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2015 年度  

生き直しの学校 

 現在、学校現場では、知識基盤社会化やグローバル化に対応するために新し

い教育が求められている。「アクティブ・ラーニング」や「課題解決型学習」、「キ

ー・コンピテンシー」、「持続可能な社会づくり」、「国際協力」などさまざまな

キーワードが学校現場で取り上げられている。 

「PBL 版 高校生のための国際協力入門」は、「課題解決型学習」と「国際協

力」をテーマとしたグローバル教育の実践である。PBL(Project Based Learning)

とは、「課題解決型学習」のことであり、講座名で「PBL 版」とうたっているよ

うに、この講座を通じて生徒に身につけてほしい力は、どこに問題があるのか、

なぜ問題が生じているのか、どのようにしたら解決へと導けるのかということ

を、自ら気づき探索する力である。また、PBLの手法が開発途上国における国際

協力の現場で地球規模の諸課題を解決しようと模索する過程と一致しているこ

ともあり、国際協力を題材とした探究的な学習プログラムとなっている。 

さらに、上記の内容や学習方法を学校のリソースだけでは対応できないため、

国際協力機構(JICA)やグローバル企業、中央大学と連携してプログラムの企

画・運営を実施し、多様な体験学習やフィールドワークの機会を提供している。 

近年、学力向上への対応などにより、学習内容および授業時間が増加し、グ

ローバル教育に取り組む時間の確保が困難になっているが、本講座がグローバ

ル教育を推進するための学校現場での理解を促進し、外部機関との連携による

新しい時代にふさわしい実践事例となることを期待している。 

実践者氏名／団体名 大塚 圭／中央大学杉並高等学校 小川 正純／JICA・中央大学国際センター 

山田 篤史／中央大学杉並高等学校 

実施日・期間 ２０１４年４月～現在 

主な実施場所 中央大学杉並高等学校、JICA 地球ひろば、タイ・バンコクおよびその近郊 

取り組みへの参加者

及び人数 

２０１４年度 高校１年８名、高校２年１２名、高校３年１０名 計３０名 

２０１５年度 高校１年８名、高校２年５名、高校３年３名 計１６名 

目標・ねらい 
 

 

 

 

 

 
2015 年度  

タイの高校で 

ソーラン節を披露 

〈目標・ねらい〉 

PBLの手法を用いて、タイの経済発展とそれに伴う社会問題をグローバルな視

点で捉え、JICA やグローバル企業、中央大学との連携により、高校生が自ら解

決のための仕組みづくりを提案する（資料１）。 

また、グローバル教育を推進するための観点から本講座と学習指導要領との

関係をまとめると以下のようになる（JICA開発教育指導者研修を参考に作成）。 

１．知識基盤社会化とグローバル化 

21 世紀は、新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあら

ゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す、いわゆる「知識基盤社

会」の時代であると言われている。このような知識基盤社会化やグローバル化

は、アイディアなど知識そのものや人材をめぐる国際競争を加速させる一方で、

異なる文化や文明との共存や国際協力の必要性を増大させている。 

〈高等学校学習指導要領解説編 総則〉 

２．「国際競争」の観点からの対応 

自己責任を果たし、他者と切磋琢磨しつつ一定の役割を果たすためには、基

礎的・基本的な知識・技能の習得やそれらを活用して課題を見いだし、解決す

るための思考力・判断力・表現力等が必要である。 

〈H20.1.17中央教育審議会答申〉 

３．「共存や国際協力」の観点からの対応 

世界や我が国社会が持続可能な発展を遂げるためには、環境問題や少子・高

齢化といった課題に協力しながら積極的に対応することが求められる。 

〈H20.1.17中央教育審議会答申〉 

以上の３点から、本講座は、グローバル社会に必要な「課題解決能力の育成」

- 1 - 



 

と「国際的な課題への積極的な対応」という２つのコンセプトで実施している。 

 

 

 

 

 

2015 年度 

ハーモニーライフ農場 
 

具体的な 
取り組み内容及び 

工夫・配慮した点等 
 
 
 
