
令和４年３月 18日 

県立星陵高等学校 

ひょうごスーパーハイスクール事業報告 

 

１ 事業の実施期間 

   令和２年４月１日～令和４年３月31日 

 

２ 研究開発構想名 

『 Think Global Act Local 』  

～グローバルな視点で地域課題に取り組む人の育成～海外の教育機関との連携推進 

（異なった価値観と出会う） 

 

３ 研究開発の概要 

 様々な体験活動や探究活動をすすめることを通して生徒のグローバルな視点を育成す

る。またグローバルな視点で地元である垂水区地域の課題を見いだし、それらを解決しよう

とする活動に取組む。そしてグローバルな視点を持って地域づくりを実現できる人を育て

るための国際機関や大学、企業、行政、地元自治会などと学校との協力体制を構築する。 

 

４ 研究の進捗状況  令和３年度の取組 

（１）実施日程 

実施項目 

実施日程 

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

１年類型 

探究基礎講座 
  ○ ○ ○ ○ ○ ○     

１年類型 

探究基礎講座 

（まちづくり） 

        ○ ○ ○ ○ 

２年探究活動   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

生命科学類型

特別講義 
   ○         

SDGｓ講演会 

（職員・生徒） 
           ○ 

EU があなたの

学校にやって

くる 

       ○     

専門家の講義 

（島津・パナソ

ニック） 

        ○    



探究発表会         ○   ○ 

甲南大学リサ

ーチフェスタ

参加 

        ○    

まちづくりに

関する講義 
        ○    

垂水区民講座

視聴 
         

○ 

 
  

高校生  SDGs 

探 究 発 表 会 

2021  

          
○ 

 
 

スプリング８

訪問 
           ○ 

IBL ユースカ

ンファレンス

参加 

           ○ 

グローバルな

資質を育成す

る講演会 

   ○        ○ 

 

（２）取組の概要  

（ア）グローバルな資質の育成（１～３年） 

（イ）ＳＤＧｓへの取組 

（ウ）探究活動の推進（課題発見力） 

〇１年７組 生命科学類型に所属する生徒４０名を対象 

６～１１月  <実験・研究手法の習得> 

生徒を５分野、５グループに分け、各分野の学びを深める。 

１２～３月 

垂水区のまちづくりをテーマとして課題研究をすすめる。 

翌年度４月に成果発表会を実施。 

〇２年 <SDGs を踏まえた各分野でテーマを設定し研究に取り組む> 

１～６組生徒 自分の興味ある分野で探究活動を行う。 

７組生命科学類型生徒 探究発展  

５月 まちづくり探究の発表  

６月～各専門ゼミでの探究活動  

〇３年 <自分の進路を見据えた研究の深化 

 

 

 

 



（３）研究の進捗状況と成果 

 （ア）グローバルな資質の育成 

●「ＥＵがあなたの学校にやってくる」 １１月８日 

対象 １・２年７組生徒および有志生徒 

目的 EU 加盟国の大使館員から直接話をきくこと

で、 

グローバルな視野・意識の涵養の一助とす

る。 

講師 大阪・神戸ドイツ共和国総領事館  

総領事 マルティン・エバーツ氏 

通訳 飛鳥井 たまき 氏 

内容 講演会および座談会 

 

生徒の質問例 

  ・ドイツは環境先進国ですが、なぜ国民のみなさんは意識が高いのですか？  

・具体的にどのような取り組みをした結果、意識が高くなったのですか？ 

  ・EU 間の国の格差はどれくらいありますか？ 

  ・総領事館で働くために必要なことを教えてください。 

 

●トビタテ留学 Japan 参加 

本年度募集停止 昨年度決定した２名の生徒は現在保留中 

留学決定先 （タンザニア・オーストラリア） 

 

