
【グローバル教育取り組み部門】 

 

タイトル 佐野市及び台北
タイペイ

市における持続可能な水資源のあり方を提言する 

応募者氏名 高久順（佐野高校 SGHクラブ（研究班） 顧問教諭） 

作品を通して 

伝えたいこと 

（１）Diversity Celebration!（多様性の称賛） 

本校は平成 28年度、文科省よりＳＧＨに選定されました。今後本校の場合

は持続可能な地域とグローバル社会の実現のためにすべての生徒が 3 年間を

かけて課題研究に取り組むことになります。このような中で、このＳＧＨク

ラブ（研究班）は、その課題研究を、正規の授業時間だけでなく課外活動を

通してさらにシンカ（進化・深化）させたいと志のある生徒が今年 4 月に立

ち上げたものです。この研究班は、「Food,Energy,Water」の持続可能な管理

の確保の実現を目指して、積極的に学校の外部に出て見聞を広げるとともに、

8月には海外の日本人学校や現地の日本人留学生、日本留学経験のある現地の

大学生などと合同チームを組んで活動に取り組みました。グローバルな社会

課題の解決に取り組むにあたり、自分 1 人で考えるのではなく、多様な人々

とネットワークを広げて、異なる背景を持った者どうしが協働してチームで

取り組むことの有用性と素晴らしさを伝えたいと思います。 

（２）ローカルに徹することも大切 

グローバルな課題はローカルな課題の積み重ねです。そして「地球規模の

水問題」といっても、佐野や台北をはじめ、地域ごとに課題の現れ方や解決

方法は当然異なってきます。グローバルな社会課題の解決を目指すためには、

逆説的ですがまず「地域をよく調べる（エリア・スタディ）」というローカル

に徹する姿勢が大切であるということを、伝えたいと思います。 

（３）海外の目から自分の正確な姿を知ることができる 

台湾を深く知ることで、佐野の地域性をより知ることができました。そし

て足元で実践すべき課題、できる取り組みが見えてきました。 

（４）本校生徒が様々な機会を得て発信する取り組みが、他校においてグロー

バル教育を展開する上での参考になれば幸いです。 

実践者／団体名 栃木県立佐野高等学校 SGHクラブ（研究班）台湾チーム   

実施日・期間 
２０１６年６月～１１月 クラブ活動 

（そのうち台湾フィールドワークを２０１６年８月１日～５日にかけて実施） 

主な実施場所 

台北日本人学校（台北市）、迪化下水処理場（台北市・台湾の最新型下水処理

施設）、佛教慈濟綜合醫院臺北分院（台北市）、台北市士林区士東國小學校の地

下水監測井（台北市）、台湾駅（利用市民にアンケート調査）、中央研究院（台

湾の最高学術機関。台湾の水環境について地球科学者・郭欽恵博士と質疑応答）、

國立自然科學博物館（台中市）、佐野高校、佐野市水道局、佐野市役所下水道課、

佐野厚生総合病院 

取り組みへの参加者

及び人数 

 