 

 

2014 年度 

高齢者施設でボランティア 

 
 
 
 

2014 年度  

クロントイ・スラム 

〈概要〉 

 中央大学杉並高等学校では、土曜日の３・４時間目を「土曜講座」として高

校の通常カリキュラムとは別にさまざまな選択講座を用意し、生徒一人ひとり

が各自の興味・関心に応じて履修できるようになっている。履修にあたっては

学年を分けず、全学年の生徒が混在することになる。本講座は、この土曜講座

の一つとして開講され、１学期に事前学習をおこない、夏休み期間を使って現

地タイを訪問し、２学期にプロジェクトワークを通じて生徒たちが自ら設定し

た社会問題についての解決策を探っていき、３学期には各グループで検討した

解決のための具体的方策をプレゼンテーション形式で発表するという通年のプ

ログラムである。 

〈事前学習（資料２）〉 

国際協力における基礎的な知識を学ぶとともに、タイに関する情報を収集す

る。JICA やグローバル企業、在東京タイ王国大使館と協力し、生徒たちがさま

ざまな視点で国際協力を学べるように留意する。また、PBL型教育を実践するた

めに必要なことを体験し、事後学習におけるプロジェクトワークの準備をする。 

〈タイ現地研修（資料３）〉 

タイにおける政府開発援助(ODA)事業や企業の視察、農村部での生活体験など

のフィールドワークを実施する。タイの障害者や高齢者、山岳民族、スラム街

に住む人々など社会的弱者の問題やタイの日系企業の活動を調査するととも

に、学校交流やボランティア活動などを通して、タイの文化や生活、社会事情

を分析する。また、現地では、お互いの疑問や驚き、違和感を共有できるよう

にふりかえりの時間を設定する。    【話し合いを可視化するためのフローチャート】 

〈事後学習（資料４）〉 

 事前学習やタイでの現地研修の成果をもとに、

タイにおける社会問題の解決に資するプロジェク

トワークを行う。プロジェクトワークの流れは、

Step1 問題の探索→Step2 目標の設定→Step3 情

報収集・課題発見・計画立案→Step4 課題の解決

策の考案→Step5 成果物の作成→Step6 プレゼン

テーションという６段階を設定した課題解決型学習である。また、各ステップ

における生徒たちの話し合いを可視化できるようにして評価の材料とする。        

教材・資料 
・JICA タイ事務所「タイにおける ODA事業」 ・中央大学教授「PBLの実践」 

・味の素（株）「企業の国際展開」 ・（株）ｾﾞﾝｼｮｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ「フェアトレード」  

成果 

 本講座は、「課題解決型学習」と「国際協力」をテーマにしたことで、より実

践的なグローバル教育の事例になったと考える。生徒たちが課題解決に必要な

思考力・判断力・表現力を身につけ、国際社会に積極的に貢献していこうとす

る姿勢は、まさにグローバル人材になるべく第一歩である。さらに、多様な機

関と連携することによって、学校現場だけでは網羅することができない学習環

境を整えることができた。また、学習指導要領との関係性を明確にし、学校現

場での理解を促進することができたことも大きな成果である。 

今後の展開、発展 
（この取り組み 
の生かし方） 

PBL 型教育は、性質上、時間を要するプロジェクトワークに取り組むので、「土

曜講座」での実践には限界があることも事実である。また、さまざまな興味・

関心・背景を持った生徒たちが学年を超えて一つのプロジェクトワークに取り

組む有意性を感じる一方で、１年次から３年次まで明確な教育目標を定めて段

階的に人材育成を図る必要性もあると感じた。幅広い生徒一人ひとりにより有

意味な教育を実践するためには、グローバル人材育成のための「学校設定教科」

や「学校設定科目」を検討し、教科等を横断したプログラムとして実施するこ

とも一つの方策である。 
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資料１       課題解決型の能動的学修（アクティブ・ラーニング）と 

中央大学や国際協力機構（JICA）、グローバル企業との連携について 

 