●アップルクロス高校とのオンライン交流会  

第１回 １２月１０日 

 対象  アップルクロス校日本語授業選択生徒  

１年２８名 教員２名  

本校 １・２年希望者２５名  

教員５名 

 内容  自己紹介後、星陵生は英語で質問し、

アップルクロス生はそれに英語で答え

る。アップルクロス生は日本語で質問し、それに星陵生は英語で答えると

いう形式で進めた。「クリスマスはどのように過ごすのか」、「なぜ日本語

を勉強しようと思ったのか」、「日本の高校生はアルバイトをすることは

許されているのか」といった質疑応答がなされた。日本語学習の動機が日

本のアニメだという話が出て、アニメの話題でも盛り上がった。互いに楽

しい時間の中で、双方が学んでいる言葉のネイティブスピーカーとそれぞ

れの文化に触れる良い機会となった。 



 

第２回 ３月４日 

    参加者 生徒５名  

教員５名 

 

オンライン交流会の２回目は、テーマを各学 

校の紹介や高校生活として、互いの学校の自 

慢できることを披露しあった。アップルクロ 

ス高校の生徒は、２階建て校舎がとても大きいことを紹介してくれた。本校生徒は、 

きれいになったトイレについたウォシュレットを自慢した。また学校の特徴的な校則 

やアルバイトについて、さらには好きな科目などについても語り合い、親睦を深めた。 

 

●「グローバルな資質を育成するための講演会」 

 ７月１９日 １・２年生対象講演会 

 「共生社会をどういきるか～難民問題から考える」 

  講師 アジア福祉教育財団  

難民事業本部 中尾 秀一氏 

 



生徒の感想（抜粋） 

・講演を聞き、今まで私がどれだけ難民に対して酷い偏見を持っていたかや日本の

受け入れ態勢の整え不足を痛感しました。身近に外国人や難民がいないので、彼ら

がどのような扱いを受けているか見たことないけど、知り合いにできたら偏見なし

で対応できる人間になりたいです。 

・難民問題に対して自分は受け入れ反対派の視点から捉えたが、講演会を通して賛

成派の意見を聞くことができ、自分の意見の根拠や論理の通し方について考える機

会になった。この活動を通して、講師の方の意見に対して頭の中で模擬的に反対意

見を考えるディベート力がついた。 

 

●「グローバルな資質を育成するための講演会」 

３月２２日（予定）  １・２年生対象講演会 

「自分との出会いを未来につなげる」 

  講師 京都精華大学 学長 ウスビ・サコ 氏 

 

 

（イ）ＳＤＧｓへの取組 

●SDGs 講演会 

３月１５日  １・２年生対象講演会 

「地域から考える SDGｓとあなたができること」 

講師 兵庫県立大学 自然・環境科学研究所  赤澤 宏樹 教授 

 生徒の感想（抜粋）   

・以前は特に人任せでどうにかなるという楽観的な姿勢と、自分一人では全く何もできない

諦めの気持ちがあり、SDGｓについて、深い関心を持てずにいました。しかし、今日のお話

を聞いて、もったいないという精神や、人と分け隔てなく話すなど、少しは世の中のために

尽力できているのだという実感がわきました。よく耳にする一人一人が小さなことからと

いう言葉がより身近になりました。（1 年） 

・今回の講演の初めに「SＤＧｓの活動を行っているか」と問われた時、私は学生で権力も 

ないし政治家で国を動かせるわけでもないから活動なんてできていないと思っていたけれ 

ど、内容をかみ砕いていくと、私でも出来ること、むしろみんな無意識のうちに行動してい 

ることが多いのだなと気づくことができました。でもそれは、私たちが先進国に住んでいる 

からこそだとも思うので、先進国が動くために無理だろうと思われる問題にも向き合って、 

新たな視点から解決策を考え出せるような考え方のできる大人になりたいと強く感じまし 

た。（2 年） 

 

 



（ウ）探究活動の推進…地域・企業・大学との連携推進（つながりを深める） 

 ●垂水区との連携協定 

  ＜垂水区活性化街づくり活動＞ 

  １１月 垂水区まちづくり課 増田琢也氏による講義  

対象１年生生命科学類型 

 