・栃木県立佐野高等学校 SGHクラブ・研究班（8名） 

◎岩永光喜（2年）相田真沙樹（2年）篠崎凛花（2年）飯塚菜摘（1年） 

石川健吾（1年）荻原佑介（1年）加川こもも（1年）高森和希（1年） 

・台北日本人学校卒業生（7名 学齢は日本の高校 1年に相当、氏名略） 

目標・ねらい 

大きな目標・ねらいは、単にグローバルな社会課題の解決に貢献（社会の変

容）と、その解決への取り組みを通して、グローバル・リーダーにふさわしい

行動特性（多様性を喜ぶ心、グローバルな社会課題の解決に貢献しようとする高い

志、異なる環境でも何とかやっていけるというレジリエンス、地域から考える発想）

の基礎を身に付けさせる（個人の変容）の２つです。 

具体的な 

取り組み内容及び 

《具体的な取り組み内容》 

※必ずフィールドワーク（FW）を実施する 

 6 月「国内 FW①」水環境に取り組む地元企業を見学する（吉川油脂、吉澤石



工夫・配慮した点等 灰工業）。また、明治時代の鉱毒事件で知られる渡良瀬遊水地で巡検を

実施し、地元の水問題（鉱毒汚染や水害頻発）の歴史と現状を学ぶ。 

7月「水質調査 in佐野」「水に関する意識調査 in佐野」を実施 

 8月「海外 FW 台湾における意識調査 in台北・台中」を実施 

ディスカッションを通して佐野及び台北市における水問題をそれぞれ明らか

にし、改善に導くためにアイデアを提言にまとめる活動 

 9~10月「国内 FW② 国内における関係機関を訪問し、追加調査・質疑応答・

提言」を行い、新たな課題を発見する活動。地域の方々も高校生の活動に

賛同を得て巻き込んでいくことも目指す。 

 11~12月 全国大会等に参加し、課題研究内容について専門家とセッションを

行う（12月以降はこれから実施予定） 

 1月～ 研究成果をまとめ、台湾の関係機関に提言する（予定） 

《工夫・配慮した点》 

（１）一つ目は、台北でフィールドワークを実施するにあたり、日本の高校生 7

名が台北日本人学校卒業生 7 名（台北の高校に 9 月入学予定。学齢は日本の高

校 1 年に相当）と合同チームを組織して、共同調査を行った点です。そのねら

いは、多様な文化的背景を持った若者どうしが協働して取り組むことの素晴ら

しさを味わわせることです。 

（２）二つ目は、台北・台中でフィールドワークを実施するにあたり、台湾の

日本留学経験がある大学生や台湾留学中の日本人大学生、台湾の大学に勤務す

る若手日本人研究者と日本の高校生との合同チームを、宇都宮大学の全面的な

協力を得て組織した点です。彼らの位置付けが、高校生を導く「指導者」では

なく高校生とチームを組んで一緒に行動する「バディ」であるという点に特色

があります。高校生たちが自分より少し年上の先達と異年齢の合同チームを組

んで研究調査をともにすることで、その国際経験や大人びた判断力、人間性か

ら大きな刺激を受けることをねらいとしています。 

（３）積極的に多様な場・国際的な場で研究成果をプレゼンする機会を作る 

プレゼンは、提言を伝えるだけでなく、質疑応答を通して、多様な方々の考

えに揉まれるとともに、自分たちの研究活動への貴重なフィードバックを得ら

れる機会となります。リーダーの生徒は 1 年時から同じテーマで研究に継続し

て取り組んでおり、昨年度 3 月にカナダのブリティッシュ・コロンビア大学で

発表しています（昨年度の研究であるため、今回の応募資料からは割愛）。今年

度も学校祭で来場者とのポスターセッション、台北日本人学校、中央研究院（台

湾の最高学術機関。郭欽恵博士と質疑応答）、佐野市当局（水道局や下水道課）

との質疑応答、佐野市長表敬訪問（予定）、11 月 10 日の ESD シンポジウム＠東

京 2016に参加し、ポスターセッションを行いました。 

（４）指導と評価の一体化 

 グローバル教育を通して身に付けてほしい行動特性とその目標レベルを生徒

に具体的に提示するためと生徒の自己評価の基準とするためにルーブリックを

始めました（応募分量の都合上、添付は省略） 

教材・資料 

（１）「使用した教材・資材」について 

フィールドワーク及び課題研究の成果を提言にまとめてポスターセッション

（11月 10日 筑波大学東京キャンパス）で使用した資料を別紙に添付しました。 

