


地域と世界がつながる学び：高大連携の国際化を通した SDGs グローバル人材の育成 
 

校長 隅田 学 
 
平成 20 年（2008 年）、愛媛大学農学部附属農業高等学校が愛媛大学附属高等学校に改組

され、12 年が過ぎました。改組と同時に総合大学の附属高等学校という特性を活かした高

大連携プログラムがスタートし、現在では全国のモデル事例として様々に取り上げられる

ようになっています。本校は、本年度より、文部科学省 WWL（ワールド・ワイド・ラーニ

ング）コンソーシアム構築支援事業に採択されました。「カリキュラム開発拠点校」12 校が

決定され、四国からは本校が唯一の拠点校です。WWL 事業は、将来、世界で活躍できるイ

ノベーティブなグローバル人材を育成するため、これまでの SGH（スーパーグローバルハ

イスクール）事業の取組の実績等，グローバル人材育成に向けた教育資源を活用し、高等学

校等の先進的なカリキュラムの研究開発・実践と持続可能な取組の体制整備をしながら、高

等学校等と国内外の大学、企業、国際機関等が協働し、テーマを通じた高校生国際会議の開

催等、高校生へ高度な学びを提供する先進的な学びのネットワーク形成を目指す取組です。 
本校の研究開発テーマは、「高大連携の国際化を通した SDGs グローバル人材の育成」で

す。Society 5.0 社会の実現へ向けて、SDGs（持続可能な開発目標）が掲げるテーマを中心

課題に位置づけ、地域素材から新しい価値を創造し、自律した自覚を持って世界を切り拓く

ことができるグローバル・リーダー人材の育成を目指し、新しいシームレスなグローバル高

大接続モデルを開発、検証します。国内連携校として、愛媛県立西条高等学校、愛媛県立松

山中央高等学校、京都学園中学高等学校等、海外の海外連携校として、イオン・クレアンガ

高校（ルーマニア）、フィリピン大学附属学校、義大國際高級中學（台湾）、ベラ・ヴィスタ

高校（米国）等と協働します。管理機関である愛媛大学はもちろん、ブカレスト大学、フィ

リピン大学、義守大学、カリフォルニア州立大学、井関農機株式会社、えひめグローバルネ

ットワーク、日本 H P、J I C A 四国等の大学、企業、国際機関とも連携した教育活動を行

います。「地域のモデル的な学校」として、「国の中核的な学校」として、そして「世界とつ

ながる学校」として、新たな道を開拓してまいります。 
本年度、あらためて、私たちは、様々な人々の優しさに守られて、生活していることを実

感する一年でした。アメリカ合衆国の第 46 代大統領に就任したジョー・バイデンさんは、

その就任演説の中で、現在我々が直面する見えない敵と闘うために、「団結」の必要性を強

く訴えました。 
 
Uniting to fight the foes we face: anger, resentment, hatred, extremism, lawlessness, 

violence, disease, joblessness and hopelessness. （団結し、直面している敵と闘おう。怒

り、憤慨、憎悪、過激主義、無法状態、暴力、疫病、失業、そして失望という敵と。） 
 
これから WWL で構築される国内外の学校、大学、企業、国際機関等とのネットワーク

は私たちの新しい資産です。コロナ禍という未曾有の状況の中、WWL 事業の立ち上げにご

協力・ご支援くださった皆様・愛媛大学の先生方と、生徒を支え、学びの継続のために踏ん

張った本校教職員に心から感謝したいと思います。ありがとうございました。 
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（別紙様式３） 

 

 令和３年３月３１日 

 

 

事業完了報告書 

 

文部科学省初等中等教育局長 殿 

 

 

住所 愛媛県松山市道後樋又１０番１３号 

管理機関名 国立大学法人愛媛大学 

代表者名  学長  大 橋 裕 一    

 

 

 

令和２年度 WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業に係る事

業完了報告書を、下記により提出します。 

 

 

記 

 
１ 事業の実施期間 

  令和２年５月２７日（契約締結日）～ 令和３年３月３１日 

 

２ 事業拠点校名 

学校名   国立大学法人 愛媛大学附属高等学校 

学校長名  隅田 学 

 

３ 構想名 

   高大連携の国際化を通した SDGs グローバル人材の育成 

 

４ 構想の概要 

  本事業では、SDGs（持続可能な開発目標）が掲げるテーマを中心課題に位置づけ、新しい価

値を創造し、自律した自覚を持って世界の架け橋となることができるグローバル人材の育成を

目指し、新しい高大接続モデルを開発、検証する。管理機関である愛媛大学が中心となって、

その学術・教育の国際ネットワークを拠点校である愛媛大学附属高等学校と共に拡張し、海外

・国内連携校、国際機関、企業・団体等からなる AL ネットワークを形成する。拠点校は「SDGs 
Youth Summit」を開催する。高大連携を国際化させ、「文理融合型の高度で先進的な教育内容

の開発」「二重単位履修科目の設定と実施」「系統的で深まりのある課題研究」を行う。関連し

て、「高校版サテライトオフィスの整備」「ICT 利活用」「国際附属高校ネットワークの構築」

「外国人教育実習生の受け入れ」等により常時的な国際協働の体制と環境を整備し、海外留学

等を促進する。 

 

５ 教育課程の特例の活用の有無 

 

    有  １年次：原則履修科目「産業社会と人間」（２単位）→ 非開講 

                    ↓  

新設科目  「SDGs 探究Ⅰ」（２単位）→ 開講 



６ 管理機関の取組・支援実績 

（１）実施日程 

業務項目 実施期間（ 令和２年５月 27 日 ～ 令和３年３月３１日） 

 

AL ネットワー

ク運営会議の設

置と始動、運営 

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

            

WWL 検証委員

会 の 設 置 と 始

動、運営 

 
        

 
  

WWL 運営指導

委員会の設置と

始動、運営 

 
    

 
   

 
  

WWL 国際カウ

ンシル の設置

と始動、運営 

 

           

WWL 推進委員

会 の設置と始

動、運営 

            

愛媛大学留学生

雇用に係る支援 

 
           

学校評議員会の

運営支援 
            

SDGs×ユースミ

ーティングの準

備、運営 

            

ALT 配置、留学

生受け入れ支援 

 
            

海外研修の内容

検討、調整 
            

課題研究発表会

等に係る支援 
            

ICT 環境整備・

広報 
            

 
（２）実績の説明 

a. 拠点校を中心とした組織的な研究開発・実践体制の整備状況 

管理機関の下、拠点校を中心として組織的に研究開発・実践に取り組むため、拠点校にお

いて毎月、管理機関担当者も参加して「附属高校 WWL 推進委員会」（委員長：研究・研修

課長）を開催し、拠点校内での研究開発や連携校との初期調整を進めていった。連携校であ

る愛媛県立西条高校はスーパーサイエンスハイスクール、愛媛県立松山中央高校はスーパー

イングリッシュランゲージハイスクール、京都学園高校はスーパーグローバルハイスクール

と、国からそれぞれ異なる事業指定を受けており、担当者間で密に連絡を取ることにより、

それぞれの事業の特徴を踏まえつつ成果を随時共有することで、双方の事業効果を高める協

働となるよう工夫した。また、管理機関と拠点校の間で高大接続の国際化の観点から、後述



する愛媛大学 AL ネットワーク運営会議、愛媛大学 WWL 運営指導委員会、愛媛大学 WWL 国

際カウンシルを発足させ管理機関・拠点校一体となった実施体制を始動させた。 

 

b. 関係機関の間での情報共有体制の整備状況 

本事業が円滑および適切になされるよう、拠点校と管理機関の間では新たに新設した AL ネ

ットワーク運営会議、WWL 運営指導委員会、WWL 国際カウンシルのほか、既存の高大連携

推進委員会、WWL 推進委員会の各会合を通して情報共有を図る体制を整備した。管理機関・

拠点校と国内連携校との間の情報共有体制については、コロナ禍にあって拠点校副校長およ

び研究・研修課長を中心に連携校担当者とオンラインで情報交換する体制を整備した。同一

県内の連携校である愛媛県西条高校には校長、副校長、主幹教諭、WWL 推進委員長が直接訪

れ、協働体制の確認と調整を図った。 

 管理機関・拠点校と海外連携校との関係については、コロナ禍で当初予定していた海外研

修を通した連携校訪問や、連携校からの短期留学受け入れを断念せざるを得なかった。この

状況に対応するため、管理機関の国際ネットワークを活かして、オンライン・オフラインで

の交流を維持することを通して情報共有・連携の体制を維持した。 

協働機関である井関農機株式会社や NPO 法人えひめグローバルネットワークとは拠点校

の科目「SDGs 伊豫学」における講師派遣打ち合わせを通して情報共有を図った。同じく協働

機関である株式会社日本ヒューレッド・パッカードには政府・公共統括部長が愛媛大学 WWL
国際カウンシルの委員に就任することで情報共有の体制整備を図った。このほか、2021 年 1

月より日英対応の WWL 事業ホームページを立ち上げ、随時アップデートするとともに、年

次報告書を掲載するなどして連携校・機関との成果共有に努めている。 
 

c. 管理機関の長、拠点校等の校長が果たした役割 

構想内容の水準を維持し、必要な改善を図るために、管理機関担当部署である教育学生支

援機構の機構長（理事・副学長）は、附属学校担当副学長、国際連携推進機構長、附属高等学

校長とマネジメント組織である AL ネットワーク運営会議を組織し、WWL 事業を牽引すると

ともに、理事として学長に管理機関全学部等への協力を要請し、AL ネットワーク全体の構想

を具体化する役割を担った。拠点校の校長は、AL ネットワーク運営会議および WWL 国際カ

ウンシルに委員として参画し、WWL 運営指導委員会、WWL 検証委員会にも陪席することで

拠点校の活動を報告する役割を担うとともに、管理機関内での各委員会・会議相互のスムー

ズな情報共有を可能とする役割を担った。また、WWL 推進委員会をはじめ、拠点校内の体制

を整備し、高校教員の配置を行うなど、管理機関、拠点校双方において本事業の推進におい

て中核的な役割を果たした。 

 

d. 運営指導委員会の開催実績や検証委員会の資料収集状況 

事業実施に際して専門的見地から指導・助言に当たる「WWL 運営指導委員会」と、国内

外の関連機関等との密接な繋がりを構築する「WWL 国際カウンシル」について、第 1回 AL
ネットワーク運営会議で人選を行い委嘱した。ともに初年次第１回会合を対面で執り行うこ

とを期していたが、コロナ禍の影響を鑑み、委嘱した各委員からそれぞれの専門に応じてオ

ンラインで適宜アドバイスをいただくかたちで活動し、初会合（オンライン）はいずれも令

和３年３月に開催して、初年度の研究開発進捗と次年度計画に対する助言、指導をおこなっ

た。 

WWL 事業の実施計画・状況を行う「検証委員会」について初年度検証委員会を令和３年

３月に開催した。検証委員会は財団法人国際開発センター顧問をはじめとして教育開発に関

わる学外有識者で構成した。同委員会では管理機関が文部科学省へ提出した初年度事業実施

報告書、初年度事業完了報告書、および次年度事業実施計画書をもとに事業効果について検

証した。 

 



e. 拠点校等の卒業生の成長を追跡把握する仕組みの構築に関する状況 

高大接続室と四国地区国立大学連合アドミッションセンター、教学 IR が連携し、教育学部

等の学内から専門分野の教員を含めるかたちで「WWL 事業効果追跡委員会」の設置準備を進

めた。すでに管理機関の教学 IR によって大学入学後も接続教育の効果測定を行い、高校およ

び大学教育の質的向上を図っている。その一環で、10 月には大学教員と高校教員が共同でグ

ローバル人材教育学会においてコロナ禍における WWL 事業における取組とその効果につい

て中間報告を発表している。 

 

f. 留学生等の学習や生活を支援する体制 

拠点校は平成 27 年の SGH 指定を契機として、過去５年間にタイ・オーストラリア・ルー

マニア・米国・チェコなどから短期・長期あわせて計 58 名の留学生を受け入れてきた。こう

した経験から、留学生への語学のフォローアップとして、日本語教員資格を持つ教諭が日本

語指導を行う体制や、留学生が負担なく学校活動に円滑に加われるよう、制服、体操服、実

習服などは卒業生に呼び掛けて無償で提供するなどの体制を整えてきた。 

 

g. 本事業が学校全体の授業改善や関係機関の教職員・生徒の意識改革につながった状況 

 拠点校は、教員の意識改革を目的とし、休校期間が明けた７月初旬、管理機関の愛媛大学
SDGs 推進室副室長の小林修先生を講師として招き、拠点校ならびに AL ネットワーク国内連携校

の教員を対象とした「SDGs に関する教員研修」を実施した。拠点校は、年間を通じて高大連携事

業だけでなく授業やＨＲ活動、部活動においても SDGs に関する実践を行えた。本事業に対する

教員自己評価においては、昨年度まで実施していた SGH 事業時と比較しても高い数値が表れてい

る。生徒の数値も同様で、学校全体の授業改善、各自の意識改革につながった。 

 

h. アジア高校生架け橋プロジェクトの留学生を受け入れ状況（国名・人数等） 

アジア高校生架け橋プロジェクトによってフィリピンから１名の留学生を受け入れた。留

学生は２年生クラスで他の学生と同様に授業を受け、また日本語教員資格を持つ教諭の指導

によって「留学生日本語スピーチコンテスト IN 愛媛」において特別賞を受賞するに至った。 

 

【財政等支援】 

a. 計画段階よりさらに計上した管理機関の自己負担額 

特になし。 

 

b. 管理機関による人的又は財政的な支援や教職員の育成セミナー等の実施状況 

管理機関として、拠点校の１年次設定科目「SDGs 伊豫学」には学長をはじめとして大学教

員約 30 名、３年次設定科目「課題研究」には約 40 名、グローバル・スタディーズでは大学

教員と留学生 11名、先取り履修のリベラル・アーツでは約 10 名と、のべ 70 名程度の大学教

員等が定常的に実質的な指導・評価に関わった。また、SDGs 探究をはじめとした実習科目に

おいては管理機関の留学生 14 名が学生補助員として常時参加する体制を整えた。 

６月には愛媛大学 SDGs 推進室副室長によって SDGs に関する教員研修を実施し、この研

修には拠点校だけでなく連携校、提携校ふくめ高校教諭約 70 名がオンライン参加した。 

 

c. 委託終了後も事業を継続的に実施するための計画 

WWL事業終了後も外部資金へ積極的に応募や、クラウドファンディングでの予算確保な

どの継続実施を予定している。管理機関での高校生の課題研究活動に資する物品の現物寄

付、会議室や発表会場の無償利用等については、WWL事業終了後も継続可能とする。ALネ
ットワークにより構築された国内外の連携校と連携協定を結び、共同出資による継続を図る

と共に、海外フィールドワークやサービスラーニングに関連して、企業等のスポンサー制度

について検討している。学生の教育活動に対する支援事業や教育研究の充実及び教育研究環



境の整備等に必要な支援事業に活用するための「愛媛大学基金－ 愛大基金」の活用につい

ても検討を行っている。 

 

【AL ネットワークの形成】 

a. AL ネットワーク運営組織の実績 

構想目的・年度計画の策定、事業の運営、達成状況の評価・見直し等を行うため、管理機関

である愛媛大学の教育・学生支援機長（理事・副学長）を委員長とし、高大接続室長（副学

長）、附属高等学校長（学長特別補佐）を委員とする「愛媛大学 AL ネットワーク運営会議」

を設置した。WWL 事業に関して専門的見地から指導・助言にあたるため学外有識者を交えて

交際された「WWL 運営指導委員会」（委員長：附属学校園担当副学長）、および国内外の関

連機関との連携を構築するための「WWL 国際カウンシル」（委員長：国際連携機構長（副学

長））は、この AL ネットワーク運営会議の統括の下に置くかたちで設置した。WWL 検証委

員会は AL ネットワーク運営会議の諮問をうけて事業効果にかかわる検証結果を答申する体

制とした。AL ネットワーク運営会議は年 2 回開催し、WWL 運営指導委員会、WWL 国際カ

ウンシル、WWL 検証委員会はコロナの影響により会合自体は年１回の開催となったが、各委

員には随時オンラインで情報共有を図った。 

  

b. 関係機関の間での新たな協働事業の開発、有効な事業実施の実現状況 

上記の組織体制の整備を通して、拠点校において管理機関の大学教員が指導を行う「SDGs
伊豫学」「課題研究」、また愛媛大学留学生をティーチングアシスタントとして参画した「SDGs
探究」「異文化理解」「グローバル・スタディーズ」、昼休みのオンライン・オフラインでの

留学生によるＥカフェ、そして連携校含め全国８校 21 チームの参加のもとオンライン開催し

た「第１回 SDGs×高校 ユースミーティング」など、コロナ禍の影響下でも高大連携の国際

化に関わる多くの実践を積み重ねた。 

事業協働機関である井関農機株式会社や NPO 愛媛グローバルネットワークには、拠点校

「SDGs 伊豫学」における講師の派遣、同じく事業協働機関である JICA 四国やユネスコ・ア

ジア文化センターには WWL×高校生ユースミーティングや WWL 報告会における基調講演

の講師派遣など、事業実施のうえできわめて有効な役割を果たしていただいた。また国内事

業連携校とは、拠点校が主催した「SDGs×高校 ユースミーティング」において生徒の発表

指導、参加の協力をいただいた。この機会を契機に、拠点校がすすめる持続可能な農業プロ

ジェクトと、連携校である愛媛県立西条高校の災害時要配慮者向け災害食レシピの作成プロ

ジェクトとのコラボレーションなど、ユースミーティングを契機として次年度にむけて新た

な協働事業が開発されている。 

コロナウイルスの影響によって海外研修で訪れることのできなかった海外連携校にあって

も、国際カウンシル委員のアドバイスによって新たな研究開発の試みを行った。アメリカ・

カリフォルニア州の連携校ヴェラ・ヴィスタ高校とはオンライン学習プラットフォーム

「Flipgrid」を介して先方のクラスに拠点校生徒が部分的に参加する試みが始まった。フィリ

ピンのフィリピン大学附属学校とは、先方の教員１名を管理機関に留学生として受け入れ、

拠点校においても ALT として雇用し、英語だけでなく異文化理解の授業も実施していただい

た。コロナの影響が大きかったイオン・クレアンガ高校（ルーマニア）とは今年度の交流活

動は控えたが、今後、上記 Flipgrid を展開する形で時差のある海外連携校とも、オンラインで

の交流授業を実施・展開していく予定である。 

 

c. AL ネットワーク運営組織が寄与した、国際分野に関する進路状況や海外留学等 

現３年生に対して、管理機関の先生方に指導をいただきながら「課題研究」にて個人研究

を行い、SDGs と関連した研究を行うことができた。３月中旬時点において、現３年生の約２

割の生徒が国際分野を学習する大学へ進学を果たしている。また、現１・２年生に関しても、

次年度の「トビタテ！留学 JAPAN」における１次審査を８名が通過している状況である。な



お、アメリカと結んだ Flipgrid を活用した交流は、希望する生徒を対象にしているが、対象学

年の２割の生徒が参加を希望するなど、本事業の成果が実績としても現れている。 

 

d. 専任者からなる事務局を設置した状況、本事業のカリキュラムを開発する人材の配置状況 

管理機関の教育学生支援部附属学校園事務課に、愛媛大学 AL ネットワーク運営会議 WWL
運営指導委員会、WWL 国際カウンシルに対応する専任者からなる事務局を設置した。またカ

リキュラム・アドバイザーとして管理機関の国際連携推進機構に所属する外国人教員を配置

した。 

 

e. 国内外の高等学校等との連携によるテーマと関連した高校生国際会議等の開催準備状況 

管理機関・拠点校は事業最終年度である令和４年度に SDGs をテーマとした高校生国際会

議「SDGs Youth Summit」を企画している。同企画の準備第一段階として、令和 2 年 12 月 25

日に、管理機関の協力のもと拠点校主催で「SDGs×高校 ユースミーティング」をオンライ

ン開催した。事業協働機関であり、国際カウンシルメンバーである国際協力機構（JICA）四

国センター長の基調講演を行い、連携校を含む全国８高校 21 チームが各校の SDGs 関連の取

組を報告・共有した。この経験により、高校をまたいた大規模な会議開催のノウハウを得た。 

 

f. 事業成果の社会普及のため、社会に開かれたフォーラムや成果報告会などの実施 

WWL 事業の成果の社会普及の一環として、管理機関の大学教員が拠点校生徒の指導を行

った「課題研究」の発表会を web 開催し、関係機関へ案内のうえ一般公開した結果、のべ 2000

以上のアクセスを得た。（①課題研究 成果発表会：全 115 研究発表の動画の公開：2020 年９

月 18 日～９月 19 日、②.課題研究代表者報告会：代表者 7 名のポスター発表の動画公開：

2021 年２月８日） 

また 2021 年２月５日には WWL 研究開発の初年度実践の報告会を拠点校にて開催した。こ

の「WWL 報告会」の一部として、ユネスコ・アジア文化センターおよび広島県立福山中・高

等学校からのユネスコスクールやESDに関する先進的な取組みに関する講演を行った。WWL
報告会も Web 配信し、広く一般に公開した。 

 

g. AL ネットワーク運営組織が計画・運営のために情報収集・提供を行った状況 

管理機関が設置し、外部有識者を交えた WWL 運営指導委員会は研究開発の実践を担う拠

点校 WWL 推進委員会から初年度進捗状況および次年度計画の報告を受け、効果的かつ円滑

な事業実施のための指導・助言を行った。WWL 国際カウンシルはコロナウイルスの影響のな

かで、拠点校と海外連携校との交流維持のための調整・維持に関して重要な役割を果たした。

愛媛大学 AL ネットワーク運営会議はこれら２つの委員会からの報告と、検証委員会の答申

を踏まえて、既存の高大接続組織や国際連携組織との調整を図り、事業全体の効果的な推進

・運営を担った。 

 

h. AL ネットワーク運営組織の基盤となる関係機関との協定文書等 

① 日本国国立大学法人愛媛大学附属高等学校とルーマニア国国立イオン・クレアンガ高等

学校との国際交流に関する協定書（2014 年 10 月 23 日） 

 

② 日本国国立大学法人愛媛大学附属高等学校とオーストラリア国・セントアンドリューズ 

ルーサラン・カレッジ高等学校との国際交流に関する協定書（2015 年 4月 20 日） 

 

 

 

 

 



７ 研究開発の実績 

（１）実施日程 

業務項目 実施期間（ 令和２年５月２７日 ～ 令和３年３月３１日） 

 
カリキュラム開発と実践 
【１年次】 
SDGs 伊豫学 
SDGs 探究Ⅰ 
 
【２年次】 
グローバル・スタディー
ズ（先行実施） 

 
【３年次】 
課題研究（先行実施） 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大学との二重単位取得科
目履修準備 
【３年次】 
リベラル・アーツ 
（今年度は中止） 

 
【１・２年次】 
第二外国語 
（教育課程外、今年度は中

止） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

教員研修準備・実施 
 

           

事業協働機関、国内連携
校との連携、事業協働 

 

           

留学生受け入れ準備、支
援 

            

国外連携校への研修支援
（今年度は中止）、オンライ
ン交流 

            

カリキュラム開発の検証 
 
【WWL 推進委員会】 
 
【生徒・教員・保護者対象
アンケート】 
 
【各種委員会での指導助
言】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



（２）実績の説明 

a. 設定テーマ 

本事業では、管理機関と拠点校が連携しながら、SDGs（持続可能な開発目標）が掲げるテーマ

を中心課題に位置づけ、グローバル人材の育成を目指し、新しい高大接続モデルを開発、検証し

た。初年度の計画では、拠点校の総合学科である特徴を活かし、管理機関の全学部等の教員が係

わることから、本事業で高校１年次設定科目の「SDGs 伊豫学」、「SDGs 探究Ⅰ」、高校２年次

（全員）及び３年次に行う「課題研究Ⅰ・Ⅱ」「グローバル・スタディーズⅠ・Ⅱ」「SDGs 探究

Ⅱ」を通して、生徒の主体的な学びと SDGs の 17目標との多様なリンクを検証していくことを目

標とした。 

本事業の初年度は、コロナ感染予防防止対策として、高大連携事業の一部は中止となったが、

課題研究等、オンラインでの実施を通して実績を重ねることもできた。１年次「SDGs 伊豫学」で

は、愛媛の環境、文化、歴史、医療と福祉、国際社会との繋がり等をテーマとし、「SDGs 探究Ⅰ」

では果樹、作物・畜産、野菜、草花の４分野を設定し教育活動を展開した。先行実施となった２

年次「グローバ・スタディーズ」では、日本語リテラシー、キャリア学習、地球環境（環境倫理、

生態系、生物多様性、持続可能な開発等）」の３分野に設定した。同じく先行実施となった３年

次「課題研究」では、管理機関である愛媛大学全７学部（法文・教育・社会共創・理・医・工・

農）の先生方に、個人研究指導をいただいた。これらの活動を SDGs17 目標に照らし合わせ、指

導を行った。特に①「目標２ 飢餓をゼロに」、②「目標４ 質の高い教育をみんなに」、③「目標

５ ジェンダー平等を実現しよう」、④「目標 11 住み続けられるまちづくりを」、⑤「目標 13 気

候変動に具体的な対策を」、⑥「目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう」の目標について

は、拠点校のこれまでの実績やカリキュラム、管理機関のリソース、生徒の高い関心等から重点

的に取り上げることができたと考えている。なお、本年度、１年生対象の「SDGs 探究Ⅰ」を教育

課程の特例に当たる科目として設定した。総合学科である拠点校において原則履修科目となって

いる「産業社会と人間」のねらいを、「SDGs 探究Ⅰ」において、SDGs の観点から身近な地域課

題や国内外の連携校と共有できそうなグローバルな課題を積極的に取り上げ、探究型の取組みと

して拡充し、上位学年での関連科目へのつなげるよう検討・実施した。 

 

b. イノベーティブなグローバル人材育成に資する体系的かつ先進的なカリキュラム開発 

イノベーティブなグローバル人材に求められる資質・能力やマインドセット、探究スキルとして

は、例えば、自国の文化や歴史を踏まえながら知識や技能を適切に運用する力、論理的に思考・

判断し、多様な人とコミュニケーションし、合意形成しながら組織や社会の一員として生きてい

く力のような資質・能力、異文化理解や共感性、多様性の尊重や傾聴力のようなマインドセット、

好奇心や感性、広範で深い知識や専門的な技能、複眼的な見方やアイデアの具現化力のような探

究スキルなどが考えられる。構想テーマ「高大連携の国際化を通した SDGs グローバル人材の育

成」の下、カリキュラム開発に取り組んだ本事業初年度は、新型コロナ感染予防の観点より、県

外、海外の移動については管理機関の指針に準拠し、制限している。そのため、海外研修などは

全て中止となったが、「オフライン」の工夫と「オンライン」の工夫を行い、それらを融合させな

がらグローバルキャンパス実現を加速させようと努めた。 

① オフラインの教育活動 

管理機関の国際連携推進機構と連携し、愛媛大学留学生に、自分の専門性を活かした学習補助

員の募集をかけ、理工学研究科、連合農学研究科、法文学研究科、教育学研究科、人文社会学研

究科より 14 名の留学生（大学院生・研究生・研究員）を学習支援員として雇用することができた。

出身国も韓国、フィリピン、ミャンマー、フランス、インド、ネパール、ナイジェリア、エチオピ

ア、インドネシア、ガボンと、多種多様な文化・歴史背景を持った留学生の参加となった。中で

も拠点校の農業科目は選択科目も含め週 19単位設置されており、各学年の生徒は、農業活動を通

して、学習活動に励みながら異文化交流も行うことができた。また、昼食時を活用して実施した

E カフェでは、週２回、留学生が来校し、多くのテーマで拠点校有志生徒と英語でのコミュニケ

ーションを図るなど、充実した直接交流となった。拠点校は１学年 120 名、全校生徒 360 名定員

の小規模な高校である。常勤教員が 36名のところに、15 名の留学生が、様々な教育活動に参画し

てくれているため、毎日どこかで外国人の大学生・大学院生に会うような環境を整備することが



できた。 

１年生に対しては、株式会社マイナビの協力を経て、愛媛県の課題発見、解決法と SDGs の 17

の目標との関連、パワーポイントの整理法、プレゼンの仕方についての講義を受けた。生徒はそ

の後、約２か月に渡り、ペアで地域の課題について調査し、クラス全体で発表の機会を設けた。

優秀な結果については、12 月に実施された校内プロジェクト「愛附コンテスト」で発表し、校内

での周知を図ることができた。なお、一部研究内容は、立命館宇治中学高等学校主催「全国高校

生 SR サミット FOCUS」の発表内容として活用することで、本取組を他校の生徒と協議、ブラッ

シュアップすることもできた。 

２年生に対しては、海外研修や修学旅行が中止となる中、異なる文化に触れ、交流する機会を持

つことを目的として、2学年の科目「異文化理解」の時間を用いて、愛媛大学留学生 10名に来校

いただき、自身の研究内容や留学の経験、さらに母国の文化などについて英語で解説していただ

く企画「WWL セッション」を行った。講師留学生の出身国は、インドネシア、ミャンマー、イン

ド、ネパール、ナイジェリア、中国、韓国、ガボン等、延べ 9か国に及んだ。11月の実施となっ

たが、進路選択や次年度選択科目を検討する重要な時期に、日本で活躍する留学生の豊富な経験

を直接聞くことができた貴重な機会となった。また、一部留学生は、拠点校生徒による「多様な

外国人から見た道後の魅力」に関する聞き取り調査にも協力いただき、その調査を踏まえ、松山

青年会議所主催外国人向け観光復興支援事業「まつやまにおいでんか～WELCOME TO 

MATSUYAMA～」の制作動画コンテストへの応募し、準グランプリを獲得することができた。 

② オンラインの教育活動 

構想実現に向け、計画当初より、ICT 利活用により等により常時的な国際協働の体制と環境を

整備し、海外留学等を促進させることを目的としていたことに加え、コロナ禍における教育活動

の工夫に伴い、大学や企業、県内外の高校、拠点校生徒や保護者といった多くの方々を対象に、

目的に応じて Web サービス（Zoom 等）を使い分け、オンライン活動を充実することができた。

特に、臨時休業・分散登校となった４・５月時は、オープンソースの e ラーニングプラットフォ

ーム Moodle を活用することで、生徒への連絡や授業動画の公開、課題の提出・回収やアンケート

実施など、活用は多岐に渡り、生徒への教育活動をサポートできた。利用前に校内で教員研修を

実施したことも、運営を円滑に行えたこと要因として挙げられる。Moodle は日本でも大学を中心

に広く普及しており、管理機関も活用している。拠点校は、管理機関の附属校ということで、管

理機関への進学者数も多いため、大学での教育活動を間接的に提供することができたとも言える。

また、先進的はカリキュラム開発の柱となっている課題研究の成果発表会に関しては、オフライ

ン・オンラインのハイブリッド開催とした。オンデマンド配信をしたところ、県外、海外からも

合わせ 2,000 以上の閲覧があるなど大変盛況であった。ユネスコ・アジア文化センターや JICA 四

国などの国際機関にも講演いただけたことも ICT 活用の成果として挙げられる。 

また、ICT の活用により、今年度は海外連携校以外の国との交流も実施できた。愛媛県とモザン

ビークは友好関係が深く、東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンとして登録されて

いることを踏まえ、 在モザンビーク日本大使館在外公館文化事業（モザンビークの現地高校生と

文化交流をする事業）に拠点校が選出された。オンラインを通じて折り鶴の折り方を現地高校に

レクチャーするなど、相互の文化理解を図ることができた。なお、愛媛県はこの活動を通して、

内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局よりオンライン交流「特別賞」を受

賞している。 

なお、生徒・教員にとって、教育利用を目的として作られた SNS プラットフォーム「Flipgrid」、

リアルタイムで共同作業に適した「Jamboard」「Miro」を活用できたことは、今後のカリキュラム

実践の深化において、大きく前進したと捉えている。拠点校は、WWL 事業に関するこれら一連の

活動を、拠点校 HP に掲載することで広報活動を行っていたが、今年度２月より、拠点校が推進す

る WWL 事業専用の HP を単独で立ち上げたことで、広報活動に励んでいる。 

 

c. 設定したテーマと関連した外国語や文理両方の複数の教科融合内容 

（１） SDGs 伊豫学（１年次：全 120 名 月曜日：６・７限目 14:25～16:05） 

拠点校生徒１年次生全員（120 名）に対して、愛媛大学教員または企業関係者 29名による高大

連携授業 36 講座を開講した（表 1-1）。SDGs の観点から、地域（愛媛）を知ることが世界を知



ることの第一歩だと考え、愛媛の環境、文化、歴史、医療と福祉、国際社会との繋がり等をテー

マに、アクティブラーニングの手法を取り入れ、課題解決型の学習を行った。国内外の地域を理

解することにより、その地域の課題を発見し、自ら探究する力の定着を目的とした。 

 
 

（２） SDGs 探究Ⅰ（１年次：全 120 名 水曜日：５・６限目 13:30～15:10） 

農業実習を通して、六次産業化の現状を理解するとともに、SDGs の観点から身近な地域課題

やグローバルな課題を取り上げ、探究的な取組みを展開した。具体的には、拠点校農業科の特性

回   月 日 実施内容 講 師

1 ５月18日（月） 校長講話/ガイダンス 本校校長：隅田　学

2 ５月25日（月） ことばの不思議と楽しみ 法文学部：今泉　志奈子

3 ５月27日（水）
愛媛大学が開発する革新的
光技術と未来医療

医学部：今村　健志

4 ６月1日（月） 国際社会と地域① 社会連携推進機構：秋丸　國廣

5 ６月17日（水） 地域地理学としての伊豫学 教育学部：張　貴民

6 ６月22日（月） 宇宙天気予報 理学部：清水　徹

7 ７月15日（水） SDGｓプレゼン事前学習 株式会社マイナビ：森田　えり

8 ７月22日（月） SDGｓプレゼン作成 学年対応

9 ７月29日（水） SDGｓプレゼン作成 株式会社マイナビ：森田　えり

10 ８月24日（月） SDGｓプレゼン発表 学年対応

11 ８月26日（月） 橋の形について 工学部：有光　隆

12 ９月７日（月） 自然と調和した農林水産業 農学部：山内　聡

13 ９月14日（月）
外国人、お客さんからおと
なりさんへ

国際連携：ルース　バージン

14 10月12日（月） 農学部講話 農学部：胡　柏

15 10月14日（水） キャリア学習Ⅰ① 教育企画室：村田　晋也

16 10月21日（水） キャリア学習Ⅰ② 教育企画室：村田　晋也

17 11月４日（水） キャリア学習Ⅰ③ 教育企画室：村田　晋也

18 11月９日（月） なんでマラリア？ 無細胞生命科学工学研究センター：坪井　敬文

19 11月16日（月） 伊豫学－予章記を読む 教育学部：小助川　元太

20 12月２日（水） 愛媛の産業 社会共創学部：小田　清隆

21 12月７日（月） 愛媛の医療と福祉① 医学部：西嶋　真理子

22 12月14日（月）
地域の「記憶」を保全し、
継承する

法文学部：中川　未来

23 12月16日（水） 企業講話 えひめグローバルネットワーク:竹内　よし子

24 １月13日（水） まちをデザインするとは？ 社会共創学部：羽鳥　剛史

25 １月18日（月）
学長講話「近視は予防でき
るか」

愛媛大学長：大橋　裕一

26 １月20日（水） 愛媛の科学技術と情報 工学部：平岡　耕一

27 １月25日（月） 愛媛の医療と社会福祉② 医学部：廣岡　昌史

28 ２月１日（月）
作物病害のパンデミック〜
愛媛は大丈夫か？

農学部：八丈野　孝

29 ２月３日（水）
みんなで取り組む松山市・
愛媛県のSDGｓ

法文学部：和田　寿博

30 ２月８日（月） 企業講話 井関農機株式会社



を活かすため、1学年 120 名を５つの部門（果樹１、果樹２、作物・畜産、野菜、草花）にグル

ープ分けを行い、フィールドワークを中心に授業を展開した。他校や先進農家等との連携も行う

ことで、農業教育を通じて SDGs の理念を大切にし、広い視野をもち多様な考えを備え、柔軟な

行動ができる持続可能な社会の担い手を育てる活動を目指した。また、愛媛大学留学生にも TA
という形で授業参加していただき、教育活動を充実させたことが今年度の特徴の一つと言える。 

 

 
 

（３） グローバル・スタディーズ（２年次：先行実施） 

生徒 2 年次生全員（118 名）に対して、愛媛大学教員 11 名による高大連携授業 19 講座（38 時

間）を開講した。１年次の科目「SDGs 伊豫学」で学習した地域の課題とグローバルな社会課題と

の繋がりについて学習した。「日本語リテラシー」、「キャリア学習」、「地球環境（環境倫理、

生態系、生物多様性、持続可能な開発等）」の３分野の学習を通じて、１年次で学習した地域の

歴史や文化、環境等をグローバルな視点で考察する力を養った。地域等の内在的な理解と国際関

係の諸問題を深く学ぶ。 

 

 

回   月 日 実施内容 講 師

1 ５月13日（水） ガイダンス 本校農業職員

2 ５月20日（水） 部門分け 本校農業職員

3 ６月３日（水） テーマ設定 本校農業職員

4 ６月10日（水） テーマ設定 本校農業職員

5 ６月15日（月） 田植え（全体） 本校農業職員

6 ６月24日（水） プロジェクト学習（各部門） 本校農業職員

7 ７月６日（月） プロジェクト学習（各部門） 本校農業職員

8 ７月８日（水） プロジェクト学習（各部門） 本校農業職員

9 ７月13日（月） プロジェクト学習（各部門） 本校農業職員

10 ７月20日（月） プロジェクト学習（各部門） 本校農業職員

11 ７月27日（月） プロジェクト学習（各部門） 本校農業職員

12 ８月19日（水） プロジェクト学習（各部門） 本校農業職員

13 ９月９日（水） プロジェクト学習（各部門） 本校農業職員・愛媛大学留学生（TA)

14 ９月16日（水） 稲刈り（全体） 本校農業職員・愛媛大学留学生（TA)

15 ９月23日（水） プロジェクト学習（各部門） 本校農業職員・愛媛大学留学生（TA)

16 ９月30日（水） プロジェクト学習（各部門） 本校農業職員・愛媛大学留学生（TA)

17 10月５日（水） プロジェクト学習（各部門） 本校農業職員・愛媛大学留学生（TA)

18 10月28日（水） 収穫祭（全体） 本校農業職員・愛媛大学留学生（TA)

19 11月２日（月） プロジェクト学習（各部門） 本校農業職員・愛媛大学留学生（TA)

20 11月11日（水） ミカン収穫（全体） 本校農業職員・愛媛大学留学生（TA)

21 11月18日（水） プロジェクト学習（各部門） 本校農業職員・愛媛大学留学生（TA)

22 12月９日（水） 研究のまとめ① 本校農業職員

23 １月27日（水） 研究発表 本校農業職員

24 ２月10日（水） 研究のまとめ② 本校農業職員

25 ２月24日（水） 研究のまとめ③ 本校農業職員

26 ３月17日（水） 研究のまとめ④ 本校農業職員



 
 