「PBL 版 高校生のための国際協力入門」は国際協力をテーマとしているため、教育現場である高校だけで国

際協力や海外の事情等について授業を行うことはむずかしい。また、国際協力の実施機関である国際協力機構

（JICA）の協力を得ないと実際に政府開発援助(ODA)事業の現場を視察することは困難である。海外展開を行う

企業の活動視察や講義についても、グローバル企業の協力を得ないと実施することはむずかしい。そのため、本

講座は下記の通り中央大学国際センター、JICA、グローバル企業など外部機関と連携しつつ実施されている。 

 

１．中央大学国際センターとの連携 

文部科学省が平成 24 年 8月 28日に発表した「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯

学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～（中央教育審議会答申）」では、学校教育へのアクティブ･ラ

ーニングの導入を打ち出している。また、高等学校教育と大学教育が連携･協力しながら、両者の質を高める

ことの重要性が述べられている。中央大学国際センターが附属高校の支援を行っているのは、これに沿ったも

のである。 

 

２．JICAとの連携 

JICA は国際理解教育/開発教育の支援を実施しており、本講座に関しては、地球ひろばにおけるワークショ

ップを通じての学習プログラム等を提供するとともに、タイ事務所が国際協力の現場視察のアレンジ、テレビ

会議による事前、事後学習への協力を行っている。 

 

３．グローバル企業との連携 

日本経済団体連合会（経団連）は平成 25年 6月 13日に「世界を舞台に活躍できる人づくりのために」とい

う提言を発表し、初等中等教育で求められる取り組みの一つとして、英語教育や国際理解教育の抜本的拡充を

求めている。企業としても将来経済産業界で活躍が期待されるグローバル人材の育成のため、高校生の教育に

支援する意義は高い。2014 年度は株式会社ゼンショーホールディングス、2015 年度は味の素株式会社の協力

を得て、事前学習の一環として日本企業の海外事業展開、フェアトレードなどに関する講義やワークショップ

を行った。また、タイ現地研修では、「すき家」店舗の視察やデンソー・インターナショナル･アジア社におけ

る社会貢献事業の現場や工場の視察、グローバル人材になるための心構えについての講義を行った。 

 

 課題解決型の学習を行う本講座は、自分の世界を広げるための学習であり、高校生が将来どう生きるべきか、

またどのような職業に就くべきかを考え、そのために大学で何を学べばいいかを考える機会を与えている。国際

協力などをテーマとした場合、自分の世界を広げるための課題解決型学習を学校、家庭、地域社会等の中での体

験を通してだけで学ぶことはむずかしい。そのため、外部の機関や人材の支援を得て学校教育の中に取り込んで

いくことで、より質の高い学習が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

中央大学のタイ人留学生による授業  青年海外協力隊員の活動現場を視察      デンソーの工場を見学 



資料２                 事前学習 
 1 学期（4 月～7 月）に、JICA、中央大学国際センター、企業などと連携し、国際協力やタイでの ODA 事業、

タイの言語・文化・現地事情などを学んだ。 
【事前学習の主な内容】 

 ・JICA 地球ひろばでのワークショップ・体験展示 
 ・JICA タイ事務所とのテレビ会議で、タイでの ODA 事業の実例を学ぶ 
 ・中央大学国際センターと連携し、タイの現地事情について学ぶ 
 ・企業の国際協力活動について学ぶ（（株）ゼンショーホールディングス、味の素（株）） 
 ・在東京タイ王国大使館 シントン次席公使による講演会 
 ・中央大学在学中のタイ人留学生からタイ語・タイ文化を学ぶ 

 
 
 
 
 
 
 
 
    JICA 地球ひろばでのワークショップ         JICA タイ事務所とのテレビ会議 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    企業の国際協力を学ぶ（味の素（株））        シントン次席公使による講演会 
 
 
 
 
 
 
 

（生徒の感想） 

JICA地球ひろばでのワークショップや体験展示を通じて、自分が今おかれている立場に感

謝すべきであるという感想を持ちました。世界にはきれいな水を 1 日 1 杯も飲めない地域や

地雷が埋まっている危険な地域があることを知り、そうした国々と日本がつながっていて、

自分達が生きていくためにも途上国の人たちを支援する必要があることを学びました。 

 