（２）「依頼した外部講師」について 

・飯塚義之（台湾中央研究院。日本人の地球科学者） 

・郭欽恵（台湾中央研究院。ボストン大学で博士号取得） 

・白田直子（国立政治大学国際関係センター、宇都宮大学卒業生） 

・後藤晃（台湾・東呉大学講師） 

・飯塚由美（台北日本人学校教諭） 

・郷間小百合（宇都宮大学国際学部 4年、台湾に留学中） 

・張瑜庭（国立曁南国際大学 4年、宇都宮大学に 1年留学） 



成果 

（１）「意識の変容」について  

・ＳＧＨ課題研究で取り組んだことを契機に始まった「ＦＥＷ資源の持続可能

な管理の確保の実現」を目指す研究を通して、高校生たちは地元地域の関係機

関担当者や国内外の大学研究者、海外の同年代の若者たちとつながり、人的な

ネットワークを広げていくことができました。社会課題を解決するにあたり、

自分 1 人で考えるのではなく、多様な人々とネットワークを広げて、異なる背

景を持った者どうしが協働してチームで取り組むことの有用性と成功体験を体

験的に学ぶことができました。単なる「多様性の尊重」から「多様性こそ宝」

へと高校生の意識が変容しました。帰国後も、「台北モデルの雨水利用システム」

を地元・佐野において実現するべく、追加調査を意欲的に重ねるようになりま

した。このように志を高めて「グローバル社会の課題解決」のため研究に取り

組むＳＧＨクラブ員に成長しました。ついでながら、国内外の大学教授、大学

生、留学生、関係機関の担当者の方々という、本校教員以外の大人達に数多く

接することで、高校生が大人の考え方に近づいていく様子も強く感じられまし

た。 

（２）「実践による社会貢献度」について 

①地元自治体へ「台北モデルの水資源利用システム」を提言 

・自治体や企業に研究の成果と具体的な改善案を持参し、担当者と意見交換し

て提言する予定（佐野市長表敬訪問、水道局、水処理センター、市内の総合病

院等に今年度中）です。 

②地元市民の意識啓発 

・佐野市は熊本県熊本市などと並んで水道水が１００％地下水という恵まれた

地域です。しかし水はおいしくて当たり前、蛇口から出て当たり前で水がどこ

から来るか市民の知識が乏しい（関心も低い）ことが分かりました。水道局と

連携して、佐野市の水の試飲（飲み比べ）を東京（筑波大学・東京Ｃ）で 11月

10 日に実施しました。その調査結果を市民に周知し、水資源への関心度と郷土

の誇りの高揚に貢献したいと考えます。また、佐野の水道水の水質の良さをＰ

Ｒするポスターを制作中です。 

③台北市民の意識啓発 

・日本人学校卒業生（台湾育ち）達に、台湾の雨水利用システムの充実ぶりを

プレゼンしたところ、全く知らなかったそうで驚かれました。そこで、高校生

の研究成果（英語版と台湾語版）を、8 月の FW への協力をご快諾・ご尽力頂い

た台湾最大の NPOである慈済仏教功徳会の公式 HPにアップして頂くことを考え

ています。日本の高校生の目で調べた「台北市民の身近な水資源への関心・知

識と台北市当局の先進的な雨水回収活用システムの充実ぶり」を台湾人自身に

啓発します。 

・台湾市民の意識調査ははじめ苦労しました。台北の人と話したのですが、台

湾ではアンケートをお願いする、またアンケートに無料で回答するという文

化・習慣がないそうで、感心されました。その点でも、日本の高校生の取り組

みが台北市民の意識啓発に、ささやかながら役立ったと考えます。  

今後の展開、展望 

（この取り組み 

の生かし方） 

・グローバルな人的ネットワークを作って取り組む 

グローバルな社会課題を、自分たちだけで考えるのではなく今回構築したグ

ローバル・ヒューマン・ネットワークを活かして解決を図るということを展開

していきたいと考えます（ネットワークの多様性こそアイデアの源泉であり、

だからこそグローバル教育が重要と考えます）。 

・その際、若者が各機関を結びつける（例えば水道局と下水道課は担当者の述

懐する様に連携が円滑ではなくても、若者には大人たちは喜んで協力してくれ

ます）ということを意識して、「個人の変容」を果たした若者が引っ張る「社会

の変容」の実現を遠く展望しています。 

 



佐高 ＳＧＨ通信
スーパー グローバル ハイスクール

Ｎｏ．１８ (平成２８年８月２９日発行 )