 ●企業との連携 

  専門家の講義を聞く 対象 ２年生 

１０月 ・野村ホールディングスの講演（リモート） 

      ・日本テレビ （リモート）  ・東洋製缶  （リモート） 

  １１月 ・ファミリーマート（リモート） ・島津製作所（リモート） 

      ・みなと神戸弁護士事務所 

      ・本四高速（株）・・生命科学類型 

≪専門家の講義生徒の感想１≫ 

身近なことに興味を持ち、それをとことん追求する大切さを知った。また、そのこ

との積み重ねが科学などの発展につながることを学んだ。様々な分野にアンテナを

張り自分が興味のあることを見つけていこうと思った。 

≪専門家の講義生徒の感想２≫ 

情報の真偽を検討する重要性を知った。ネットなどに載っている内容が何を根拠に

しているのかによって信ぴょう性が変わってくる。また、新聞社など信用できると

思える情報源でも誤った情報を発信する場合があるので、自分の知識も大事になる。

そのため、いろいろなことに興味を持って勉強しようと思いました。 

 

１２月・３月 

探究発表会のコメンテーターに神戸

経済同友会所属の会社経営者らを招

く。１２月の中間発表では、生徒に励 

ましと気づきを与えてくださり、発表

内容を企業へ提案するというきかけ

となったグループもあった。 

           

  ３月３日 理化学研究所（スプリング８）の見学  

 世界最先端の科学技術を体験し、今後の探究活動や研究活動に向かう姿勢

を養うことを目的に、『Spring 8』、『SACLA』の施設内見学と本校の卒

業生でもある山田研究員による講演を実施。 

 



●大学・研究室との連携 

  ７月 １年生命科学類型特別講義 

講師 神戸大学 寺田教授  

    １１月１年生生命科学類型特別講義 

       講師 神戸大学 寺田教授  

    １１月２年生希望者 関西大学教授  

化学生命工学講義 

       ２年生希望者 京都大学教授  

ブータンでの医療講義 

１２月２年探究活動中間発表会のコメンテー 

ターとして神戸大学院生３名が参加 

 

 

●研究発表・成果普及活動 

○１２月・３月・５月 探究発表会（中間・最終） 

 

 

 

 

 

 

○１２月 甲南大「リサーチフェスタ２０２１」参加 

＊審査員特別賞「外来種と在来種の関係性から食糧難について考える」 

＊審査員特別賞「褒めて育てるか、叱って育てるか」 

 

○２月１１日「HYOGO×WKC フォーラム 高校生 SDGｓ探究発表会」への参加 

SDGｓに関連する課題研究をすすめた生徒の発表内容をアップし、動画配信 

参加した生徒の研究テーマ 

「紙飛行機～素人の挑戦～」、「酸性雨による植物の影響」 

     「木材のカビを防ぐ方法」、「音の伝わりやすい気象条件」 

○３月（予定） IBL ユースカンファレンス参加 

 