（４） 課題研究（３年次：先行実施） 

３年次では、１・２年次に培ってきた知識や問題意識を、実践を通して解決を図ることを目的

とした「課題研究」を設定している。「課題研究」では、１年次「SDGs 伊豫学」「SDGs 探究Ⅰ」

と２年次「グローバル・スタディーズ」で学習した「ローカル」「グローバル」の両観点より「グ

ローカル」な視点から多様な教科・科目の選択履修によって深められた興味・関心にもとづいて、

生徒一人ひとりが自ら課題を設定し、その課題の解決を図ることを目的としている。この実践を

通して、課題解決能力や自発的、創造的な学習態度を養い、研究能力の基礎を涵養するとともに、

自己の将来の進路選択を含め、人間としての在り方生き方について考える力を身に付けさせるこ

とがねらいである。今年度は先行実施となったが、例年通り、３年生 116 名を対象に、愛媛大学

法文学部 14、教育学部 29、社会共創学部 19、理学部６、医学部 15、工学部７、農学部 14 の研究

テーマに分かれ、研究を進めることができた。なお、今年度の成果発表会と代表者発表会は、ICT
を活用しオンデマンド配信も行った。現１年生に関しては、WWL コンソーシアム構築支援事業採

択に伴うカリキュラムの改編により、２年次に「課題研究Ⅰ」を履修する。今年度 10 月より来年

度４月からの研究の本格化に向けて事前研究を実施している。 

また、３年生生徒に対しての課題研究評価については、文部科学省平成 26年度大学教育再生加

速プログラム（AP）事業採択時に愛媛大学と連携して作成したルーブリック評価表を活用してい

る。「プロセス評価」シートと「課題発表評価」シートがあるが、それぞれの大学・高校教員が自

分の担当生徒を評価することを念頭に置いた「フルバージョン（５段階評価）」と、生徒が自己

評価することを念頭に置いた「簡易バージョン（３段階評価）」がある。なお、ルーブリック評価

表を作成・使用以来、過去６年に渡り、大学教員・高校教員向けに実施している「ルーブリック

評価アンケート」も今年度実施した。例年と違い、今年度は大学教員による指導がオンラインや

メールでの実施となったが、「生徒が自らの進行状況を把握でき、次の目標を意識化できる。」

回   月 日 実施内容 講 師

1 ５月22日（金） キャリア学習Ⅱ① 教育企画室：村田　晋也

2 ５月29日（金） キャリア学習Ⅱ② 教育企画室：村田　晋也

3 ６月５日（金） 日本語リテラシーⅠ 法文学部：秋山　英治

4 ６月12日（金） 日本語リテラシーⅡ 法文学部：秋山　英治

5 ６月19日（金） キャリア学習Ⅱ③ 教育企画室：村田　晋也

6 ６月26日（金） キャリア学習Ⅱ④ 教育企画室：村田　晋也

7 ７月10日（金） 日本語リテラシーⅢ 法文学部：秋山　英治

8 ７月17日（金） 日本語リテラシーⅣ 法文学部：秋山　英治

9 10月２日（金） 太陽と地球環境 宇宙進化研究センター：清水　徹

10 10月16日（金）
人間の活動Ⅳ　エネルギー
問題と環境

法文学部：楢林　建司

11 10月23日（金） 人間の活動Ⅰ　環境と倫理 法文学部　山本　與志隆

12 11月13日（金）
日本語リテラシーⅤ　第１
回日本語検定

法文学部：秋山　英治

13 11月20日（金）
地球と地球型惑星の形成起
源、内部構造とその進化

地球深部ダイナミクス研究センター：
グレオ　スティーブ

14 12月４日（金） 環境教育 国際連携推進機構：小林　修

15 12月11日（金） 生態系Ⅰ　森林 農学研究科：佐藤　嘉展

16 １月15日（金） 人間の活動Ⅲ　工業と環境 理工学研究科：三宅　洋

17 １月22日（金） 生態系Ⅱ　海 沿岸環境科学研究センター　鈴木　聡

18 １月29日（金）
人間の活動Ⅴ　化学物質と
環境

沿岸環境科学研究センター　岩田　久人

19 ２月５日（金） 課題研究代表者発表会参観 ２学年教員



や、「ルーブリック評価規を使うと、生徒の課題研究の成果を高められる。」といった項目の回

答は基本的に高い数値を維持できており、ルーブリック評価を用いることで、教員は生徒の意欲

が高まり、研究の成果が得られる傾向にあると実感できている。今年度は新型コロナウイルス感

染症対策により「課題研究中間発表会」は中止としたため、中間における評価は実施していない。 

 

d. 短期・長期留学や海外研修のカリキュラム体系的位置づけ 

SGH 事業５年間において、カリキュラム開発に取り組んだ拠点校は、２年次「異文化理解」の

授業を設定し、アメリカ、ルーマニア、フィリピン、台湾の４ヵ国に分かれ、その国の歴史や教

育制度、衣食住などに関する探究活動を行うとともに、昨年の参加者や管理機関担当の先生方か

ら助言や指導を受けながら、現地研修への準備を進めてきた。本年度は管理機関留学生にも不定

期で参画していただき、生徒の異文化理解の促進に努めた。４ヵ国すべてで現地研修は中止とな

ったが、ICT の活用により現地高校生との交流も深めることもできた。特に台湾班は、事業協働

機関である義手大学と Skype を通じて、愛媛県のイメージと温泉文化の違い等についてインタビ

ューを行った後、台湾の方々向けの道後温泉紹介 PR 動画を作成した。また、拠点校の下級生（１

年生）向けの台湾紹介プレゼンも作成した。道後 PR 動画作成については５グループが作成し、２

グループが松山青年会議所主催「道後×台湾 道後 PR 動画コンテスト」に応募し、その結果、１

グループが準グランプリに輝いた。 

また、フィリピン班は、管理機関法文学部の菅谷成子先生による講義拝聴、その後、班別調査

も行った。今年度 ALT として英語教育の指導に関わっていただいたアンジェラ ロセナ先生は、

国外協定校のフィリピン大学附属学校の教諭であり、拠点校生徒のフィリピンに関する理解を大

いに深めていただいた。アメリカ班の動画作成、ルーマニア班の留学生による講演など、２年生

120 名が、交流国の文化や歴史について理解を深めるとともに、SDGs の視点をもとにグローバル

な社会的課題について興味・関心をもち、課題解決へ向けた考察を通して実践的態度を身に付け

させる一助となった。 

 

e. 体系的なカリキュラムの編成 

１年次の「SDGs 伊豫学」「SDGs 探究Ⅰ」は先述した通り、SDGs の理念を大切にし、広い視

野を持ち多様な考えを備え、柔軟な行動ができる持続可能な社会の担い手を育てることを目指し、

探究的要素を取り入れながら、管理機関の先生方のご指導、拠点校農業科の実習を実施した。ま

た、カリキュラム開発の柱である「課題研究Ⅰ（２年次）」は、次年度から開始となるが、旧課程

において拠点校の課題研究は３年次で行っていたため、移行期間に当たる次年度は、２・３年次

同時に課題研究を実施することとなる。そのため、今年度は準備期間とし、管理機関と校内の調

整・計画に充て、生徒が円滑に課題研究に取り組めるよう環境を整えた。２学年同時実施に伴い、

課題研究開始以降 12 年目で初のグループ研究となるが、管理機関７学部の先生方から指導を受け

る研究となるため、教科横断型かつ異学年生徒による協働学習が可能となる。 

一方、拠点校でも教科横断型の授業展開も実施した。農業科と家庭科で協力し、愛媛大学教育

学部附属幼稚園生を招き、農作物の栽培指導を行った。数学科と理科（地学）は、次年度、STEM
教育の実践と検証を目指し、外部資金（日本学術振興会の科学研究費助成事業）獲得のため申請

書を提出している。保健体育科では、保健の授業（２年次）で、SDGs に関する内容を扱うととも

に、ICT を活用し、オーストラリア・カナダ・イギリスの環境活動家３名による講演も行った。こ

の授業で学習し研究を進めた生徒 10 名が、管理機関である愛媛大学主催「愛媛大学環境 ESD 指

導者養成講座Ⅱ」にも出席し、大学生や他校生徒に対し、発表・協議を行えたことは横断的に教

育活動に取り組めた一例として挙げられる。また、四国電力愛媛支店様にもご協力いただき、一

部生徒は授業後も、授業で扱った内容の研究を継続し、マイプロジェクト中四国実行委員会主催

「PROJECT AWARD  2020 中四国 Summit」に参加するなど、生徒が主体的に地域や世界の課

題解決に向けて取り組む姿勢も見られた。ICT を活用し、地域や学校種を超えたネットワーク構

築を進めることで、体系的なカリキュラムの教育活動の充実を図ることができた。 

 

 

 



f. 構想目的の達成に資する学習活動での工夫 

回   月 日 実施内容 概要

1 ７月２日（木） SDGsに関する教員研修会 連携校４校の教職員71名が参加

2 ９月４日（金） 愛媛大学留学生活用事業開始 農業TA/Eカフェ/留学喚起ビデオ

3 ９月18日（金）
愛媛県高等学校国際教育リーダー研修
会

オンライン・生徒４名が参加

4 ９月25日（金） WWLイラストコンテスト
３部門に分けて実施。生徒が自
主制作。全校生徒の投票

5 10月24日（土） 愛媛大学環境ESD指導者養成講座Ⅱ① オンライン

6 10月28日（水） 愛媛大学客員研究員学校見学・指導 授業参観

7 10月29日（木）
文部科学省主催「SGH」「WWLコンソー
シアム構築支援事業」連絡協議会

事例発表

8 10月29日（木） 愛媛大学留学生書道体験 書道部生徒が指導

9 10月30日（金） SEKI株式会社との連携 イラストブラッシュアップ

10 10月31日（土）
筑波大学附属坂戸高校主催「第９回高
校生国際ESDシンポジウム」

オンライン・生徒17名が参加

11
11月14日（土）
　　15日（日）

立命館宇治中学高校主催「全国高校生
SRサミットFOCUS」

オンライン・生徒11名が参加

12 11月17日（火）
愛媛県高等学校国際教育研究協議会研
究会

オンライン・生徒４名が参加

13 11月29日（日）
公益社団法人松山青年会議所主催「道
後×台湾 道後PR動画コンテスト」表
彰式

準グランプリ獲得

14 12月１日（金）
文部科学省補助事業 アジア高校生架
け橋プロジェクト 留学生受け入れ開
始

フィリピンからの留学生
　　　　　　　（12月～３月）

15 12月４日（金）
愛媛県教育委員会主催「令和２年度愛
媛県高等学校国際教育生徒研究発表会
（研究発表の部）」

オンライン・生徒４名が参加

16 12月16日（水）
アフリカ・モザンビークとの文化交流
事業折り鶴交流

オンライン・生徒16名が参加

17 12月19日（土）
愛媛県（公財）えひめ産業振興財団主
催「EGFキャンパスアワード2020－2021
（最終審査）」

優秀賞獲得

18 12月20日（日）
留学生日本語スピーチコンテストin愛
媛2020

フィリピンからの留学生が発表
特別賞受賞

19 12月20日（日）
文部科学省主催「全国高校生フォーラ
ム」

オンライン・生徒２名が参加

20 12月25日（金）
本校主催「SDGs×高校ユースミーティ
ング」

オンライン・全国９校が参加

21 12月26日（土） 愛媛大学環境ESD指導者養成講座Ⅱ② オンライン・生徒10名が参加

22 １月23日（土）
マイプロジェクト中四国実行委員会主
催 MY PROJECT AWARD2020 中 四 国
Summit

オンライン・２チームが選出

23 １月26日（火）
愛媛県教育委員会主催「えひめスー
パーハイスクールコンソーシアム」

オンライン・生徒５名が参加

24
１月26日（火）
　  27日（水）

京都学園高等学校主催
「Grobal Simulation  Gaming」

オンライン・生徒10名が参加

25
１月30日（土）
　　31日（日）

愛媛県立松山東高等学校主催「第５回
中四国高校生会議」

オンライン・生徒22名が参加

26 ２月５日（金）
本校主催「WWL報告会」「課題研究代表
者発表会」

オンライン・１、２年生が参加

27 ２月７日（日）
グローバル人材育成教育学会主催「第
８回全国大会」

オンライン・生徒２名が選出

28 ２月20日（土） 愛媛大学環境ESD指導者養成講座Ⅱ③ オンライン・生徒10名が参加

29 ２月22日（月） 外務省「高校講座」 オンライン・１学年120名が参加

30 ３月14日（日） 四国ESDフォーラム2021 愛媛県代表発表校選出



WWL 事業推進に向けて、拠点校に WWL 推進委員会を設け、４月から月に１度の協議・共有を

継続して実施してきた。新型コロナ感染予防対策として、４月、５月の臨時休校、分散登校を経

て６月に完全再開となった拠点校は、持続可能な開発のための諸目標を達成すべく、まず教職員

や生徒の意識改革に着手した。７月２日に愛媛大学 SDGs 推進室副室長の小林修先生をお迎えし、

SDGs に関する教員研修会をオンライン実施し、「SDGs の達成に寄与する人材の育成に果たす

ESD のかたち」と題して、約２時間の講演をいただいた。AL ネットワーク国内連携校の京都学園

中学高校、愛媛県立松山中央高校、愛媛県立西条高校の先生方も参加いただき、計 71 名の教職員

に向けて、ESD プログラムの開発実践や、地域と連携した学習活動を組み入れた学習方法につい

て具体例を交えてご指導いただいた。連携校の中には、初任者研修の一環で今研修会を活用する

高校もあり、事後アンケートの結果を踏まえても、開催時期、講演内容、提供資料等の満足度は、

高い数値となっており、WWL 事業を推進する上で重要となる教職員の意識向上につながった。な

お、今研修については、拠点校の WWL 事業専用ホームページにも掲載し、広く発信・普及に寄

与した。また拠点校は、この研修を通して、教育活動（授業、部活動、高大連携事業、海外研修

等）の項目毎に、SDGs17 の目標との関連事例としてまとめた。（全頁に一部掲載） 

また、今年度の多くの研究発表会等は、オンライン開催とした所が多かったが、多くの機会で、

主体的に発表したいと考える有志生徒が多く、人数の関係上、選定の場を設けることもあった。

一方、学年を越えて協働して発表準備に取り掛かる機会も多かった点や、多くの教員が指導に当

たった点、拠点校主催の「SDGs×高校 ユースミーティング」では、全体会の司会を生徒が担当

した点など、学校全体が組織として準備にあたったことは、次年度への継続性という観点で、構

想目的の達成に寄与できたと捉えている。（以下に一部掲載） 

 
 

g. 大学教育による先取り履修 

 管理機関である愛媛大学は、平成 26年度に「大学教育再生加速プログラム」事業に採択され、

事業拠点校をモデルとして、大学・高校教育の円滑な接続方法の研究・開発を発展させるため、

パイオニア・アドバンスト・プレイスメント(P-AP：Pioneer Advanced Placement )プログラムの

創設と「二重(デュアル)単位」の付与、ルーブリック評価による「課題研究」の高度化と入試へ

の活用、高大で一貫して汎用的能力を育てるＩＣＴ教材の開発を実施してきた。また、教学ＩＲ

によって、大学入学後も接続教育の効果測定を行い、高校及び大学教育の質的向上を図るととも

に、本事業で得た知見や評価方法を入試改革へ活かす研究を行ってきた。 

初年度より、「先取り履修」については、事業拠点校の教育課程の中で、３年生全員を対象と

する設定科目「リベラル・アーツ」にて、管理機関が提供する法文学部、理工学研究科、農学研究

科等の教員による大学講義科目を、先取り履修科目（二重単位取得可能科目）」として開講して

いる。コロナ禍で今年度は中止となったが、次年度は非同期型での実施が決定している。本事業

期間中に、SDGs に関する授業科目を含めて継続実施し、その中で、管理機関と連携する近隣大学

や、国際学術交流協定を交わしていて e-learning プログラムを提供している海外大学等との二重

単位についても検討を進める。 



加えて、外国語学習に関する先取り履修を拡充する。英語ばかりでなく、管理機関が提供して

いる多様な外国語、ドイツ語、フランス語、中国語、朝鮮語、フィリピノ語の授業を先取り履修

の二重単位取得可能科目として整備する。そうした外国語授業は「初修外国語」として大学の５

・６時間目に開講されているため、高校生が放課後に参加することは十分に可能である。 

 

h. より高度な内容を学びたい高校生が学習できる環境の整備 

 国内外で行われる研究発表会や留学プログラム、ボランティア活動等の情報提供を積極的に行

った。中でも、トビタテ！留学 JAPAN については、今年度１月に申請した生徒９名の内、８名が

１次書類選考を通過している。拠点校は、青年海外協力隊経験教員をはじめ、多くの教員が海外

協定校への現地研修引率経験があるため、海外での経験を積みたい主体的な生徒に対する支援・

指導を、組織として行えている。また、プラスチックゴミ問題と今後の農業に関する環境問題に

ついて、興味のある生徒に対し、愛媛大学主催「愛媛大学環境 ESD 指導者養成講座Ⅱ」の案内を

行った。オンライン実施となったが、生徒 10名が参加し、計３回（約４か月）に渡り、大学生に

指導を受けながら、県内高校生と協力して、環境問題に関する協議を行うなどし、考えを深める

ことができた。 

 

i. 留学生のための学校体制の整備 

 拠点校においては、平成 21 年度より留学生を毎年受け入れてきた。SGH 指定５年間の留学生

受け入れ実績は下記の通りである。長期滞在の留学生受け入れだけでなく、通常授業に参加する

短期受け入れについても積極的に行っている。 

平成 27 年度：長期：チェコ（１名）     短期：アメリカ（16名） 

平成 28 年度：長期：タイ（１名）      短期：ルーマニア（３名）、台湾（１名） 

平成 29 年度：長期：オーストラリア（１名） 短期：アメリカ（10名）、ルーマニア（４名） 

平成 30 年度：長期：アメリカ（１名）    短期：ルーマニア（４名） 

平成 31 年度：長期：アメリカ（１名）    短期：韓国（13名）、ルーマニア（２名） 

 SGH 指定５年間を通して、英語科教員ばかりでなく、国語、社会科、数学、理科、体育科、農

業科等から延べ 40名の教員が海外渡航・研修引率経験を有しており、全校体制として、日本人高

校生と留学生が一緒に学ぶ、文化適応度の高い教育環境が整っている。国際協力機構（JICA）青

年海外協力隊に参加経験のある教員や日本語教員の資格を持つ教員もいる。加えて、管理機関の

国際連携推進機構と連携し、留学生の日本語サポートや生活サポートを行うことも可能であり、

留学生の受け入れに係わる広範な案件にチームとして対応可能な体制が十分に整備されており、

その実績もある。なお、一昨年度、昨年度と協定校であるフィリピン大学から、外国人教育実習

生を受け入れ、英語を教授言語として多数の外国人教員等よって広く教科学習（社会科、理科、

数学、英語等）を行う試みを開始しており、本事業を通して制度化を検討している。今年度は ALT
の教員をフィリピン大学附属学校から受け入れ、英語での授業や異文化理解の授業で指導にあた

っていただいた。 

また拠点校は、今年度、文部科学省補助事業「アジア高校生架け橋プロジェクト」による留学

生を受け入れた。当初は４月から受入れ予定であったが、コロナ禍において、来日が叶わず 11月

からの受け入れ開始となったが、来日前から、ICT を活用して管理機関の日本語学習支援授業へ

の参加や日本語教員の資格を持つ拠点校教員による学習支援を受けながら、受け入れに向けて準

備を整えた。受け入れ後も、学年を越えたカリキュラムを整備し提供を行ったことや、研究発表

の場への参加など、学校組織として柔軟に対応することで、留学生が日本で多くのことを学習で

きる環境整備に努めることができた。なお、次年度もアジア高校生架け橋プロジェクト生を受け

入れることが決定している。 

 

j. 他に特筆すべきこと 

① 機能改善に関わる校舎改修 

 令和元年度、校舎２号棟を以下のように施設の機能向上に係わり改修しており、令和２年３月

完成し、今年度実施した多くの教育活動の場として活用した。事業期間３年以内に、１階の「新

領域創成ラーニングフロア」を、総合学科の特性を活かした教科横断的なカリキュラム・内容を、



高大連携の強化によって高度化したい（エネルギー、情報、複雑系、環境、国際協力等の分野超

越的な学習を予定）。２階の「プロフェッショナル養成・社会人スキルラーニングフロア」では、

四国で唯一の国立大学附属高校として、実験的・先導的な教育課題への取組を全校体制で推進し、

広く指導的・モデル公的役割を果たしたい。３階の「21 世紀型ラーニングゾーン」では、高大連

携による高度な学び、海外協定校と連携したグローバルな学び、多様なステイクホルダーとの協

働による多様な学びを促進し、発信する。次年度の実施予定のプレ国際会議もこのフロアで実施

予定である。 

② 先進的な教育研究成果の学会等での発信 

１)今城ほか（2020）.附属校園が連携・協働した「オリンピック・パラリンピック教育」の取

り組み. 令和２年度 日本教育大学協会研究集会発表資料集. pp. 122-125. 
２)上床ほか. (2020). グローバル人材育成を目指す高大連携の展望－WWL コンソーシアム

構築支援事業を通した高大連携の充実－. 令和２年度 日本教育大学協会研究集会発表

資料集. pp. 126-129. 
３)隅田ほか.（2020）.高等学校における教科教育に関わる教員研修・養成の実践的高度化とそ

の波及－愛媛大学附属高等学校における教科教育研究大会の試み－. 令和２年度 日本

教育大学協会研究集会発表資料集. pp. 304-307. 
４)隅田ほか. (2020). コロナ禍における地域コミュニティ・ベースのグローバル人材育成の

試み－愛媛大学附属高等学校 WWL の高大連携による国際化促進を例として－. グロー

バル人材育成教育学会第 6回中国四国支部大会発表 

５) 吉村(2020). 質の高い教育を支える質の高い教員とは？ 広島大学附属小学校 学校教

育研究会学校教育 7 2020 No.1235. pp. 14-21.   
６) 生徒２名. (2021). 教育連携部会企画スピーチ発表「いまを生きる」・指導学生選抜発表

「コロナ禍でも充実した生活」 グローバル人材育成教育学会第８回全国大会発表 

 

８ 目標の進捗状況、成果、評価 

a. イノベーティブなグローバル人材の育成状況について 

生徒、保護者、教員に関して、本事業に関するアンケート調査を行った。生徒に関しては、分

散登校が明けて、本事業が本格化する７月と、今年度の活動の多くが終了した１月に分けて、ア

ンケート調査を行い、４段階表の結果として定点比較を行った。質問項目を大きく２つ「SDGs に
ついて（22 項目）」と「グローバル人材について（28項目）」に分けて実施することとした。事

業初年度の SDGs に関する質問項目は、知識を問う項目が多く採用したが、「SDGs 達成に向けて

友人（日本人）と協力して解決したいと思う」「SDGs 達成に向けて外国の高校生と協力して解決

したいと思う」の数値も７月より１月の結果が高いものとなっている。本構想テーマに準じるた

め、「グローバル人材について」の質問項目と、その数値結果（WWL 事業対象生徒１年次）を以

下に示す。 

     グローバル人材についての質問項目 

１．海外での異文化体験に興味がある。 

２．海外の文化・歴史・環境等に興味がある。 

３．海外の高校生に日本の文化や習慣などを説明できる。 

４．海外の高校生と共同してディスカッションができる。 

５．英語で説明をしたり会話ができる。（話す・聞く） 

６．英語で電子メールや手紙を書くことができる。 

７．海外の文化や習慣を級友に説明できる。 

８．日本の文化・歴史・環境等に興味がある。 

９．日本の文化や習慣を外国人に日本語で正確に説明できる。 

10．日本を世界的な視野に位置付けて考えることができる。 

11．国内や海外の資料や情報を収集し、読み解くことができる。 

12．根拠に基づき分析的に思考したり、判断したりすることができる。 

13．様々な背景を考慮しながら、新しい価値を見つけ出すことができる。 



 

 

アンケ―ト結果 

 

 

従来であるならば、海外協定校のルーマニアやアメリカから短期留学の受け入れを行い、受け

入れ期間中、各学年が様々な機会で直接文化交流を行えるよう、特別プログラムを整備している

ため、そこでの経験を踏まえ「24．海外の高校等へ短期（３ヶ月未満）留学してみたい」「27．地

域と世界を結んで活躍できる人材になりたい」項目は大きく伸びる傾向にある。しかし、今年度

は海外協定校との直接交流の場が提供できなかったため、数値が伸びることはなかった。コロナ

感染が世界的にも爆発的に増えたことも、留学希望をしない生徒を一定数生む結果の一因となっ

たと捉えている。一方、「４．海外の高校生と共同してディスカッションができる」「５．英語で

説明をしたり会話ができる。（話す・聞く）」「19．集団での問題解決場面では、率先してリーダ

ー的役割を担うことができる」は大きく伸びた結果となった。現地高校との直接交流はできずと

も、ICT の利活用により海外協定校と結べた点や研究発表会への機会の確保が出来た点、愛媛大

学留学生を活用し直接交流の機会を提供できた点が要因であったと捉えている。なお、教員と保

1学年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

１月 3.33 3.39 2.84 2.51 2.28 2.48 2.51 3.16 2.80 2.79 2.71 2.82 2.81 2.59

７月 3.34 3.36 2.63 2.26 2.08 2.34 2.34 3.13 2.73 2.65 2.62 2.70 2.74 2.51

差 0.00 0.04 0.20 0.25 0.20 0.14 0.17 0.03 0.07 0.14 0.09 0.12 0.07 0.08

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

１月 2.80 2.81 2.78 2.52 2.59 2.91 2.76 3.08 3.00 2.86 2.64 2.87 2.99 3.32

７月 2.69 2.73 2.65 2.42 2.44 2.86 2.76 3.08 3.00 2.98 2.65 2.87 2.99 3.30

差 0.12 0.08 0.13 0.10 0.16 0.05 0.00 0.00 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.01

グローバル人材について

14．ICT を活用して情報や考えを統合させたり、発信したりできる。 

15．世界のさまざまな人と交流することができる。 

16．地域や国境を越え課題を発見することができる。 

17．地域や国境を越えた課題の解決に粘り強く努力することができる。 

18．世界のさまざまな国で、自分を役立てることができる。 

19．集団での問題解決場面では、率先してリーダー的役割を担うことができる。 

20． 海外の人と外国語で積極的に会話してみたい。 

21．英語でのプレゼンテーションに挑戦してみたい。 

22．海外の高校生と直接異文化交流をしてみたい。 

23．海外の高校生と協力して世界の課題解決に取り組みたい。 

24．海外の高校等へ短期（３ヶ月未満）留学してみたい。 

25．海外の高校等へ長期（３ヶ月以上）留学してみたい。 

26．大学進学後、国際交流プログラムに参加してみたい。 

27．地域と世界を結んで活躍できる人材になりたい。 

28．生涯にわたって、様々な人々と平和で包摂的な社会を構築していきたい。 

 



護者に対して行ったアンケ―ト結果に関しては、昨年まで実施していた SGH 事業に関するアンケ

ート結果に比べると、WWL 事業に関するアンケート結果は数値的にも大きく伸びた結果となっ

た。 

 

b. AL ネットワークが果たした役割等について、簡潔に記載 

① 管理機関である愛媛大学との高大連携事業を通した教育活動の国際化 

② 事業協働機関だけでなく、NPO や国際機関も含めた教育実践 

③ 国内外の連携校との連携強化 

   

c. 短期的、中期的及び長期的に設定した目標の進捗状況等 

  本事業では、大きく４つの事業を設定している 

① 「カリキュラム開発・先取り履修等の接続」 

② 「海外派遣・留学生の受入、海外提携校との連携」 

③ 「情報交換、比較研究・効果検証、教員養成・研修」 

④ 「SDGs Youth Summit」 

 

（１） 短期的目標 

①については、先取り履修科目を７科目程度実施、協働機関等を含めた特別講義を年間 30 コマ

程度実施できた。海外研修やフィールドワーク、課題研究等に留学生や大学院生が参画する制度

の整備と稼働を目指したが、今年度は課題研究要旨集の英文校閲にも関わっていただくなど、概

ね達成できたと考えている。課題研究の成果ではなかったが、理科部のプラスチック問題に関す

る研究内容は、海外の学会等で発表できる水準のものとなった。 

②については、２年目から２年生全員が海外研修に参加予定で計画準備が進んでいる。コロナ

禍ではあったが、アジア交流架け橋プロジェクト生を受け入れることもできた。次年度も受け入

れる要望を関係機関に提出済である。 

③については、効果検証に関わる分析結果を校内で確認を終えている。今後、年度末に実施さ

れる各種委員会での報告・指導を受け、HP 上での最終分析結果の公開を検討する。教員研修に関

しては、年間を通じて継続して行うことができた。 

④の SDGs Youth Summit は３年次に開催予定であるが、先駆けとして、「SDGs×高校 ユース

ミーティング」を実施できた。 

 

（２） 中期的目標（５年後に達成目標） 

①～③について自己資金で継続実施予定である。先取り履修科目について、SGH 事業期間中に

構築した愛媛大学との先取り履修制度を今後も継続して行きたい。なお、次年度のリベラル・ア

ーツはオンライン実施が決定しており、２重単位取得の実績を重ねることができる。本事業の成

果に関わる追跡調査に関する検証を継続して行い、その結果を公表することも検証する。④に関

しては、２年後の実施に向けて準備中である。 

 

（３） 長期的目標（10 年後に達成目標】 

各種連携・協働機関を拡充させ、上記①～④を自己資金で継続して実施する体制を確立する。

管理機関以外の大学等とも相互互換可能な先取り履修制度を実質化する。 

 

９ 次年度以降の課題及び改善点 

・オンライン活用の先進的教育プログラムの実践検証を行う。今年度の課題の１つに、コロナに

よってロックダウンした協定校と協働することが出来なかった点が挙げられる。特に、時差の

あるアメリカやルーマニアでの活動は制限されたため、その解決法として、動画をアップロー

ドして交流活動を行う Flipgrid という SNS プラットフォームの活用を試みる。今年の２月から

アメリカの高校と実践を開始した。先進的な教育プログラムのモデルケースとして構築し、ル

ーマニアとの交流や国際会議での場に活用したいと考えている。 

・国際会議「SDGs Youth Summit」に準備・企画を推進する。今年度は足掛かりとして、「SDGs



×高校ユースミーティング」を行ったが、SDGｓに関する各校の取組の共有・ブラッシュアッ

プにとどまり、国外の連携校を巻き込むことができないままあった。先ほどの Flipgrid を活用

し、次年度はオンラインとオフラインのハイブリッド開催を目指す。 

・カリキュラムの開発と実践を継続する。今年度の課題改善として、教科横断型授業と他校連携 

の充実が挙げられる。連携校と協働を一層強化するだけでなく、現在計画している「SDGs 街探 

究」のように、地元旅行会社と愛媛大学 SDGs 推進室の産学協同事業を推進することにより、 

カリキュラム開発の発展に努める。 
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Ⅱ本年度の事業報告 

１ SDGs 伊豫学 

（１）授業のねらいと年間計画

①授業のねらい

 地域の歴史・文化、環境などを理解することにより、地域の課題を発見し、

自ら探求する力を身に付ける。また、グループワークを通して、論理的な思考

能力やコミュニケーション能力を身に付けさせる。さらに、地域を知ることが、

世界を知る第一歩であることを理解させる。  

②年間計画

月   日 実施内容  月   日 実施内容  

５月 18 日（月） 校長講話/ガイダンス  11 月 ４日（水） キャリア学習Ⅰ③

５月 25 日（月） ことばの不思議と楽しみ  11 月 ９日（月） なんでマラリア？  

５月 27 日（水） 
愛媛大学が開発する革新

的光技術と未来医療  
11 月 16 日（月） 伊豫学－予章記を読む  

６月 １日（月） 国際社会と地域①  12 月 ２日（水） 愛媛の産業  

６月 17 日（水） 
地域地理学としての伊豫

学 
12 月 ７日（月） 愛媛の医療と福祉① 

６月 22 日（月） 宇宙天気予報  12 月 14 日（月） 
地域の「記憶」を保全し、

継承する  

７月 15 日（水） SDGs プレゼン事前学習 12 月 16 日（水） 
企業講話「えひめグロー

バルネットワーク」  

７月 22 日（水） SDGs プレゼン作成  １月 13 日（水） 
まちをデザインすると

は？  

７月 29 日（水） SDGs プレゼン作成  １月 18 日（月） 
学長講話  

近視は予防できるか  

８月 24 日（月） SDGs プレゼン発表  １月 20 日（水） 愛媛の科学技術と情報  

８月 26 日（水） 橋の形について  １月 25 日（月） 
愛媛の医療と社会福祉

② 

９月 ７日（月） 
自然と調和した農林水産

業 
２月 １日（月） 

作物病害のパンデミッ

ク〜愛媛は大丈夫か？

９月 14 日（月） 
外国人：お客さんからお

となりさんへ  
２月 ３日（水） 

みんなで取り組む松山

市・愛媛県の SDGｓ 

10 月 12 日（月） 農学部講話  ２月 ８日（月） 
企業講話：井関農機株式

会社  

10 月 14 日（水） キャリア学習Ⅰ① ２月 15 日（月） 図書館ガイダンス  

10 月 19 日（月） 天下統一の時代と伊予  ２月 22 日（月） 外務省講座  

10 月 21 日（水） キャリア学習Ⅰ② ３月 15 日（月） まとめ（レポート作成） 
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（２）授業概要  
 

「校長講話」 ５月 日（月）  
愛媛大学附属高等学校 校長 隅田 学先生

これからの の社会では、新しい価値を創造していくことが大事

である。 や新しい技術を上手に活用して豊かな社会にしていこう。地元愛媛

の強みの一つはストレスオフ県であるということ。地元について、日本につい

て、世界について考えよう。ズーム上でグループ分けをし、 ｓの目標を一

つ取り上げて話し合った後、グループでの話し合いを全体で共有した。最後に、

英語で今回の内容について書くという課題が出された。

〈資料〉生徒の感想文（英語 語程度）

「 伊豫学ガイダンス」 ５月 日（月）

愛媛大学附属高等学校 主幹教諭 角藤寿樹先生

昨年まで本校は SGH（スーパー・グローバル・ハイスクール）指定校であっ

た。本年度からは３年間は WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）指定校と

なっている。SGH を発展、拡充させて大学と連携したり国内外の学校と交流を

行ったりしながら 1 年生ではローカルな学び、２年生ではグローバルな学び、

３年生ではグローカルな学びをする。伊豫学では大学の先生方から愛媛につい

て学び、SDGs の観点から課題について考える姿勢を身につけていく、という

お話をしていただいた。  
 

「ことばの不思議と楽しみ」 ５月 日（月）

愛媛大学 法文学部 今泉志奈子先生

「 」という言葉から無意識に男性を思い浮かべてしまうことはないだ

ろうか。男性言葉、女性言葉があるなど、ジェンダーの観点から言葉を研究し

ている。今、世界は分断されたように見えてもＩＣＴの活用などにより、実は

前よりもっとつながっていくのではないかと思う。留学を考えている人は、今

のうちに日本でできる準備をしておくと良い。自分について、松山について、

日本について考えたりまとめておくと良い。なりたいもの、大事に思っている
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ことを離さないでほしい。 

歌詞の翻訳もしているが、日本語は一つの音に一つの音しか入らないため英

語から日本語にするときには情報量が減る。英語の歌詞を何度も聞き、日本語

にした時の意味のまとまりをそろえたり、音の高低に気を付けて言葉を入れて

いる。英語は世界の様々な人が使いやすいように簡略化されている。英語と日

本語の世界観は宇宙から見た場合、ほんのわずかな違いしかない。どちらも口

から言葉を発することによるコミュニケーションである、というお話をしてい

ただいた。  

 
「愛媛大学が開発する革新的光技術と未来医療」 ５月 27 日（水） 

     愛媛大学 医学部 今村健志先生  

      遺伝子が傷つくことによって「がん」が発生する。日本人の死亡原因の約 30%
をがんが占める。地域によって発症率や発症しやすいがんが異なる。  

医学の進歩と共に以前のような不治の病ではなくなってきている。手術で適

切な切除範囲を切除することは難しいが、愛媛大学医学部の光技術が実用化す

ればリアルタイムでがんを可視化し、がんを見ながら手術を行うことが可能と

なる。また、光を照射することでがんを壊し、組織を切除せずに治療する研究

も行われている、というお話をしていただいた。  
      

「国際社会と地域①」 ６月 1 日（月） 

愛媛大学社会連携推進機構  秋丸国広先生  

世の中は常に変化するが、科学の進歩で未来が予想できるようになった。 AI

やロボットがある生活になり、およそ半分の仕事なくなると予想されている一

方、YouTuber、プロ e-スポーツプレーヤーなどのような新しい仕事も生まれて

いる。今ある企業、商品などを列挙し、それを今後残るものと消えてしまうも

のに分類し、消えてしまうものの中から一つを選んでアイデアを加え、新しい

ものに変えるという活動をしてもらったが、個人の結果をグループで磨きをか

けると予想以上のアイデアが加算できる。積極的に意見を交わすことが大事で

ある。 

コロナ禍の今はピンチだが、ピンチはイノベーションが生まれるチャンスで

ある。新しい発想を生むことができる人が成功する。常識にとらわれず、仲間

と切磋琢磨していこう、というお話をしていただいた。  

 

「地域地理学としての伊豫学」 ６月 17 日（水）  

     愛媛大学教育学部  張  貴民先生  
地理学とは地表面に存在する自然事象や人文事象など、あらゆる要素の分布  

や配置を研究する学問である。地球の様々な地域について、その地域を特色づ

けている自然的、人文的特徴を扱うのが地域地理学である。地域に関する情報

が整理されると、地域を理解したり、地域に関する仕事の処理が容易になる。

ジョン・スノウという人物が医学と地理学を合せることでコレラの被害を最小

限に抑えた事例からは、専門分野を深めると共に別の角度から物事を見ること

の大切さが分かる。  
また、愛媛民のイメージは温厚、勤勉、正直、親切であるが、長い閉鎖的な  

生活のせいか、保守的で積極性に欠けるところがある。「仮に 1 万円あるとす
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れば」という話の中で言われる通り、同じ県内でも地域（東・中・南予）によ

ってさらにそのイメージは異なる。伊豫に 8 藩あったことが原因とも考えられ

る。南予のリアス式海岸が漁業に影響しているなど、地理と産業のつながりも

ある、というお話をしていただいた。  
      

「宇宙天気予報」  ６月 22 日（月） 

愛媛大学 宇宙進化研究センター 清水 徹 先生 

  愛媛大学宇宙進化研究センターには３つの研究部門があり、その中でも宇宙  
プラズマ環境研究部門では、宇宙天気予報の研究をしており、太陽の表面爆発  
の予測をするための太陽の研究、太陽からの爆風が地球を直撃するかどうかを  
予測するための惑星空間の研究、直撃したら地球にどのような影響があるかを  
予測するための地球環境の研究が行われている。  

現在、私たちが生きている地球環境は絶妙なバランスで保たれているが、長  
い宇宙の歴史の中で一瞬だけ出現している不安定な環境かもしれない。「宇宙」 
と聞くと遠い存在に思えるが、私たちはその中に生きており、現在の地球環境