（生徒の感想） 

 味の素（株）の CSR 部の方から、東南アジアで成功したお話やアフリカで妊産婦・乳幼児

の栄養改善の支援をしているお話を聞きました。今までは海外進出している会社は自らの利

益だけで相手国のことは考えていないと思っていましたが、味の素（株）が相手国の人々に

も利益を与えるように考えてビジネスしていることを知り、感動しました。実際に企業で働

いている方からお話を聞けて、貴重な経験となりました。 



資料３                タイ現地研修 
 夏休み中の 10 日間、タイでの現地視察、ボランティア体験・交流活動などをおこなった。 
【タイでの主な訪問先】 
  ・JICA タイ事務所 
  ・障害者施設（パクレット障害乳幼児ホーム、プラプラデーン障害者ホーム） 
  ・障害者自立支援（タイウィール車いす工場、アジア太平洋障害者センター） 
  ・高齢者施設（タマパコーン高齢者福祉センター） 
  ・日系企業（デンソー・インターナショナル・アジア） 
  ・NGO 団体の活動（ドゥアン・プラティープ財団が支援するクロントイ・スラムと生き直しの学校） 
  ・タイの中学高校（ランパーン・カラヤニー校、チュラポーン・サイエンス・ハイスクール） 
  ・地方・農村視察（北部山岳民族の村、ハーモニーライフ農場） 
 
 
 
 
 
 
 
 
      障害者が働く車いす工場を視察        アジア太平洋障害者センターでの研修 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     生き直しの学校でボランティア体験          タイの高校生との交流 
 
 
 
 
 
 
 

（生徒の感想） 

 生き直しの学校では子供たちの笑顔がとても印象的でした。麻薬の犯罪に関わったり、親

に捨てられたりした子供たちもいると聞いていましたが、子供たちには悲しい表情は全くな

く、彼らの笑顔からたくさんの幸せをもらいました。私にできることは何かと考え、子供た

ちや彼らを支援しているドゥアン・プラティープ財団のことを、もっと日本の人々に知って

もらうことだと思いました。とても小さなことかもしれませんが、家族や友人などの身近な

人から少しでも多くの人に知ってもらいたいです。 

（生徒の感想） 

車いす工場では、障害当事者が障害を乗り越えて、障害者のために車いすを作るという支

援の形を学ぶことができました。障害者の人たちが生き生きと働いている姿を見て、障害を

持った人でも社会で自立できることを実感しました。 



資料４                 事後学習 
 2 学期・3 学期（9 月～2 月）に、事前学習・タイ現地研修で学んだことをもとに、タイの社会問題について自

ら課題を設定し解決策を探るグループワークをおこない、その成果を各種報告会で発表した。 
【事後学習の主な内容】 
  ・中央大学教授による PBL 実践のためのレクチャー 
  ・タイの社会問題解決のためのプロジェクトワーク（課題設定から解決策の提示まで） 
  ・最終報告会でのプレゼンテーション 
 
 
 
 
 
 
 
      PBL 実践の方法について学ぶ       グループワークでのブレインストーミング 
 
 
 
 
 
 
 
    課題探求・解決策提示のために情報収集     最終報告会でのプレゼンテーション 
 
 
 
 
 
 
【生徒たちが作成した成果物の例】 
 タイの山岳民族の生活支援者を増やすため    タイで交通事故により障害を負う人を減らすため 

山岳民族を紹介するパンフレットを作成     子供たちに交通安全を呼びかける漫画風パンフレットを作成 

 

（生徒の感想） 

PBL（課題解決型学習）を初めて体験しましたが、自分で課題を見つけ、答えのない問題に

向かって試行錯誤しながら解決策を考えることは、とても大変だったけれど魅力的なもので

した。グループで一つのプロジェクトをまとめることの難しさ、的確に人に伝えるプレゼン

テーション力の必要性を痛感しました。 
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