夏休み中のSGH活動レポート①

ＳＧＨ台湾フィールドワーク
夏休み中、８月１日から５日にかけて、ＳＧＨクラブ研究班・台湾チーム（７名、氏名は前号で紹介）

が台湾の台北、台中でフィールドワークに取り組みました。テーマは、人間が生きていくためには欠かす

ことができない「水資源」についてです。フィールドワークの概要を報告します。

裏面に続きます。

台北日本人学校の卒業生と合同チーム結成！
台北では、日本人学校卒業生と合同チームを組んで調査

にあたりました。多様な背景の生徒どうしが協働することの

素晴らしさを学ぶことができました。

最初に石川健吾君(1)

が佐高の紹介を行い、

篠崎凛花さん(2)、荻

原佑介君(1)が佐野で

の意識調査結果をプ

レゼンしました。

台湾の先進的な雨水回収の取り組みを知る

台北では、雨水を回収して利用する取り組みがあちこちに

見られました。

ある公園の敷地

内では、回収・利

用している雨水

量を示す電光掲

示板です。

地下水の観測井戸を見学！
台北市の水道水はダムの水です。地下水は災害時の非常用水源

として重視されています、市内の地下水の水質・水位を、市内18カ所

の観測井戸で常時モニタリングする体制が整っていました。

士東國小学校の敷

地内にある観測井

戸を見に行きまし

た。日本での災害時

の水確保策に思い

を巡らせました。

台北駅で市民の”水”に関する意識調査を実施！
台北日本人学校の卒業生に加え、現地の日本人留学生・若手研究者と合同チームを組んでアンケート調査にあたりました。

・ 日本人と台湾人という、英語を母国語

としない人どうしが英語でコミュニケ

ーションできたのが良かった。（加川

こもも さん(1年)の感想より）

台湾の下水処理施設に学ぶ！
台湾で最新式の・迪化下水処理場を見学し、下水処理に関する考

え方が、台湾と日本とで大きく違うことを知りました。今後も課題研

究を深め、佐野や日本、台湾の下水処理策への提言につなげたい

と思います。

代表挨拶は岩永

光喜君(2)が行い

ました。



お知らせ

今回の台湾フィールドワークの研究成果を、旭城祭（９／３（土））で展示・発表します。

旭城祭の当日は、SGHクラブの研究展示エリアに、是非おいでください！

台中に移動して９２1地震教育博物館を見学！
1999年9月21日に台湾中部で起きた921大地震を機に、被災した中学校跡地に国際的な地震教育の場として作られました。

校庭を持ち上

げた断層を、

そのまま保存

しています。

全壊した中学校を

取り壊さず、そのまま

保存しています。

台中で”水”に関する意識調査を実施！

”水”に関する意識の地域差を探るため、台北で行った意識調査を台中でも実施しました。

台中では、中

国語とは言語的

な隔たりの大きい

台湾語の話者に

出会いました。

多言語社会・

台湾を実感しま

した。

中央研究院・地球科学研究所で調査結果をプレゼン！

台湾の水環境について理解を深めるため、台湾政府直属のシンクタンク・中央研究院を訪ねました。

研究員の飯塚義之博士の講義を受けました。 SGHクラブの調査研究を英語でプレゼンしました。 <質疑応答から>

飯塚博士は佐高OBの地球科学者です。 研究者や留学生と質疑応答も行われました。 飯塚菜摘さん（1)「台北市水道局は、水道水

は飲用できると言っているし、実際水質は良

好な数値が出ています。それなのになぜ台

北市民は水道水を飲まないのですか？」

郭欽恵博士「よい質問だ。一つには水道水を

飲まないというのがcustomになっているから

だ。文化を変えるのは容易ではないのだ。」

台湾の先進的な雨水回収システムを見学！
台北慈済医院が取り組んでいる

雨水回収・利用の様子を見学しま

した。

これまで見学者はなく、世界初

公開です！

池の水や防火用水は、貯留している

雨水を利用しています。

雨水ろ過装置の説明を受けています

代表挨拶は篠崎さんが行いました
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