が「不安定」ならば「安定」にするために何らかの行動をとるべきである、と

お話しいただき、遠い「宇宙」を身近に感じた講義であった。  
 

「SDGs プレゼン事前学習」７月 15 日（水）７月 22 日（水）７月 29 日（水）  

愛媛の課題は何か、それを解決することは SDGｓの 17 の目標のどれにつなが

っているか、ということを発表するにあたり、事前学習を行った。株式会社マ

イナビの森田えり先生から SDGｓの 17 の目標について紹介していただき、SDGs

は身近な問題とつながっていて、不便に感じていることやこんなものがあれば

いいな、ということに目を向けて、その課題や問題点を解決していくことが 17

の目標を達成することにもつながっていく、ということが分かった。このこと

を踏まえ、２人一組となり、愛媛の課題を一つ取り上げて解決策を考え、パワ

ーポイントでまとめて発表する、という活動に取り組んだ。 

途中、森田先生からパワーポイントのまとめ方、プレゼンの仕方についての 

講義を受け、８時間の授業時間を使って調べ学習、研究、発表準備、発表練習

を行い、夏休み明けの発表会へ向けて準備をした。 

 

「SDGs プレゼン発表」 ８月 24 日（月）  

愛媛の課題を一つ取り上げ、それを解決することは SDGs17 の目標のうち、

どの項目達成につながっているかということについて各クラスに分かれて発

表をした。  

１グループ３分での発表を目指したが、時間をオーバーするグループが多か

った。準備時間は少なかったが、どのグループも愛媛についてじっくりと考え、

課題を解決するためにさまざまな角度からたくさんのことを調べたので、発表

内容を絞るのに苦労したようだ。今回の発表では決められた時間内で伝えたい

メッセージを相手に届けるプレゼンをする、という課題を見つけることができ

た。伊豫学では、今後も大学の先生方からの講義を通して幅広い知識や考える

力を身につけていき、SDGs についてさらに研究を深めたい。 
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〈発表テーマ〉

・住みやすいまちづくり

・新しい農業形態

・乗ろう！使おう！楽しもう！～知らなかった愛媛の自転車サービス～

・空き家なんてあきあきだ！

・渋滞と SDGs

・愛媛県の人口について

・ジェンダー平等の実現に向けて

・愛媛の貧困率

・意外な愛媛の日本一

・SDGs と愛媛の教育

・愛媛県の観光戦略

・愛媛県の観光の国際化

・女性活躍の世界へ

・タガメの憂鬱

・絶滅したはず!? ニホンカモシカの愛媛での目撃情報

・愛媛の原子力

  〈図〉クラスでの発表会の様子

「橋のかたちについて」 ８月 26 日（水） 

愛媛大学工学部 有光 隆先生 

 愛媛大学工学部・工学科は、平成３１年度から１学科９コースになり、よ

り幅広い知識、実践的技術を身につけた人材を育成している。  

 今回は、橋を例にとり力学的な観点から物の形状について考える。生物、  

自然の風景の形状は、自然法則に従った形状をしており、人工物を作るときに  

も理にかなった形状に設計している。材質ではなく形を工夫することで強度を  

強くしている物を身の回りの物の例として自転車置き場の屋根などがあり、私  

たちの身の回りには力学的な観点から形状を設計して強い構造にしているも  

のがたくさんあるというお話をしていただいた。最後に、「1250ｍの橋を海に

架けるならどんな形か」という質問に対し、指名された生徒は「吊り橋」、  

「斜張橋」と正解し、今回の内容を理解できたことが確認できた。 

「自然界が作り出す有機化合物と農業における農薬」  ９月７日（月）  

愛媛大学農学部 山内 聡先生 

 野菜などの残留農薬について心配している人が多いと思うが、農薬は安全  
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性、分解性、毒性などのチェックを受けたものが採用されているため、農薬に  

ついて心配する必要はほとんどない。また、それだけのチェックが必要である  

ため、農薬の開発には大変時間がかかる。日本の農薬開発の手続きの仕方は海  

外と同じだけれども日本の検査能力は高くて安全性が高い。 

農薬よりもむしろ、植物（野菜）自体に含まれている有機化合物の量の方が

はるかに多く、その種類も多いためその化合物の影響などは解明されていない。

野菜の安全性は「昔から食べているから大丈夫だろう」という程度のことであ

る。また、農業の方法については、どれが良いというわけではなく、野外での

農業、植物工場、無農薬農業、農薬の使用などを同時に発展させていくことが

食糧の安定的な供給のためには必要である。 

    農学部を卒業して公務員になる人も多く、大学院を卒業した多くの学生は  

会社などの研究機関に就職をして社会に貢献している、とお話しいただいた。 

 

「外国人：お客さんからおとなりさんへ」  ９月 14 日（月）  

国際連携推進機構国際連携企画室  ルース・バージン先生  

   「Help Us」という動画から外国の方たちがどういうことに困っているかを  

知ってほしい。文化には建物や言葉などの見える文化と、常識や価値観などの  

見えない文化があり、見えない文化の方が重要な要素である。外国の方から見  

ると日本の「５分前行動」もその一つである。また、外国の方には「分かりま  

したか」と聞くのではなく、内容を確認する方が良い。また、相手は英語を話 

す人とは限らないので英語で話すときも簡単な英語でゆっくり話すこと。特に、 

「私はあなたの話していることを知りたい」という気持ちが大切なので、分か  

らない時には「分からない」とはっきり伝えながら積極的にコミュニケーショ  

ンをとるべきだ。英語をうまく話せないからと怖がらずに積極的に外国の方た  

ちとコミュニケーションをとって欲しい、というお話をしていただいた。  

              

「農学部講話」 10 月 12 日（月）  

愛媛大学農学部 胡柏先生  

   2018 年度に、本校１年生を対象としたアンケート結果では、農業・農村の  

イメージは「少子高齢化」、「後継者不足」、「過疎」、「 3K」などネガティブなも  

のが多かった。実際、日本の農業は現在、後継者不足が問題となっている。  

しかし、30 年前と比べると現在の農業はかなり発展しており、農学のカバ

ーする領域も広くなっている。理系を選ぶ女子が増えたことも重なり、農学部

の新設を行う大学も相次いでいる。愛媛大学でも３学科 10 コースに分かれて

多くの学生が活発に研究を行っている。  

近年注目されている農学の研究は、①先端的な農業経営の情報基盤整備、②

食と農のリスク管理、③農産物流通・消費・貿易問題（フェアトレード、エシ

カルトレードなど）、④資源・環境問題と農業経営などである。また、オリン

ピックには食材調達基準のもと農業が貢献しており、選手達にきちんと管理さ

れた食事を届けるという役目を果たしている。「良い食べ物は腐る」という言

葉通り、無理に添加物を使わない方向に向かっている。今後農業は伸びる産業

であり、所得も高くなる。農業の未来は明るい、とお話しいただいた。                        
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「キャリア学習Ⅰ①」 月 日（水）

愛媛大学 教育・学生支援機構教育企画室 村田晋也先生

「キャリア」とは学歴や職歴などの一部分のみを指すのではなく人生全体を

キャリアと捉える。どの道を通って人生を歩んでいくかを考えることがキャリ

アデザイン。目標をたててそこへどうやって到達するか、時間や費用、労力は

どれくらいかかるかを考える。途中で新しい目標へ向けて再度スケジュールし

直すこともできる。まずは入試から逆算して小さな目標を立ててみるとキャリ

アデザインの良いトレーニングとなるのではないか。

幸せに生きていくためには何が必要かは人それぞれであるが、全員に共通し

て必要なものはお金である。お金がたくさんあれば幸せというわけではないが、

ライフイベントにはとてもお金がかかり、ある程度ないと幸せを感じづらい。

ジャネの法則にある通り、年をとると時間が経つのを早く感じる人が多い。

高校１年生に残された時間はこれまでの時間×４回くらいで、あっという間に

過ぎてしまう。自分の人生を自分でコントロールするために、キャリアデザイ

ンのノウハウが役立つ。

第２回、第３回には本校を卒業した村田先生の学生さんからもお話を聞く

ことができ、その先輩方への質問を考えるという宿題がでた。以下のような

質問があり、村田先生と卒業生から丁寧な回答をいただいた。

〈本校を卒業した愛媛大学生への質問〉

・高校生の時にやっておけば良かったと思うことは何ですか。

・高校と大学の一番違うところは何ですか。

・学部はいつ頃最終決定しましたか。

・愛媛大学に入って良かったと思ったことは何ですか。

・大学のテストは小・中・高と違いますか。

・大学選びで一番大切なことは何ですか。

・将来どのようなことをしたいですか。

・キャリアデザインをして将来やりたいことを描いた上で失敗したこと、

失敗を踏まえたアドバイスがあれば教えて下さい。

・高校卒業時と今では夢が変わりましたか。

「天下統一の時代と伊予」 月 日（月）

愛媛大学教育学部 川岡勉先生

歴史は中央にしかなかったわけではなく、日本各地の町にも独自の歴史が

あり、私たちはその歴史環境の中で生まれ育ち、一人ひとりの人格形成がな

されている。中央権力者の側・勝者の側からの視点にとらわれがちだが、地

域の側・敗者の側からみると、別の見方ができ、地域に残る歴史遺産に光を

当てることの重要性はそこにもある。関ヶ原の戦いの時には松山平野でも

「伊予の関ヶ原」の戦いが繰り広げられ、東軍が勝利した。その戦いで亡く

なった人たちの霊を未だに祀っているのはなぜか、考えてみよう。大学で学

ぶ歴史は、教科書で習った歴史を踏まえ、少し違う角度から歴史を研究する

ことができる、というお話をしていただいた。
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「キャリア学習Ⅰ②」 10 月 21 日（水） 

愛媛大学 教育・学生支援機構教育企画室  村田晋也先生  

  まず、自分の人生をデザインしよう。幸せに暮らすためにはある程度のお  

金は必要である。どういう職業に就くか、夢を持ちその夢を簡単にはあきら  

めずに努力しよう。夢から逆算して自分の人生は自分で計画しよう。また、 

社会人基礎力を身に付けよう。社会人基礎力とは、前に踏み出す力、考え抜  

く力、チームで働く力である。この力を身に付けるため、高校、大学ではト  

レーニングをしている。基本的なことをきちんとやることが大事である。

村田先生の講義の後、愛媛大学に通う本校卒業生 2 人からもお話をしてい

ただき、1 年生から出てきた質問に答えていただいた。「高校と大学の違い」、

「何を原動力に毎日頑張っているか」、「文理選択について」など、今 1 年生

が本当に知りたいと思っている質問に答えていただき、本日の授業を終えて

の感想には「とても参考になった」という言葉が多く見られた。  

「キャリア学習Ⅰ③」  11 月４日（水）  

愛媛大学 教育・学生支援機構教育企画室  村田晋也先生  

 適職は向こうからやってこない。これと思うものと出会うためのアクショ

ンをとることで偶然を引き起こそう。その引き寄せた偶然（チャンス）をつ

かむためには日頃の準備（勉強など）が必要である。計画的に準備をし、め  

ぐってきたチャンスをつかもう。  

大学進学のコストとメリットについては、高卒と大卒では生涯賃金が違う  

が、大学を卒業してすぐに仕事を辞めてしまうとそのメリットがなくなる。

また、新卒で就いた職業をすぐに辞めると次の仕事が見つかりにくいことも

あるので、大学卒業後の就職先はすぐに辞めない方が良い。就職活動は自分

が売り手となる。買い手である企業にどう売り込むか、を考え、必要な力を

身につけよう。企業が求める力は「コミュニケーション能力」、「職業人意識」、

「基礎学力」、「ビジネスマナー」、「資格取得」である。40 年以上自分はどん

な仕事をしたいか、そのためには大学で何を身につけるべきかを考え、その

大学ではどのような力が身に付くかを考慮して大学を選ぶと良い、とお話し

いただいた。 

「なんでマラリア？」 11 月９日（月）  

愛媛大学プロテオサイエンスセンター  坪井敬文先生  

マラリアは１年間に世界で２億３千万人の人がかかり、40.5 万人の死者を

出している。日本も無関係ではなく、平清盛もマラリアと思われる症状で亡  

くなったのではと疑われるなど、昔は日本でもマラリアにかかっていた。現  

在も毎年 60 人くらいがかかるが、仕事などで短期間海外へ行き、日本に帰  

ってから 40 度くらいの熱が出て発病するもので、日本から出なければマラ  

リアにかかることはない。注意しなければならないのは日本で病院に行くと

発熱でマラリアを疑う医者はいないことだ。１週間治療せず放っておくと死  

に至る恐ろしい病気であるため、海外から帰って発熱した場合は自らマラリ  

アの可能性を医者に伝える必要がある。

世界でも薬や殺虫剤を開発するなどし、1970 年頃まで順調にマラリアを撃

退してきたが、薬が効かないマラリア、殺虫剤が効かない蚊が世界中に出て

― 30 ― ― 31 ―



きたため再びマラリアが流行した。そしてそれに対抗する新しい薬が開発さ

れ、今後も耐性との戦いは続く。未だにマラリアのワクチンはまだ開発され

ていないが、愛媛大学の新技術がワクチンの切り札となるかもしれない。貧

困対策にはマラリア対策が欠かせない。愛媛から世界に貢献するためにマラ

リアの研究をしている。地球上で何が起こっているかを忘れず、夢を大きく

持ち、興味を持って忍耐強く努力し、頂上を目指してほしいとお話しいただ

いた。 

「伊豫学－予章記を読む」 11 月 16 日（月） 

愛媛大学教育学部  小助川元太先生 

 『予章記』のような作品は他の地域にはなく、愛媛が誇るべき貴重な古典  

文学である。越智益躬（ますみ）が朝鮮半島から攻めてきた哲人を倒した英  

雄として描かれている場面はギリシャ神話のアキレウスの話と似ている。こ

のことから、瀬戸内海を拠点とした豪族だった河野氏は交易などで海外に精

通していた可能性が考えられる。また、中国大陸や朝鮮半との緊張関係は昔

からあったということや、中世の日本人が異国の人に抱くイメージは恐ろし

いもの、得体の知れないものというものだったと考えられる。  

史実は記録として残っているものから分かる客観的な情報であるが、物語  

は記録を基に後の時代の人がその出来事を解釈したものである。古典文学は

たとえ事実に基づいていても作者の思いやその時代特有の物の見方が反映

されている。一貫したテーマに合わないことは削除されたり変えられたりす

ることもあるが、古典文学を読むことは時代を超えてそこに生きた人たちと

交流することであり素晴らしいことだ。  

教育学部は医学部と並ぶ目的学部である。教員は営利目的ではなく、生徒  

の成長を願い、人の気持ちを考えて臨機応変に対応できることが望まれる。

ＡＩでは代替できない職業である、いうお話をしていただいた。

「愛媛の産業」 12 月２日（水）  

愛媛大学社会共創学部地域資源マネジメント学科  小田清隆先生  

小田先生は本校の卒業生であり、以前は本校で勤務していただいたことも  

ある。また、平成 20 年に愛媛大学農学部附属農業高校から愛媛大学附属高

校と改組された際にご尽力いただいた。  

学校の教育目標や求める生徒像を知っているか、何のために附属高校へ入  

学したのか、学習と特別活動のバランスは良いか、誰かのせいにしていない

か、本気になっているか、など先輩としてあたたかいご助言をいただいた。

また、小学校の教員になりたい生徒には、社会共創学部ではなく教育学部に

進学することをすすめていただくなど進路について具体的なアドバイスを

いただいた。  

「愛媛の医療と福祉①」 12 月７日（月）  

愛媛大学大学院医学系研究科  西嶋真理子先生  

現在、コロナが流行していて理屈ではなく恐れてしまうが、それが一番怖  

い。まず個人でできることをすることが大事である。マスクを適切に扱わな

い、宅配便を直接受けとらずに玄関先においてもらい、床に付着したウイル
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スを持ち込む、ついうっかり電車の床に荷物を置く、髪の毛や顔、眼鏡、周

囲の物などを手で触る、頻回に手洗いしてもスマホをいじりながらサンドイ

ッチを手づかみで食べる等は菌を持ち込む行為であるので注意すること。 

インフルエンザについては一般のかぜ症候群とは分けて考えるべき重く  

なりやすい病気である。インフルエンザの予防にはワクチンの接種、手洗い、

室内環境の湿度確保、咳エチケットが有効である。 

新型インフルエンザとは、これまで人の間で流行したことがないインフル

エンザウイルスが鳥や豚から人に入り、人から人へ感染するようになったも

のである。またはかつて流行しその後流行することなく長期間経過し現在の

人が免疫を持っていないインフルエンザのことである。日本で発生すること

はあまり考えられない。愛媛県にも新型インフルエンザ行動計画があるが、

それは状況の変化と共に対策も刻一刻と変わるものである。最後に、看護学

科の卒業後の進路は看護師だけではなく、養護教諭や保健師になるという道

もあることも知っていてほしい、というお話をしていただいた。  

 
「地域の「記憶」を保全し、継承する」 12 月 14 日（月）  

愛媛大学法文学部  中川未来先生 

今、私たちが生活している地域には、数多くの歴史的資料・文化財が存在  

している。文化財とは、評価が定まり、国や自治体から指定を受けた仏像や

建築物、絵画などに限らず、ありふれた古文書や写真、書物、民家や民具も、

その時そこで生きた人びとの姿を今に伝える大切な文化財である。  

2018 年７月の西日本豪雨は、愛媛県内各地に大きな被害をもたらし、地域

の「記憶」である文化財にも被害を与えた。愛媛資料ネットが被災文化財を

救出・保全するために活動をした。とにかく残すことが大切である。文化財

が伝える「記憶」を残し、これからの地域作りに活かしていくために自分に

は何ができるか、考えてほしい、というお話をしていただいた。 

 
「Think globally, act locally and change personally!」 12 月 16 日（水） 

えひめグローバルネットワーク  竹内よしこ先生  

えひめグローバルネットワークは国内外を問わず、地球規模の視点で捉え  

ることを大事にしているグローカルな団体で、あらゆる人が人として平和な

日々を送ることができる持続可能な社会を実現することを目指し、「地球規

模で考え、地域で活動し、自ら変わっていこう」をモットーに活動をしてい

る。 

ESD（持続可能な開発のための教育）は、学校だけでなく様々なところで

行われており、人がつながり取り組みが広がることで持続可能な社会作りに

多くの人が関われる。SDGs は環境・経済・社会に統合的に対応することを求

めており、環境、経済、社会の統合的工場が不可欠である。具体的な取り組

みとしては、モザンビークで、松山市の放置自転車をモザンビークの銃と交

換したり、公民館やトイレの建設、小学校の修繕などを行ったり、カプラナ

布を使った商品開発をしたりしている。カプラナ布のリレー刺繍は高校の教

科書にも出ている。ホンモノの学びと自己改革を目指してほしい、というお

話をしていただいた。  
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「まちをデザインするとは？」１月 13 日（水） 

愛媛大学社会共創学部  羽鳥剛史先生   
主に松山市、西予市、大洲市、国交省関係の都市計画や防災計画に携わっ

ているが、デザインの目的の一つはみんなの居場所をつくることで、住んで

いる人がハッピーになるように考えることが大切。まちの「ほんもの」（本

来の姿、形）を引き出し、まちの中に表現することを心がけている。松山市

のロープウェイ街の例では、車道を２車線から１車線に変えて歩道の幅を拡

大し、無電柱化、沿道店舗の看板統一や色調調整、道路付属物の修理を行っ

たことで歩行者が増加し、営業店舗数が 97 から 147 へ増加。地価が 12.6%

増加した。その結果、地元の主体的な地域活動の活性化にもつながった。  

面白い看板がある、歩きにくい場所、汚れている、など身の回りの環境に

注意・関心を向ける視点を持ってほしい。まちに愛着を持ち、まちをもっと

楽しむためにはどうすれば良いかを考えてほしい、というお話をしていただ

いた。 

        

         
〈ズームによる遠隔授業風景〉  
 

「近視は予防できるか」 １月 18 日（月）  

愛媛大学学長  大橋裕一先  
人は情報の 80%を視覚から得ており、目は非常に大切である。眼科を受診

する目のトラブルのトップは近視である。「近視」とは、遠くはぼやけて見

えるが近くははっきり見える状態で、遺伝要因と環境要因がある。最近は日

本でも外国でも明らかに近視が増えている。日本では学童近視が増加してお

り、早期に発生した近視はより進行する。日本人の成人失明原因のトップは

近視による網膜障害である。  
近視は遺伝の要素もあるが、対策はある。寝るときにオルソケラトロジー

レンズを着ける、Myo Vision レンズという矯正レンズを使ったり手術で近視

を治すという選択肢もある。自分でできることとしては、姿勢を良くして近

業作業を避ける、戸外でバイオレットライトを浴びる、明るいところで勉強

をする、目に栄養を与える、小さな文字を読むことを避ける、正しい眼鏡を

使うなどすると良い。近視の原因を理解し、自分の進行パターンを把握して

適切に予防すれば近視の進行は止められる、というお話をしていただいた。 

 

「愛媛の科学技術と情報」１月 20 日（水）  

愛媛大学工学部 平岡耕一先生  

エネルギー資源確認埋蔵量は石油が 40 年、天然ガスが 61 年、石炭が 227 
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年、ウランが 64 年と限りがあり、クリーンエネルギーへの速やかな移行が

急務である。資源がエネルギーに変えられるとき、熱として空気中に捨てら

れる廃熱を再利用するのが熱電発電である。そのメリットは駆動部分がない

ので騒音がなくメンテナンスが不要、また、様々な環境で応用可能であると

いう点である。熱電変換の原理は熱を与えた電子の移動によって発電すると

いうこと。各種熱電材料は身近なところから宇宙にまである。熱電材料の設

計指針は、電気は流すが熱は伝えないということである、というお話をして

いただいた。 

「愛媛の医療と社会福祉②」１月 25 日（月） 

愛媛大学医学部 廣岡昌史先生 

愛媛大学医学部はキャンパスが広く施設設備も充実している。勉強だけで

なく運動部の活動も盛んで、キャンパスライフを充実させている。 

愛媛県では少子高齢化が進んでおり、高齢化率が 60％を上回っている。松

山市は 20％。医師の数も減っているが、松山市は多い。産婦人科が特に減っ

ており、南予では出産が困難となっている。 

医療と介護の違いは、医療は病気を診断し治療するのに対し、介護は単独

で生活を送ることが困難な人に、生きていくために必要なこと全般を支援し

て自立を目指している。 

日本では、終末期を病院で過ごし、病院で亡くなる方は 1950 年頃には少

なかったが、年々多くなっている。コロナ禍で高齢者が病院に入院している

場合、どのようにして面会の機会を作るか、が現在の課題である。オンライ

ン技術、ロボット、防護服などのさらなる開発が期待される、というお話を

していただいた。 

「作物病害のパンデミック〜愛媛は大丈夫か？」２月１日（月） 

愛媛大学農学部 八丈野 孝先生 

理系の研究者になるために必要なことは、楽観的な性格、論理的思考力、 

好奇心、忍耐力、体力、コミュニケーション能力、学力、名誉欲などである。

自分は、高校生の時に研究者になって生物の研究がしたいと思い、研究者と

なった。 

ジャガイモ疫病によって発生したアイルランドの大飢饉により多くの人

が亡くなり、多くの人が移住した。ケネディ大統領、ウォルト・ディズニー

その移住した人たちの子孫であり、ジャガイモ疫病が歴史を変えたと言って

よい。このジャガイモ疫病を発端に植物病理学が始まった。 

作物は防除しなければ３分の１ほどに減ってしまう。どう対処するかが重

要。離島や外国の柑橘を日本へ持って帰ってはいけない。菌を持って帰ると

愛媛の農業が大ダメージを受ける。将来何が必要になるかは分からないので

幅広い研究が必要である。どこで研究をしてもその研究は常に世界に向かっ

て行われるもの。オオムギうどんこ病菌の研究は愛媛大学が行っている、と

いうお話をしていただいた。 

「みんなで取り組む松山市・愛媛県の SDGｓ」２月３日（水） 

愛媛大学法文学部 和田寿博先生 

― 34 ― ― 35 ―



SDGs とは、持続可能な開発目標で Sustainable Development Goals のこと

である。「誰一 人取り残さない、持続可能でよりよい社会の実現を目指す世

界共通の目標である。2015 年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意し

た。「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の中で掲げられ、 2030 年

を達成年限とし、17 のゴールと 169 のターゲットから成る。今、学校で盛ん

に取り上げられている。国連憲章とも合っている。入試に必要だからとかで

はなく何のための学問かと考え、いろいろな科目を学んでいく必要がある。 

中島で松山の SDGs の取組が行われている。再生可能エネルギーを「創る・

貯める・賢く使うまち」の実現を目指し、実証事業を実施している。私の提

案は「ソロキャンプ」で、中島の作物の地産地消にもつながる。そのために

は年間を通して開いている宿が必要。そこへ食べ物を運ぶ人なども必要とな

る。若者・外者・馬鹿者＋知恵者＋責任者など地域の担い手が必要である、

というお話をしていただいた。 

中島の事例を参考に、自分の地域、祖父母の地域、関心のある地域での SDGs

推進を各自で考えた。（10 分間各自で考えた後、数名が発表した） 

 

企業講話「～話題提供～井関農機と日本の近未来農業」  ２月８日（水）  

井関農機株式会社  有村浪漫先生  

「農業の ICT 化」とは、農業のデータ化、見える化を行うことであり、「測

位航法システム」とは自己の位置を認識するためのセンサ類である。これら

をスマート農業に利用する。スマート農業とは、農作業の負担を軽減、効率

化、高度化、技術継承を実現する農業のことである。  

井関農機は、国内大手の農業機械専業メーカーであり、創業９５年の歴史

がある。海外にも拠点を持ち、お客様の夢ある農業の実現をハード面、ソフ

ト面からサポートしている。  

日本の農業の傾向については、農業就業人口は減少し、１農家あたりの作

業面積はアップしている。農業の省力化、効率化、低コスト化が必要。 SDGs

は達成するべき目標であり、スマート農業はそのための手段である。井関グ

ループは、これからも豊かで持続可能な社会の実現へ貢献していく、という

お話をしていただいた。 

７時間目には、「近未来においても持続可能な農業とは」、「その農業を実

現するのに必要な何か」についてそれぞれが考え、約 10 名が全体で意見を

発表し、その都度有村さんよりコメントをいただいた）。  

 
外務省講座 ２月 22 日（月）  

外務省国際協力局地球環境課  小谷朋恵先生  

「外交」は国のトップだけが行うのではなく、外務省の職員やボランティ

アの方々などいろいろな人が関わって行うものである。外務省国際協力局地

球環境課は、地球規模の課題の解決に向けた国際社会との連携に関する業務

を行っている。  

小谷さんは中学校 3 年から高校卒業までを愛媛で過ごされた。アメリカに

留学し、文化人類学を学んでいた時、仕事をしてから学んだ方が良いのでは、

と感じ、日本へ戻って法務省に入省。東京入国管理局で働き、その後外務省

へ出向された。他の国と TPP の交渉をする部署でお仕事をされた後、外務省
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経験者採用試験に合格し、リトアニアで内政、外交に関する分析を行ったり

杉原千畝に関する広報活動をされた。その後ザンビアでは、仕事をする時に

整理整頓を心掛けることで生産性や品質を向上させる「カイゼン」の取組を

されたり、日本企業を現地とつなぐ手助けや難民支援をされた。  

質疑応答では、「リトアニアやザンビアで使用した言語は？」、「国家公務

員になるために頑張ったことは？」などの質問が出た。やはり英語を使うと

いうことで、英語を学ぶ意義を再確認できた。また、日頃からニュースに関

心をもち、自分が国のトップだったらどうするか、ということを考えてほし

い、とアドバイスをしてくださった。授業後の座談会にも１５名程度が参加

した。 

 
（３）評価方法  

①アンケート調査  

次の項目についてアンケートを実施し、回答させた。令和２年５月と令和  

２年 12 月にアンケート調査を実施し、生徒の変容を分析した。  

１ SDGs という言葉を知っているか。 

２ SDGs に興味があるか。  

３ SDGs の目標達成へ向けて自分にも何かできると思う。 

４ SDGs の目標達成へ向けて現在取り組んでいることがある。 

５ 4 で「ある」と答えた人はその内容を教えて下さい。  

６  SDGs の目標達成へ向けてこれから取り組みたいと思っていることがあ

る。 

７ 6 で「ある」と答えた人はその内容を教えて下さい。  

８ 地域（愛媛）の課題に関心がある。 

９ 将来国際的に活躍したい。 

10 国内のニュースに関心がある  

11 世界のニュースに関心がある。 

12 地域（愛媛）について学習することに意義を感じる。  

13 英検を取得しているか。 

14 海外の人と積極的にコミュニケーションをとりたい。  

15 自主的に課題を発見できる。 

16 論理的に思考し判断できる。 

17 他者と協力して課題を解決できる。 

18 自分の考えや意見を聴衆の前で述べることができる。  

 

②分析 

アンケート結果では、令和２年５月に比べ、令和２年 12 月ではすべての項

目で数値が向上し、生徒の意識が向上したことが分かった。この１年間の学校

全体での教育活動が一定の成果をもたらしたと考える。  

「SDGs の目標達成へ向けて自分にも何かできる」と答えた生徒は 45％から

92％に上昇した。「SDGs の目標達成へ向けて現在取り組んでいることがある」

と答えた生徒は 14％から 52％と上昇しているが、半数程度にとどまった。数

値はどちらも向上しているが、意識の向上に対し、行動に移す力を育てること

は難しいということを改めて感じた。 
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愛媛県について様々な角度からの講義を受け、「地域（愛媛）の課題に関心

がある」と答えた生徒は 62％から 88％となり、地元への意識も高まった。ま

た、毎回のレポート作成、プレゼン発表を経て、「自主的に課題を発見できる」

と答えた生徒は 53％から 68％へ、「論理的に思考し、判断できる」と答えた

生徒は 41％から 72％へ、「他者と協力して課題を解決できる」と答えた生徒

は 46％から 64％へ、「自分の考えや意見を聴衆の前で述べることができる」

と答えた生徒は 65％から 85％へと向上した。「将来国際的に活躍したい」と

答えた生徒は 35％～53％へ、「世界のニュースに関心がある」と答えた生徒は

78％から 92％へと向上した。 

 

（４）授業の評価  

愛媛大学の先生を中心に約 30 回におよび、愛媛県の政治、経済、文化、医療、

福祉、環境問題などをテーマとした講座が実施された。生徒のアンケート結果、

レポートの内容からは、授業を通して様々な観点から愛媛の現状や課題について

学び、知識を深めることができたことがうかがえる。地域の課題について多面的

な観点からの学びが地元への関心を持たせたと考える。また様々な講義を通して

愛媛は世界へつながっているということを学び、世界への興味･関心も広げるこ

とに繋がった。「地域を知ることが、世界を知る第一歩であることを理解させる」

という授業のねらいが達成されたと評価できるが、世界を視野に活躍していきた

いという生徒が現在は半数程度にとどまっている。コロナ禍の今、国際的に活躍

する形も様々であることも踏まえ、さらに増やす取組を検討したい。 

今年度は、講義を踏まえて自分たちで愛媛の課題を取り上げ、その課題を解決

することが SDGs の 17 の目標のどれを達成することになるかについて考え、パワ

ーポイントを使ったプレゼン発表を行うという新しい取組を行った。２人１組と

なって取り組んだことにより、コミュニケーション能力の育成につながり、プレ

ゼン発表をしたことは、パワーポイントの資料作成の仕方を身に付けただけでな

く、自分の意見を聴衆の前で述べる力の育成につながったと考える。また、「地

域の課題を発見し、自ら探求する力を身に付ける」という授業のねらいも達成で

きたと考える。 

    

（５）課題及び改善点  

    地域の現状や課題の理解については、概ね達成できたと思われる。しかし本年  

度は例年と違い、対面での授業を行うことができず、遠隔で教室への配信という  

形での授業であった。例年行われていたグループワークやディスカッションを実  

施することができず、講義を聞き、自分自身の意見や考えをまとめるのみとなり、 

話し合いによって各自の意見を昇華させる場面はプレゼン発表へ向けたペアで  

の研究のみにとどまった。コロナ禍でも取り入れられる取組を模索することが必  

要である。  

また、生徒のアンケート結果から分かることは客観的ではないため、５月に実  

施した論理的思考力などを測る客観テストを２年次にも実施する予定である。こ

の結果を待ち、さらなる分析を行う予定である。  

 大学の先生方に講義していただく伊豫学の授業は、生徒にとって専門的な学問

に触れる初めての貴重な機会である。大学での学びに興味関心を持たせるととも

に、より多くの深い学びが得られる貴重な機会となった。  
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２ SDGs 探究Ⅰ

（１）授業のねらいと年間計画

①授業のねらい

ESD、SDGs の趣旨を生かした農業と環境保全の両立を図り、持続可能な社会

づくりの担い手や地域のリーダーとなる力を養うことを目的とする。農業教育の

現場では、これまで取り組んできた活動が、まさに SDGs そのものといえること

が多い。今一度、農業教育を通じて SDGs の理念を大切にし、農業科の強みを生

かし 17 のゴール、169 のターゲットに結び付けながら持続可能な社会の担い手を

育てる。 

②年間計画

（２）授業概要

本校農業科の特性を生かすため、1 学年 120 名を５つの部門（果樹１、果樹２、

作物・畜産、野菜、草花）にグループ分けを行い、フィールドワークを中心に授業

を展開していく。地域の６次産業業者や先進農家等との連携も行い、広い視野をも

ち多様な考えを備え、柔軟な行動ができる活動を目指す。 

【愛媛県の農業について】 

  本県は、全就業者数 642,741 人のうち第１次産業就業者数は 47,194 人となり、7.3％

を占めている。このうち、農業就業者数は 39,871 人で 6.2％を占め、全国の 3.4％と比

べ 2.8 ポイント高くなっている。また、第１次産業就業者数に占める農業就業者数は、

５月 13 日（水） ガイダンス ９月 16 日（水） 稲刈り（全体） 

５月 20 日（水） 部門分け ９月 23 日（水） プロジェクト学習（各部門） 

６月３日（水） テーマ設定 ９月 30 日（水） プロジェクト学習（各部門） 

６月 10 日（水） テーマ設定 10 月５日（水） プロジェクト学習（各部門） 

６月 15 日（月） 田植え（全体） 10 月 28 日（水） 収穫祭（全体） 

６月 24 日（水） プロジェクト学習（各部門） 11 月２日（月） プロジェクト学習（各部門） 

７月６日（月） プロジェクト学習（各部門） 11 月 11 日（水） ミカン収穫（全体）

７月８日（水） プロジェクト学習（各部門） 11 月 18 日（水） プロジェクト学習（各部門） 

７月 13 日（月） プロジェクト学習（各部門） 12 月９日（水） 研究のまとめ① 

７月 20 日（月） プロジェクト学習（各部門） １月 27 日（水） 研究発表 

７月 27 日（月） プロジェクト学習（各部門） ２月 10 日（水） 研究のまとめ② 

８月 19 日（水） プロジェクト学習（各部門） ２月 24 日（水） 研究のまとめ② 

９月９日（水） プロジェクト学習（各部門） ３月 17 日（水） 研究のまとめ② 
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84.5％となっている。 

     このように、全国的にみても本県は、農業基盤の強い地域といえる。瀬戸内の温暖な

気候を生かした柑橘栽培を中心として、多種多様な農業形態で経営が行われている。愛

媛県においても農業従事者の高齢化は顕著であり、様々な課題も山積されている。その

一方で、「食の安全性」「農福連携」「持続可能な農業」「農業の多面的機能」など、様々

な観点で各方面から「農」の重要性に関する再認識へ意識が高まっている。 

     また、教育現場においても農業を通じて「食育」「生命の尊重」等の観点から、地域や

学校種を問わず、多くの教育効果を得られている。 

【果樹部門】 

①  授業の概要 

  ア 部門選択生による取り組み 

  （ア）１学年全体が参加して 11 月に実施されるミカン収穫実習で高品質のミカン

が多く収穫できることを目標にして、学校果樹園で栽培されているウンシュウ

ミカン（宮川早生）を中心としたカンキツ類の管理作業を行った。 

  （イ）販売用の果実生産に取り組んだ。校内で開催される直売市や 11 月下旬に開

催される「えひめ・まつやま産業まつり」での販売、12 月の「愛菜市」での販

売を目標として、果実を収穫し、大きさ・品質別の選果作業などを行った。 

  （ウ）収穫した果実を食品加工業者に委託してジュースを製造販売することで、

生産から加工販売までを意識させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          収 穫               計 量          

イ 各班でのテーマ別のプロジェクト学習 

  複数班での共通の取り組みを通じて栽培の基礎を学習しながら、以下に示す

テーマに沿ってプロジェクト学習に取り組んだ。今回のテーマ設定には、SDGｓ

の指標や持続可能な農業、循環型農業などの視点を取り入れた。具体的には、農

業生産を行うことによって、２番の「飢餓をゼロに」。校内農産物の残渣などを

利用した堆肥を使うことで、１２番の「つくる責任つかう責任」。農薬の使用量

を抑えることで１１番の「住み続けられるまちづくりを」などを達成できる。 

 （ア）「苗木の比較栽培試験」 

 （イ）「スペアミント植栽が与える果実品質への影響」 

 （ウ）「本校で製造した堆肥散布による果実品質の違い」 

  

 

 

 

 

 

 

 

苗木の比較栽培区の決定          生育調査 
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ハーブ生育の様子              果実肥大調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           堆肥施用             生育調査 

 

③評価方法 

  知識や技能の習得のみならず、果樹園などでの実習を通じて考え、疑問や問題

点を発見し、自ら行動できるか、他の生徒が困難なときに協力できるかという点

を重視した。評価方法として、授業担当教師によって実習中の様子を観察すると

ともに、生徒が授業ごと提出する実習記録のまとめと反省、プロジェクト発表の

プレゼンテーションへの取組、レポートの提出などを総合的に判断して評価する

ものとした。 

 

④授業の評価 

  ア 部門選択生全体での共通の取組 

   愛媛は、温州ミカンの産地であり、地域のいたるところにみられる果樹であ

る。通学路にも見かけるであろう身近な柑橘を実習を通して樹木に触れながら

学ぶことは、知識、技術、地域への愛着としてより豊かな情操を育むと考えら

れる。その反面、果樹栽培への取り組みが初めての生徒がほとんどであり、何

から始めたら良いのか理解できず、学んだことを自分で実践することへの不安

も見られた。しかし、実習を続けることで次第に慣れ、作業のスピードも向上

させることができた。栽培実習の苦労や技術習得、植物の成長の過程は、一朝

一夕に習得できない体験であるため、すべての生徒にとって貴重な経験となる

と考えている。また、作業を通じての助け合い、作業を進めるための準備、手

の空いているときに何を行えばよいのかなど自ら考え行動することを実習を通

して学んでいくことが、将来の自立した行動に大きく役立つと考えられる。実

際に積極的な行動ができるように成長した生徒や収穫物に感謝をする生徒も見

られ、互いを生かす力が身に付いたと評価する。さらに、プロジェクト学習で

は、栽培実習を通して、鳥獣の被害や未熟な作業技術などから、想定外の事象
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に対応しなければならず、考える力や行動する力となって身に付いたと評価で