５ ２年間の研究開発を終えて 

（１）生徒の変化について  

SDGs について理解を深められたと回答した生徒の割合 96％ 

    世界的な視野を持ち、卒業後に国際的な舞台で活躍を希望する生徒の割合 84.7％  



   担当教員より 

・２年間にわたって SDGｓへの取組をすすめたが、１年目は、全体像を理解すること

ができ、２年目は、身近でささいな配慮が実は SDGs につながっているのだという

気づきがあった。地球規模での問題であるとともに身近なことであり、難しいこと

ではなく実は自分もおこなっていたという気づきができた生徒が非常に多かった。

SＤＧｓに限らず、自分への肯定感は、その後の意欲をもって行動していく大きな力

となるだろう。  

・生徒の探究学習「まちづくり」発表会の講評について、実際に行政の方に取り組み

を評価していただくことで、「次につながる探究活動ができた」という自信になっ

ている。実現に向けて取り上げてもらえる可能性が、さらに活動を進める意欲につ

ながっている。大学の先生方からの講義を受け、自分の強みを磨いて活かすことや、

生活の中の違和感を大事にして課題設定につなげるなど、多面的なものの見方の形

成につながっている。 

  ・アップルクロス高校とのオンライン交流では、２回目に互いの学校紹介を行った。本

校は、学校の改修工事が終了し、外観だけでなく新しく洋式トイレが整えられた。こ

の新しい自動でカバーが開閉するトイレがとても誇らしいのか、オーストラリアの

生徒に紹介したが、相手側にとっては、洋式トイレは当たり前のことで何の驚きもな

い。異なる生活様式、文化ギャップを体験できた機会である。今後もこのような体験

を積み重ねられるように、そして教師から習うのではなく、できれば生徒同士で気づ

いてもらえるように機会の提供を続けていきたい。 

 

（２）教員の変化について 

   ひょうごスーパーハイスクール事業への参加を通し、生徒にグローバルな資質を育

成して行く必要があるという意識を持つ教員や積極的に関わろうとする教員が増え

た。 

   教員の感想（抜粋） 

・国内の大学・企業での調査研究の活動内容と生徒が探究を通した活動内容にはたく

さんの類似点がある。社会に出た時に生徒にとって必須であるスキルを身に着ける

重要な機会であることを再認識した。そのため、教員がどのようにフォローしてい

くのかが非常に重要になってくる。探究についての深い理解が必要だ。 

・生徒の成長が何より教員のやる気と励みになる。それぞれの取り組みごとに生徒の

考えたことを読み、聞き、語り合うことができ、通常ではできない会話も展開でき

た。生徒のやる気が高まれば、教員のやる気も高まる。２年間、事業を継続できた

ことで、問い方を変えたり、さらに効果をあげたいと考えられた。ＨＳＨに選ばれ

たことを契機に、今後も生徒の育成に取組みたい。 

 



（３）学校における他の要素の変化について（授業、保護者等） 

  ・本校のひょうごスーパーハイスクールの取組に対し、学校評議員のからは、高い評価 

を受けた。 

  ・授業改善のきっかけとなった。 

HSH に指定されたことで、外部に対して見せる授業を心掛けるようになった。また、

自己の授業を客観的に見つめるという視点を持つだけでなく、相互に意見を交わす

教員が出てくるようになった。これは、コロナ禍でのオンライン授業の動画撮影に

おいても活用できるようになった。 

   日常的に、他からの視線を意識するようになった結果、保護者や中学生に対して行う

公開授業や模擬授業についても、特別感を持たず、自然な姿勢で行うことができるよ

うになった。 

   

（４）課題や問題点について 

  ・広報活動の一層の充実の必要 

学校評議員からは、せっかくの様々な取組が外部に十分に広報できていないのではな

いかという指摘を受けた。学校 HP 上での広報はもちろんのこと、様々な機会をとお

して取組の広報を行う必要がある。 

・授業などの教育活動の一層の充実の必要 

ひょうごスーパーハイスクールの取組を日々の授業などの教育活動の充実につなげる

視点が必要である。今後、ICT 機器についても教員相互で意識的に学びあうことを通

して、学校全体で、意識的に取り組むことも必要である。今後一層、教員同士が個々

の工夫を、自由に見せ合い、共に忌憚のない意見を交わすことで、研修の場とする必

要がある。 

 

（５）事業終了後の継続について 

  ・アップルクロス高校との交流については、生徒の学びが大きいので、今後も学期に 1

回の交流を継続していきたいと考えている。ポストコロナで海外との交流が再開さ

れても、オンラインの交流はもっと日常的な活動として継続していきたい。 

  ・「EU があなたの学校にやってくる」や「外務省高校生講座」も引き続き、積極的に

参加していきたい。 

  ・探究活動については、グルーバルな視点、地域からの視点に加え、さらに多様な視点

で示唆を与えてくれる外部講師を発掘し、生徒、教員の学びの充実につなげる。 

  ・77 回生生命科学類型から始まる「理数探究」での生徒、教員の学びの成果を学校全

体に広げていく。 


