，ボランティアで学びを実践し，世界保健のさらなる促進に，できることから貢献して

いきたい気持ちを強めている。























④全国高校生フォーラム

１２月２２日（日）に開催された全国高校生フォーラムに４名が参加した。テーマは

「」で，

午前中にポスター発表を，午後にディスカッションを行った。この日のために，何度も論

理の整合性を確認し，修正と練習を重ね，万全の準備で臨んだ。入賞は逃したものの，審

査員から「詳細に丁寧に研究に取り組んだことがわかる発表でした。質疑応答のレベルが

高く心が震えました。」というコメントを頂き，全ての項目において平均を上回る評価を

いただいた。
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＜全国高校生フォーラム� ポスターセッション概要＞�
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of this company’s system can have their baby’s heartbeat checked by the doctors and 
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Many of the world’s maternal deaths can be prevented by consultation����
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総務省 平成 年版 情報通信白書 世界における インフラの広がりとインフラ輸出の現状





（３）成果と課題�
（ア）成果について

「本校が目指すグローバル・リーダーに必要な５つの資質・能力に関するアンケート」

の結果について見てみると，今年度の塾生（１，２年を含む）は，昨年度の塾生よりもす

べての項目について上回っていた。このような結果から，概して，「生徒自らが主体的・効

率的に課題研究が進められる機会を与えることで，将来国内外において様々な課題に直面

した時でも，他者と協力し，また時にはリーダーシップを発揮し，課題解決に向けて果敢

に挑戦する積極的な生徒を育成することができる」という仮説は今年度も順調に実証され

つつあると考えられる。

   今年度課題研究では，①海外（特にオーストラリア）とのつながりを意識したものにす

ること，②理論的根拠から主張を裏付けられるものにすること，③その研究をすることで

「誰にとってどんないいことがあるのか」を意識することを意識させた。「①海外（特にオ

ーストラリア）とのつながりを意識したものにすること」については，設問番号６「現状

を分析し，グローバルな視点で課題を発見することができる」や設問番号 「社会貢献や

国際貢献の重要性について理解している」，設問番号 「岡山・日本・世界の課題を解決

しようという意欲がある」の項目において，塾生の数値が他の数値よりも高くなっている

ことから，塾生の意識が高いと分かる。また「②理論的根拠から主張を裏付けられるもの

にすること」については，設問番号８「問題把握や課題解決に必要な情報を収集すること

ができる」の項目が高く，課題研究のために日頃からインターネットで集めたデータだけ

でなく，書物・論文から情報収集ができるようになり，自信がついたと考えられる。また，

２年生の国際塾生については，すべてのグループが企業やＮＰＯ法人，大学教授等のもと

に自ら足を運び，インタビューやフィールドワークを通して必要な情報を収集・分析する

ことができた。最後に，「③その研究をすることで「誰にとってどんないいことがあるのか」

を意識すること」については，設問番号 「社会貢献や国際貢献の重要性について理解し

ている」や 「岡山・日本・世界の課題を解決しようとする意欲がある」の数値が高くな

っており，各テーマの先行研究の調査を綿密に行い，問題となっていることを見つけ，そ

れらを解決するために研究計画を作成，実行できている国際塾生が多くいるためであると

解釈することができる。

   また，今年度は塾生全員にプレゼンテーションを行う機会を与え，またその多くを英語

で行うよう指導した。その結果，資質・能力の「コミュニケーション能力」の項目の数値

すべてが高かっただけでなく，設問番号 「英語でプレゼンテーションやディスカッショ

ンをすることができる」の数値が他と比較して高くなったと考えられる。今後も課題研究
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を他者へ伝える手段，具体的にはプレゼンテーションやディスカッションの方法について

も，英語で行うことを継続して求めていきたい。�
（イ）課題について�� � � インターネット，文献調査，インタビューや実験，フィールドワーク等を通して得た情
報を分析する力を高めていく必要があると考えられる。今年度はインターネット・文献調

査にとどまらず，積極的にインタビューやフィールドワーク，実験等を通して自ら必要な

情報を収集することができた。しかし，それらの活動を通じて得た情報を分析する場面で

どの方法を用いて良いのかが分からず，苦戦している様子が見られたり，せっかく収集し

た情報をうまく分析することができずに，自身の課題研究に十分に活かすことができてい

なかったりする様子が見られた。今後は分析方法について指導する時間を取り，実践や演

習等を通じて適切な分析方法を身につけさせていく必要があると考えられる。��
【参考資料①� ５つの資質能力に関するアンケート結果（国際塾生対象）】�

� �

� 年度 �  年度 � 年度 �

国際塾 国際塾 � ２年生全体

� 日本の歴史や伝統文化について理解している。 �� � 

� 世界の多様な文化や価値観・世界観について理解している。 �� � 

� 様々な課題や物事を全地球的な視野で考えることができる。 �� � 

� 世界における日本の立場や役割を理解している。 � � � 

� 各教科で習得した知識や技能を課題解決にいかすことができる。 � � 

� 現状を分析し、グローバルな視点で課題を発見することができる。 �� � 

� 課題を解決するための知識や技能を有している。 � � � 

� 問題把握や課題解決に必要な情報を収集することができる。 �� � 

� 論理的に課題の解決策を考え、評価・検証を行うことができる。 �� � 

 他者と協働し、創造的に課題を解決することができる。 �� � 

 自分やグループの意見を論理的に説明することができる。 ��� � 

 多様な人の考えや価値観を理解することができる。 �� � 

  を用いて、意見等を収集したり発信することができる。 �� � 

 英語でコミュニケーションをとることができる。 � � � 

 英語でプレゼンテーションやディスカッションをすることができる。 � � 

 課題解決に向けて明確なビジョンを示すことができる。 �� � 

 メンバーとビジョンを共有することができる。 �� � 

 課題解決に向けて協働して取り組むよう働きかけることができる。 �� � 

 メンバーの資質・能力や適性をいかすように働きかけることができる。 � �� � 

 世界の課題解決に向けて、主体的に取り組むことができる。 �� � 

 社会貢献や国際貢献の重要性について理解している。 �� � 

 現代社会の諸問題を自らの課題として捉え、解決に向けて取り組むことができる。�� � 

 岡山・日本・世界の課題を解決しようという意欲がある。 �� � 

 人類が目指す平和で民主的な社会について理解している。 �� � 

＊選択肢 �１．まったくあてはまらない  ２．あまりあてはまらない  ３．ある程度あてはまる �

４．あてはまる  ５．非常にあてはまる �

設問番号 設問内容

リ



ダ



シ



プ

社

会

貢

献

の

意

識

資質・能力 �

幅

広

く

深

い

教

養

課

題

解

決

能

力

コ

ミ



ニ

ケ �

 �

シ �

 �

ン �

能 �

力 �

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

能

力

リ

ー

ダ

ー

シ

ッ

プ

－38－



【参考資料②：国際塾案内リーフレット】�

－39－



�

�

【参考資料③：課題研究ポスター例】�

－40－