きる。 

  イ 各班でのテーマ別プロジェクト学習 

   テーマ設定に SDGs の指標を取り入れることによって、今までとは違った視

点でプロジェクト学習に取り組むことができた。全体として、熱心に取り組み、

各班によるプレゼンテーションの発表会を行えたことが良かった。その中で、

栽培体系の技術習得と共に、SDGs の目標が達成できていること、何番が達成

できたか意識化できていることが評価できる。また、品質向上のための栽培試

験を３班で行うことで３種類のデータを取得でき、それぞれの比較によって最

も適した栽培方法について考察することができた。このように、未知の問題に

対して、目標を定め試験していくことが、課題解決学習の醍醐味であり、世界

の大きな問題に対するアプローチも、身近な問題の解決や発見を通して、学習

できていくと思う。 

 

⑤課題及び改善点 

 全体の課題としては、短い実習時間で、管理、試験、生育調査など、様々な作業 

を行わなければならず、時間不足であった。特に、果樹園までの移動時間も考慮し 

なければならず、時間的負担がかかった。また、果樹は一年間で一度しか収穫がで 

きないため、求める成果を一年で出すことが難しい場合がある。そのため、次年度 

への継続研究や２年次の専門科目等での課題解決が望ましい。また、農学部との連 

携や地域との連携した取り組みについても可能である。SDGs についても、項目数

を増やしたり、特化した課題で取り組むなど、学習の可能性を感じた。 

 

【作物・畜産部門】 

①年間計画 

    作物・畜産部門の選択生２７名が共通理解を図れるようあえて班分けは行わず、

年間テーマを複数決めて課題解決型の活動を行った。作物の栽培が初心者である生

徒が大半を占めていたため、季節の農作物を栽培し、基礎的な知識・技術を身に付

ける活動を中心に授業を展開させた。 

    授業内で生産した農作物の一部は本校校舎内に設置されている「無人販売所」に

て販売した。今年度は新型コロナウイルスの影響で例年本校事務室横にて定期的に

開催される「愛菜市」や、地域への販売活動が相次いで中止となったため、このよ

うな措置を取った。農畜産物の販路はコロナ禍の影響で益々多様化した。農業生産

のみならず、流通・販売の分野に触れる時間を確保することで、総合的に農業につ

いて考える時間を確保した。 

    今年度は、SGH 指定の 5 年間で取り組んできたことを土台として、SDGs の観点

から作物栽培や家畜の飼育について探究型で学習に取り組むことに重点を置いた。

１学年全体で実施した田植え・稲刈り・収穫祭では水田の価値から世界の食料事情

まで SDGs と関連させて幅広く学ぶ授業を行った。 

    そしてグローカルな視点を兼ね備えた人材育成のため、地元企業とタイアップし

た契約栽培を継続して行った。今年で７年目を迎えるからし菜は愛媛県今治市の

（有）大沢食品に全量出荷した。企業との契約栽培に携わることで農作物を作るこ

とへの責任や地域との関わりの大切さを肌身で学ぶことを目的とした。 
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②授業の概要 

作物部門選択生全体で以下の①～④の活動を主に行った。 

ア 季節の農作物栽培 

  １年間を通して、タマネギ・枝豆・ハクサイ・キャベツ・ダイコンなどの栽培

に携わった。初めて作物の栽培にチャレンジする生徒がほとんどであったが、実

習を重ねるにつれて互いに協力する姿や、作物の生育の経過を真剣に観察する生

徒が多く見られるようになった。 

イ 稲の栽培 

うるち米品種「コシヒカリ」を栽培した。田植え・稲刈りは学年行事として実

施し、栽培期間中の管理や調査を作物・畜産部門の選択生で行った。 

ウ 自家製堆肥を用いたトウモロコシの栽培 

本校農場で発生する農作物残渣やヒツジ・鶏の糞尿が原料である自家製堆肥を

使用してトウモロコシの栽培を行った。収穫後の植物体はヒツジの餌として利用

し、SDGs の 12 番「つくる責任つかう責任」について皆で考えを深めることがで

きた。 

エ からし菜の契約栽培 

今治市の（有）大沢食品との「からし菜契約栽培」は７年目を迎えた。生産か

ら出荷までの一連の流れを通して、仕事をするうえでの人と人の繋がりの大切さ

や、農作物の物流・商流について考えることができた。学校として作る責任を果

たすことにより地元企業との信頼関係を築くことができている。 

    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

     自家製堆肥と栽培後の土壌を混合       稲の生育調査の様子 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         からし菜の収穫実習        からし菜の出荷調整作業 
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③評価方法 

    知識や技能の習得のみならず、実習を通して何か疑問を抱く、課題を発見する、

そしてこれらの解決に向かい仲間と協力して行動できるかという点を重視した。評

価方法として、実習中の様子を観察するとともに、生徒が授業毎に提出する実習記

録のまとめ・反省等を総合的に判断して評価するものとした。 

 

④授業の評価 

作物の生育変化を五感で感じ、普通科目の授業では育むことの出来ない感性を大

切にすることを前提に４つのテーマに取り組んだ。年度当初は農業を初めて学ぶと

いうこともあり、受動的な様子が多く見られたが、次第に始業前や放課後に自主的

に水やり等の管理作業を行う生徒が見られるようになった。作物を育てることに愛

着が湧き、目に見える生育変化に対して興味を持ち始めたのではないかと感じてい

る。 

田植え・稲刈り・収穫祭では、本授業を履修する作物・畜産班が中心となって活

動に携わってくれた。行事を重ねるごとに、細やかな目配り気配りが随所にみられ

るようになった。水田の価値や世界の食料事情等について、SDGs と関連させて幅

広く学ぶことができた。 

日々の授業においても、実習内容が SDGs のどの番号に関連しているのか考えな

がら取り組むことができた。自家製堆肥を用いたトウモロコシ栽培は、栽培後の土

壌と本校産の堆肥を混ぜ合わせて土づくりを行った。収穫後の植物体が羊の餌にな

ることから、資源の循環にについて身近に感じて貰えたのではないかと考えている。 

   からし菜の契約栽培については事前に企業との取引内容を生徒に提示することで、

コスト意識を持って栽培管理をすることができた。収穫・調整作業ではひとつひと

つの商品を大切に作業している様子が伺えた。契約しているという責任感を持って

実習に取り組むことができた証である。地域の企業と直接関わり、農業という産業

のやりがいや難しさを学ぶ良い機会となった。 

今後の高校生活で自らの進路を模索していく１年生にとって、動植物と関わる農

業を学んだ経験を糧に小さくまとまらず懐の深い人間に育ってほしいと願ってい

る。 

 

⑤課題及び改善点 

今年度は、SGH 指定の５年間で取り組んできたことを土台として、SDGs と関連

させながら作物栽培や家畜の飼育について探究型で学習に取り組むことに重点を

置いた。農業と SDGs の関わりは大変深く、本校 WWL 事業の構想テーマである「高

大連携の国際化を通した SDGs グローバル人材の育成」の基礎となる力を身に着け

てもらいたいからだ。本授業の取り組みが、２年次以降の海外連携校との交流授業

などに繋がれば幸いだ。 

  課題及び改善点は、授業時数を確保しつつ、既存の取り組みを更に深めることだ。

作物・畜産班の大きな柱の１つである契約栽培については、生産から出荷までの過

程に携わることで農業という産業のやりがいや難しさを学ぶ良い機会となってい

る。昨年まで３年間契約していた「緋の蕪」は、先方の都合により出荷することが

できなかった。来年度以降も同様な状況が続くようであれば、本校独自で愛媛県の

伝統野菜を守り、活用する方法を模索しなければならない。 

今年度は、新型コロナウイルスの影響で地域の農作物販売イベントに参加できな
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かったことが悔やまれる。直接地域と関わりづらい状況となり、本校は農作物の無

人販売を開始した。販売所へ並べた農作物が売れることで、地域の方と繋がりが持

てていると実感できる一面、SGH の５年間を鑑みてもやはり直接地域の方と関わる

ことに勝るものはない。コロナ禍の状況でどのようにして地域と関わりを持つ機会

を生徒に提供するか、来年度以降模索しなければならない。 

 

【草花部門】 

①  年間計画 

    草花部門の選択生 24 名を４班に編成し、選択生全体での共通の活動と各班での

テーマ別の活動との２本立てで計画した。草花の栽培が初心者である生徒が大半を

占めており、基礎的な知識 ･技術を協力して身につけるために共通の活動を取り入

れた。平行して、各班でそれぞれのテーマを設定してプロジェクト学習に取り組む

ことにした。 

    授業での生産物は、校内販売や地域での各種イベントにて販売実習を計画してい

る。以前は、校内の事務室前販売のみであったが、近年は、生徒の活動の場として、

対面販売や寄せ植え体験等の活動ができるよう、生徒の趣向を凝らした内容とした。 

 

②  授業の概要 

ア 部門選択生全体での共通の取組み 

（ア） 校内美化・鑑賞を目的としてコリウス・マリーゴールドの栽培に取り組

んだ。各生徒コリウス２鉢を５月から 11 月末まで継続的に管理作業を行

った。また、11 月には冬～春にかけて楽しめる寄せ植えプランターづくり

を行った。保護者や地域の方が、毎年楽しみにされているもので、趣向を

凝らした作品が多く作られた。 

（イ） 販売用の花苗生産に取り組んだ。季節に応じてサルビア・マリーゴール

ド・ハボタン・パンジー等の生産を行った。また、花苗の販売と同時に付

加価値をつけて販売するという経験をすべく、各種の鉢苗を活用して寄せ

植えを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コリウスの定植 

                         

イ 各班でのテーマ別のプロジェクト学習 

    （ア） 「切り花の栽培とフラワーアレンジによる利用方法」 

    （イ） 「花壇苗による校内美化と寄せ植えによる付加価値を高める方法」 

    （ウ） 「鉢物の栽培と寄せ植えによる付加価値を高める方法」 

    （エ） 「多肉植物の栽培と寄せ植えによる付加価値を高める方法」 
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③  評価方法 

    知識や技能の習得のみならず、実習を通じて疑問を抱く力、課題を発見する力、

そして、答えのない社会を生き抜くため、また、地球規模の課題に立ち向かい、SDGs
の目標に近づけられる取り組みをしているかという観点も重視した。評価方法とし

て、授業担当教員によって実習中の様子を観察するとともに、生徒が授業毎に提出

する実習記録のまとめ・反省等を総合的に判断して評価するものとした。 

 

④  授業の評価 

ア 部門選択生全体での共通の取組み 

自分で責任を持っての管理作業ということもあり、開花するまでは自信がな

い不安な様子であった。しかし、授業中や夏季休業中において少しでも良いも

のを生産しようと熱心に世話をする姿が見られた。担当する草花が成長すると

同時に生徒も成長する姿が見られた。実習記録の反省のなかに、当初は「無事

に育つのか不安である」とか「作業が大変だ」などというネガティブな表現が

見受けられたが、２学期に入ると「草花がわが子のように思えてくる」「毎朝様

子を見るのが楽しみだ」という前向きなものに変容してきた。 

さらに、自分の手で生産した草花が人の心の癒しにつながり、SDGs③『すべ

ての人に健康と福祉を』につながっていることを実感した。また、生徒同士の

協働作業を通じて 17 番『パートナーシップで目標を達成しよう』の意義も体感

することができた。 

    イ 各班でのテーマ別のプロジェクト学習 

      それぞれの班において、一工夫・一手間を入れて付加価値を見出せないかと

課題を持ってプロジェクト学習に取組んだ。課題解決のプロジェクト学習に取

組むことが始めての生徒が多く、内容も始めて取組む農業分野ということもあ

り、年度当初の取組みは受動的な部分があった。 

次第に、始業前や放課後に自主的に調査や作業を行う生徒も見られるように

なった。１年次にプロジェクト活動を通じて課題･目的をもち、それを解決すべ

く行動することの意義に気づき始めたのではないかと感じている。花を用いた

加工品の製作を行なった班では、製作・販売を繰り返す中で、価格の決定やア

レンジの工夫・販売方法など、様々な角度からアプローチをし、生産から販売

さらには収支計算まで行なうことができた。 

また、新型コロナウイルスの影響で閉塞感がある毎日であったが、生徒が生

産した草花や加工品、花壇によって教職員や近隣の住人にささやかながら、癒

しの時間を提供できたと感じている。 

 

⑤  課題及び改善点 

     生産者の立場で消費者の方とどのように関わりを持つことが良いか考える時間

を設けたかったが、新型コロナウイルス感染症対策のため、校外での販売活動が

できず、非常に残念であった。リモートによる他校生徒との交流等は実施できた

が、生産者と消費者の対面での交流で得られる学習効果は何事にも代え難いもの

がある。   

改善点として、with コロナ時代に対応できる販売実習の方法等を模索していき

たい。このような時代だからこそ、高校生の柔軟な発想力により、新たなイノベ

ーションが起きるのではないかと期待している。生徒の柔軟な発想や工夫が生み
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出されやすい環境づくりに一層努め、答えのない社会で生き抜く力を身につけて

ほしいと考える。 

【野菜部門】

① 年間計画

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で開始が例年より遅く６月から始

めることになった。野菜部門の選択生は 27 名。今年度は、全体での活動を中心に

実施した。野菜の栽培が初心者である生徒がほとんどであるので、季節野菜の栽

培管理を通して基礎的な知識・技術を身に付ける活動を重点に置いた。そこで、

１学期は夏野菜の代表である「ミニトマト」の栽培管理、２学期は冬野菜の代表

である「ダイコン」の栽培管理である。しかし、ダイコンが夏の猛暑により発芽

がうまくいかず、生育の早い「ミズナ」「シュンギク」に変更して栽培管理を実施

した。

② 授業の概要

ア ミニトマトの栽培

野菜の栽培管理を通して基礎的な知識・技術を定着させるために、夏野菜の

代表の一つである「ミニトマト」を用いて、栽培実習を行った。やはり、ほと

んどの生徒に栽培経験がなく、作業一つ一つを丁寧に学習していくように実施

した。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、栽培スケジュールも大

きくずれ込み、適期適作とはいかず、夏の暑さも相まって、苦労の連続であっ

た。

イ 冬野菜の栽培

２学期からは、冬野菜の代表種である「ダイコン」の栽培に着手した。野菜

部門は、圃場はガラス温室内にしかなく、施設内での「ダイコン」の栽培はと

ても珍しいと思う。狭い施設内ということで、従来の品種ではなく、ミニサイ

ズのダイコンが収穫できる品種を選択し、栽培を開始した。ダイコンは播種か

ら発芽までは非常に短く、発芽率も高い作目だが、１週間たっても２週間たっ

ても、あまり発芽がされなかった。そこで、播種をもう一度やり直してみたが、

案の定うまく発芽しなかったため、ダイコンの栽培を中止とし、別の作目に変

更した。

 播種から収穫まで早く栽培できる「ミズナ」「シュンギク」をプランターで栽

培することにした。懸念であった、発芽もうまくいき、プランターでの野菜栽

培は順調に進んだ。シュンギクは、脇芽も収穫できるので、２か月余りで３回

ほど収穫することができた。

ダイコンの播種の様子
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    ウ 循環型農業の実施  
      施設での栽培だけでなく、環境への影響も考え、循環型農業にも取り組みま

した。まずは、１学期に栽培したミニトマトを堆肥にするということである。

施設栽培だと、化成肥料の使用過多により、どうしても土壌に塩類が集積しや

すくなったり、団粒構造ができにくかったりする。そこで、堆肥の投入が行わ

れるが、それを自分たちで賄おうという考えである。しかし、堆肥の製造には

時間がかかるので、本校で実施している循環型農業に加えてもらうということ

である。今年度製造する堆肥にミニトマトの茎をチッパーで粉砕して投入し、

昨年度製造した堆肥を施設内の圃場に施用した。自家製堆肥を多めに施用する

ことで、土壌の環境がよくなり、ふかふかの土に生まれ変わらせることができ

る。これは作目が変わるたびに実施していくようになる。  

      
トマトの茎をチッパーで粉砕する  

      
自家製堆肥を使って、畑の準備  

 
③  評価方法  

     知識や技能の習得のみならず、実習を通じて疑問・課題を発見し、それらの解

決に向かい、仲間と協力して活動できるか問う点を重視した。評価方法として、

授業担当教員が実習中の様子を観察するとともに、生徒が授業ごとに提出する実

習記録を総合的に判断して評価するものとした。  
 

④  授業の評価  
    ア ミニトマトの栽培  
      各自でミニトマトの栽培管理を行うことで、基本的な知識や技術の習得を目

的とした。ミニトマトは生育段階での変化が多く、生育ステージに応じた管理
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作業もいろいろとあるので、さまざまな管理作業を通じて、「なぜ、この作業が

必要なのか」という、疑問を持って取り組み、それを解決できる能力を身に付

けてほしいと思う。  
    イ 冬野菜の栽培  
      ２学期より秋冬野菜の代表種である「ダイコン」の栽培に取り組んだ。校内

で製造した堆肥を用いることで、循環型農業にも取り組んだ。発芽がうまくい

かず、プランターでのミズナ、シュンギク栽培に変更したが、収穫回数も多く

確保することができ、生徒にとって、失敗も経験することができ、結果として

よかったと思う。根菜類の栽培ができなかったことは心残りだが、今後はそう

ならないように、栽培計画をしっかりと立てていきたい。  
    ウ 循環型農業の実施  
      以前より、校内で堆肥は製造されていたが、今年度からはチッパーも導入し

本格的に取り組んでいる。野菜栽培においても、植物残渣は多く発生する。そ

れをうまく活用することで、堆肥を製造し、圃場に投入し、循環させる。ＳＤ

Ｇ s の１７の目標の一つでもある、「２．飢餓をゼロに」や「１５．陸の豊かさ

も守ろう」にも当てはまる持続可能な農業の推進に役立てたいと思う。  
 

⑤  課題及び改善点  
     今年度からスタートであるが、全体を通して生徒の実習への取組や実習記録の

様子を見る限り農業を学んだことの意義は大きいと感じる。野菜を施設の中で１

年間、栽培・管理することにより野菜作りの大変さや収穫の喜びを感じ、「命」と

いうものを身近に感じることができたと思う。特に、施設内では夏の猛暑との戦

いが印象的ではないだろうか。生徒にとっては経験したことのない暑さであった

と思う。  
     改善点として、まずは施設をうまく活用した栽培計画の立案である。今年度は、

新型コロナウイルス感染症の影響で、１学期の栽培スタートが遅れてしまった。

施設内の６月の気温はミニトマトの生育栽培初期の気温ではなく、それがミニト

マト栽培に大きく影響したと思われる。また、２学期に主に露地で栽培されるダ

イコンを施設内で作ろうとしたことだ。まだまだ、施設内の気温は非常に高く、

ダイコン栽培の適温ではなかった。今後は施設の利点を生かした、栽培計画を立

案し、それを用いてプロジェクト学習ができる土台作りに取り組んでいきたい。 
 
 
 

  （３）評価方法 

     毎回の授業で提出される実習記録や実習の様子を重視し、生徒自身の日々の振

り返り、自己評価についても加味するものとしている。また、成果発表会の内容

やレポートについても評価に加えている。 
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（４）授業の評価 

     評価の観点 

大項目 細目 

「関心・意欲・態度」 ② ③ ④ ⑤ 

「思考・判断」 ② 

「技能・表現」 ⑧ ⑨ 

「知識・理解」 ① ⑦ ⑩ ⑪ 

「コミュニケーション能力」 ② ⑥ 

 

     ①農業と SDGs のつながりについて理解できたか 

②SDGs とのつながりをもった視点で活動し、自ら考え意欲的に取り組めたか 

③グループ内で互いに認め合いながら学習し、協働学習が行えたか 

④リーダーシップを発揮し、責任をもって自分の役割を果たしたか 

⑤課題に対して粘り強く取り組み、継続的な学びであったか 

⑥人との関わりの中で、地域の人の思いや要望に気づくことができたか 

⑦農作物の栽培や家畜の飼育を行うことにより、生命の尊さを理解できたか 

⑧成果発表において事前準備が十分に行えたか 

⑨成果発表の方法に創意工夫がされ、わかりやすい表現方法であったか 

⑩授業のねらいや目標に沿った課題解決に向けて取り組めたか 

⑪聴衆に内容を伝えることができたか 

 

 （５）課題及び改善点 

本校の理念や 100 年後も輝き続ける学校であるためのアイデアが SDGs にはたく

さんある。SDGs は取り組むための概念であり、現在と将来の両立を図る社会のあ

りようを考える機会となり得る。そこには、豊かな創造性とイノベーションの場と

なること期待できる。今後も、身近な社会問題や農業・環境問題に関心をもち、自

分に何ができるかを考え、実行する機会を多く用意していきたい。それこそが農業

教育の最大の強みと考える。 

農業や関連産業に対して、漠然とした興味・関心をもって入学してくる生徒が多

数である。そのような生徒に「農業と環境」「農産物の生産と消費」「経済と食品ロ

ス」「生物多様性」等の様々な切り口から、『自分ごと』として行動できる生徒の育

成に努めていきたい。その結果、持続可能な農業や関連産業に向けて、更には持続

可能な社会づくりに向けての課題を発見し、解決のための行動が起こせる地球人に

成長してほしいと願っている。 

初年度は、コロナ禍の影響で試行錯誤の日々を過ごしたが、コロナ禍だからこそ

できることも見えてきた。次年度以降も、校内外、県内外、そして国内外に農業を

通じて多種多様なつながりを展開して、生徒主体となる授業を展開していきたいと

考える。高校３年間で自らの進路を模索していく 1 年生にとって、動植物と関わる

農業を学んだ経験を糧に、探究心を持ち続けると同時にたくましく学び続けてほし

いと願っている。 

― 48 ― ― 49 ―



３ グローバル・スタディーズ  
（１）授業のねらいと年間計画  

    ①授業のねらい  
「日本語リテラシー」、「キャリア学習」、「地球環境（環境倫理、生態系、生

物多様性、持続可能な開発等）」の３分野の学習を通じて、１年次で学習した

地域の歴史や文化、環境等をグローバルな視点で考察する力を養う。さらに、

SDGs が掲げるグローバルな社会的課題の解決にはローカルな取組が必要不可
欠であることを理解し、課題解決に向けて必要な基礎的力を身に付ける。  
ア 「日本語リテラシー」  

         グローバル化が進展する社会で求められる力は、何よりも語学力である。

現在、国際公用語としての英語の語学力向上が学校教育の喫緊の課題となっ

ていることは、その現われである。一方、異なる言語を学習し、それを活用

していくためには、それを支えるものとして、母国語、つまり日本語の能力

向上も欠かせないものである。この観点に立ち、「日本語リテラシー」にお

いては、日本語の読解力、表現力等を向上させるため、「語彙」、「文法」、「言

葉の意味」、「漢字」、「敬語」、「表記」の６つの領域の力を育成することを目

的とし、計４回授業を実施した。また、第２学年生徒全員に「日本語能力検

定３級」を受検させることにより、日本語能力の向上を客観的に測った。  
イ 「キャリア学習」  

   人間が社会生活を送り、自身のキャリアを形成していくうえで欠かせない

ものが、コミュニケーション能力である。「キャリア学習」では、コミュニ

ケーション能力について理解するとともに、社会の中でいかにコミュニケー

ションが重要であるかを計４回の講義を通じて学習した。コミュニケーショ

ンにおいて重要なスキルである「聴く（訊く）力」や効果的なプレゼンテー

ションについて、具体的な方法を学び、コミュニケーション能力の向上を図

ることとする。また、グローバル化がより進展する今後の社会においては、

異なる言語や文化を背景とした人々と直接コミュニケーションを行う異文

化間コミュニケーションが重要となってくる。この観点から講義の後半にお

いては、大学生の留学経験に関するプレゼン発表を通して、異文化間コミュ

ニケーションの難しさや楽しさ、大切な心構えについて学ぶことにより、コ

ミュニケーション能力の向上を図った。  
ウ 「地球環境」  

 地球環境問題の解決は、人類が取り組むべき最重要課題である。そして、

その解決にあたっての標語として しばしば用いられるのが、「 Think 
Globally , Act Locally」である。この標語の意味にもみられるように、地球
環境問題はまさに「ローカル」と「グローバル」の両側面から考えていかな

ければならない問題である。「地球環境」の講義では、環境倫理、生態系、

生物多様性、持続可能な開発等をキーワードとして用いながら、地球環境問

題の解決に必要な基礎的な知識、求められる姿勢・態度を、「ローカル」と

「グローバル」の両側面から考察させた。  
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②年間計画  
回 月 日 実 施 内 容 

１ ５月 22 日（金）  キャリア学習Ⅱ①  

２ ５月 29 日（金）  キャリア学習Ⅱ②  

３ ６月 ５日（金）  日本語リテラシーⅠ  

４ ６月 12 日（金）  日本語リテラシーⅡ  

５ ６月 19 日（金）  キャリア学習Ⅱ③  

６ ６月 26 日（金）  キャリア学習Ⅱ④  

７ ７月 10 日（金）  日本語リテラシーⅢ 

８ ７月 17 日（金）  日本語リテラシーⅣ  

９ 10 月 ２日（金）  太陽と地球環境  

10 10 月 16 日（金）  人間の活動Ⅳ  エネルギー問題と環境  

11 10 月 23 日（金） 人間の活動Ⅰ  環境と倫理  

12 11 月 13 日（金） 日本語リテラシーⅤ 第１回日本語検定  

13 11 月 20 日（金） 地球と地球型惑星の形成起源、内部構造とその進化  

14 12 月 ４日（金）  環境教育  

15 12 月 11 日（金） 生態系Ⅰ 森林 

16 １月 15 日（金）  人間の活動Ⅲ  工業と環境  

17 １月 22 日（金）  生態系Ⅱ 海 

18 １月 29 日（金）  人間の活動Ⅴ  化学物質と環境  

     今年度は感染防止のため、全ての講義を zoom によるオンラインで実施した。  
 

（２）授業概要  
①「キャリア学習Ⅱ①」 ５月 22 日（金）  

愛媛大学 教育・学生支援機構 村田 晋也 先生 

グローバル化がより進展する今後の社会において、コミュニケーション能

力（多様な価値観や背景をもつ人々と相互に関係を深め、協力して課題を解

決する能力）の重要性はますます大きくなっている。  

グローバル・スタディーズ最初の授業では、①コミュニケーションとは何

か、②スムーズなコミュニケーションに役立つ力とは、というテーマで、コ

ミュニケーションの本質についての講義を受けた。 

コミュニケーションとは、知識・経験・考え・情報などを「共有」すると

いう意味をもつ言葉であり、コミュニケーション能力とは、知識・情報など

を共有し、相互に考えを伝えるための基礎力である。多くの企業がコミュニ

ケーション能力を重視して人材を採用していると答えるなど、現代では必要

不可欠な素養である。  

コミュニケーションには様々な力やスキルが関係するが、中でも進んで耳

を傾ける「聴く」力、さらには質問力や発問力などの「訊く」力が大切なス

キルである。質問には様々な効果があり、クローズド・クエスチョン、オー

プン・クエスチョン、提案型質問について具体的に示され、場面に応じて使

い分けながらコミュニケーションを深める方法を学ぶことができた。  

       講義後は、友人や異性とのコミュニケーションについて生徒から多くの質

問があがり、それぞれに回答していただいた。今後の人間関係に役立つ大切
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な内容を学ぶことができた。 

 

②「キャリア学習Ⅱ②」 ５月 29 日（金） 

愛媛大学 教育・学生支援機構 村田 晋也 先生 

前回の講義ではコミュニケーションについて学んだ。本時は、発信するた

めの力であるプレゼンテーションについて、プレゼンテーションとは何か、

プレゼン能力が必要になるのはどんな時であるか、プレゼンを成功させるコ

ツ、をテーマに講義を受けた。  

プレゼンテーションとは、自分の考えを理解しやすいように説明すること

で、聴き手を啓発し、行動の道筋を示したり、変化を促したりするものであ

る。プレゼンには様々な種類があり、話題提供型や報告型、研究発表型や説

得型などがある。また、プレゼン能力は聴き手がいるあらゆるシーンで役に

立つものであり、ビジネスシーンのみならず、お小遣いの値上げ交渉やプロ

ポーズにも必要とされるものであると話された。そこで次に、効果的で説得

力のあるプレゼンをするための方法を具体的に説明された。  

まず事前に聴き手やテーマ、目的など詳細を確認し、構成を組み立てる。

プレゼン資料はフォントやサイズ、色、イラストを効果的に用いるようにす

る。プレゼンのテクニックとして、①ナンバリング、②強調部分は２倍大き

く、２倍長く話す、③間、休止を大切にする、④アイコンタクトをする、⑤

ノイズを減らす、⑥ビジュアルハンド（ジェスチャー）を効果的に取り入れ

る、などがある。さらにリハーサルをしっかり行うことも大切である。  

聞き手側のルールとして、能動的、批判的にプレゼンを聴き、コメントや

質問も積極的に行い理解を深めることが大切だと話された。生徒から、今後

より一層必要とされるプレゼン能力について、具体的な方法を知ることがで

きたので役立てていきたいという感想がたくさん寄せられた。  

 

③「日本語リテラシー①」 ６月５日（金）  

愛媛大学 法文学部 人文社会学科  秋山 英治 先生  

秋山先生より、講義の冒頭に、「話せる」、「読める」、「書ける」、「聞ける」

日本語について、なぜ学ぶ必要があるのか？と質問があった。数の数え方や

単位の読み方など、普段意識せず使っているが、なぜ違いがあるのかを問わ

れると答えることができない。日本語について、分かっているようで実は分

かっていないということに気付かされた。  

日本語をなぜ学ぶ必要があるのか？と題した講義では、日本語を一つの言

語として意識化、対象化する方法を学ぶことによって日本語を外側から客観

的に見る目を養う。そして日本語表現の特性を明らかにすることで国際社会

の中で通用する日本語表現のスタイルを獲得することができる。お湯をわか

す、ご飯を炊くなど、普段何気なく使っているが、よく考えるとおかしい表

現がある。日本語の特性の一つとして、本来もっている意味のまま使ってい

るわけではない言葉があることを知ることができた。11 月には日本語検定３

級受験を予定している。 e－ラーニングの学習を用いて日本語力を向上させ

るとともに、色々なところで活用できる資格となるため、頑張って取り組ん

でもらいたいと話された。  

近年、海外での日本語教育の数は増加傾向にあり、国内での日本語教育の
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数も増えている。しかし、日本語を母語としないため日本語教育が必要な児

童・生徒への適切な対応が十分でないことが課題となっている。  

最後に、台湾や韓国で見られた日本語表記について紹介があった。誤った表

記ではあるが、様々な国で日本語が使われ見られることに親しみを感じること

ができた。  

 

④「日本語リテラシー② 」 ６月 12 日（金）  

愛媛大学 法文学部 人文社会学科  秋山 英治 先生  

前回の講義に引き続き、   

普段何気なく使っている日  

本語を改めて見直し、客観 

的に見ることを通してその  

特性について学ぶ授業が、 

国内の日本語と題して行わ 

れた。 

まず、ダジャレを作って 

みようと問いかけがあり、    

生徒数名が自分の考えたと  

っておきのダジャレを披露  

した。その後、なぜ日本語 

ではたくさんのダジャレが  

作られるのか、日本語の特 

性について講義が進められた。  

日本語は、母音５、子音 13、合計 111 種類の音からなっており、他の国の

言語に比べると音の数が少ない特徴がある。そのため、同音異義語が多くな

り、ダジャレが成り立ちやすい。籠、蚕、子、粉という言葉は、どれも「こ」

と呼ばれていたが、同音、類音を避けるために歴史の中で別の音を加えて区

別するようになったそうだ。  

ダジャレは言葉の成り立ちで６種類に分類され、レターとファックスを合

わせてレタックスというように、２語を１語に合わせた言葉もできている。

また、役割語といわれる、ある特定の言葉遣いを聞くと特定の人物像（年齢、

性別、職業、階層、時代、容姿、風貌、性格等）を思い浮かべることができ

る言葉がある。「町工場」は「まちこうじょう」と読むのか、「まちこうば」

と読むのかでその言葉の意味が異なること、信号の「青（色）」は本当に青

い色なのか、といった日本語の色の表し方についても説明があった。どれも

日頃意識していないものだが、改めて客観的な視点から日本語について学ぶ

ことができた。講義の最後に実践編として、平仮名の文章を漢字で表記する

ことによって２通りの文章にする問題や、間違っているものを正しい漢字や

敬語に直す問題に取り組んだ。  

 

⑤「キャリア学習Ⅱ③」 ６月 19 日（金）  

愛媛大学 教育・学生支援機構 村田 晋也 先生 

これまでの講義で、コミュニケーションにおける聴く力やプレゼンテーシ

ョンの仕方について学んできた。３回目となる講義は、コミュニケーション
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に関する力の実践例として現役大学生の手本を見てヒントを見つける、実践

的な力を体得するための方法を知る、というテーマで行われた。 

まず、何かを学ぶには自分で体験する以上に良い方法はなく、具体的経験

（体験）から内省的観察（振り返り）を行い、抽象的概念化（教訓を引き出

す）から能動的実践（新たな状況へ応用する）を行う、という繰り返しによ

って人は成長することができるとお話いただいた。その後、３名の愛媛大学

の学生から、留学の経験から学んだことについてプレゼン発表していただい

た。 

それぞれの学生より、留学によって文化の違いを肌で感じることができた。

中学英語で通用したが、英語力の大切さを実感した。環境と立場が変われば

人が変わることができると感じた。高校時に留学した際は上手くコミュニケ

ーションがとれなかったが、大学時の留学では表情豊かに積極的なコミュニ

ケーションを図り、様々な人と分かり合うことができた。失敗を繰り返しな

がら、それを目標に挑戦することが大切である、とお話いただいた。 

どの方の発表も大変分かりやすく、自身が体験したことや感じたこと、伝え

たいことを生き生きと伝えられ、生徒も興味深く聞いていた。  

生徒から、外国の方とのコミュニケーションのポイントについて質問があ

り、目を見る、身を乗り出す、笑顔、名前を覚える、その人を理解する、な

どが大切だと回答していただいた。国に関わらず、あなたと話したいという

気持ちをしっかり伝えることがコミュニケーションの基本であることを再

確認することができた。講義後、留学への関心が高まったという感想が多く

聞かれた。グローバルな視野が広がる良い機会となった。  

 

⑥「キャリア学習Ⅱ④」 ６月 26 日（金）  

愛媛大学 教育・学生支援機構 村田 晋也 先生 

今回は、交換留学で７か月間ドイツに留学した愛媛大学の学生と、日本の

大学（大学院）に留学予定の台湾の学生から、留学に関する発表を行ってい

ただいた。講義の始めに村田先生より、経験を通して学びを深める方法につ

いて、二人の発表から学んでもらいたいとお話があった。 

まず、ドイツに留学した学生の方から、交換留学や長期留学のメリットデ

メリット、留学中の活動や大変だったことなどを具体的に話していただき、

休日にはしっかり休むなど、日本の文化との違いについても知ることができ

た。失敗を恐れず果敢に挑戦し続けてほしいというメッセージを伝えていた

だいた。  

次に、台湾の留学生の方から、日本の大学院に留学しようと思ったきっか

けや、高校や大学で目標実現に向けて取り組んだことについて話していただ

いた。日本に興味がある、面白い、好き、という気持ちから留学を目指して

頑張ったというお話を聞き、留学を難しく考えずに挑戦してみたいという意

見が生徒から聞かれた。台湾の学生生活や食事、文化についても教えていた

だき、日本とは異なる様子に驚くことがたくさんあった。 

       二人とも、コミュニケーションにおいて大切なことは、他の国の文化や考

えを尊重すること、積極的にコミュニケーションをとることだと話されたこ

とが大変印象に残った。 

最後に村田先生より、グローバルコミュニケーションは今後より一層必要
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になる。その国との関係には歴史的な背景があり、未来の次の世代へも引き

継がれる。広く長い視野をもった上で、より良い関係を築くためにコミュニ

ケーションが大切であると話され講義を締めくくられた。キャリア学習Ⅱの

４回の講義はどれも実践的な内容で、今後の活動に大いに生かされると感じ

た。 

⑦「日本語リテラシー③」 ７月 10 日（金）

愛媛大学 法文学部 人文社会学科  秋山 英治 先生 

日本語リテラシー３回目  

の講義では、始めに敬語に 

ついてお話いただいた。敬  

語には尊敬語、謙譲語、丁 

寧語、美化語の４種類があ   

り、それぞれについて具体  

例をあげて教えていただい  

た。古文の学習と関連して 

考える生徒もおり、日頃何  

気なく使っていた敬語につ  

いて、しっかり理解するこ  

とができた様子であった。  

次に実践編として、正し 

い敬語の使い方や漢字の使  

い方、漢字の読み方、四字熟語、言葉の関係、言葉の使い方など、日本語検

定の様々な演習問題に取り組んだ。生徒たちは、四文字熟語や敬語の使い方、

漢字の間違いや、書けない漢字などに改めて気付かされ、日本語学習の大切

さを感じていた。また、自信のあった問題や基本的な問題を間違えているこ

とが多々あり、日頃使っている言葉やコミュニケーションについて、改めて

考え直す必要があると感じた、という感想を述べる生徒が多く、講義を通し

て日本語に関する意識が高まった。  

⑧「日本語リテラシー④」 ７月 17 日（金）

愛媛大学 法文学部 人文社会学科  秋山 英治 先生 

日本語リテラシー４回目で最   

後となる講義では、始めに前回の 

実践演習の解答と解説が行われ、 

次にクイズ形式の問題演習に取  

り組んだ。  

まず演習の解答として、同  

音漢字について解説していただ   

いた。「図る」は物事を計画する  

こと、「謀る」は悪だくみの計画  

をすること。「留める」は関心を  

向けること、「止める」は物理的  

に動かなくすること。「倣う」は  
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同じようにまねること、「習う」は教えてもらうこと。 

何となくイメージはあるが、正確に解答することは難しいと感じる問題ば

かりで、生徒からは「面白いが難しい。どちらの漢字を使うべきか、日頃か

ら文章を書くときに迷うことがよくあるので、この機会に勉強したい。外国

の方が日本語を難しいと感じるのは、このような漢字がたくさんあるからで

はないか」という感想があった。  

後半の日本語クイズでは、方言、ことわざ、四文字熟語、外来語、国名漢

字、敬語、創作漢字の７分野についてそれぞれ３問が出題され、難易度に応

じて 10 点、20 点、30 点の点数がつき、正解した問題の合計点を競うという

内容であった。クイズ形式で、友人と比較しながら問題を解き、楽しく日本

語を学ぶことができた。 

４回の講義を通して、当たり前に使っている日本語について知らないこと

が多いことに気付き、日本語を学ぶことがグローバルコミュニケーションに

つながることを学んだ。漢字や様々な日本語について改めて考え、学ぶ機会

となった。11 月に実施される日本語検定に向けて、引き続き e－ラーニング

に積極的に取り組んでもらいたい。  

 

⑨「太陽と地球環境」 10 月２日（金）  

愛媛大学 宇宙進化研究センター 清水 徹 先生  

       宇宙進化研究センターには、宇宙大規模構造進化研究部門、ブラックホー

ル進化研究部門、宇宙プラズマ環境研究部門があり、宇宙プラズマ環境研究

部門に所属されている清水先生より、「深宇宙探査機のはなし：宇宙への招

待、宇宙天気予報」と題して、宇宙工学であるロケットと探査衛星の仕組み

からミスのない勉強をするには、というテーマで講義を受けた。 

       先生は、以前 JAXA（宇宙航空研究開発機構）の宇宙科学研究所でお勤め
されており、管制センターでの人工衛星の管制業務の様子について、写真で

示しながら説明していただいた。 

       次に、映画にもなった小惑星探査機「はやぶさ」を題材にお話いただいた。

姿勢制御と推進装置について、太陽電池パネルによる電源とアンテナで送受

信を行っていること、探査機には様々なセンサーが備わっており、太陽や自

身の位置を確認したり自己診断を行って太陽電池で充電しながら指令を待

つセーフホールドモードになったりすること、小惑星接近時はターゲットマ

ーカーを用いて着地を行うことなど、専門的な内容を詳しく説明していただ

いた。 

       はやぶさは役目を終えて帰還したが、様々な探査衛星が様々な理由でトラ

ブルに合い運用が停止する事態になる。宇宙科学探査も勉強と同じで、トラ

ブルやミスは起こるものと覚悟する、予測して対策を立てる、失敗を次の成

功に生かす、絶え間ない努力をする、そして諦めないことが大切だと締めく

くられた。最先端の宇宙科学現場においてもなお、思わぬ原因によって避け

られないトラブルが生じていることを知ることができた。トライアンドエラ

ーを繰り返しながら、諦めずに自らを向上させることの大切さを学ぶ講義で

あった。  
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⑩「人間の活動Ⅳ エネルギー問題と環境」 10 月 16 日（金） 

愛媛大学 法文学部 楢林 建司 先生  

講義の冒頭に、本日のキーワードは「つながり」だと伝えられた。最初に

愛媛大学の海外体験を記した「青い地球交流記」について紹介され、記載さ

れているタイの高齢者を訪れた際に、言葉の壁や習慣の違いを超えた心のつ

ながりを感じることができた。これが海外体験で大切なことである、と話さ

れ、「生物多様性について考える  ～グローバル・ナショナル・ローカル～」 

  というテーマで講義を受けた。  

生物多様性とは、生態系の多様性、

種の多様性、遺伝子の多様性があり、

生物多様性によって、基盤サービス

（生物からの大気や水）、供給サービ

ス（食物、木材、薬品）、文化的サー

ビス、調整サービス（災害防止）など

のめぐみを得ている。現在、乱獲や開

発など人間の活動による危機、自然に

対する働きかけ縮小による危機（里地、

里山）、外来種など人間により持ち込

まれたものによる危機、地球温暖化など地球環境の変化による危機、などが

生物多様性に迫っている。そこで、「生物多様性条約」が 1992 年国連環境開

発会議で採択され、翌年発効された。現在、日本を含む世界 194 か国が批准

している（米国は未批准）。この条約はインターナショナル（国際的、国家

間的（国境の意識あり））な取組であり、環境問題はグローバル（世界的、

地球的（国境の意識なし））な問題である。国を超えた取組が行われる必要

があると話された。状況の変化や科学の進歩に柔軟に対応することが必要で

あるため、生物多様性条約では、定期的な締約国会議（COP）の開催や、国
ごとの国家戦略の作成と実行が義務づけられている。  

日本におけるナショナルな取組としては、2008 年に生物多様性基本法が制

定され、鳥獣保護法や

外来生物法など個別の

法規も制定されている。

また、生物多様性国家

戦略でより具体的な目

標や戦略立て、総合的

かつ計画的な取組が計

画されている。最後に

ローカルな取組として、

「生物多様性えひめ戦

略」について説明があ

った。2011 年に制定さ

れ、「100 年先も生きも

のみんなやさしい愛顔

（えがお）」を目指して

いる。高校生である皆さんも「つながり」を考え意識して行動してもらいた
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い、と締めくくられた。一人一人が地球のためにできることについて改めて

考える機会となった。  

 

⑪「人間の活動Ⅰ  環境と倫理」 10 月 23 日（金）  

愛媛大学 法文学部 山本 與志隆 先生 

山本先生より、グローバル化の中での文化と文明、グローバル企業の問題

点、グローバル化する日本で生きるということ、というテーマで講義を受け

た。文化とは、それぞれの民族、地域、社会に根ざした固有のものであり、

文明とは経済的、物質的に豊かになった状態、経済的、物質的文化をさす。 

グローバル化とは、地域の固有性を有する文化を文明化することで、グロー

バル化が進展することにより、文明は発展（繁栄）するが文化は衰退（枯死）

する。「文化」（ culture）の語源は「耕す」（ cultivate）であり、農業はその
地域特有の極めて文化的なものである。アメリカ政府による「イラク農業の

近代化」は、文明化による文化の破壊に他ならない。自国の文化を知った上

で、固有の文化を見失わないことが大切であると伝えられた。  

日本においても例外ではない。食料や命の源である「種子と水」は、農業

と人々にとって生きる根幹である。ところが 2018 年「種子法」が廃止され、

良い種を安く供給する事業が止められた。同時に「農業競争力強化支援法」

が成立し、日本で開発したコメの種の情報を民間企業に提供することが定め

られた。グローバル種子企業による日本の植民地化を政府が進めている現状

である。  

また、日本では公共から民間委託された権利が、次々とグローバル営利企

業に買われている。松山市においても、2012 年に浄水場の権利がグローバル

水企業であるフランスの会社に 12 億円で購入されている。民間委託による

サービスの向上、無駄の削減による料金低下が目的であるが、このようなグ

ローバル企業の参入に、何の対策もなく手放しで受け入れることは大変危険

である。しっかり向き合い、対峙すべきだと話された。  

講義後に生徒から、グローバル化の負の面について学び、時事問題にも目

を向けていく必要があることを感じた。様々なニュースに関心をもちたいと

いう感想が寄せられた。 

 

⑫「日本語検定」  11 月 13 日（金）  

愛媛大学 法文学部 秋山 英治 先生 

      ６月からの日本語リテラシーの学習の成果を図るため、日本語検定３級を

学年全体で受検した。本講座では日本語の表記やことわざ・慣用句、敬語な

どの仕組みや考え方を分かりやすく示された。また、検定全員合格を目指し

てｅ－ラーニングにも積極的に取り組んできた。受験後の生徒からは充実し

た表情が伺えた。学習の成果が現れることを期待している。今後もｅ－ラー

ニングで継続的に学習をしていくことでさらに日本語力のレベルアップを図

ることを確認した。  
 

⑬「地球と地球型惑星の形成起源、内部構造とその進化」  11 月 20 日（金）  

愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター  グレオ スティーブ  先生 

  地球と地球型惑星の形成起源、内部構造とその進化というテーマで講義を
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受けた。始めに地球型惑星と木星型惑星、天王星型惑星について説明され、

微惑星が衝突を繰り返して惑星が形成された、ジャイアントインパクトと言

われる原始地球と大きな惑星との衝突によって月が誕生した、最初の地殻は

冥王代の地殻で、地球で一番古い岩は 42.8 億年前のものである、地震波が

地球内部を知る手がかりになる、など説明していただいた。  

授業の最後に、一番大切なことは諦めないことだとメッセージを送られた。 

生徒は、地球の構造から宇宙まで、地学基礎の授業で学んだ内容をさらに深

く学ぶことができた。宇宙で物が溶けると丸くなることや、月にはプレート

テクトニクスがないことなどを初めて知った。少し難しかったが、やはり宇

宙は不思議だと感じた。などの感想があった。 

 

⑭「環境教育」 12 月４日（金）  

愛媛大学 国際連携推進機構  小林 修 先生 

「高校生として、今すぐ取り組む「SDGs」～足下から世界とつながる方
法～」というテーマで講義を受けた。SDGs とは、国連加盟国 193 か国が全

会一致で採択したもので、「誰一人取り残さない」ことを基本理念とした、

2030 年までに 17 目標と 169 ターゲットを目指すものである。SDGs 総合達
成率１位はスウェーデンで、日本は 17 位である。世界とのつながりを意識

した学びが個人の考え方や行動を変え、世界が変わることにつながる。一人

一人の意識や取組が重要であると話され、生徒たちはしっかり理解した様子

であった。 

「平等」とはかたよりや差別がなく、全てが等しいことで、「公正」とは

判断や処理などがかたよっていないことを表わす。求められているのは「公

正」な社会である。昨年からの新型コロナウイルスの影響で、状況はますま

す厳しくなっている。これからの Society 5.0 時代に求められる人材は、 AI

を活用して果敢に挑戦し、自ら課題を解決できる人材、多様なチームでリー

ダーシップを発揮できる人材である。  

モノもヒトも全てがつながっており、優しい想像力をもって行動すること

が大切であると伝え、講義を締めくくられた。  

生徒からは、達成率１位のスウェーデンでさえ達成されたとされる緑色が

とても少なく、赤色がいくつかあることに驚いた。SDGs について深く学び、
世界で深刻な状況であることを改めて感じることができた。「一人一人の行

動を変えることが大切」だと分かったので、自分たちが身近にできることか

らぜひ実践していきたい、という感想が伝えられた。  

 

⑮「生態系Ⅰ  森林」 12 月 11 日（金）  

愛媛大学 農学研究科  佐藤 嘉展 先生  

 佐藤先生より、「GNSS-GCP を用いた UAV(無人航空機)による空撮画像解

析の高精度化および課題、地球温暖化の予測と影響」と題して、前半は

UAV(無人航空機)を用いた地形解析について、後半は地球温暖化の予想と影

響について講義を受けた。  

UAV(無人航空機、ドローン)による空撮画像を解析することで森林を計測

することができ、さらに GNSS-GCP（GCP（地上基準点）として GNSS（測
位衛星システム）で測位した対空標識）を用いることで高精度の地形解析が
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可能となる。上空視界が確保できない場所ではより多くの GCP 設置が必要
ではあるが、ドローンを用いると様々な状態を細かに確認しながら行う精密

農業や、短時間で広範囲の農薬散布が行えるなどスマート農業、作業効率化

にメリットがあり、農業が直面している様々な問題に貢献できる。 

次に、地球温暖化の予測と影響についてお話いただいた。  

地球が太陽から受けるエネルギーと、地球から放射によって出ていくエネ

ルギーを計算すると－ 16℃になる。実際には地球全体の平均気温は約 15℃で

あり、これは温室効果ガスによる温室効果の影響である。今後ますます温室

効果ガスが出ることにより、温暖化することになる。大気中の温室効果ガス

である二酸化炭素濃度は、近年増加しつづけている。温暖化が進むと二酸化

炭素が海水に溶け、海水が酸性化する。温暖化や酸性化や乱獲による水産業

への影響は大きい。また、極端減少や異常気象が見られるようになり、大雨

のため河川の氾濫や土砂災害増加とともに、水不足も想定される。今後は温

室効果ガスの減少はもちろんだが、温暖化を前提とした適応策を検討する必

要がある。  

生徒から、ドローンの農業への活用について知らなかったので勉強になっ

た。地球温暖化の及ぼす影響は大きく、恐ろしいと感じた。しっかり考えな

いといけない問題だと改めて感じたと感想が伝えられた。  

 

⑯「人間の活動Ⅲ  工業と環境」 １月 15 日（金）  

愛媛大学大学院 理工学研究科 三宅 洋 先生   

       三宅先生の専門は河川生態学、生態工学で、工学部は「ものづくり」の研

究を行う学部だと紹介があり、「工学で生物多様性を保全する～グローバル

な現状と地域河川での取り組み～」と題した講義が始まった。 

       最初に、人間にとって「良い川」とはどのような川か？と質問があり、生

徒からは魚がたくさん住む川、ごみがない川、と回答があった。どのような

川が良い川かは立場によって異なるものだとお話しされ、一面的な捉え方で

はいけないと気付かされた。 

       子どもにとっては安全に遊べる親水性の高い河川、川漁師にとっては獲物

が多い生産性の高い河川、川釣り師にとっては清々しい娯楽性の高い河川、

芸術家にとっては発想がわく題材性の高い河川、農家にとっては必要なとき

に十分な水を使える利便性の高い河川、川の近くに住む人には洪水の被害を

受けない安全性の高い河川、などそれぞれ異なる。  

       人間が自然から享受している利益は生態系サービスと言われ、これらは生

物多様性によって支えられている。生物多様性には、生態系の多様性、種多

様性、遺伝的多様性があり、昆虫は種類が多いが未だかつてないスピードで

絶滅している。生物多様性低下の影響で得られるサービスが低下すると人間

が存在できなくなる。これを防ぐために保全が必要なのである。  

       河川においては、占める面積は 0.8％だが、８％の種が生息している。河

川の多様性は高いが絶滅危惧種が多いのが特徴である。  

       良い川が失われるのは、生息場所改変、外来種の侵入、汚染物質、乱獲、

気候変動など、グローバルからローカルまで様々な人為要因のためである。

複雑で良好な環境では多様性が高く、単純で劣悪な環境では多様性は低い。

現在、河川における多様性復元の取組が世界各地で試行錯誤されており、河
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川の再蛇行化や石の設置、自然再生事業など、生息場所の複雑さを復元する

ことで多様性を取り戻すことに、工学が技術開発で支えている。多様性の保

存と人間生活のため、ぜひ皆さんも参加してほしいと伝えて講義を締めくく

られた。身近な重信川についても説明していただき、河川でも様々な取組が

行われていることを学ぶことができた。  

     

⑰「生態系Ⅱ  海」 １月 22 日（金）  

愛媛大学 沿岸環境科学研究センター  鈴木 聡 先生  

       始めに鈴木先生が所属されている愛媛大学沿岸環境科学研究センターにつ

いて紹介があった。中でも、生物環境試料バンクには多くの生き物の試料が

あり、環境のタイムカプセル、アースウオッチャーと言われる貴重なもので

ある。過去のサンプルから汚染の影響が分かり、過去、現在の汚染状況から

未来を予測することができると説明があった。その後、「One Health と海－
薬剤耐性問題で海の環境に注目するのはなぜか？－」のテーマで講義を受け

た。  
「One Health」とは、「ヒトの健康は動物の健康と環境に強くつながって

おり、ヒト・動物・環境の各分野が連携して対策に取り組む」という理念で

ある。薬剤耐性問題も重要な課題の一つで、薬剤耐性菌によるへい死は 2050

年 1000 万人に増加すると予測されている。  

 ヒトや動物に使われる抗菌薬は、最終的に水環境（海）へ放出される。水

環境は、陸由来の薬剤耐性遺伝子が出会う場所でもあり、病原菌とは特性の

異なる環境細菌を知る必要がある。様々な実験より有機物、金属、消毒薬、

マイクロプラスチックなどによる環境汚染が、海洋細菌における薬剤耐性遺

伝子の伝達を促進していることが分かった。さらに水環境から人間環境への

遺伝子侵入の可能性があり、リスク要因になっている。そこで、リスク低減

策として耐性菌を「出さない、入れない」ことを考えることが大切である。

リスクを低減させる取組を考えてみようと発問があった。生徒からは、手指

消毒をする、食品を冷却保存する、しっかり加熱して食べる、などがあがっ

た。他にも、人や家畜への薬剤の適切な使用、排水処理設備の改良、生鮮物

流通の改善などがあり、環境を守ることが健康を守ることにつながる。新型

コロナウイルスの影響で、感染症予防策を身に付けることができたと話され

た。 

       最後に、世界の養殖場や養豚場、日本と韓国が互いに貝を提供しているこ

とに触れ、耐性菌についても、日本だけではなく世界で取り組まなければな

らない問題であることを痛感させられた。  

 

⑱「人間の活動Ⅴ  化学物質と環境」 １月 29 日（金）  

愛媛大学 沿岸環境科学研究センター  岩田 久人 先生 

岩田先生より、所属されている化学汚染・毒性解析部門について、LaMer(化

学汚染・沿岸環境研究拠点)の取組について、理学部について紹介があり、「野

生動物の健康を評価する環境毒性学」というテーマで講義を受けた。  

       始めに、「リスク」というのは「ある」か「ない」かではなく、連続的な概

念であること、化学物質のリスクは暴露量と有害性を把握する必要があるこ

とを説明された。リスクの大きさを研究によって明らかにし、社会的な取組
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を促していくことが目的である。しかし、野生動物においては試料を採取し

たり投薬試験を行ったりすることはできないため、リスクの評価が大変困難

である。  

       1980～ 2000 年に水棲哺乳類の大量死があり、環境汚染物質の高濃度蓄積に

よる影響が疑われた。特にバイカルアザラシに奇形や炎症が見られたため研

究が進められ、ダイオキシン類によって汚染されていることや、他の種に比

べてダイオキシンに鋭敏に反応することが分かった。また、水棲哺乳類は進

化の過程で環境に適応するため遺伝子変化が起こり、ダイオキシンの影響を

受けやすくなっていることが分かった。今後、野生生物由来の細胞から iPS

細胞を作製し、これらを用いて細胞レベル、遺伝子レベルで試験管内におい

て化学物質の毒性評価することが望ましいと締めくくられた。  

       生物多様性保全の様々な取組について学んできたが、野生動物への影響を

明らかにすることが大変難しいことを初めて知ることができ、改めて環境問

題について考えさせられる講義であった。  

 

（３）評価方法 

   毎回の講義後、講義の内容、感想、自己評価（態度、関心、理解、総合の４項

目について、Ａ～Ｃの３段階で評価）を記入したレポートを提出させた。講義の

内容を簡潔にまとめられているか、講義を聴いて何を感じ考えたか、意欲的に講

義に取り組み理解することができたかを総合的に評価した。生徒は日本語検定受

検日を除く 17 回の授業でこのレポートを提出し、レポートは毎時担任が得点化す

る。また、日本語リテラシーにおいては日本語検定３級の受検に向けて e-ラーニ

ングを用いた自主学習を行わせた。その取組状況も評価の対象とした。年度末に

はそれらの結果と授業中の積極性を合わせて５段階で評価を行う。  

 

（４）授業の評価  

「日本語リテラシー」の講義の中で実施した日本語検定３級の受検結果は次の

通りである。  

 受検者総数  認定  準認定  不合格  

人数 110 名 93 名 10 名 ７名 

割合  
93.6％ 

（昨年度 79.1％） 

6.4％ 

（昨年度 20.9％） 

本校２学年生徒受検者の約 94％が合格となり、昨年度に比べて大きく増加した。 

多くの生徒が e-ラーニングに積極的に取り組み、繰り返し問題を解いた生徒も

いた。４回の講義は全て zoom で実施されたが、講義を通して自国語である日本

語を学ぶことの重要性や奥深さ、面白さに気付き、意欲的に学習に取り組んだ成

果が現れた結果となった。 

「キャリア学習」ではコミュニケーションについて学んだ。生徒からは次のよ

うな感想が得られた。  

・ コミュニケーションでは聞き手と話し手の両者が相手を理解する、または理

解してもらう努力をすることが大切だと分かった。  

・ 聴き上手もコミュニケーション能力だと知り驚いた。自分から進んで話すこ
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とが得意ではないので、聴くスキルの高いコミュ力のある人になりたい。  

・ 日常の様々な場面でプレゼン力が必要なことが分かった。効果的で説得力の

あるプレゼンテクニックを学んだので、少しずつでも意識して取り入れていき

たい。 

・ 授業でのプレゼン発表が苦手だが、多くのプレゼンテクニックを学ぶことが

できた。まずはアイコンタクトから取り入れてみようと思う。  

・ 海外では、英語で話すことを意識するよりも、表情を意識することが大切だ

という話が何度も出てきて、確かにそうだなと感じた。今後は意識したいと思

った。 

・ 言葉でなくても身振り手振りで心がつながるというコミュニケーションの本

質を知ることができた。以前、留学生に積極的に話しかけることができず残念

な思いがあった。これからは積極的に話しかけたいと思う。  

・ 留学についての発表を聴いて、私も色々なことに挑戦していこうと思った。  

・ 留学に限らず、互いの文化を理解し合うコミュニケーションを大切にするこ

とが大事だと感じた。  

４回の講義を通してコミュニケーションについて理解し、具体的なスキルが身に 

付いたと思われる。  

「地球環境」では生態系や環境問題に関する高度な知見に触れることができた。 

グローバル化や生物多様性の問題、環境問題、地球温暖化、薬剤耐性菌の問題な

ど、どのような問題も法文学、理学、医学、工学、農学など様々な分野にまたが

り、様々な面から取り組んでいかなければならないこと、またその解決に向けて、

様々な取組が行われていることを学んだ。それぞれの講義で、地球のために自分

たちができることは何かを一人一人が考え、発表したり感想に記したりした。様々

な課題解決に向けて必要な基礎的力を身に付けることができたと思われる。  

 
 （５）課題及び改善点  

 グローバル・スタディーズにおいては、「日本語リテラシー」、「キャリア学習」、

「地球環境」の３分野から、日本と世界の課題について考察させた。  
    通常であれば、学年全員が大きな教室に集まり直接先生から講義を受けるのだ

が、今年度は感染防止のため３教室に分かれてプロジェクタを用いたオンライン

での実施となった。また、感染防止のためグループディスカッションは行わず、

考えを発表する際は教室内のカメラに向けて個々に行わせた。  
    生徒からは、大きな教室に比べてプロジェクタの映像が見えやすくて良いとい

う感想があったが、大学の先生による対面での指導や、グループディスカッショ

ンで考えを共有したり深めたりする活動が行えないことは大変残念であった。

個々の考えの発表についても、時間の制約があるため数名が行う程度であった。

しかしこのような実施形態であっても、各先生方はそれぞれに対応して講義を行

っていただき、生徒にとって貴重な学習の機会となった。また、個々の生徒が iPad
などの端末からログインし、オンライン上でそれぞれに分かれてグループディス

カッションを行うことは可能である。校内での実施は難しいかもしれないが、状

況に応じて工夫しながら学習を深めることが必要である。再度自宅によるオンラ

イン学習になった際は取り入れることを検討したい。  
「日本語リテラシー」においては、自国文化の根源とも言える母国語について

学んだ。日本語検定３級の受検においては一定の成果が得られたが、さらなる日
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本語力向上を目指して継続学習を働きかけていきたい。  
「キャリア学習」においては、コミュニケーションに必要なスキルやその本質

について学んだ。より実践的な活動ができなかったことは悔やまれるが、講義を

受けて生徒から次のような感想があった。  
「４月に入って早々休校になってしまい、友達と話す機会がなくなってしまっ  

ていた。常にマスクを着用しているので顔の表情が分かりづらいが、講義で学ん

だように、明るい声で話しかけたりアイコンタクトを大切にしたりするなど、で

きることから始めていきたい。これから先、より多くの人と関わる中で、コミュ

ニケーション能力はとても大切になってくると思う。学んだことを心がけてたく

さんの人と関わっていきたい。」  
講義を受けた２年生全員が、身近な関係からグローバルな交流まで、今後の

様々なコミュニケーションに役立て活躍することを期待したい。  
「地球環境」においては、様々な環境に関する課題について一人一人が考える

ことができた。興味・関心がある分野に積極的に質問して理解を深めようとする

姿が見られた。しかし、課題解決のための具体的な行動については広がりが見ら

れず課題が残った。「Think Globally , Act Locally」を学習のあらゆる場面で考え
させ、具体的な行動を理解し実行できるようになるための取組が必要であると感

じた。  
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 ４ 課題研究・課題研究Ⅰ  
 （１） 授業のねらいと年間計画  
   ① 授業のねらい  
     本校生徒２年生と３年生は、１年次に地域の歴史や文化、環境などを学習する

「伊豫学」および農業実習を通して農業の六次産業化に向けての現状と課題を学

習する「地域の産業」の２科目を履修する。その目的は、「ローカル」な課題を

知り、それを解決していく姿勢を生徒に身に付けさせることである。  
また、２年次には地域の課題と世界の課題とのつながりを理解する「グローバ

ル・スタディーズ」および協定校と協力して異文化を理解する「異文化理解」の

２科目を履修する。この２科目の履修を通じて、１年次の「ローカル」で学習し

た内容を「グローバル」な観点から考察していこうという姿勢を生徒に身に付け

させることがねらいである。  
３年次には、１・２年次に培ってきた知識や問題意識を、実践を通して解決を

図ることを目的とした「課題研究」を履修する。「課題研究」では、１年次の「ロ

ーカル」と２年次の「グローバル」を統合し、「グローカル」な視点から多様な

教科・科目の選択履修によって深められた興味・関心にもとづいて、生徒一人ひ

とりが自ら課題を設定し、その課題の解決を図る。この実践を通して、課題解決

能力や自�的、��的な学習�度を養い、研究能力の��を涵養するとともに、

自己の将来の進路選択を含め、人間としての在り方生き方について考える力を身

に付けさせることがねらいである。  
本校生徒１年生は、「WWL コンソーシアム構築支援事業」採択に伴うカリキュ

ラムの改編により、２年次に「課題研究Ⅰ」を履修する。今年度 10 月より来年

度４月の実施に向けて事前研究を実施している。  
 

② 年間計画  
   本校の「課題研究」は、２年次の 10 月から３年次の 11 月にかけて、次に示す

計画で実施する。  

２ 

年 

次 

月 大  学 高  校 

10 ・「課題研究」キーワードの作成  ・「課題研究」ガイダンス 

11 

・キーワードの見直し  

・指導教員の選定と（約 60 名）

「指導可能テーマ」の提案  

・研究内容希望調書作成  

・文献調査にもとづく自主学習 

・指導可能テーマ一覧のとりまとめ 

12  
・テーマ希望調査・事前学習 

・２年学年団によるテーマ調整  

１ 

 ・テーマ決定・実施に向けた日程調整 

・高校側学部担当教員との打ち合わせ  

・高校側担当教員の決定と連絡  

２ 

 ・研究計画書（進路希望含む）の 

担任への提出 

・大学へ希望生徒一覧を提出 

３ 
・生徒と担当大学教員との面談（指導・助言）  

・研究テーマおよび内容の修正、「課題研究Ⅰ」・「課題研究」実施 

― 64 ― ― 65 ―



（
３
年
次 

３
単
位
時
間
） 

月 大  学 ・ 高  校 

４  大学教員指導のもと、「課題研究」を実施  

５       〃  

６       〃  
７  〃              、「課題研究」中間発表会中止  

８       〃  

９  「課題研究成果発表会」（校内発表会・Web 発表会）  
10 「課題研究」レポートまとめ  

11     〃  

１  「課題研究成果発表集」・「課題研究要旨集」作成  
２  「課題研究代表者発表会」（校内発表会・Web 発表会）  

 
   ③ 活動時間・場所・内容  

  金曜日の５～７限を用いて「課題研究」を実施する。生徒はこの時間を用いて

愛媛大学の大学指導担当教員のもとを訪問し、指導を受ける。大学を訪問しない

日については、高校の情報処理教室や図書室などを用いて研究を行う。ただし、

大学指導担当教員の授業等の理由から、金曜日以外の平日の放課後に、指導を受

ける場合もある。  
実施時間  場 所          活動内容  

 金５～７限  
 （13:30～16:05） 

愛媛大学各学部内
および高校内  

 大学側教員の指導（指示）による研究  
(高校側教員の指導（指示）による研究 ) 
(課題研究の記録（実施計画と実施内容）を生
徒にまとめさせるとともにファイルさせ、その
都度面接する) 

 
（２） 授業概要  

① 本校の「課題研究」について  
本校の「課題研究」は、生徒が全体で共通テーマを追究するのではなく、各

自がその進路を視野に入れつつ、自分の興味関心を深く追究することが特徴で

ある。そのように設定した理由は、生徒一人ひとりが個別のテーマで「課題研

究」を実施していくことで、グローバル社会に対応するために自ら主体的に考

え、他者の声に耳を傾け、多様性を許容する資質が涵養されると考えたからで

ある。 

生徒一人ひとりが研究テーマを設定できる前提として、地域に関する理解、

グローバルな課題に関する理解があり、さらにはコミュニケーション能力や

幅広い知識を持ったうえで、これらを総動員して多様な視点から多様な事象

を探求する能力を身に付けている必要がある。愛媛大学の教員（約 60 名）の

協力を得て、本格的な「課題研究」を行うことを踏まえ、愛媛大学の学部毎

に「課題研究」のキーワードを後述の通り設定している。 

研究テーマを決める手順は、まず生徒が関心のあるキーワードを選択し、

そのキーワードを専門とする大学教員と生徒の間で研究内容についてマッチ

ングを行っている。そして、大学教員の指導のもと国際的な社会課題やビジ

ネス課題を解決する等の研究をしていく。この「課題研究」を通して、学び

のすばらしさを体感し、自らの未来を切り開いていく力を養うことにより、

グローバル人材としての資質を身に付けさせる。 

       今年度入学生からは「課題研究Ⅰ」と科目名を改め、２年次の４月以降か
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ら、大学担当教員の指導のもと研究を進め、７月には全生徒が中間発表会を

行い、９月には愛媛大学ミュージアムにおいて全生徒参加のもと、課題研究

成果発表会をポスターセッションの形式で実施する。また、２月には各学部

代表生徒による「課題研究代表者発表会」を愛媛大学で実施する。各生徒の

担当として全高校教員が本授業を担当しており、活動中の安全管理や、授業

前後の連絡調整を行うほか、テーマ決定や発表練習までの指導はもちろん、

資料や記録の収集・保管方法やメールの書き方に至るまで、細かな指導を１

人ひとりに行っている。  

 
   ② 研究テーマの決め方（フローチャート）  
 
 

大学  高校  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「課題研究Ⅰ」・「課題研究」

テーマの決め方  

キーワード希望調査・調整  
キーワードをもとに  

テーマ・研究内容作成  

報告  
12 月 14 日  

指導可能テーマ  
（生徒の作成した研究内容を  
参考に）  

提示  
1 月 8 日  

１、２年学年団による調整・研究計画書を大学に提出  
      各学部コーディネーターと高校側チーフとの連絡・調整  

グループ一覧作成  

生徒と担当大学教員との面談（指導・助言）、最終マッチング  
研究テーマ及び内容の修正  

「課題研究Ⅰ」・「課題研究」実施  

２月 28 日  

大学指導教員  
指導可能テーマのキーワード  
受入可能グループ  

３月 31 日 

提示  
10 月 10 日  

「課題研究Ⅰ」・「課題研究」

テーマ決定  
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③ 指導体制組織図  
次の図・表に示すように、各学部のコーディネーターと高校側担当チーフが学

部全体に渡る調整を行った。本校の全教員は、いずれかの学部の担当として配置

され、各学部指導教員とともに、生徒の研究について、指導・助言を行った。  
 

       〈大学側指導体制〉                                    〈高校側指導体制〉  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 大 学 側 教 員   コ ー デ ィ ネ ー タ ー  高 校 側 学 部 担 当 チ ー フ  
 統 括  

 （ 工 学 部 ）  
 

 

 田中  寿郎 

  

主幹教諭     角藤 寿樹  
３学年主任    加藤 美和  
３学年副主任    根岸  漂 

法 文 学 部  岡田 陽介 国語科主任    大西 倫紀 

教 育 学 部   眞鍋 郁代 英語科主任    加藤 美和 

社 会 共 創 学 部   崔  英靖 地歴・公民科主任  谷井 正和 

理 学 部   岡本  隆 理科主任     松本 浩司 

医 学 部   小林 直人 保健体育科主任   角藤 寿樹 

工 学 部   森脇   亮  数学科主任    平田健太朗  

農 学 部  荒木 卓哉 農業科主任    光宗 宏司 

     
④ 大学指導教員から提示されるキーワード  

     大学指導教員から提示される「課題研究」に関するキーワードを次頁に示す（例

として各学部１テーマずつ記載）。生徒はこれを参考に、「課題研究」で取り組み

たい研究および指導を希望する教員を選定した。教員の選定終了後は、研究計画

書を作成し、２月下旬から３月初旬にかけてマッチングを実施した。マッチング

とは、生徒の希望する研究内容に対して、大学指導教員が指導可能かどうかの具

体的な打合せである。マッチングは学部単位で実施し、指導教員および生徒が面

談を通じて、研究の方向性を確定させた。  
     マッチング終了後は、大学指導教員から４月以降の研究に向けての具体的な指

示・アドバイスがなされ、生徒は４月からの研究に向けて、本格的に準備に入っ

た。  
 

「課題研究」  
統  括  者  

校  長  
（副校長）  

主幹教諭  

各学部コーディネーター  
各学部担当チーフ  

（教科主任）  

各生徒担当教員  

学年主任（副主任）  

各学部指導教員  生  徒  
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⑤ 生徒のテーマ一覧（令和２年度） 

令和２年度の「課題研究」における生徒のテーマは次のとおりであった。 

法文学部  
「広報誌から探る自治体の取組  ～東温市をより住みやすく～」  

「身近な子どもの貧困とその支援  ～ SDGs の担い手は私たち一人ひとり～」  

「自治体の職場  ～職員にとっての良い職場環境とは～」  

「外国人労働者の不当な扱いを無くすための施策」  

「芸能人の保障される肖像権～受忍限度の範囲の差～」  

「冤罪に対する取調べの可視化の効果  ～改正後の刑事訴訟法 301 条は適当か～」  

「法の在り方  ～あおり運転に焦点を当てて～」  

「悪法  ～治安維持法と共謀罪～」  

「もう女性だけにシャドウ・ワークはさせない」  

「平等な社会を築くために  ～カーストから考える～」  

「ガーンディーの断食と民衆の行動  ～中坊公平スケールによる行動心理分類～」  

「異文化理解でよりよい世界へ  ～イスラームと私たち～」  

「シンガポールの教育制度  ～日本が見習う点～」  

「森鷗外の文学作品とドイツ  ～恋人エリーゼの影響～」  

「客室乗務員に求められるおもてなしとは  ～客室乗務員の歴史と社会背景から考

える～」  

「オペラ座の歴史から考える  ～ダンスの発展～」  

「ペロー童話の魅力  ～大人も子供も楽しめる文学～」  

「現代アートの魅力をより多くの人へ」  

「色と音のメンデルスゾーン :幻想曲 (スコットランド風ソナタ ) 〜作曲家の描きた

かった世界と演奏の工夫〜関係  ～共感覚とカンディンスキー～」  

「教育格差の問題  ～格差社会の生む害について考察する～」  

「人はなぜ肌の色で差別されるか  ～アメリカの歴史を通して～」  

「フィリピンへの日本人移民送出の歴史的背景とその活動」  

「平安文学から読み解く恋愛観  ～女流作家の活躍とともに～」  

「土佐日記の文学的位置付けについて  ～仮名文字や女性仮託の表現から考える～」 

 
教育学部  

「遠隔授業と対面授業の比較に関する一考察  ～放課後学習支援を対象に～」  

「アフリカの教育事情  ～ケニアと南アフリカを比べて分かったこと～」  

「日本の教育格差と向き合う  ～学力の階層格差に着目して～」  

「発達障害のある子どもたちの支援の在り方  ～よりよい接し方をするには～」  

「発達障害のある子どもとの関わり方  ～保育の現場での適切な支援の在り方～」  

「修学前におけるインクルーシブ保育を実現するための発達支援の在り方  ～遊び

と学びのつながり～」  

「障がいに起因する精神疾患を減らすために  ～障がいの早期診断と継続支援の実

現に向けて～」  

「メンデルスゾーン :幻想曲 (スコットランド風ソナタ ) 〜作曲家の描きたかった世

界と演奏の工夫〜」  

「ラヴェルの編曲の特徴と表現  〜組曲「展覧会の絵」の場合〜」  

「音楽の魅力・チカラ～ベートーヴェン交響曲第九番第 4 楽章の魅力から考える～」 
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「音楽が与える人間への影響  〜日常生活に役立つ音楽〜」  

「チームラボボーダレスの魅力  ～未体験者の作品紹介～」  

「名画《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》の魅力」  

「ライフル射撃に求められる能力とそのトレーニング法」  

「ソフトテニスをよりよいスポーツにするために」  

「みんなが楽しめる体育授業をするために」  

「これからの日本におけるスペイン語教育」  

「スペイン語と英語の比較」  

「スペイン語における男性女性の問題」  

「高畠華宵の作品の魅力について  ～求められるニーズに応えて描く～」  

「水俣の訪問看護から考える”質の高い生活”」  

「地域子育て支援の研究  ～東温市に着目して～」  

「幼児期の遊びの重要性  ～年齢・発達からみるごっこ遊び～」  

「微分の学習方法  ～感染症モデルについて考える～」  

「微分の指導方法  ～微分を身近に感じる～」  

「農業体験授業が子供にもたらす影響」  

「クロヤマアリとハリブトシリアゲアリの食性の違いについて」  

「自然離れが進む子どもを対象とした環境保全意識を高める教材モデルの提案」  

「小学校における植物栽培の効果  ～附属高校生の分析から考える～」  

 
社会共創学部  

「若者向けＳＮＳを利用した企業の戦略  ～特徴と活用方法～」  

「多くの知名度・認知度を得るためのインターネットを活用した効果的な情報発信」 

「 SNS における企業広告  ～現代の企業戦略～」  

「コンビニのマーケティング戦略」  

「愛附産をポピュラーに」  

「愛媛みかん「甘平」「せとか」のブランドの向上  ～地域活性化のために～」  

「切り絵改革  ～芭蕉和紙の特性を活かして～」  

「愛媛県の水産養殖に関する現状とその改善策」  

「スマート農業  ～現状とこれから～」  

「モザンビークで「プロサバンナ事業」中止！」  

「食品ロスの認知度調査と高校生が出来る運動作り」  

「中古学生服リユースの周知へ  ～アゴラリユースとの連携を通じて～」  

「生涯スポーツとしてのスキーにおける傷害予防」  

「投球障害を防ぐためのフォーム指導の効果  ～体に負担をかけずに、効率よく体を

動かす研究～」  

「道後温泉本館の玄関はなぜ今の位置に？  ～資料から考えられること～」  

「鏝絵が保存されるために  ～愛媛の鏝絵とその分布～」  

「石手寺と湯築城との関係性  ～伊予の中心地の変遷～」  

「地域に寄り添う道の駅  ～道の駅からりの取り組み～」  

「花卉の新品種を核とした地域活性化の可能性  ～愛媛県さくらひめを事例に～」  
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理学部  

「折り紙の活用～ミウラ折り・ソガメ折り・トルコ折り～」  

「積分によるフーリエ解析の公式の証明」  

「ラグランジュ点の利用と性質」  

「人工衛星｢あかつき｣の金星までの道のり  ～金星到達の背景と軌道計算～」  

「道後湯之町石鹸  ～道後の町に根ざした石鹸の製作～」  

「後期白亜紀アンモナイト・スカファイテスに見られる多峰性死殻分布の解釈」  

 
医学部  

「がんの治療法  ～緩和医療の重要性～」  

「薬膳による病気の予防  ～中医学の考えに基づく体調管理～」  

「うつ病とその予防  ～精神疾患とスティグマ～」  

「感染症対策における手洗いの重要性」  

「ACP(アドバンス・ケア・プランニング )についての理解を深める  ～思いをつなぐ

ために～」  

「入院患者が抱えるストレスの理解」  

「高校生のストレスの感じ方  ～性格によるストレスの感じ方の違い～」  

「色彩がもつ心理効果  ～高校生への心理効果と入院患者さんへのストレス緩和～」 

「音楽とこころの関係性  ～ストレスフリーな生活～」  

「A 県内 B 高校の高校生が抱えているストレスの内容と対処方法」  

「子どもと現代の病気  ～感染症から身を守るために～」  

「個人の身体にあった健康保持の仕方  ～現代社会を健康に生きるために～」  

「地域の子育て支援  ～現代の子育て環境をより良いものに～」  

「医療における自発的な笑い  ～身体に及ぼす効果と影響～」  

「日常に潜むマルトリートメント  ～必要な支援とは～」  

 
工学部  

「メタンハイドレートの可能性の探究」  

「情報ストレージの高密度化を実現するためのシミュレーション」  

「義肢と素材  ～より良い生活を目指して～」  

「虹ができる仕組み  ～なぜ虹はアーチ状になるのか～」  

「�香�化�物の�いの��  ～��による�いの違い～」  

「動画像処理のくらしへの活用  ～コンピュータの物体の認識～」  

「動画像処理のくらしへの活用  ～色による識別～」  

 
農学部  

「異なる時期に播種したはだか麦における穂の成長への寄与」  

「キュウリ収穫ロボットの完成へ」  

「ひめの凛開発の背景と愛媛の米産業」  

「産直市から考える愛媛県農業の活性化」  

「愛媛県柑橘産地における臨時的労働力確保の現状と課題」  

「新奇植物ホルモン -ストリゴラクトン -とは？」  

「樹木系精油の効果と活用  ～ストレスを和らげる香り～」  
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「樹木精油の生理活性とその有効活用  ～精油の抗菌作用～」  

「耐塩性作物の栽培可能領域と導入の可能性」  

「水田メソコズムの世界からの一考察、田んぼの土から出づる者たち」  

「水田フィールドにおけるメソコズムの調査」  

「マイクロプラスチックが地上で及ぼす影響  ～大豆とマルチ～」  

「“プラスチックの素材の違いによる藻類の吸着性”」  

「農業用資材由来マイクロプラスチックが低質生物に与える影響～本当に有害か～」 

 
⑥ 「課題研究成果発表会」について  

      今年度の「課題研究成果発表会」は新型コロナウイルス感染症対策により、

校内発表会と Web 発表会に代替実施した。校内発表会においては、生徒が各学

部に分かれ、作成したポスターを投影し、ポスターセッションを２回行った。

Web 発表会は、発表の様子を録画しその動画を Web 上にアップロードし、校

内外の教育関係者に閲覧していただいた。数多くの閲覧者からコメントをいた

だき、論理的な思考力、プレゼンテーション能力を培った。アクセス数は延べ

2000 名を超えた。  
ア 実施日（配信期間）  

(ァ ) 校内発表会 令和２年９月 18 日（金） 

(ィ ) Web 発表会  令和２年９月 18 日（金）～令和２年９月 30 日（水）  

     イ 実施場所 愛媛大学附属高等学校  
ウ 対 象  ３年生全員（115 名）  

        法文学部：25 名 教育学部：29 名 社会共創学部：19 名 

   理学部：６名  医学部：15 名  工学部：７名   農学部：14 名 

エ 参加者  

(ァ ) 校内発表会 １年生・２年生全員(239 名) 

(ィ ) Web 発表会  本校生徒教職員・校外関係者（アクセス数延べ 2057 名）  
オ 発表形態  ポスター発表 

 

 

 

 

 

 

. 
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⑦ 「課題研究代表者発表会」について  
各学部から１名の代表生徒が「課題研究」の取組について発表を行った。今年度

の「成果発表会」と同様に、新型コロナウイルス感染症対策により、校内発表会と

Web 発表会とした。代表者は選出されて以降、それまで行ってきた研究を見直し、

より良いものにまとめる過程で、研究がさらに深まるとともに、大学進学後の継続

的な学びの大きな動機付けになるものであった。  
   ア 実施日（配信期間） 

(ァ ) 校内発表会 令和３年２月５日（金）  

(ィ ) Web 発表会  令和３年２月８日（月）～令和３年２月 28 日（日）  

イ 実施場所  愛媛大学附属高等学校  
ウ 発表者  各学部代表生徒（７名） 

エ 参加者  
(ァ ) 校内発表会 １年生・２年生全員(236 名)、校内外関係者（46 名） 

(ィ ) Web 発表会  本校生徒教職員・校外関係者  

オ 発表形態  パワーポイントを用いたプレゼンテーション  
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⑧  生徒の作成したポスター例  
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（３） 評価方法  
「課題研究」評価に係るルーブリックの開発を行うため、平成 27 年度から、愛

�大学の大学教��生��プログ��高大���進�の�に、���な��を��

するため「『課題研究』評価ワーキンググループ」が設置された。「課題研究成果発

表会」では高校教員と大学教員が、ワーキンググループで作成したルーブリック評

価表（http://ap.hi.ehime-u.ac.jp/pages/?page_id=1052）を利用して評価を行った。

ルーブリック評価表は、「プロセス評価」シートと「課題発表評価」シートがあり、

それぞれに教員が生徒を評価することを念頭に置いた「フルバージョン」と、生徒

が自己評価や相互評価することを念頭に置いた「簡易バージョン」がある。  
高校教員向けに実施した「ルーブリック評価アンケート」において、「生徒が自

らの進行状況を把握でき、次の目標を意識化できる。」や、「ルーブリック評価規を

使うと、生徒の課題研究の成果を高められる。」といった回答が増えた。ルーブリ

ック評価を用いることで、教員は生徒の意欲が高まり、研究の成果が得られる傾向

にあると実感できている。今年度は新型コロナウイルス感染症対策により「課題研

究中間発表会」は中止としたため、中間における評価は実施していない。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４） 授業の評価  

   ① 生徒アンケート結果より  
      今年度「課題研究の取組」について、「非常に意義がある」「どちらかといえば

意義がある」と回答した生徒は全体の約 81％となった。（表１）。「課題研究の成

果」についても同様の傾向が見えた（表２）。また、複数回答できる「課題研究

で身に付いたこと」に関しては、全体で 185 の回答が得られた。（表３）  

      また、新型コロナウイルス感染症対策により、授業のほとんどが遠隔での実施

となったが、大学の先生の熱心な指導と工夫により、「興味のあることを深く学

べた」や「メールやリモート授業などなれないことについても学べた」など、前
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向きな意見も多くあり、課題研究は生徒にとって大きな影響を与えていることが

うかがえる。  

  
    ② 大学教員アンケートより  

課題研究の指導を担当した大学教員へのアンケートにおいては、「十分指導で

きた」「どちらかといえば指導できた」の回答が 48％と例年と比べると大変低い

結果となった。課題研究の成果については「十分な成果が得られた」「一定の成

果が得られた」との回答が 79％と例年並みであった。対面授業が制限されたため、

「十分な指導ができたとは言い難い」や「遠隔のため実技の指導助言には限界が

あった」などの意見が多く寄せられた。しかし、限られた状況の中でも熱心な指

導と工夫された授業内容、そして高校教員との連携が十分に機能して取り組めた

結果、生徒にとっては満足のいく課題研究になったと考えられる。 

 

表 1 「課題研究」の取組について  
 非常に意

義がある  

どちらかといえ

ば意義がある  

普  

通  

あまり意義があ

るといえない  

全く意義

がない  
合計  

23 年度 53 36 12 7 3 111 

24 年度 56 35 16 10 4 121 

25 年度 57 38 19 3 0 117 

26 年度 53 35 14 4 5 111 

27 年度 59 38 13 2 4 116 

28 年度 54 40 10 8 0 112 

29 年度 29 43 19 15 7 113 

30 年度 64 37 15 4 0 120 

元年度 58 37 15 5 0 115 

２年度 59 29 13 3 4 108 

  
表２ 「課題研究」の成果について  
 非常に意

義がある  

どちらかといえ

ば意義がある  

普  

通  

あまり意義があ

るといえない  

全く意義

がない  
合計  

23 年度 32 60 12 6 1 111 

24 年度 46 54 16 5 0 121 

25 年度 41 59 14 3 0 117 

26 年度 36 54 18 2 1 111 

27 年度 52 41 16 5 2 116 

28 年度 33 65 11 3 0 112 

29 年度 31 49 21 10 3 114 

30 年度 45 57 13 4 0 119 

元年度 55 42 10 8 0 115 

２年度 46 45 10 5 2 108 
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表３ 「課題研究」を通じて身に付いたことについて（複数回答可）  
 

課題設定

する力  

課題に主

体的に取

り組む力  

課題解決

方法を自

ら工夫す

る力  

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝ能力  

将来の目

標を明確

にする力  

その他  合計  

23 年度 36 46 32 57 22 5 198 

24 年度 47 62 42 45 27 4 227 

25 年度 41 42 29 47 21 3 183 

26 年度 37 41 33 62 28 3 204 

27 年度 52 45 38 49 22 5 211 

28 年度 38 48 46 50 20 6 208 

29 年度 40 49 32 52 17 5 195 

30 年度 50 64 39 59 24 0 236 

元年度 59 57 33 61 25 6 241 

２年度 57 50 29 33 13 3 185 

 
（５） 課題及び改善点  

     「WWL コンソーシアム構築支援事業」採択により、今年度１年生から２年次

に「課題研究Ⅰ」を実施する。そのため従来からの課題であった、受験勉強との

両立の問題については解消されると考えられる。しかし、来年度はその移行期間

にあたり、２学年合同による課題研究の実施となる。そのため来年度より生徒１

名～４名のグループ研究としたが、生徒一人ひとりにかかる研究内容が半減して

しまう懸念がある。さらに、対面での授業がかなわない場合、今年度は比較的問

題なく対応できたが、大学教員の指導にすくわれた感がある。来年度より高校の

教員が主体となるため専門外の研究を担当する場合もある。一層の大学教員との

連携が不可欠であり、その対応についてもさらなる吟味が必要であると考える。  
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５ リベラル・アーツ  
（１）授業のねらいと年間計画  

    ①授業のねらい  
リベラル・アーツでは多様な分野の大学講義科目を先取り履修（「二重単位

取得」可能科目）する。愛媛大学の協力を得て、高等学校の教育課程の枠にと

らわれず、幅広く専門性の高い知識や教養に触れることで、高等学校での学び

に対するモチベーションの向上を図る。また、大学の実際の授業を受けること

で、大学入学後の学びに対する興味・関心を喚起し、高等学校での学びと大学

での学びの関連を意識することで、生徒が進路選択を行うことの一助とする。

その際、SDGs が掲げるテーマを中心課題に位置付け、その課題に対して失敗を

恐れず挑戦し続けるグローバル人材の育成を目指す。  
 

②年間計画  
     ・２年次１月・・・・本校にてリベラルアーツガイダンスの実施  
     ・２年次２月・・・・愛媛大学より高大接続科目について募集開始  
     ・２年次２月・・・・受講希望科目の調査および受講科目の決定  
     ・２年次３月・・・・各講座で指定された図書等を参考に事前学習  

・３年次６月・・・・授業開始（計８回）授業時間  8：30～10：00 
・３年次９月・・・・生徒に成績通知、授業の振り返り  
・３年次９月以降・・各教科・科目において、幅広く知識・教養を身に付けさ

せることを目的とした講座を開講。  
・３年次 10 月  ・・・大学より成績結果の通知  

 
（２）授業概要  
①リベラル・アーツについて  

         愛媛大学の前学期第２クォーター（注１）で開講される「学問分野別科目（教

養科目）」のうち、令和２年度は７科目が高大接続科目として指定され、本校第

３学年の生徒全員が愛媛大学の大学生とともに、計８回の講義を受講する。  

         また、大学生と同様に期末試験も受験し、合格を目指す。愛媛大学進学者に

ついては、愛媛大学入学後、合格した科目について単位認定される。 

 
（注１）１年を前学期・後学期の２学期に分け、原則として学期ごとに単位を

付与している現行のセメスター制の変形的運用として、各セメスター

を２分割して４つのクォーターが設定。  
 

学 期 クォーター  期  間 

前学期 

第１クォーター  ４月１日（水）～６月 10 日（水） 

第２クォーター  ６月 11 日（木）～９月 23 日（水） 

後学期 
第３クォーター  ９月 24 日（木）～ 12 月３日（木） 

第４クォーター  12 月４日（金）～３月 31 日（水） 
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②授業日の生徒の動き  
 「リベラル・アーツ」を対象とする愛媛大学での授業は、毎週木曜日 8：30

～10：00 の間で実施される（本校における１～２限の時間帯）。生徒は愛媛大学

へ直接行き、 8：00～8：20 の間に大学内の指定場所（図書館前）において、本

校３学年教員による出席確認を受け、講座を受講する。 

講座終了後は高校へ移動し、３限（ 10：45 開始）からの授業を受ける。また、

愛媛大学の授業が終了した９月以降は、通常どおり高校へ登校し、１限から高

校側で準備した授業を受ける。 

 

③授業科目  
   今年度は、「経済学入門」「数学入門」「物理学入門」「化学入門（２講座）」「生

物学入門」「地学入門」の６種類７講座が開講予定であった。授業概要は以下の

通りである（シラバスより抜粋）。  
 

経済学入門（本校受講予定者：17 名） 

授業題目：市場の原理と市場の失敗  

授業概要：経済学に関する実験をとおして市場のメカニズムの仕組みと取

引価格の法則性を理解し、経済学の全体を俯瞰する。それによっ

て、市場経済のメリットと限界について触れ、経済学という視点

から、身の回りの問題を客観的に分析、解決する能力を養う。   

授業スケジュール：  

 第１回 ガイダンス、受講のルールについて、経済学とは（ミクロ経済学

とマクロ経済学の違い）  
 第２回 市場メカニズムの基礎①：市場メカニズムの全体を身近な事例を

通して理解する。  
 第３回 市場メカニズムの基礎②：市場メカニズムの性質や限界について

理解する。  
 第４回 市場メカニズムの応用①：価格競争をゲーム理論を用いて理解す

る。企業間の価格競争をナッシュ均衡や囚人のジレンマといった

概念を用いて理解する。  
 第５回 市場メカニズムの応用②：オークションを概観する。競売や、入

札、セカンドプライスオークションが世の中でどのように用いら

れているか理解する。  
 第６回 市場均衡①：経済モデルを通して、市場を理解する。  
 第７回 市場均衡②：経済モデルを通して、余剰概念を理解する。  
 第８回 まとめおよび試験  
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数学入門（本校受講予定者：17 名） 

授業題目：データリテラシー入門  

授業概要：「データ」は数値として得られる情報（数値化して取り扱い可

能な情報も含む）と考え、データを扱い、理解する上で必要な

基礎知識を学ぶ。データにはどのようなものがあるか、その成

り立ちと解釈に分けて理解することの重要性を学ぶ。できるだ

け多くの事例に接し、データ収集・データ解釈・表現の過程に

意図が入りうることを統計処理の概要に触れながら考察する。  

授業スケジュール：  

第１回 ガイダンス：「データ」の成り立ち、分析で何がわかるか  

第２回 データの種類、数値の客観性、意図はどのように入り込むのか  

第３回 基本統計量１：（グラフ、平均、分散）データを代表する値  

第４回 基本統計量２：（散布図、相関、因果関係）データの関連性  

第５回 回帰分析  予測するには  

第６回 推定・検定 数値はどの位信頼できるか  

第７回 ＡＩの周辺技術概要、事例と課題  

第８回 まとめ、試験と解説  
 

物理学入門（本校受講予定者：17 名） 

授業題目：宇宙の構造とその進化  

授業概要：物理学の学問分野について、宇宙物理学に軸足を起きつつ概観

する。物理学に基づいて人類が得た宇宙の理解について学習し、

特に進化という観点で宇宙の多様な構造を包括的に捉える。最

後に技術の発展と学問分野の発展の関係について学習する。  

授業スケジュール：  

第１回 ガイダンス：人類の宇宙観の変遷、宇宙原理  

第２回 太陽と太陽系  

第３回 天体までの距離測定、三角測量、赤方偏移  

第４回 星の進化、超新星爆発、ブラックホール  

第５回 銀河とその進化 

第６回 ダークマターと巨大ブラックホール  

第７回 太陽系外惑星、第二の地球  

第８回 望遠鏡技術の発展、近未来の天文学および最終試験  
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化学入門（本校受講予定者：17 名） 

 授業題目：現代社会を支える有機化学  

授業概要：化学が現代社会を支える重要な役割を果たしていることを俯瞰

する。特に液晶、有機ＥＬ、半導体、医薬品、プラスチック類

等々、様々な科学技術の最も基本的な部分を支えているのは、

高度に発展した有機合成化学手法によって作り上げられた機能

性分子たちであることを有機化学的な視点から学ぶことで有機

化学と社会の関りを深く知り、それらが現代社会を支えている

大きな基盤を形成していることを学ぶ。   

授業スケジュール：  

第１回 授業内容の概観：原子と元素について  
第２回 原子と分子について  
第３回 現代社会を支える化学：液晶と有機ＥＬ（なぜ見える、どう違う？）          
第４回 現代社会を支える化学：コンピュータと半導体（コンピュータっ

て何？ＬＳＩとムーアの法則  これも化学）  
第５回 現代社会を支える化学：プラスチックと生活（入れ物、袋、ラッ

プから３Ｄプリンタまで）         
第６回 現代社会を支える化学：病気と化学（医療品と体  最先端医療と

化学）  
第７回 現代社会を支える化学：すべては石油から（石油化学工業と未来） 
第８回 試験と振り返り  

 
化学入門（本校受講予定者：17 名） 

 授業題目：高分子化学入門  

授業概要：化学はあらゆる物質の構造や性質について、原子、分子レベル

で理解することを目的とする学問である。例えば、有用な材料

として現代社会の発展に重要な役割を果たしている高分子化合

物について学ぶことは、化学の基本を理解するうえで極めて重

要である。現代社会で高分子化合物がどのように活用されてい

るかを様々な高分子化合物の性質、機能の特徴に基づいて解説

する。  

授業スケジュール：  

第１回 イントロダクション  
第２回 身の回りの高分子についての紹介  
第３回 高分子化合物の性質についての解説  
第４回 高分子化合物の性質についての解説  
第６回 高分子化合物の性質についての解説  
第７回 高分子化合物の機能と応用についての解説  
第８回 高分子化合物の機能と応用についての解説  
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生物学入門（本校受講予定者：17 名） 

授業題目：生命の分子機構  
授業の概要：普段の生活に身近な話題と生物学の関連性について解説しなが

ら、遺伝学、生化学、細胞生物学、分子生物学および分子遺伝

学の各分野の基礎に触れて生物学を理解していく。高校生物よ

りも専門的な情報を加味した内容となる。  
授業スケジュール：  

第１回 生命の分子と細胞の構造    
第２回 生命のエネルギー  
第３回 遺伝子発現とその調節    
第４回 タンパク質の構造と機能  
第５回 細胞の増殖と発生      
第６回 遺伝の様式  
第７回 遺伝子組換え         
第８回 動物と植物の免疫  
 

 
地学入門（本校受講予定者：17 名） 

授業題目：現在の地球の姿と地球の歴史の概観   
授業の概要：『ニューステージ新地学図表（ 2020 年度版）』（浜島書店）

を教科書として、地球科学の入門的基礎的知識を講述し、地

球の姿とその歴史の概要について述べる。学問分野としての

「地学（＝地球科学）」はどのような領域からなり、何を扱

っているのか等を授業において解説する。   
授業スケジュール：  

第１回 宇宙と太陽系   
第２回 地球の姿とその表層  
第３回 岩石と地球の内部構造   
第４回 地質時代  
第５回 大陸移動      
第６回 先カンブリア時代  
第７回 顕生累代        
第８回 期末試験と振り返り・まとめ  
 

 
（３）評価方法  
  ①出席状況  
    本校教員による講座受講前に点呼を行い、講座の出席確認を行う。  

②大学での評価  
各講座により評価方法は異なるが、期末試験や小テスト、レポートにより、

「秀」「優」「良」「可」「不可」の評価を行う。「可」以上の成績を収める、愛

媛大学に進学した者については、愛媛大学入学後、単位認定とされる。  
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   （４）本年度の取組 

       本年度はコロナ禍のため、第１クォーターに予定されていた高大連携授業  

      を第２クォーターに延期したが、感染の収束が見込めなかったため、第２ク  

ォーターでの実施も中止となった。そのため、休校措置によって授業時数が  

不足していた科目の授業や進路実現に向けての指導を行った。また、連携校  

実習として本校で実習中の愛媛大学教職大学院生３名による講義を行った。 

教職大学院生による講義はオンラインで、大学生活の紹介や大学受験への取 

組について、質疑応答を交えながら行われた。生徒からはそれぞれの先生方 

の専門科目「化学」「地歴」「英語」に関する学習法や大学での研究内容、大  

学院での学びなどについて質問がなされた。本校出身の大学院生もおり、講 

義を受けて大学生活への興味・関心が高まり、受験勉強に対するモチベーシ 

ョン向上にもつながり、大変有意義な時間であった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

     連携校実習教員          Zoom による講義の様子  

 
（５）課題及び改善点  

 例年であれば、愛媛大学での受講後は本校へ移動し、高校で再度点呼・連

絡をうけてから３限目より高校での授業が開始される。４月当初は移動に時

間がかかり３限目の授業へ遅刻するなどのトラブルが起こるが、２回目以降

は移動に慣れ遅刻することもなくなり最終日まで終わることができる。課題

は以下の２点が挙げられる。  
 愛媛大学より提出していただいた評価を基に、本校の授業としての成績と

して５段階での評価をする必要があるが、講座ごとの授業内容の難易度や提

出課題の頻度など、考慮すべき点がいくつかあり、公正に評価ができている

か検討する必要がある。  
また、毎年７講座から生徒が受講したい講座を選択し、希望に沿って講座

分けを行っているが、近年においては、理系科目に関する内容の講座が多く、

生徒の希望の講座に偏りが多かった。講座人数を均等に分ける必要があり、

希望通りの講座を受講できなかった生徒が多くいたため、本来の授業のねら

いが達成できたか不安が残る。生徒が希望通りの講座を受講できるよう工夫

を重ねていきたいと考えている。  
今年度のように、対面授業が実施できないケース時における対応として、

ICT を活用したオフラインでの授業参加も愛媛大学と検討していきたい。  
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６ 国際関連の取組  
① 異文化理解  

 （１）授業のねらい  
ア 本校と交流があるアメリカ、台湾、フィリピン、ルーマニアの文化や歴史に

ついて理解を深めさせる。  
  イ SDGｓの視点をもとにグローバルな社会的課題について興味・関心をもたせ、

課題解決へ向けた考察を通して実践的態度を身に付けさせる。 

ウ 留学生や ICT を利用した海外連携校との交流を通してコミュニケーション能

力の向上を図るとともに、ALT や外国人教員を含む大学教員の支援のもと学び

を深めさせる。  
  

（２）授業概要  
５月～11 月の毎週水曜日７限に授業を実施した。    
生徒の希望によって、アメリカ、台湾、フィリピン、ルーマニアのいずれかの

グループに分かれ活動を行った。各国グループに教員２名、大学教員２名を指導

担当者として配置した。各国グループ内でいくつかの班を構成し、それぞれが設

定したテーマについて日本と比較しながら考察し、プレゼン作成や発表などを行

った。その際、偏った意見や見方にならないように留意した。例年は授業の一環

として実際に現地を訪問する海外研修を実施しているが、今年度は新型コロナウ

イルス感染症の影響のため実施することができなかった。実際の交流が難しい状

況ではあったが、ICT を利用したり ALT や留学生に御協力いただいたりして、各

国ごとに学びを深める取組を工夫して行った。 

各国グループに所属した生徒数は以下の通りである。 

 アメリカ  台湾  フィリピン  ルーマニア  

所属生徒数 32 名 29 名 23 名 33 名 

 

（３）各国の取組（４か国）  
  ア アメリカ  

（ア） 取組概要  
今年度のアメリカ合衆国班は、選択生 32 名で異文化理解の授業を行っ

た。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により海外研修ができる可

能性が低いことを前提として、どういった内容で時差の大きいアメリカと

の交流ができるのかを模索しながらの実施となった。  
アメリカ班の取組内容は主に次の二つである。  
一つは、生徒自身がアメリカのどういった分野に興味があり、それをど

のように勉強していきたいのかを考えさせ、グループに分け、グループご

とに発表を行う取組を実施した。もう一つは、アメリカの海外連携校であ

るベラ・ヴィスタ高校との交流に向けて、動画を作成して発表を行う取組

を実施した。具体的には、SDGs の 17 のゴールのうち、本校が力を入れて

取り組んでいる５つのゴールについて、どのような活動が行われているの

か、どのような特徴があるのかをまとめ、英語に訳し、さらに動画にして

発表を行った。現在、 Flipgrid というアプリを使ってベラ・ヴィスタ高校

と交流ができるよう、準備を行っている。  
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（イ） 取組内容  
ａ 調べ学習  

        生徒のアンケート結果から、「言語文化」、「言語」、「歴史」、「経済」、「環  
境」、「食文化」、「人権」、「教育」について、それぞれ興味のある分野に分  
かれてグループをつくり、グループごとに調べ学習を行い、成果発表を行  
った。  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                発表会の様子  
 

ｂ 動画制作  
        SDGs の 17 のゴールのうち、本校が力を入れて取り組んでいる次の５つ  

のゴールの内容について、英語による動画を製作した。  
（ａ）２ 飢餓をゼロに  

           本校のルーツは農業高校であり、校内外に多くの圃場を有してい  
る。また、授業等で農業教育に取り組んでいることを紹介した。  

（ｂ）４ 質の高い教育をみんなに  
本校では、附属高校の強みを生かして大学の授業を高校から受け  

られることや、大学の先生の講義を受講できることを紹介した。  
（ｃ）５ ジェンダー平等を実現しよう  

男女のトイレの出入り口が同じということも含めて、ジェンダー  
の平等に関して取り組みが遅れていることを中心に紹介した。また、 
来年度から女子の制服にスラックスが導入されることも紹介した。 

（ｄ）11 住み続けられるまちづくりを  
様々なボランティア活動に参加したり、附属幼稚園や特別支援学  

校との交流を実施したり、多くの農産物を販売したりして、本校が  
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地域に開かれた学校であると紹介した。  
（ｅ）13 気候変動に具体的な対策を  

環境問題への本校の取組として、屋上にあるソーラーパネルにつ  
いてや、農業の授業の中で循環型農業に取り組んでいることを紹介  
した。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                英語で発表している動画の映像  
 

ｃ アプリを使った交流  
 海外連携校であるカリフォルニアのベラ・ヴィスタ高校、日本語クラス

の生徒との交流実施を検討しているが、日本とカリフォルニアでは 17 時

間の時差があるため、お互いが学校で過ごしている時間帯でのリアルタイ

ムの交流は非常に難しく、行うことができない。そこで Flipgrid という、
動画を基本としたオンライン授業ができるアプリを使い、動画を視聴しあ

うことで交流ができるのではないかと考えた。  
アップロードされている動画を視聴してコメントを残し、お互いが英語

や日本語を使って動画をアップロードして交流を行う計画である。この

Web 上での交流を実施するため、ベラ・ヴィスタ高校の Makiko Strowout
先生、森山先生の協力の下、準備を行っている。現在はまだ準備段階であ

るが、この取組が軌道に乗れば、アメリカのような時差の大きい国との交

流を行うための大きなツールになると考えられる。まずは、ベラ・ヴィス

タ高校と交流ができる前提で制作した動画を使って、交流に臨む予定であ

る。  
 

イ 台湾  
  （ア） 取組概要  
      今年度の台湾班は、選択生 29 名で異文化理解の授業を行った。まず、台
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湾の歴史と観光・工業・商業・農業・食文化・教育の６つの分野について

調べ学習を行い、成果発表を行った。次に、調べ学習によって学んだ内容

をもとに、愛媛大学へ留学しているアジア各国の留学生から外国人から見

た愛媛県や日本の文化についてインタビューを行った。これらの内容を参

考に、台湾の紹介動画を作成したり、台湾の街作りや行政を参考にした愛

媛の新しい街作りの提案プレゼンを作成したり、後輩向けの台湾紹介プレ

ゼンの作成を行ったりした。また、台湾の紹介動画作成班については、海

外連携校である台湾義守大学の学生と Skype で交流を行った。  
  （イ） 取組内容  

      ａ 台湾についての調べ学習について  
        歴史と観光・工業・商業・農業・食文化・教育の６つの分野を６つの班  

に分かれて、調べ学習を行った。後日、台湾班全体で発表会を実施し、情  
報を共有した。  

（ａ） 歴史と観光  
歴史と観光について調べた班は、中正記念堂と艋舺龍山寺について

調べ、発表を行った。中正記念堂については、台湾初代総統である蒋

介石の顕彰施設であり、艋舺龍山寺は 1783 年に創建された台北市で
最古の寺で、荘厳で芸術性が非常に高いことが分かった。  

（ｂ） 工業  
台湾の主な輸出相手国・輸入相手国はともに、中国や日本、アメリ

カであり、主な輸出品は電子電気機械や鉄鋼金属製品。主な輸入品は、

電子電気機械、原油、鉱産物であることが分かった。  
（ｃ） 商業  

台湾のお土産について調べた。台湾産のカカオ豆を使ったチェコレ

ートは国際的に高い評価を受けていることが分かった。パイナップル

ケーキというお菓子もあり、台湾のオススメのお土産である。  
（ｄ） 農業  

台湾では、農業従事者の減少が問題になっており、日本と同様の高

齢化が問題となっている。また、台湾の土壌はラトソルという土壌で

農業に向いていないため、主な農産物は森林で栽培されている。台湾

では、米、カカオ、葡萄、茶葉の生産が盛んに行われていることが分

かった。  
（ｅ） 食文化  

台湾料理と日本料理の違い、食事の際のマナーについて調べた。台

湾料理は、小籠包に代表されるような素朴でたんぱくな味が特徴的で

あり、健康的な料理が多い。台湾と日本の食事マナーの違いとして、

台湾では箸渡しは可能であり、お箸をご飯や麺にさすことは禁止され

ている。  
（ｆ） 教育  

台湾では６歳から 18 歳までの期間が義務教育になっており、６～

12 歳を国民小学校、13～15 歳を国民中学校、16～18 歳を高級中学校

と呼んでいる。  
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ｂ 愛媛大学留学生との交流活動について  
台湾と日本との共通点や相違点を見つけることができたため、日本と台  

湾の架け橋になることはできないかと考えた。その方法を探るため、台湾

と同じアジアからの愛媛大学留学生に来校いただき、インタビューを行っ

た。新型コロナウイルスの感染予防対策を行いながら、インドネシア・ミ

ャンマー・インド・韓国から留学している学生に、日本の印象や愛媛の観

光地、道後温泉などについて様々な話を聞くことができた。  
 
 
 

 
        
 
 
 

 
 

ｃ 台湾の義守大学学生との Skype 交流について  
        海外連携校である台湾の義守大学応用日本語学科の大学生に  

Skype を用いて、インタビューを行った。内容は、愛媛県についてのイメ  
ージと温泉文化の違いについてインタビューを行った。日本人同士の会話  
と異なり、質問の意図が伝わらないため自分たちの聞きたい内容とはずれ  
た回答をされるなど苦戦していた。しかし、何度もチャレンジして、相手  
に自分たちの気持ちを何とか伝えようとして話すと伝わることを生徒は  
学ぶことができた。  

        温泉については、台湾など外国では水着を着たまま温泉に入るなどの文  
化の違いを実感することができた。  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ｄ 道後ＰＲ動画作成プロジェクトについて  
        台湾と愛媛をつなぐ方法として、台湾の方々向けの道後温泉紹介 PR 動  

画を作成した。また、附属高校の下級生（１年生）向けの台湾紹介プレゼ  

義守大学との Skype 交流の様子  

アジア各国からの留学生との交流の様子  

― 88 ― ― 89 ―



ンを作成した。  
道後ＰＲ動画作成については５グループが作成し、２グループが松山青  

年会議所が主催する道後ＰＲ動画コンテストに応募した。その結果、１グ  
ループが準グランプリに輝いた。  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    道後ＰＲ動画コンテスト準グランプリ受賞作品  
 
ウ フィリピン  

  （ア） 取組概要  
「観光産業とスポーツ」、「農業」、「教育」、「食文化」、「貧困問題」、「イ

ンフラ・医療」の６つの分野で２名から５名の班を編制した。いずれの分

野においても「①SDGs17 の目標の達成」、「②日本とフィリピンとの比較」
を軸としてプレゼン発表を行えるように準備させた。発表の準備と平行し

て担当大学教員とフィリピン人留学生に依頼し、フィリピンの歴史や文化

について講義を行っていただいたり、交流を行ったりした。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              発表の様子  

    （イ） 取組内容  
ａ 担当大学教員による講義  

愛媛大学法文学部より菅谷成子先生に講義を行っていただいた。昨年度

は海外研修の事前準備としてフィリピンの歴史を中心に講義を行ってい

ただいたが、今年度は海外研修が行われないため、ホセ・リサール祈念公

園、サンティアゴ要塞跡  、マニラ大聖堂、カーサ・マニラ博物館、サン・
アグスチン教会などについても過去の研修の写真を交えて説明していた
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だいた。現在のフィリピンの脆弱かつ被支配的な経済構造が、スペイン・

アメリカ植民地期に形成されたものであることや、日本統治下の国民感情

について理解できたようであった。  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
菅谷成子先生の講義の様子  

 
ｂ フィリピンからの留学生との交流  

本校 ALT であるアンジェラ  ロセナ先生は、フィリピンから愛媛大学に
来られた留学生である。アンジェラ先生に、フィリピンの文化に関する講

義をしていただいた。事前にグループで調べ学習をする中で生じた疑問に

ついて英語で質問する準備を行った。生徒は貧困の実態や校則について意

見を交換した。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンジェラ先生の講義の様子  

エ ルーマニア  

（ア） 取組概要  

        ルーマニア班は 33 名の生徒が

所属し、中川と井上が担当し指導

に当たった。海外連携校であるル

ーマニアのイオン・クルンガ高校

とブカレスト大学・日本語学科に

所属する生徒や学生との交流を

通じて、異文化について積極的に

学ぶ態度を育成するとともに、日

本語学習支援方法や相互の国に

おける課題解決に向けてのディ
中間発表会のプレゼン資料 
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スカッションを行うことで交流を深めることを目的に取り組んだ。しかし、

新型コロナウイルス感染症の影響で海外連携校と連絡がつかず。今年度に

ついては調べ学習と留学生等との交流を行う取組を実施した。  

 

    （イ） 取組内容  

ａ １学期の取組  

        新型コロナウイルス感染拡大による臨時休校中は家庭での自主学習を行

い、臨時休校があけた５月 27 日の授業から班別活動を開始した。  

各班のテーマは、「若者」、「観光地」、「食文化」、「農業」、「文学」、「歴

史」、「教育」、「音楽」であった。  

イオン・クレアンガ高校は休校が続いていて連絡が取れず、愛媛大学の

ルーマニア人留学生は５月に帰国していたため、毎週の授業では調べ学習

が続いた。７月 27 日に中間発表会を行い、各班５分ずつで調べ学習の成

果を発表した。  

ｂ ２学期の取組  

        コロナ禍で海外研修は中止となった。イオン・クレアンガ高校とオンラ

イン交流を試みたが、ずっと休校が続いているようで連絡は取れなかった。

そこで最終発表会の前後に、愛媛大学のフランス人留学生とフィンランド

人研究員の方に来ていただき、ヨーロッパ文化全体についてのお話を伺う

とともに、質疑応答による交流を図った。  

        ９月 30 日 フランス人留学生と交流  

        11 月 11 日 最終発表会  

        11 月 18 日 フィンランド人研究員と交流  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ フランス人留学生との交流  

        ９月 30 日、フランス人留学生のクェンティ

ンさんに来ていただき、交流を行った。ヨー

ロッパ文化全体についてのお話を伺った後、

質疑応答で交流した。生徒から次のような質

問が出た。「ヨーロッパ文化と日本文化の共通

点と相違点」、「日本とヨーロッパの食文化の

違い」、「来日前と来日後の日本に対する印象

の変化」、「フランスから見た日本の魅力」、「教

養としてフランスの教科書に出る童話、伝説、
質疑応答を通して交流  

最終発表会の様子 
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名作など」、「ヨーロッパで優秀とされる大学」、「日本に来た理由、好きな

アニメ」、「フランスの学校教育の特色」、「パリでお勧めの店」、「フランス

から見たルーマニアの印象」など。一つ一つの質問に丁寧に答えていただ

き、生徒は短期間でマスターしたという日本語の上手さに驚いていた。ま

た、大学でフランス語を学んだ井上先生とクェンティンさんがフランス語

で会話する場面があり、生徒は盛り上がっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ フィンランド研究員との交流 

        11 月 18 日、フィンランド人研究員のエルッキさんに来

ていただき、交流を行った。自身が日本に興味を持ったき

っかけ、ヨーロッパについて、フィンランドの特産物・政

治・人の性格について、感染症についてのお話を伺い、生

徒から出た「語学の勉強方法」、「日本の好きなところ」な

どの質問に対して丁寧に答えていただいた。生徒の感想を

以下に紹介する。 

○ 異文化理解の授業でヨーロッパの歴史について知り、

様々な考え方ができるようになった。 

○ ヨーロッパ各国の様々な多様性と日本との違いにつ

いて知ることができた。 

○ フィンランド人がモノを自分で作り長く使うという    

ことを知り、かつての日本の思想と通じるものがある   

と感じた。日本は現在、大量消費の傾向があるので、 

何でも近代化すればいいというわけではないと実感し   

た 

○ SDGｓで自然を守る事が挙げられるがフィンランドを見習えば、より 

良い世界になると思う。 

○ フィンランドについて知らなかったが、今日がきっかけで興味をもち、

行ってみたいと思った。 

北欧に高福祉のイメージを持っていた生徒たちからは、フィンランドで

の小学校から大学まで学費無償の事業などに羨望の声が上がった。しかし、

その後には消費税が 24%という話を聞き、グループ内でどちらが良いか、

日本で同じことを実施すればどのようなことが起こるかなどの建設的な話

し合いが見られた。 

クェンティンさんによるプレゼンの様子 

エルッキさんの

プレゼン資料か

ら生徒が模写し

たペストが流行

した時の中世ヨ

ーロッパの医師 
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（４）評価方法  
授業への取組の様子を観察すると共に、生徒が授業ごとに提出する活動記録用

紙の記入内容や、プレゼン発表を行った際の発表資料、プレゼン発表の内容等を

総合的に判断して５段階で評価を行う。  

 
（５）授業の評価    

授業の評価は各国ごとに行った。  
どの国においても、調べ学習や発表資料の作成、プレゼン発表に意欲的に取り

組む様子が見られた。また交流活動に制限がある中で、愛媛大学の先生や留学生、

ALT の先生や海外連携校などに御協力いただき、各国ごとに工夫した学習活動を
行うことができた。SDGｓの視点をもとに考えさせる取組を行うなど、様々な活
動を通してそれぞれの国の歴史や文化について理解を深めることができた。  

 
（６）課題及び改善点  

今年度は、新型コロナウイルスの全世界的な感染のため、海外研修を実施する

ことができなかった。海外研修を楽しみにしていた生徒は多く、現地で直接その

国の文化に触れる貴重な機会を失してしまい大変残念であった。また、感染症対

策のため活動に制限があり、思うような交流活動を行うことができない中で、ど

のように学習を進めていくのか、どの国の担当者も模索しながら進めていった。 
しかし逆に、このような状況だからこそ工夫して取り組めた内容もあった。  
台湾班は、義守大学陳先生のおかげで Skype を活用した交流を行うことができ  

た。実施可能な時間が放課後の時間帯であったため、交流活動に参加できる生徒

が少なかった。より多くの生徒が交流を体験できるよう検討が必要である。また、

アジア各国からの愛媛大学留学生との交流を２回行うこともできた。交流時の内

容を工夫することで、生徒と留学生のコミュニケーションがより活発になるので

はないかと感じた。  
ルーマニア班では、ルーマニアとの交流は叶わなかったが、発表会やフランス

人留学生、フィンランド人研究員との交流を経て、ルーマニアやヨーロッパに対

する意識が高まった。また、外国人の方々のお話を通して刺激を受け、ヨーロッ

パという日本と異なる文化について理解を深めることができた。  
今年度の異文化理解の学習では、４か国のみならず様々な国の方と交流するこ

とができた。時差の問題はあるが、オンライン交流も大変良い刺激になった様子

であった。海外との交流について、状況に応じて様々な方法で実施することが大

切だと感じた。 

エルッキさんとの交流の様子 
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② 外国語教育の取組 

 

（１）指導目標  

①基礎・基本を定着させる。  

②自発的に学習に取り組む姿勢を育む。  

③学んだ知識を実際のコミュニケーションで活用できる技能を身に付けさせる。  

④英語学習を通して、言語やその背景にある文化を理解し、尊重しようとする姿勢

を育む。  

 

（２）1 学年の取組  

 

①コミュニケーション英語Ⅰでの取組  

 

ア 生徒の実態と指導上の留意点  

（ア）英語に高い関心を持ち積極的に学習に取り組む生徒がいる一方、英語に苦手

意識を持っている生徒もいる。クラス内の生徒の習熟度や興味関心のレベルが

様々で、授業ではペア活動などの協働活動を取り入れ、お互いの考えを共有し

たり、足りないところを補い合えたりするよう工夫した。  

（イ）１年当初の外部試験の結果、長文読解と表現を苦手とする生徒が多く、全体

的に語彙力が不足している傾向にあることが分かった。そこで、新出単語の復

習としてビンゴゲームを取り入れたり、スクラブルゲームを導入したりして、

語彙力の強化を図った。また、週 3 時間と授業時数が少なく、教える内容を厳

選する必要があるため、文法指導については英語表現Ⅰと連携をはかり、未習

の文法項目のみコミュニケーション英語の授業時に説明と演習を行った。  

（ウ）新大学入試制度を見据え、４技能（読む、聞く、話す、書く）をバランスよ

く身につける必要があり、また資格・検定試験に対応できる力を育てることを

意識し、授業はほぼオールイングリッシュで行った。  

 

イ 授業概要  

（ア）内容 

使用教科書：『Revised BIG DIPPER English CommunicationⅠ』(数研出版 ) 

授業の始めに、トピックを提示し、Small talk をペアで行い、積極的に英語

を話そうとする授業の雰囲気作りに努めるとともに生徒の英語表現力の向上

を図った。  

   教科書の内容把握に関しては、一つのレッスンの内容をリスニングして内容

をメモし、ペアで内容を共有し、その後グループになって聞いた内容に合うよ

う、話の内容の順番に絵を並べるという活動を行っている。内容に合っていな

い絵も入れることで難易度を上げている。日本語訳は重要な箇所のみにとどめ、

本文を繰り返し読ませる活動をすることで内容理解を図った。  

また、教科書の内容に興味関心を持たせるため、内容に沿った洋画鑑賞を行

った。これにより異文化理解、リスニング力強化も目指した。今年度扱った作

品は、『 search』、『疑惑のチャンピオン』、『クリスマス・キャロル』である。  
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（イ）指導上の工夫  

授業は基本的にオールイングリッシュで行っている。考査問題もすべて英語

としている。  

ペアで確認、話し合う時間をとった。このことにより、積極的に考えようと

するとともに、お互いに教え合うことができ、英語が苦手な生徒の理解を手助

けするだけでなく、英語を得意とする生徒もペアの生徒に教えることでさらに

理解が深まることを狙った。  

授業が週に３時間と少ないので、演習量が不足する分は週末の課題で補った。

課題は長文、文法、語彙、リスニングがバランス良く学習できるものを選び、

家庭学習の充実をはかった。特に授業の中で演習が不足しているライティング

は課題に含まれる英作文で補うようにした。課題である長文読解については冬

休みの課題として『Gulliver's Travels』1 冊を読破するという課題を出した。

1 年生の冬休みとしては少し難しいレベル・分量であったが、日本語訳を参考

にして読ませ、理解を確認するためのテストを行った。  

資格・検定試験に対応できるよう必要に応じて英作文などの課題を出した。

実用英語技能検定の前には、全体でライティングの指導を行った。  

（ウ）ＡＬＴとのティームティーチング  

 月に１度の ALT とのティームティーチングでは、教科書を使った授業では

出来ない活動と異文化の紹介を行った。教科書で学習した文法の復習としてゲ

ーム内で行う活動と、ハロウィーンやクリスマスといった海外のイベントを紹

介し、それにまつわる単語を学習する活動、ALT の故郷であるフィリピンの童

話を紹介してその結末を推測しライティングをするといった活動を行った。今

年は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ALT とのティームティーチング

は少なかったが、ゲームや音楽を積極的に用いて一つ一つの授業が生徒の印象

に残り心を動かせるような授業づくりを心掛けた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

〈図〉教科書で学習した文法を活用    「スクラブル」を使用した活動の様子  

する活動のハンドアウト  
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（ウ）個別指導について  

      検定へ向けての指導は、英語表現の担当者と協力をして行っている。さらに、

独自の指導として、英語の漫画を翻訳させる活動をしている。『ドラゴンボー

ル』、『NARUTO』、『夏目友人帳』をはじめ、生徒が興味を持ちそうな教材を

使っている。また、英語力をさらに伸ばしたい生徒に対しては、スピーキング

力を伸ばすとともに、英語の発音・アクセントに慣れさせるために、主に昼休

みの時間に YouTube を使ったシャドーイングをさせている。  

 

ウ 今後の課題および改善点  

主に英語を用いて授業を行っているが、生徒の理解度が様々であり、習熟度  

の低い生徒やリスニングの苦手な生徒がオールイングリッシュでの授業に苦

労していると思われる。文法の説明・確認などは現在も日本語で説明をしてい

るが、より簡単な表現を繰り返し使うことで、苦手な生徒も英語のシャワーに

慣れさせ、今後も英語だけで授業を行っていきたい。  

 

 

〈図〉考査問題  

 

①英語表現Ⅰでの取組  

 

ア 生徒の実態と指導上の留意点  

（ア）英語や海外への関心が高く英語が得意または好きな生徒も多いが、中には

英語への苦手意識が強い生徒や文法の学習を嫌う生徒もいる。生徒の学力差

は大きいが、コミュニケーション英語Ⅰと連携し、英語表現Ⅰでは基本的な

文法事項を確実に定着させること、英語で表現する力を伸ばすことを目指し
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た。コミュニケーション英語Ⅰの授業ではオールイングリッシュの授業で難

易度を上げて習熟度の高い生徒を伸ばす授業、英語表現Ⅰでは基本的な学習

への取り組み方の定着、英語の基礎を固め、英語を苦手とする生徒を伸ばす

ことを大まかな目標とした。  

（イ）年度当初の外部試験の結果、長文読解と表現を苦手とする生徒が多く、語

彙力が不足している傾向にあることが分かった。そこで、毎時間英単語テス

トを実施した。『DataBase4500（桐原書店）』を使用し、出題範囲は 20 語ずつ

とし、10 問ずつ出題した。出題形式は日本語から英語、英語から日本語、並

べかえ問題からランダムに形式を変えることで、様々な角度から単語を学習

させることを目指した。 

（ウ）新大学入試制度を見据え、４技能（読む、聞く、話す、書く）をバランス

よく身につける必要があることを意識した。1 時間の授業の中で、教師からの

指示の約 20％を英語で行った。クラスルームイングリッシュは、シンプルな

表現を使う、できる限り短い英文にする、繰り返し同じ表現使うことを心掛

けた。 

 

イ 授業概要  

（ア）内容 

使用教科書：『Revised BIG DIPPER English ExpressionⅠ』 (数研出版 ) 

今年度最初の授業はズームでの遠隔授業であったが、その時にパワーポイン

トを使用してノートの書き方を指導し、今年度の英語表現Ⅰでのノートの取り

方を統一した。  

授業の始めに、英単語テストを実施し、授業の流れのパターン化と生徒の語

彙力の向上を目指した。家庭での予習を前提とし、『ブレイクスルー総合英語』

の該当ページを使用しながら文法事項を説明し、教科書よりも踏み込んだ内容

の練習問題にも取り組んだ後、宿題の確認として教科書の問題を解答・解説し

た。  

教科書の内容は本校生徒にとってやや平易であるため、より高いレベルでの

文法事項理解を促すため、『ブレイクスルー総合英語』の附属教材である『ブ

レイクスルー総合英語基本例文ノート』を週末課題、長期休業中課題として使

用した。  

小テストの後、連携校実習生によるスピーチ活動を１ヶ月に２回程度、 10

分程度投げ込みで行い、教科書で習った内容の定着、表現する力の育成を目指

した。  

愛媛の課題を一つ取り上げ、それを解決することは SDGs のどの目標達成

になるかを考え、パワーポイントを作って発表するという取組を SDGs 伊豫

学の授業で行ったことを踏まえ、英語表現Ⅰの時間にはそれを英語で書かせた。

教科書で学習する表現を３種類以上使うという条件を付け、８０語以上の英語

で書き、発表をさせた。  

（イ）指導上の工夫  

   ノートの書き方を統一し、生徒が予習ですることを明確にするとともに、ノ

ートチェックも教員がシンプルにできるようにした。ノートは教科書と対応さ

せるために見開きで使い、左半分に例文を写して DRILL の解答をし、右半分に

EXERCISES の問題を解答することとした。教科書と連動している形で書くこと
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でどこに何を書いてあるかも分かりやすく、考査前の勉強もしやすくなったと

思う。プリント学習が多くなった今、生徒がノートをうまくまとめる機会が減

ったように思う。１年生の段階では基本的な勉強への取組み方を示すためにも

ノート指導は必要だと考える。 

   毎時間行う小テストの出題形式を毎回変えることで、生徒が偏った単語の覚

え方をするのではなく、例文の中での使われ方を意識するなど単語を多角的に

勉強するよう工夫した。 

〈図〉生徒のノート            〈図〉教科書『 Revised BIG DIPPER 

English Expression（数研出版）』 

 

（ウ）連携校実習生とのティームティーチング 

   本校では愛媛大学の大学院生を教育実習生として長期間受け入れる取組が

本年度から始まった。本年度はコロナ禍であったため 12 月までで終了したが、

毎週水曜日は午前中、木曜日は終日実習を行った。実習生の研究テーマが「効

果的なスピーキング指導」であったため、実習生によるスピーキングの指導の

時間を不定期に設けた。授業の始めの５分～ 10 分程度でこの活動を行った。

年齢の近い実習生が定期的に行うスピーキングの指導は生徒にとって興味深

かっただけでなく、話す活動を取り入れることができたので４技能のバランス

をとる役目も果たした。取り扱ったテーマは以下の通りである。  

  ・趣味 

  ・冬休みに何をしたいか  

  ・先週末したこと  

  ・好きな科目  

  ・夏と冬どちらが好きか  

  ・生徒が学校で携帯電話を使用しても良いか 

（エ）SDGｓ伊豫学の授業との連携  

愛媛の課題から SDGｓについて考えるという取組を SDGs 伊豫学で行った。 

そのことを踏まえ、愛媛の課題を一つ取り上げ、それを解決することは SDGs

のどの目標を達成することにつながるかを英語で表現することにより、地元の

課題に改めて目を向けて考えさせることを目指した。また、英語にする過程で、

地元について述べる際に必要な語彙、既習の文法、構文の定着を目指した。
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〈図〉「SDGｓに関する校長講話を聞いて感想」（５月 SDGｓ伊豫学） 

 

   

〈図〉「自分が見つけた愛媛の課題を解決することはどの Goal につながるか」  

（12 月 英語表現Ⅰ）  

 

ウ 今後の課題および改善点  

（ア）毎時間実施している英単語テストは家庭学習時間の確保というねらいがあ

るが、休み時間などに単語張を持ち、必死で覚えている姿を目にする。家庭

学習時間を確保するための改善をする必要がある。また、毎時間単語の小テ

ストを実施すると教科書の例文暗唱テストなどを行う時間が不足してしまう
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ことが課題である。単語テストと例文テストを両立できる授業の組み立て、

時間配分を検討したい。  

（イ）毎時間の各レッスンの授業をパターン化していることにより、生徒がする

ことが明確になった一方、単調になっているのではないかという懸念がある。

また、週 2 時間という限られた時間の中で基本的な学習の仕方、文法事項の

定着を目指したため、授業内で使う英語の量がクラスルームイングリッシュ

を含めて２０パーセント程度であった。今後は教師が使う英語を工夫したり、

毎時間スピーチ活動を導入するなどして授業内容を工夫することによって、

授業中に教師・生徒が使う英語の量を増やしたい。  

（ウ）週末や長期休業中に取り組ませている『ブレイクスルー総合英語基本例文

ノート』は 2 年生の学習内容も含んでおり、教科書よりもかなり難しいため、

英語学習が苦手な生徒にとっては一人で取り組むのが困難である。  

（エ）新入試制度を見据えた４技能のバランスが良い指導を目指したが、文法事

項を定着させようと日本語での説明が多くなっている。日本語の説明に偏ら

ずに文法や構文を定着させられる指導法を研究していきたい。  

 

（３）２学年の取組  

 

①コミュニケーション英語Ⅱにおける取組  

 

ア 生徒の実態と指導上の留意点  

（ア）異文化交流や海外研修に興味・関心を持つ生徒が多く、高い目標をもって

意欲的に言語活動に取り組む生徒も多い。12 月からは留学生も在籍しており、

積極的に英語でコミュニケーションを行おうとする姿も見受けられる。授業

中は教師ができるだけ英語を使うようにした。また、1 ヶ月に 3 回実施する

ALT とのティームティーチングでは、特に生徒が積極的に活動するよう心掛

けた。密な状態にならないよう、適切な距離を保ちながらペアワークを始め

とする協働学習を取り入れた。  

（イ）年度当初の外部試験の結果、長文読解を苦手とする生徒が多く、語彙力が

不足している傾向にあることが分かった。そこで、毎時間英単語テストを実

施した。また、長文読解の補助教材を使用し、生徒が読む英語の量を増やす

ことを目標とした。 

（ウ）新大学入試制度を見据え、４技能（読む、聞く、話す、書く）をバランス

良く身につける必要があることを意識した。教科書以外のリスニング教材、

長文読解教材も使用し、ウェイトが低くなりがちなリスニング活動、共通テ

ストで重視される長文読解力の育成に努めた。  

 

イ 授業概要  

       使用教科書：『World Trek Ⅱ  』（桐原書店）  

       副教材：『Seek neo 3（第一学習社）』、『DataBase4500（桐原書店）』  

         ：『新ユメジュク（アルク）』、『Listening Essentials（啓隆社）』  

（ア）授業の進め方  

共通テストを見据えると、教科書だけでは生徒が読む英語の量が足りない

ため、副教材を並行して使用した。  
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教科書は、新出単語の発音と意味の確認をした後、Word Hunt や英問英答

などを通して本文の内容を繰り返し読ませることで内容を理解させた。必要

な文法事項は押さえながら 1 時間にレッスンの各パートを 1 つずつ進めた。

長文読解力を高めるため、副教材の『Seek neo 3（第一学習社）』も授業中に

解説する時間をとり、授業へ向けて読んでくる英文の量を増やすことに努め

た。  

（イ）小テスト  

    昨年度は２ページずつ週に３回実施していたが、定期考査で確認すると定

着率が低かった。今年度は１週間に約 50 単語を確実に覚えることを目標と

し、週に３回同じ範囲で単語テストを実施している。９割以上の生徒が回数

を重ねるごとに点数が伸びている。さらに考査前には全範囲のまとめテスト

を実施したところ、考査の単語問題の平均得点率 46％から 66％と大幅に伸

び、効果を実感している。  

（ウ）絵を使った前置詞の指導  

    まず、教員の instruction に従って生徒が□や△などの図形を組み合わせて  

絵を描く。生徒はお互いに完成した絵を見せ合い、教員は Power Point で答  

えを提示する。次に、イラストカードを配布し、イラストを完成させるため  

の instruction を４人グループで考えさせる。各グループにホワイトボード  

を配布し、グループで順番に instruction を発表させ、他のグループの生徒  

は指示に従ってイラストを描かせる。  

       活動の目的として、英作文の指導をする中で「前置詞」の使い方が不十分  

だと感じ、イラストを描きながら前置詞の正しい使い方を身に付けさせたい  

と考えた。実際は前置詞だけでなく、形の名前も知らない生徒が多く驚いた。

グループで協力し、楽しみながら writing や listening の活動ができてい  

たと感じる。  

（エ）対訳トレーニングによるレシテーションテストとライティングテスト  

本文中で重要表現や文法を含む文をターゲットセンテンスとして提示し、 

対訳トレーニングを行った上で、次時にペア活動としてレシテーションを実

施した。レシテーション後にライティングテストを行うことで、スピーキン

グとライティングの両面でのインプットが可能になった。  

 ライティングテストを導入した当初は、レシテーションで覚えていたはず  

の文がうろ覚えで十分に書けず、生徒は苦戦した。スポーツと同じで何度も  

繰り返すことでできるようになる、 100 回声に出して覚えられないものはな  

いと励まし、生徒が諦めないよう丁寧に指導することを心掛けた。また、合  

格点に満たない場合はフォローテストで確実に覚えるように指導した。次第  

に、多くの生徒が休み時間に何度も口ずさんで練習するようになり、ライテ  

ィングテストで結果が出るようになった。定期考査では、長文問題の中でタ

ーゲットセンテンスに関する問題を出題し、学習内容が成績につながるこ

とで、生徒は達成感を得られていた。  

（オ）プレゼンテーション  

    プレゼンテーションに慣れさせるため、授業でプレゼンテーションの作成  

と発表を実施した。ALT との Team Teaching の際に発表するようにし、ALT 

にコメントや評価をしてもらった。  

豊かな英語の表現力を育むこと、英語で母校の紹介ができるようにすること
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をねらいとし、学校の魅力について、３つのポイントに絞って５分以内で紹

介するプレゼンテーションをグループで作成させた。ビジュアルエイドとし

てパワーポイントや写真などを用い、役割分担をさせ、必ず全員が発言する

ようにした。評価は、ALT と教科担当がルーブリック評価とコメントをした。

また、生徒にルーブリック評価をさせ、自他グループの発表内容や態度を客

観的に評価させた。グループプレゼンテーションは、昨年度より継続して実

施しており、表現の幅が広がってきていると感じる。英語が苦手な生徒も、

グループで協力し、前向きに活動に取り組み、人前で発表することで生徒の

自信につながった。  

また、本校は SDGｓの教育に力を入れており、コミュニケーション英語Ⅱ

の授業内では SDGｓに関連した物、事柄についてのプレゼンテーションをさ

せた。これまでに学習した内容を踏まえ、SDGs に関連した製品や物、事柄

について実物や写真、絵などを使ってプレゼンテーションをさせるという活

動を行った。  

    

                           

〈図〉SDGｓに関連する物、事柄についてペアで発表し合う様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図〉ルーブリック評価票  

   

（カ）歌を使った指導  

   日本語が原曲の楽曲が英語でカバーされているものや洋楽を用いたディ

クテーションを行っている。歌詞の中の単語を（  ）抜きにしたワークシー

トを用意し、曲を生徒に聴かせながら書き取らせている。   

（キ）自由英作文（１～３文）を活用した文法指導  

   毎週の週末課題では、Lesson 毎にお題のある自由英作文が出題される総合

 
     

Year     Class      Name/Group                          Date:                  Score 
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問題集を採用している。長い英作文は、担当生徒全員の英作文を見るのは大

変だが、１～３文程度の短い英作文であれば、教員も毎週継続して確認でき

る。文法を指定している英作文では、生徒の苦手とする文法事項を把握する

ことができ、授業では重点的に解説することが可能である。  

（ク）リテラチャー・サークル  

     単元の復習としてリテラチャー・サークルを行った。 Summarizer、

Illustrator、Questioner、Connector、の役割を持たせ、グループで活動させ

た。発表や質問をしながら本文の内容理解を深めさせるとともに、英語を話し

たり聞いたりしようとする力を育てようと試みた。グループのメンバーが積極

的に英語で活動する中で普段より積極的に活動できている生徒が見受けられ

た。  

   

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     〈図〉リテラチャー・サークルで使用したハンドアウト  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈図〉リテラチャー・サークルの授業風景  
 
 
（ケ）遠隔授業でのグループ活動  

休校中の自宅学習や分散登校の期間は、Zoom でオンライン授業を行い、

Moodle でのオンライン上の連絡や課題の提示・回収などを行った。グルー

プ活動は、Break Out Room の機能を活用し、人数を指定してランダムなグ

ループを作った。教員もファシリテーターとして各グループに参加した。オ

ンライン上で教員が一方的に授業していた時と比較し、コミュニケーション
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活動を取り入れた授業では、生徒の表情が非常に生き生きとし、積極的な意

見交換がされた。教科書から発展させた自由な意見を交換することに生徒が

喜びを感じることを実感した。  

（コ）５  questions で英作文  

豊かな英語の表現力を育むこと、生徒に英作文に親しませることをねらい

とし、テーマごとに５つ程度の英語の質問文を作成した。質問文を作成する

際には、文のつながりを意識し、解答をつなげると１つのまとまりのある英

文が仕上がるようにした。宿題として生徒に５つの疑問文に答えさせ、授業

中はグループ活動やクラス全体での発表などコミュニケーション活動を中

心に行った。オープンなクエスチョンを設定し、１つの質問に対して５～７

文程度答えさせることで、最終的に１、２分程度のスピーチ原稿が出来上が

った。応用として、授業内容と関連のある動画を授業で視聴させ、印象に残

った箇所や言葉とその理由をまとめたものをグループで話し合わせた。同じ

テーマと質問に対して、生徒の考えや意見は様々であり、毎回新鮮な発見が

あった。                  

 

ウ 今後の課題  

     生徒の豊かな英語表現力を育むために、様々な場面でのアウトプットの機会

が必要だと感じる。スピーキング活動とライティング活動をバランスよく行う

工夫をするとともに、丁寧なフィードバックが大切である。今年度は、コロナ

禍の影響で海外研修や交流を対面で行うことが非常に難しく、どのようにして

海外との交流を図るのか、また実際に英語を活用する場面を作っていくかが課

題である。  

また、共通テストへ向けて長文読解力を伸ばす必要があると感じている。限

られた授業時間で取り入れる活動の精選と綿密な授業の組み立てが必要である。 

さらに、自主学習を確立している生徒も多いが、まだ与えられた課題にのみ

取り組んでいる生徒もいる。毎時間単語テストを実施するなどして学習を促し

ているが、授業時間は限られているため、自発的に学習に取り組む生徒を増や

したいと感じている。英語に興味を持たせる工夫は１，２年次を通して取り組

んできたが、それに加えて今後は、自分の課題を自ら見つけて計画的、効果的

に学習し、学力を付けさせるよう指導していきたい。  

 

①英語表現Ⅱにおける取組  

 

ア 生徒の実態と指導上の留意点  

（ア）英語に対する興味・関心が高く、資格取得にも積極的に取り組む生徒も多

い。一方、習熟度で分かれていないこともあり、英語に苦手意識を持つ生徒

も見受けられる。英語表現Ⅱでは、既習の文法事項も適宜復習しながら文法

事項、構文を身につけさせるようにした。  

（イ）文法や構文を苦手とする生徒が多いため、副教材を使った小テストも実施

した。表現力を伸ばすため、様々な表現を使って英語で表現させることを意

識した。  

 

イ 授業概要  
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     使用教科書：『Dual Scope English ExpressionⅡ』（数研出版）  

     補助教材：『CROWN 総合英語』（三省堂）  

：『Scramble 英文法・語法』（旺文社）  

（ア）授業の進め方  

教科書は見開きで左のページに文法事項がまとめられ、右のページに問題

がある。文法事項を確認した上で問題を解いてくるという教科書見開き１ペ

ージ分の予習を前提に授業を行っている。  

テキストの例文だけでは、表現力は定着しない。授業では教科書だけでな

く、『CROWN 総合英語』をリンクさせながら文法事項を確認させるととも

に、より多くの例文に触れさせること、より多くの問題演習をさせることで

表現力を伸ばすようにしている。  

また、文法や構文を理解し、定着させながら、状況に応じて使う単語が変

わってくることも身に付けさせたいので、時間をかけて辞書や『CROWN 総

合英語』を見ながら、一つの英作文を２パターン以上の表現で考えさせるよ

うにしている。  

（イ）協働学習  

     全体で問題の解答をする前に、グループで答え合わせをさせ、解答が一致

しないときは『CROWN 総合英語』を使って正しい答えはどれかを検討させ

た。  

     まずは自分たちで考えさせることで、家庭学習において分からないところ

を自分で調べることができるようになると思う。また、英語を苦手とする生

徒の理解を促すだけでなく、英語が得意な生徒は他の生徒に教えることでさ

らに理解を深めることができる。今後も密にならないよう気を付けながらグ

ループやペアでの協働学習を継続していきたい。  

（ウ）小テスト  

       文法、語法の定着のため、副教材である『Scramble 英文法・語法』の小

テストを毎週金曜日に実施している。20 問出題し、16 点以上を合格として

いる。週に一回の実施ということもあり、ほとんどの生徒が合格している。 

    

ウ 今後の課題  

       新入試制度に対応するためには、４技能のバランスの良い指導を研究する必

要がある。文法事項、構文の定着に力を入れる中で、リスニングやスピーキン

グ活動の比重が低くなってしまっている。英語表現力を高めるためには、リス

ニング、スピーキング活動とライティング活動をバランスよく行う工夫をする

とともに、丁寧な添削指導が大切である。今後はプレゼンテーションやグルー

プディスカッションなどにも取り組ませながら文法や語法を身に付けさせる

指導法を研究していきたい。  

 

②総合英語の取組  

 

  ア 生徒の実態と指導上の留意点  

  （ア）総合英語について  

当該科目は学習指導要領における専門教育に関する選択科目である。教育

課程上の科目選択の都合上、「総合英語 A」（生徒数 16 人）と「総合英語 B」
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（生徒数 17 人）の 2 講座を開講している。総合英語を選択する生徒は、ど

の生徒も国際交流に強い興味・関心を持っており、本年度は海外研修を実施

できなかったが、海外研修参加を希望していた生徒も多い。また、英語学習

に対する意欲は高く、授業や課題に積極的に取り組んでいる。  

  （イ）授業の進め方  

授業は、「総合英語 A」「総合英語 B」ともにＪＴＥ1 人とＡＬＴ1 人でのテ

ィームティーチングで行っている。教科書等の使用はせず、ＪＴＥとＡＬＴ

が作成した教材、活動、ワークシート資料等を使用して、授業を進めている。

教師二人が話す英語の会話を聴かせることはリスニング活動となっている。 

授業は基本的に英語で進めている。また、生徒が時間内にできるだけ多く

の英語を使うことを意識して授業を組み立て、ＡＬＴとのＴＴを生かし、よ

り実践的な英語を身に付けさせることを目指した。  

 

イ 授業の概要  

（ア）レシテーション  

    過去の全商英語スピーチコンテストの課題となっていた５つのレシテー

ション原稿を教材として、ある程度まとまった量の英文を暗記し、発音、抑

揚、表情などを工夫しながら、クラスで暗唱する活動を行った。最初に ALT

から読み方の指導があり、その後暗唱させた。発音の改善と評価には JTE と

ALT の個別指導が必要であり、時間がかかった。また、今年度は休校期間に

第一回目の授業があり、ズームによる遠隔授業で題材を生徒に発表した。レ

シテーションで扱った題材は以下の通りである。  

   〈題材〉  

   ・Mottainai 

      ・Child Labor 

   ・The Importance of Language Learning 

   ・Which English Will We  Speak?       

（イ）プレゼン発表  

       興味がある国、地域、人物等について、iPad など調べ、まとめたものをプ  

レゼンさせた。  

      〈テーマ〉  

      ・Apple(iPhone) 

      ・世界のマクドナルド  

      ・映画  

      ・若者言葉  

      ・Google(隠しコマンド ) 

      ・環境  

      ・芸術  

（ウ）学校案内  

    附属高校の校内を歩きながら英語のみで学校案内をする課題に取り組ま

せた。まず、校内を散策しながら紹介する内容と案内コースを考えさせた。

その後、辞書やインターネットを使いながら、身近な学校の施設に関する語

彙や表現を調べて説明内容を考えさせた。  

（エ）バーチャル修学旅行記（グループ活動）  
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    本年度は修学旅行が実施できなかったため、iPad などで調べて実際に行っ

たつもりになって英語でプレゼンさせた。生徒は楽しんで活動していたが、

行程の説明だけになってしまった。  

   〈場所〉  

   ・東京  

   ・北海道  

   ・グアム  

   ・オーストラリア  

 （良かった点）  

  ・完成された原稿を使用するため、英文や表現自体の間違いを気にする必要

がなかった。  

  ・どれくらい英語を自然に話すことができるかを実感できた。  

  ・発音、抑揚を意識して発表することができた。  

  ・様々な表現や単語を新しく習得することができた。  

 （課題となった点）  

  ・実際に行っていないため、生徒自身の感想を述べさせることができなかっ

た。   

（オ）VOA(Voice of America)の活用  

Learn American English with VOA Learning English を用いてより実戦

的な英語Ⅱふれさせた。 (https://learningenglish.voanews.com) 

           生徒の反応は良く、題材となっている映画のワンシーンをペアで実演させ

た。  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図〉授業風景  

 

（カ）課題研究テーマ、まとめの英語訳  

   ３年生の課題研究のテーマと日本語 100 語での研究の要旨を英訳させた。 

専門用語も出てくる日本語でも難しい内容をインターネットで調べな  

がら英語にしていく取組を行った。これから自分たちも課題研究に取り組む  

課題研究で先輩たちがどのようなテーマで研究をしたかをいち早く知れる  

良い機会となった。また、研究をまとめた冊子に記載されるということもあ  

り、生徒は熱心に取り組んでいた。  

 

ウ 評価方法・考察  

  本科目は、定期考査を実施しておらず、授業内でのパフォーマンステスト、

提出課題の内容から評価をしている。ＪＴＥ及びＡＬＴからの評価を行ってい
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る。活動の前には、評価規準と評価表を示し、生徒自身が目標を明確にして活

動に取り組めるよう努めた。  

個人の振り返りと評価に役立ったのが iPad の使用であった。生徒には、一

人ひとり個別にスピーチなど活動の様子を設定した時間内に iPad で録画させ

た。録画した動画は、評価に活用し、ＪＴＥとＡＬＴが授業後にその動画を見

て、それぞれの発音の改善点や表現の改善点などを指摘し、十分に伝わった内

容を明確にするなどして、個別評価を返却した。動画データを個別に評価する

ことは、時間がかかり大変であったが、個別の振り返りによって生徒がより意

欲的に活動に参加することができたため、この取組は来年度も継続していきた

いと考えている。今後は成績が出て結果が分かりやすく、生徒の進路実現にも

役立つ検定などにもつなげていきたい。  

   

（４）英語科の遠隔授業の取組  

  本校では、４月からの休校を経て５月より遠隔授業が始まった。生徒の目の負担な

どを考慮し、１時間の授業は 30 分となった。パワーポイントの資料やワードのテキ

ストなどを画面共有することにより授業を行ったり、カメラに写る範囲に板書をした

りしてほぼ通常の授業と変わらない程度の授業を行えたと考える。遠隔授業をスムー

ズに行うことができた理由の一つに、本校は校内全体で Wi-Fi を使用することができ、

普段の授業から教室でパソコンを使って授業を行っている教員が多いという事情があ

った。コロナ禍で、実際に教室では行うことができないグループ活動も、生徒が自宅

から参加する遠隔授業では実施することができた。ズームのブレイクアウトセッショ

ンを利用し、グループに分かれて協働作業を行うことができ、入学式から休校となり、

高校でのクラスメートとの関わりが心配された１年生も実際に登校する前からコミュ

ニケーションをとることができ、スムーズな休校明けにつなげるのに役立ったと考え

る。  

  また、教員がズームを使い慣れたことで、英検の２次試験対策の指導や英語スピー

チの指導を土日に行う時にも使うことができるようになった。遠方から通学する生徒

も多い本校では大いに役立つと考える。  

 

（５）まとめ  

  １年生では中学校から高校への橋渡しを含め、基礎を大切にしながら共通テストも意

識した授業を実施した。２年生では語彙、長文読解、文法の力をさらに伸ばしながら入

試に対応できる力を付けさせる授業を実施した。「基礎・基本を定着させる」、「自発的に

学習に取り組む姿勢を育む」という目標は達成できたと考える。「英語学習を通して、言

語やその背景にある文化を理解し、尊重しようとする姿勢を育む」という目標も、ALT

との交流や授業を通してほとんどの生徒に対して達成できたと考える。  

一方、「学んだ知識を実際のコミュニケーションで活用できる技能を身に付けさせる」

という目標に向かって ALT とのティームティーチングやオールイングリッシュでの授

業、英検２次試験対策などを行ったが、多くの生徒の実態を見ると、「学んだ知識を実際

のコミュニケーションで活用しようとする姿勢の育成ができた」という程度で、まだ目

標を達成できたとまでは言えない来年度はこの課題を踏まえた授業を実戦したいと考え

る。  
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③ 愛媛大学留学生の活用  

  本校の WWL 事業の構想名は「高大連携の国際化を通したＳＤＧｓグローバル人材の育

成」であり、常時的な国際協働の体制と環境を整備し、海外留学等を促進することも目

的の一つにしている。５年間に渡る SGH 事業で培った経験と海外の協定締結校とのつな

がりを、本年度も活用し、イノベーティブなグローバル人材の育成のため、高度で国際

通用性のある教育展開を計画していたが、コロナ感染防止対策の観点で、２年生の海外

研修、留学生受入れ中止となった。高校も、４月から５月下旬まで臨時休業と分散登

校、愛媛大学は、第１ Q は全て遠隔講義となる状況下であったが、こうした中で、本校

としては、「オフライン」の工夫と「オンライン」の工夫を行い、それらを融合させな

がらグローバル��ン�ス実�を加�させようと�めた。具体的には、愛媛大学の国際

連携推進機構と連携し、留学生に、自分の専門性を活かした学習補助員の募集をかけ、

15 名の留学生を雇用することができた。本校は１学年 120 名、全校生徒 360 名定員の

小規模な高校である。常勤教員が 36 名のところに、15 名の留学生が、常時的に多くの

教育活動に参画してくれているため、毎日どこかで外国人の大学生・大学院生に会うよ

うな環境となりつつある。以下の（１）から（４）まで紹介させていただく。 

 

（１）農業科 TA 

①  事業のねらい  

   新型コロナウイルスの影響でアルバイト等での収入を絶たれた愛媛大学に所属する

留学生への支援策の１つとして、本校農業科の授業にティーチングアシスタント（ TA）

として参加していただけることになった。生徒の活動を支援することはもとより、実

習時に万国共通の農業を通して留学生と交流しながら語学の知識を深め、国際コミュ

ニケーション能力の向上を図ることができる。授業の対象となる農作物について留学

生の出身地の栽培環境や品種、食文化などについて講義をして貰うことにより、授業

での学びがより深まることも期待できる。 

 

②  事業概要  

   ア 期間 

     令和２年９月７日～１１月２４日（新型コロナウイルス感染拡大により中断）  

 

イ 対象となる授業  

授業名  単位数 対象学年  生徒人数  

SDGs 探究Ⅰ ２単位 １年生 １２１名  

グリーンライフ  ２単位 ２年生 ４名 

食品��  ２単位 ２年生 ２３名 

農業と環境  ２単位 ２年生 ３２名 

農業科学探究  ４単位 ３年生 １１名 

総合実習Ⅰ  ２単位 ３年生 １６名 

総合実習Ⅱ  ２単位 ３年生 ５名 

総合実習Ⅲ  ２単位 ３年生 １０名 

 ※本校が開講している農業科目１８単位全ての授業に参加していただいた。  

   対象となった本校生徒数は延べ２２２名。  
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ウ 授業の取り組み状況 

 （ⅰ）「SDGs 探究Ⅰ」での取り組み  

       本校では、１年次に田植え・稲刈り・収穫祭を学年行事として実施し、米

作りの一連の過程に携わる授業を展開している。今年度は、全ての行事で愛

媛大学の留学生に参加していたき、農業を通じた国際交流を学年全体で３度

実施することができた。収穫祭は、新型コロナウイルスの状況を鑑み、従来

の屋内での実施を取りやめ、屋外で広々とスペースを確保したうえで実施し

た。NPO 法人「TABLE FOR TWO International」が運営している「おにぎりア

クション２０２０」に参加し、留学生の方と共に世界の食料問題について考

えを共有した。お米の生産から消費の一連の過程を通して、SDGs の観点から

も幅広く学ぶことができた。  

       また、果樹部門においては、留学生の方とミカンやレモンの管理実習を通

して、愛媛の主要産業である柑橘栽培について学びを深めることができた。

例年学年行事として実施しているミカン収穫実習は、晴天に恵まれ、愛媛大

学の留学生と交流をしながら執り行うことができた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （ⅱ） ２年生選択授業での取り組み 

      「農業と環境」草花部門の授業では、花苗の生産や校庭の花壇の整備を通し

た校内美化活動を留学生と共に行った。花壇には、本校果樹園の剪定くずを

炭化させた自家製の炭を鋤き込み、循環型農業についても学びを共有した。 

      「食�製�」の授業では、本校の農�で生産された���イモでスイート�

テトを製�する実習などを行った。  

稲刈り実習  収穫祭  

ミカンの摘果作業  ミカン収穫実習  
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第 10 回  12 月  9 日  3 20 ｵﾝﾗｲﾝ＋対面  クリスマス＆冬  

第 11 回  12 月 11 日  4 18 ｵﾝﾗｲﾝ＋対面  クリスマス＆冬  

第 12 回  12 月 16 日  4 29 ｵﾝﾗｲﾝ＋対面  松山の好きな場所  

第 13 回  １月 13 日  4 15 ｵﾝﾗｲﾝ＋対面  年末年始の過ごし方  

第 14 回  １月 15 日  4 10 ｵﾝﾗｲﾝ＋対面  年末年始の過ごし方  

第 15 回  １月 20 日  4 11 ｵﾝﾗｲﾝ＋対面  言語学習  

第 16 回  １月 22 日  5 10 ｵﾝﾗｲﾝ＋対面  言語学習  

本年度、 3 月末まで継続して開催予定  

 

③  運営上の工夫  

ア 場所の設定  

令和 2 年に新設されたワークショップ・プレゼンテーションルームを使用している。

机・椅子の配置が自由に変えられること、広さが通常教室の約２倍であること、ホワ

イトボードとプロジェクタを４グループで一斉に使用することが可能であることなど

から、グループ活動に適している。  

    

イ 時間・曜日の設定  

   年度当初は、昼休みと放課後の時間を設定していたが、放課後の部活動、個別の研

究や活動、教科指導の時間を確保するために昼休みの実施のみとした。講師となった

留学生は、実施後に午後の学校行事や農業実習にも参加可能となり、生徒との交流機

会を増やすことができる。  

 

ウ テーマの設定  

   毎週テーマを設定し、生徒と講師の事前準備ができるようにした。このテーマは、

参加生徒の意見を参考にし、運営担当教諭と留学生が決定した。同じテーマで週 2 回

の英会話ができるため、生徒は、水曜日と金曜日で異なる講師を選んだり、表現を工

夫したりしながら会話を楽しむことができる。  

 

エ 新型コロナウィルス感染症予防  

   感染症予防の配慮から、開始時の注意事項の確認、入室時の消毒、マスク着用、机

と椅子の配置や生徒と講師との距離の配慮、また、使用後の教室消毒を徹底した。前

半は、講師はテーマに沿ったプレゼンテーションを行い、生徒は食事をとりながら静

かに聞く時間とし、後半は、マスクを着用して自由に会話ができる時間とした。  

 

オ 形態 

（ア）対面 

    開始当初から 12 月上旬までは、講師と生徒が対面で英会話を行った。  

（イ）オンライン  

    留学生講師の学内立ち入りが難しくなったため、第 9 回以降は、オンライン形式

を採用した。 PC（タブレット）を使用し、学校外にいる留学生講師と校内の生徒を

つなぎ、オンライン上での英会話を実施した。また、附属高校の教職員は、通常通

りの対面形式で実施した。  
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カ 成果と課題 

  〇 生徒の英語学習への意欲が高まった。  

  〇 国によって異なる英語の発音を聞く機会となった。  

  〇 講師から、大学生活の様子や専門研究の話を聞くことで、進路学習につながって

いる。 

  〇 生徒同士の交流が増え、学年を超えて互いに質問をしあう姿が多く見られた。  

  〇 コロナウィルス感染症拡大により、多くの活動が制限されている中で、継続して

参加できる英会話の場を提供できた。  

〇 参加生徒が増加しており、繰り返し参加する生徒が増えている。  

  〇 活動内容が周囲の理解を得て、保護者、教職員、教育実習生も英会話に参加した。  

  〇 英語科教員の教科指導研修の場となっている。  

 ● コロナウィルス感染症予防の配慮から、留学生講師と対面で会話ができない。  

 ● 参加人数の増加により、一人一人の生徒が英語を話す時間が短くなる。  

 ● オンラインの場合、機材やネットワーク上のトラブルが多い。   

 

  

 

（３）留学喚起ビデオの放映  

①  概要 

 愛媛大学留学生５名に協力を仰ぎ、本校生徒向けの留学喚起ビデオを作成いただき、計

５回放映した。本校は、海外研修を積極的に行っており、現地での異文化交流を経験して

おり、大学進学でも国際分野への進学や、海外の大学に進学する生徒もいる。しかし今年

度は、コロナ感染予防の観点より、海外研修が中止となり、海外を体感することなく終わ

った。また、防止対策として生徒は昼食時も黙食を心掛けている。その時間を有効活用し

ようと試みた活動である。留学生には、自身の研究内容や日本に留学した理由、留学する

意義、日本での生活などについて、動画 15 分程度にまとめていただいた。  

 

②  実施内容  

回  実施日  講師数  配信クラス数  

第１回  ９月 30 日  1 9 

第２回  10 月 13 日  1 9 

第３回  10 月  20 日  1 9 

第４回  10 月 27 日  1 9 

第５回  11 月 10 日  1 9 
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③運営上の工夫  

ア 放映ビデオの提出と配信方法  

留学生は、事前に 15 分程度にまとめていただいたデータを本校に提出。本校担当が

内容の確認、追加訂正を経て、教員が本校の備品である iPad に動画をデータ転送し

た。各ホームルーム委員長が昼食時に iPad を受け取り、プロジェクタとスクリーンが

設置されている自教室で放映する形とした。当初は、 HP での案内も考えていたため、

YouTube 上にアップしたものを放映しようと試みたが、インターネット環境のトラブ

ルで、同時放映が難しい回があったため、現在の配信方法に留まっている。  

    

イ 時間・曜日の設定  

   週に１度、毎週火曜日を「留学促進デー」として、昼食時に放映した。  

 

ウ 成果と課題  

  〇 生徒の留学関心の意欲が高まった。  

  〇 講師から、大学生活の様子や専門研究の話を聞くことで、進路学習につながって

いる。 

 ● 準備するため、一部生徒の負担が大きい。  

 ● 回数を多くこなすことが困難 

 ● 動画配信となるため、質疑応答ができず理解を深めることができない。  

 

  

 

（４）課題研究アブストラクトにおける英文校閲  

①概要 

 愛媛大学留学生に、課題研究課題研究アブストラクトにおける英文校閲を行っていただ

いた。本年度も本校３年生は課題研究を行い、全 115 名が研究成果を発表した。前述にも

ある通り、今年度はオンデマンドでの配信も試み、盛況であった。一方、毎年発行してい

る課題研究発表要旨集に関しては、英語表記が少なかったため、今年度から各生徒のアブ

ストラクトを英語表記することとなった。 WWL 事業に伴い、次年度は課題研究対象生徒が

２年生となる。そのため、英語表記は課題研究を行った３年生自身が準備するのではなく、

２年次選択科目「総合英語」の受講生 33 人が担当した。活動目的は英訳力の向上と、来年

度実施する研究の予備学習である。約１か月に渡り、生徒が英訳したものを ALT の先生や

留学生にご指導いただくなど大変貴重な機会となった。  
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②実施内容 

（英訳例） 

 

③成果と課題 

  〇 生徒の英訳力の向上が見られた。 

 ● 短期間であったことと、一部生徒のみの活動であったため、継続性、汎用性に欠

けた。 

 

  

テーマ Title

要約 A bstract「鏝絵が保存されるために～愛媛の鏝絵とその

分布～」というテーマで課題研究を行った。愛

媛県には、全国で二番目に鏝絵が多いとされて

いるが、その存在を知らない人が多くなってい

る。今に残る鏝絵を少しでも多く保存すること

が必要である。

鏝絵が保存されるために～愛媛の鏝絵とその分布～ ~Kote-E plaster reliefs in Ehime and its distribution~
How to preserve them?

I conducted study with the topic,"~Kote-E plaster
reliefs in Ehime and its distribution~ How to
preserve them?". It is said that Ehime is the
prefecture with the second most Kote-e, but there
are many people who don`t know that they even
exist. We need to save as many remaining Kote-e
as possible.
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④ 留学生の受け入れ及び体制の整備 

（１）本校の留学生の受け入れ  

    本校では毎年留学生を受け入れており、海外研修や異文化理解の授業を設定してい

る２学年に在籍させている。本年度は、フィリピンからの男子生徒１名を受け入れた。

留学生は、授業科目を受講するだけでなく、部活動、外国や他学校の高等学校との交

流、校外活動など、様々な活動に意欲的に参加し、活躍している。  

 

（２）日本語指導  

   留学生に対しては、愛媛大学で開校される日本語授業への参加を奨励し、総合的な

日本語教育を提供している。また、本校の日本語教員資格を有する教員が、留学生の

日本語指導を担当している。日本語の指導を通して、日本での生活や母国での学習と

の両立などの相談にも応じている。日本語の習熟度に合わせて、日本語コンテストの

参加や日本語能力試験に向けての指導など、本人の留学期間の充実だけでなく、帰国

後の進路に役立つ学習経験ができるよう指導と支援を心がけている。  

 

（３）活動への参加  

① 日本語コンテスト  

   12 月には「第 17 回留学生日本語スピーチコンテスト in 愛媛 2020 」に参加し、優

秀賞を受賞した。スピーチコンテストに向けての日本語指導は、本校教員がオンライ

ンで留学開始前から行った。  

② 愛附スピーチコンテスト  

   本校スピーチコンテストにおいて、全校生徒に向けて日本語スピーチを行った。来

日を長年夢見ていたこと、コロナウィルス感染症拡大で留学開始を待っている期間に

独学で日本語を習得していたことを話した。留学生の日本語スピーチを聞き、多くの

生徒が自己の英語学習に対する意欲を高めた。  

③ 海外との交流  

   アフリカ・モザンピークのフランシスコ・マニアンガ高校との交流学習では、本校

生徒の一員として、文化交流や意見交換を行った。モザンピークの生徒に折り紙を紹

介する場面では、クラスメートと協力し、実演をしたり、分かりやすい英語表現を助

言したりしていた。  

⑤   E カフェ講師  

   本校で実施している英会話の時間である「Ｅカフェ」では、12 月以降は、コロナウ

ィルス感染症予防の配慮から、講師の校舎立ち入りが難しくなり、オンライン形式と

なった。そこで、本校の留学生に講師を依頼し、対面での英会話形態を継続すること

が可能になった。日本と母国の違いや語学習得の経験など、高校生の視線で話す内容

に参加生徒は共感し、積極的に英語で質問をするようになっている。 
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   ウ 対 象 本校生徒２名 

   エ 主 催 愛媛県、えひめ産業振興財団（共催 愛媛新聞社） 

   オ 日 程 13:30 開会 主催者挨拶  

13:35 審査員紹介  

13:45 プレゼンテーション審査（６件）  

発表（８分）質疑応答（５分）交替（２分）  

15:15 休憩（10 分）  

15:25 特別講演  【株式会社旅  tabi.info 代表取締役  小林  あきよ 氏】  

15:55 講評（選考結果発表） 

16:00 表彰 

16:15 閉会・記念撮影  

16:20 終了  

   カ 内 容 

      令和 2 年 12 月 19 日（土）、愛媛県などが主催の「EGF キャンパスアワード 2020-

2021」 における最終プレゼンテーションにおいて、愛 媛 大 学 附 属 高 校 １ 年 生 の正司夏

希さんと好永早良さんが優秀賞を受賞した。 「EGF キャンパスアワード 2020-2021」は

地 域経済の持続的な発展を目指し、経済活 力 の源泉ともいわれる創 業及び新規ビジ

ネスの創出につなげるため、愛媛県が抱える多様な地域課題を、全国に誇る豊富な地

域資源を生かして解 決 する新たなビジネスプランを県 内 外から募集し、地 元 企 業等の

サポートの下 、その具体化 と実現を目的として開 催 されている。 本 校 生 徒 は、「ほんと

は想い続けてます、愛 媛 のキウイは日 本 一！ 」 という演題 で発 表 。愛 媛 県 の地 域資源

であるキウイフルーツの加 工 品 となるクッキー開 発 を提案した。事前に参 加 した Grow 

with Google オンラインセミナーで学んだ「透明性の高い情報共有」の重要性に着目し、

クッキー商品に QR コードをつけ、キウイの生産者情報や生産時期の閲覧、SNS に購入

後の感想が書き込めるような仕組みを発表した。審査員の先生から「SNS を活用した情

報発信」「マーケットニーズの捉え方が良い」と好評をいただいた。 

 

④ モザンビーク文化交流事業 

   ア 日 時 令和２年 12 月 16 日 (水) 16:30～18:00 

 イ 場 所 愛媛大学附属高等学校（オンライン実施） 

   ウ 対 象 本校生徒１３名 

   エ 主 催 モザンビーク共和国選手団えひめキャンプ実行委員会事務局  

   オ 日 程 16:30～16:35 開会 自己紹介  

           16:35～17:45 交流事業 

           17:45～18:00 意見交換  

           18:00      閉会 

   カ 内 容 

     愛媛大学附属高等学校で、アフリカのモザンビーク共和国首都マプトにあるフランシ 

スコ・ マニアンガ高 校 と本 校 の教室をオンラインでつないで折り紙の紹介を通じた文 化

交流を実施した。愛媛県は東京オリンピック・パラリンピック大会のホストタウンとなるなど、

モザンビークと様々な交流を行 っており、また、愛 媛 大 学 もモザンビークのルリオ大 学 と

国際交流協定を結 び、多くの留学 生 が相互に行 き来している。本 校からも昨年 度 、モ

ザンビークへ留学 した実 績 があり、今回、在モザンビークの日 本 大使館の文 化交流事
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業に応募に申請し、県内３校が選出され、交流事業第一弾となる「折り鶴交流」に本校

が参加する運びとなった。 

 本校からは 1～3 年生 15 人、マニアンガ高校からは 10 人の生徒が参加した。双方の

英語での自己紹介のあと、本 校 生 徒 が折り鶴の折り方を事前に原稿を作 成 して練習し

た英語で説明し、マニアンガ高校の生徒が挑戦した。最初は難しそうにしていたが、本校

生 徒 とやりとりをしながら出来上がりに近づくにつれ、次第に表情が明るくなり、完成 させ

ることができた。その後、マニアンガ高 校 の生 徒からモザンビークの歴史と文 化 に関 する

紹介が英語であり、本 校 の生 徒 たちは真剣に聞き入っていた。マニアンガ高 校 と本 校 は

直線距離で約 1 万 2500km、時差も 7 時間と遠く離れているが、目立った通信トラブルも

なく、質疑応答では、着物の生地のことや現地の有名な料理などについて、高校生同士

にぎやかに英語での会話が交わされ、コロナ禍で異文 化交流が制限される中 、大変有

意義な交流会となった。 

 

⑤  SDGｓ×高校ユースミーティング 

   ア 日 時 令和２年 12 月 25 日（金）  

   イ 場 所 愛媛大学附属高等学校（オンライン） 

   ウ 対 象 全９校（21 チーム参加） 

（長野）長野県上田高等学校 

（埼玉）筑波大学附属坂戸高等学校 

（神奈川）神奈川県立神奈川総合高等学校・神奈川県立平塚商農高等学校 

（京都）京都学園高等学校 

（愛媛）愛媛県立西条高等学校・愛媛県立松山中央高等学校 

愛媛大学附属高等学校 

（鹿児島）鹿児島県立大島北高等学校 

 

 エ 主 催 愛媛大学附属高等学校 

   オ 日 程 13:00～13:15 開会行事 

           13:15～14:15 第１部 SDGs に関する講演  

                          【 JICA 四国センター所長  小林  秀弥  氏】  

           14:30～16:00 第２部 ユースミーティング 

           16:10～16:30 閉会行事 

   カ 内 容 

     本校は、全国の高校生が SDGs に関する研究や活動について報告を行う「第 1 回

SDGs×高 校  ユースミーティング」 をオンラインで開 催 した。 このユースミーティングは、

「高大連携の国際化を通した SDGs グローバル人材の育成」を構想テーマに掲げ、愛媛

大学及び附属高校が推進している文部科学省 WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コン

ソーシアム構築支援事業の一環として開催したもので、ホスト校である本校を含め全国 9

つの高校から 21 チームの参加があった。四国電力愛媛支店様、株式会社ジェイリース

様などの企業もご参加いただいた。当日は、前半に JICA 四国の小林秀弥所長の講演

が行われ、参加した高校生らは、SDGs に関わる国際機関の取組を学んだ。小林所長は、

前任地 である西バルカン諸国 のプロジェクトの紹介を通 して、JICA の取 組 がどのように

SDGs への貢献に結び付くか、参加者へクイズ形式の出題を交えて解説された。続いて

後半は、参加 21 チームが 6 つの分科会に分かれて、それぞれの取組を報告し、共有し

た。本 校からは循環型農業 や異文 化理解 、農村活 性 化 、スポーツ競技、学 校 ジェンダ
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ーなど、SDGs を自分の身の回りや地域の課題に関連付けて展開している活動を報告し

た。また、他校からは、配慮を要する人 たちに対 応 した災害食の研 究 など、近年頻発 す

る自然災害に関 する取 組 が多く報告されました。ディスカッションの時間には、「他校 の

チームの活 動 を参考にすることで自分 たちの活 動 の意義が深められた」 という意見や、

「今後、高 校 の枠を超えたコラボレーションしていくことで、それぞれの活 動 が豊かになっ

ていくのではないか」 といった提案も交わされた。すでに、今交流をブラッシュアップしよう

と、他他の生 徒同士で協 力 し、研 究 内 容 を拡大 している生 徒 もおり、有効な機会 となっ

た。  

    また、本校は WWL 事業拠点校として、令和 4 年に海外の連携・協定校も参加する高

校 生国際会議の開催を目指しています。今回はコロナ禍のためオンライン開催ではあっ

たが、若い熱気に溢れた活発な議論が、2 年後の国際会議開催に向けた連携・交流の

深まりを予感させるものなった。 
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（２） 各種学会発表 

 

 ① 日本教育大学協会（オンライン）  

ア 日 時：令和２年 10 月 10 日（土）～ 31 日（土）  

イ 方 法：オンライン開催  

ウ 対 象：日本教育大学協会員  

エ 主 催：日本教育大学協会  

オ 内 容： 

本年度の日本教育大学協会研究集会は、あらためて高い資質能力を有する

教員を養成する自らの使命や意義について考える機会となるよう、プログラ

ムを企画された。なお、今回は新型コロナウイルスの感染（ COVID-19）状況

を鑑み、集会での開催はせず、Web 上での開催となった。本校からは、WWL 事

業に関わる教員研修や授業内容に関する研究を３点発表することで、全国の

教育関係者に向けて、本事業の周知に大きく寄与することができた。  

 

1)今城ほか（2020）. 附属校園が連携・協働した「オリンピック・パラリンピック

教育」の取り組み. 令和２年度 日本教育大学協会研究集会発表資料集 . 

pp. 122-125. 

2)上床ほか(2020). グローバル人材育成を目指す高大連携の展望－ WWL コンソー

シアム構築支援事業を通した高大連携の充実－ . 令和２年度  日本教

育大学協会研究集会発表資料集 . pp. 126-129. 

3)隅田ほか（2020）. 高等学校における教科教育に関わる教員研修・養成の実践的

高度化とその波及－愛媛大学附属高等学校における教科教育研究大会

の試み－ . 令和２年度  日本教育大学協会研究集会発表資料集 . pp. 

304-307. 

 

 

② グローバル人材育成教育学会（オンライン）  

ア 日 時：令和３年２月６日（土）、７日（日）  

イ 方 法：オンライン開催  

ウ 対 象：グローバル人材育成教育学会員、会員に指導を受けた大学生や高校生  

エ 主 催：グローバル人材育成教育学会  

オ 内 容： 

大会テーマ「アジア・太平洋最新教育事情と国際交流のニューノーマル現

地の COVID-19・大学の授業状況・派遣と受入留学の現状 -」の下、海外から

の招待講演、オンデマンド型の一般演題・賛助企業の発表に加え、コロナ下

にもかかわらず積極的に学ぶ大学生や高校生等による発表も企画された。今

大会は発表者も内容も多岐にわたる盛り沢山のプログラムで、招待講演では

６か国に関する講演、会員による一般演題と大学生、高校生等の発表で、延

べ 60 名以上が登壇した。本校からは、生徒２名が選出され、教育連携部会企

画スピーチ発表と、指導学生選抜発表に参加し、本校の WWL 事業に関する教

育活動について、生徒目線で整理し発表した。聴講者の中には、国内外の高

校生や大学生だけでなく、海外の学生もおり、広く本事業の広報を行うこと

ができた。  
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（３）クラウドファンディング

① 概要

ア プロジェクト名

『持続可能な未来へ。愛媛大学附属高校、循環型農業への挑戦』

イ 目標金額

１５０万円

ウ 実施スケジュール

令和元年１１月６日（水）～１２月２０日（金）

エ プロジェクトの趣旨

「循環型農業」の実践・体験を通してグローバルリーダーに必要とされる地

球環境、エネルギー、食糧、生命への深い理解を涵養する。

オ 結果

延べ１１４名の方からご支援いただき、目標設定金額の１５０万円を大きく

上回る１８８万１０００円の寄附金が集まった。

② 授業への展開

ア 自走式チッパーの使用

ソラマメの茎葉は以前まで、野外焼却によって処理をしていたが、近年本校

圃場周辺に新興住宅が建ち始めたため、野外焼却が困難な状況となった。昨年

度は、植物体をトラックに積み込み、本校から離れた果樹園にて処理をしたた

め、かなりの手間と労力を要した。自走式チッパーが導入されたお陰で、難分

解性の植物体を直接農地に還元することができるようになり、資源の循環を実

行しつつ、作業の省力化にも繋がった。

イ 精米機の導入

本校は毎年、４枚の水田でうるち米ともち米を計４０ 栽培している。稲刈

り後の乾燥・籾摺りは、校内の機械を使用しているが、精米は近隣のコイン精

米で行ってきた。今回、精米機の導入により、米ぬかを堆肥の原料として使用

することができるようになった。

ウ 電動薪割り機の使用

本校は校庭に多くの木々が並び、キャンパスから離れた場所に果樹園を２か

所保有している。毎年多くの廃材や柑橘の樹の剪定くずが発生する。この中で

サイズが大きいものを、薪割り機で細断し、後に説明するウッドボイラーや無

煙炭化器に使用した。

エ ウッドボイラーを使用した土壌消毒

電動薪割り機で細断した薪を燃料とし、堆肥や栽培後土壌の温湯消毒が可能

となった。土の再利用や購入費削減に繋がる取り組みとなることが期待される。

オ 無煙炭化器を使用した炭作り

地域にも配慮した上で簡易的に炭作りを行うことができるようになった。本

校果樹園で発生する剪定くずや校庭の木々の廃材を炭化させ、農地に還元する

取り組みを本格的に始める予定である。
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   ③まとめと今後の活動について  

    クラウドファンディングの支援金で購入させていただいた機器のおかげで、これ

まで取り組んできた循環型農業の学びを更に深めることができた。農作物残渣と家

畜糞尿を堆肥舎へ集約させ、完成した堆肥を使用する従来の活動に加え、果樹園で

発生する柑橘の木の剪定くずを有効活用することも可能となった。  

２年生の「農業と環境」の授業では、堆肥と炭に着目した循環型農業の予備試験

を実施した。慣行栽培の水田と堆肥・市販の炭を施用した水田との間で、土壌の生

物性を示す値に有意な差が出た。次年度以降、堆肥に加え自家製の炭も活用し、  

   循環型農業の取り組みを更に深めていきたい。  

    今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大予防の為、地域のイベントや対面で実

施されるはずのシンポジウム等が相次いで中止となった。このような状況下ではあ

ったが、「農業と環境」の授業を履修している本校２年生３２名は積極的にオンライ

ンセッションに参加し、循環型農業の取り組みを幅広く発信してくれた。代表的な

ものとして、筑波大学附属坂戸高校主催の「第９回高校生国際 ESD シンポジウム」

や愛媛県教育委員会主催の「令和２年度えひめスーパーハイスクールコンソーシア

ム」が挙げられる。来年度は、校内での循環型農業の学びを大切にしつつ、本校農

業科と関わりのある方々と共に学び、地域へ発信させることをテーマとしたい。こ

の１年、コロナ禍でオンライン化が進んだが、農業の部門は対面でないと学べない

事が数多く存在することを痛感した。With コロナ・アフターコロナ、どちらに転じ

たとしても、循環型農業を軸に、本校生徒にとって有益な学びを提供していきたい。 

自走式チッパーの使用  電動薪割り機使用の様子  

無煙炭化器を使用した炭づくり  炭の活用（花壇の整備） 
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  （４） 理科部  

    ① 理科部概要  

主体的に科学的な手法を用いた探究活動に取り組むことで、地域・世界の自然環境や

人類の生活・産業活動に貢献できる人材の育成を願って本校に理科部が誕生して 12 年

になる。理科部の活動は、その全てが SDGｓに関係している。部員は、それぞれの探究活動

テーマをもちながら、互いの活動を手伝い、経験や情報を共有し、広く学んでいる。卒業し

た部員は、在学当時の研究の延長のまま博士号を取得したり、今の仕事に役立ったりして

いると聞いているため、在学時の経験が各自の人生はもちろん、それぞれの専門分野で間

接的に SDGｓの達成にも貢献しているようだ。ここでは、今年度の部員（1 年生６名、2 年生

４名、3 年生４名）の活動について、その概要を報告する。 

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、例年と大きく異なる活動となった。特

に３年生は、イで紹介する遠隔活動以外は活動休止となった。１・２年生についても、例年

は愛媛大学の農学部、理学部、工学部等の研究室を毎日訪問して研究活動を行う生徒

がいるが、今年度は自粛し、現在もメールや Zoom で助言をいただくにとどめている。 

 

②  絶滅危惧種の野外調査・保全活動  

SDGｓの中でも、絶滅危惧種の保護や生物の多様性に触れられている。人類の活動や

環境変化等で失われた種は二度と戻ってこない。理科部では、創部当時から、愛媛県で

緊急度の高い絶滅危惧種を対象とした調査・研究

を行ってきた。近年、愛媛県で絶滅の可能性が高く

なっているのが、淡水性二枚貝のマツカサガイと、

淡水魚のヤリタナゴである。愛媛県は２０１９年、これ

ら２種を特定希少野生動植物に緊急指定した。理

科部では、この問題を見過ごすことができず、愛媛

県衛生環境研究所生物多様性センター、愛媛県

県民環境部環境局自然保護課、愛媛大学理学

部理学科生物学コース生態学講座と連携し、複数

の探究テーマを設定して課題解決に取り組んでい

る。調査は、理科部以外にも NPO や環境アセスメ

ント会社等も行っているが、課題解決にむけた具体

的行動は本校理科部のみと思われるため、部員は

その責任の大きさを理解し、責任感を持って取り組

んでいる。各部員の探求テーマと、今年度得られた

成果は多岐にわたるためここでは省略するが、例え

ば野外調査（図１・２）に他の研究をしている部員も

参加するなどし、広く体験を通して学んでいる。これ

らの活動は、公益財団法人増進会自然環境保全

研究活動助成基金の助成を受けて行われている。 

 

③  地域企業との商品共同開発と販売  

理科部では全国のお酢屋と協働し、酢酸菌を題材にした課題研究を行ってきた。ＤＮＡ

解析等、毎日の活動は愛媛大学農学部の研究室を借りて実施している。成果は農芸化

学会誌への掲載（2018、2019）、国際学会での発表（2019）、マスコミを通じて行ってきた。

しかしコロナ禍にある今年度は、研究室訪問を伴う活動を休止中である。その中でも３年生

図１  今年度の絶滅危惧種の調査
の様子。毎回、投棄された農業
関連のゴミの多さに驚かされる。
捕獲や飼育をするためには、県
知事の許可が必要である。 

図２ 保全のため重要となる餌 (プラン
クトン)に関する研究の様子。 
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部員は、昨年度よりアカデミックな探究活動と同時

並行して取り組んできた、地元の老舗企業（お酢

屋）・愛媛大学農学部学生・本校理科部 OB・OG

による、愛媛県産品を使った商品開発のための活

動を継続した。商品（ポン酢と飲むお酢）は、本校果

樹園の温州みかんから単離・培養して安全性や機

能性を確認した特別な酢酸菌を用い、大学生の協

力を得ながら自ら醸造して作り上げたお酢が原料で

ある。コロナ禍の迫る昨年冬に醸造の完了と商品コ

ンセプトの決定を急ぎ、３月中に関係者が ONLINE

会議できる環境を整えられたことで、何とか４月から

も開発継続できた。高校・大学が活動自粛中の４・

５月も Web 会議サービスを利用した打合せ（＝部活

動）をくり返し、商品ラベルデザイン、販売（クラウド

ファンディング）のためのテキスト・写真・動画の作

成、ＢＧＭの作曲、返礼品の考案と、１学期中に必

要な作業を進めた。住む場所と立場の異なる生徒、

学生、社会人が打合せをくり返せたのは、ＳＮＳとＷ

ｅｂ会議システムの普及があってこそだった。知財の

処理、保健所での手続き等を経て、商品は９月１４

日に販売開始となり（図３）、目標の倍以上を売り上

げて終了し、複数のマスコミ報道があった。グローバ

ル化が進む今、地域の中小企業による伝統産業を

どう持続させ、技術革新をもたらすかは SDGｓでも触

れられている。研究成果をいかした新商品を企業に

提案するだけにとどまらず、発売までやり切った経験は、経済や産業についても学ぶ機会

になったようだ。こうした活動を見た１年生部員が、酢酸菌を材料とした新たな研究テーマに

取り組んでいる（図４）。 

 

④  地域の小学校における科学実験教室  

理科部では毎年、子どもや親子を対象とした科

学実験講座を複数開催しているが、コロナ禍の今

年度はそのほとんどが自粛となった。しかし、感染

拡大が落ち着いていた 11 月の休日に,感染防止

対策を徹底した上で、松山市内のある小学校で理

科部１年生が講師となって理科実験工作教室を

開催した（図５）。「子どもたちが直接実験に触れる

機会が減っているコロナ禍だからこそ開催して欲し

い」という先方の熱い要望を受け、各部員はそれ

ぞれの研究活動の手を止め、２ヶ月以上十分な準備をした。その結果、例年以上に良い講

座となり、先方の期待に応えることができた。はじめて子どもに授業をするだけでも大変な上、

コロナ対策のための様々な工夫した経験は将来、ＳＤＧｓにも触れられている、すべての

人々に区別なく質の高い教育を提供することができる人材になるための経験となったかもし

れない。 

図３ 大手クラウドファンディングのトッ
プページで紹介された商品。商
品づくりより、完成後の方が手間
暇・時間がかかった。自宅で過ご
す時間が長く、Web 会議を効果
的に使えたコロナ禍でなければ、
商品化できなかったかもしれな
い。 

図４  本校果樹園で、酢酸菌を見つ
めつつ（肉眼では見えない）、新
たな研究テーマを考える部員。 

図５  小学生に実験手順を説明する
部員。 
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    ⑤  プラガールズの活動  

令和２ (2020)年１月、１年生から「環境問題の研究を

したい」という生徒が現れた。他にも研究に興味を持つ

同級生への声掛けの結果、「海洋性細菌による生分解

性プラスチックの生産」というテーマで海洋マイクロプラ

スチック問題の解消に取り組む女子３人チームが結成

された。「プラガールズ」の発足である（図６）。しかし、３

月に入ると新型コロナによる臨時休校が始まったため、

休校あけの２年生６月まで活動は停止した。 

通常登校が再開された６月上旬から、プラガールズ

の研究活動が始まった。この時、２年生部員がいなくな

っていた理科部へ入部した。この研究の方針は、 

・市販の天日塩中に休眠している海洋性細菌を培養して菌株ごとに単離  

・菌株ごとに最適な培養条件や生分解性プラスチック産生条件の検討  

・菌体内蓄積物質の抽出とそれが生分解性プラスチックであることの検証  

・バイオマスプラスチック配合レジ袋の生分解性の比較確認  

であり、ＳＤＧｓのゴール９「産業と技術基盤の基礎をつくろう」、12「つくる責任  つかう責任」、

14「海の豊かさを守ろう」、15「陸の豊かさも守ろう」に該当する。プラガールズは３人とも他の

文化部にも兼部していることに加え、生徒会活動、校外での文化活動、長距離通学などで

忙しく、実質的な研究活動ができるのは平日の放課後２時間程度、週２～３回が限度であ

った。そこで効率のよい実験計画を作成して３人が分担して研究を進めた。６月には(株 )リ

バネスの「サイエンスキャッスル研究費アサヒ飲料賞」に応募し、全国５件に採択された。こ

れは助成金５万円とアサヒ飲料 (株 )の研究者からの助言が定期的に得られるという教育プ

ログラムである。助成金で実験に必要な試薬や器具を購入し、７月から 12 月まで研究者か

らのリモート指導を受けることができた。また(株 )日立ハイテクノロジーズの教育プログラムに

申請して６月～８月に小型電子顕微鏡の無償貸与を受けた。10 月と 12 月には愛媛大学

教育学部を訪問して電子顕微鏡を使用した。 

８月３～４日に実施された学校見学会では、来校した中学生やその保護者に部活動見

学を通して実験の様子を公開した。８月 29 日に「理系女子科学研究発表 web 交流会  第

３回四国大会」(リモート開催 )に参加して初めての発表を行った。９月 24 日の「愛附祭」(校

内文化祭 )では Zoom 中継で研究発表を行った。これらはいずれも新型コロナ対策でリモー

ト開催になったものである。愛附祭では例年通りの文化部展示が中止になった。  

令和２ (2020)年度の科学系コンテストは新型コロナ対策でリモート開催ばかりになったた

め、遠征費や移動日程を気にすることなく県外の大会に参加することができた。リーダーの

二宮さんは県外開催の全ての大会がリモート開催になったことから、「直接会うことができな

くなった全国の仲間に愛媛をアピールしたい」と「みきゃん」の帽子 (被り物 )を着用して発表

を行った。令和２(2020)年度に参加した発表会やコンテストとその成績は次の通りである。  

〇11 月８日「第３回グローバルサイエンティストアワード“夢の翼”」  

リモート開催。九州地方のＳＳＨ指定校が主催、文部科学省後援。東南アジアや台湾か

らも多数の参加があった。約 70 研究の参加、大学教員による審査  

🏆🏆審査員特別賞 (全国入賞：当日設定された特別賞 )   

○11 月 14 日「第 34 回愛媛県高等学校総合文化祭」自然科学部門（県高文連） 

 予備選考を通過して生物分野の予選に出場（ポスター発表）  

・予選敗退  ⇒本校のマツカサガイ研究が決勝に進出し奨励を受賞  

図６ プラガールズ：左から

門屋、リーダー二宮、森 
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〇11 月 15 日「海の宝アカデミックコンテスト  2020    

全国大会」（リモート開催）北海道大学主催。マリン

サイエンス部門の決勝 10 件に進出  

🏆🏆海の宝大賞 (最優秀賞 )    

⇒「愛媛新聞」12 月 30 日掲載（図７） 

⇒愛媛大学ＨＰ(トピックス) １月６日掲載  

⇒テレビ愛媛 1 月 21 日放送（図８） 

〇12 月３日「第 29 回バイオ甲子園 2020 論文大    

会」（バイオテクノロジー研究推進会） 

・入賞せず   

〇12 月８日「愛附コンテスト」（校内研究発表会、リモ

ート開催）入賞ベスト４に理科研究３件  

🏆🏆最優秀 (校内１位 )  

〇12 月 20 日「サイエンスキャッスル研究費アサヒ飲料

賞  成果発表会」（リモート開催） 

🔱🔱最優秀賞 (全国１位 ) 当日 YouTube 配信  

⇒「食品新聞」12 月 22 日掲載  

⇒「食品産業新聞」12 月 23 日掲載  

⇒「Yahoo!ニュース」12 月 22 日以降数種掲載  

〇12 月 20 日「ＷＷＬ全国高校生フォーラム」（文部科

学省、リモート開催）   

・英語ポスター発表と指定校間交流  

〇１月６日「第 59回日本薬学会中国四国支部学術大

会  高校生オープン学会」（リモート開催） 

🏆🏆優秀賞（中国四国地区２位） 

〇２月 14日「えひめ高校生サイエンスチャレンジ 2020」

（リモート開催）愛媛県教委と愛媛大学の共催、本

校から５件出場、努力賞  

〇３月４日：「愛媛大学児童生徒等表彰」（愛媛大学）

🏆🏆学長表彰  

〇３月 19 日「日本農芸化学会  ジュニア農芸化学会

2021」（リモート開催）結果未定  

〇３月 20 日「第 68 回日本生態学会  高校生ポス   

ター発表会」（リモート開催）結果未定  

この研究では海洋性細菌から効率よく PHB（ポリヒドロキシ酪酸：生分解性プラスチックの

材料物質）を生産した成果、市販の天日塩から世界中の試料を得るという着眼点、バイオ

マスプラスチックの環境負荷の大きさという意外性から、多数の入賞をすることができた。生

徒は大会出場を繰り返すたびに発表のプレゼンテーション能力と質疑応答のコミュニケー

ション能力が向上していった。また、マスコミの取材を受ける過程で自信を持ってアピール

する力も身につき、研究へのモチベーションも向上した。プラガールズのこの研究は３年生

の必修科目「課題研究」でも継続する予定である。令和３ (2021)年度は愛媛大学や研究

機関への分析依頼を行い、菌株の種の同定や生産できた PHB の分子量測定を行う予定

である。また、大学教員の指導でデータの統計処理や研究の論文化に取り組み、９月に大

きな科学コンテストへ応募することを計画している。 

図 ８ テ レ ビ 愛 媛 の 取 材

年 月 日 １月

日「 ニュース」放

送

図７ 「海の宝アカデミック

コンテスト」最優秀賞報

道の 年 月 日愛

媛新聞（取材 月 日）
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（５）愛附コンテスト 
①活動のねらい 

ア スピーチコンテストでは、生徒の身近な問題や将来の問題について抱負や意見を交換し、

主体的に問題を解決する能力と態度を養うことを目的としている。  
イ プロジェクトコンテストでは、各部門における日頃のプロジェクト活動の成果を発表し、

生徒の科学性を高めるとともに、専門的な能力や態度を高めることを目的としている。  
②活動の概要 

１回目をスピーチコンテスト、２回目をプロジェクトコンテストとして、年間２回開催して

いる。スピーチコンテストでは、各クラスで予選会を行い代表者１名が、６月の校内大会で発

表する。プロジェクトコンテストでは、各教科で予選会を行い代表が１２月の校内大会で発表

する。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、１回目のスピーチコンテストは残念な

がら中止となり、２回目のプロジェクトコンテストでは、Zoom と Moodle を併用して、オンラ

インや Web 上での発表となった。 
③開会式 

・開会の言葉 
・農業クラブ会長あいさつ 
・校長あいさつ 
・審査要領説明 
・閉会の言葉 

④出場生徒数 
・スピーチコンテスト（各クラスの代表者９名） 
・プロジェクトコンテスト（各教科の代表１チーム、最大１０チーム） 
・オープン参加（英語スピーチの部、研修報告の部、留学生による日本語スピーチの部等）  

⑤閉会式 
・開会の言葉 
・生徒会長あいさつ 
・校長あいさつ 
・閉会の言葉 

⑥評価方法 
下記の項目をもとに、審査員がコンテストの発表における審査を行い、入賞者を決める。  

ア スピーチコンテストの審査項目 
 得点 
表題にあっているか １０ 
高校生にふさわしく身に付いた内容か ２０ 
正確な判断で具体的な意見であるか １５ 
明朗で建設的な意見であるか １５ 
発表態度・要領はどうか ２０ 
内容は聴衆によく理解されたか ２０ 
合計 １００ 
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イ プロジェクトコンテストの審査項目 
 得点 
高校生にふさわしいプロジェクトか １０ 
計画が適切に立てられているか １０ 
計画が熱心に進められ実践記録が継続的にあるか ３０ 
成果の判断は正確で総合的に行われているか １０ 
成果は今後の学習に役立つものであるか １０ 
発表の準備と活用が適切であるか １５ 
内容が聴衆によく理解されたか １５ 
合計 １００ 

 
⑦入賞規定 

入賞数は、スピーチコンテスト・プロジェクトコンテストともに、それぞれ出場数の１／３

とし、得点が一番高いものを最優秀とする。 
⑧全体評価とこれからの課題 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、１回目のスピーチコンテストが中止となり、

２回目のプロジェクトコンテストがオンラインでの開催となった。また、それにより各部門で

も継続的な研究ができにくい環境であったため、出場部門に偏りが出てしまった。例年であれ

ば多くの研修報告もあったが、その研修自体の多くが中止なってしまったので、研修報告も今

年度はなかった。来年度は通常通りの１年を過ごすことができれば、スピーチコンテスト実施

することができ、プロジェクトコンテストも多くの部門が出場してくれるのではないだろうか。 
オンライン開催のおかげで、今まで見えなかった部分も発見できた。以前であれば、体育館

の準備に多くの人員と時間を割かなければいけなかったが、オンライン開催のため、その準備

がなかった。聴衆に対して直接とは言えないが、それに準じた形として発表ができ、新たな実

施方法として考えていってもいいのではないだろうか。また、Zoom と Moodle の併用であった

が、併用については再考する必要があると考えれらる。 
新たな形で愛附コンテストを実施したが、今後も生徒の活躍の場を多く提供できるツールの

一つとして活用していきたい。 
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2・3年次

 
Ⅲ　関係資料
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１年次
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令和２年度指定　WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）
コンソーシアム構築支援事業　第１年次
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