
研究開発総括 

１「総合的な探究の時間」 

 本校では普通クラスの「総合的な学習の時間」と知の探究コースの「総合的な探究の時間」

が混在しているが、「グローカル型」の指定を受けて取り組むべき研究課題の一つを「総合」

「探究」の統合と位置付けている。この 3 年間でこれらを統合して「グローカル（仮称）」

へ一本化を進めていきたい。現行の二つの科目のねらいとその実施内容を以下に記す。 

 

（１）各科目のねらい 

「総合」：さまざまな角度から、世の中のことを学び、自己実現へつなげる。 

「探究」：地域課題について学び、世界的な問題と結びつけ、問題解決の方法を提言する。 

（２）共通して付けたい力 

読む力（内容理解・要約）・聴く力（内容理解・要約）・伝える力（話す・書く） 

考える力（質問・課題発見）・発表する力（スピーチ・プレゼンテーション） 

（３）共通して行う活動 ： 

文献講読・講演・フィールドワーク・ディスカッション・プレゼンテーション 

・「総合」 

1 年次 柏原高校史・丹波人物誌・自分探し 

柏原高校の歴史を題材に、丹波やその地域が育んだ人々について学び、自ら何のために

学び、将来どんな生き方をするべきかを考える。 

2 年次 台湾学習 

修学旅行で訪れる台湾の歴史や文化を学び、日本との関係や世界史、世界の情勢、言語

などにも関心を向け、世界の中での自分のあり方を考える。 

3 年次 進路実現 

進路決定を前に、前半は自分の希望する進路（職種・進学先）について調べ、志望理由

や自己 PRを他人に伝えられる（話す・書く）ようになる。後半は文章を読んで要約し、

小論文を書く。 

・「探究」 「課題研究メソッド（Start book）」をテキストとして採用した。 

探究Ⅰ 丹波地域の課題・魅力を考える 

  丹波の課題について情報を収集し、調査結果を発表する。「先行研究」に基づいて進め

る。一人一人が研究し、似通った内容を集めてグループを作り、ポスター発表する。 

探究Ⅱ 地域課題を世界的視野で考える 

  探究Ⅰで調べた内容を踏まえ、地域の課題から世界に目を向けて研究を進める。論文を

書きその内容を、発表する。校外の発表会に積極的に参加するほか、海外研修旅行を実

施する。 

 



現行「総合的な学習(探究)の時間」 今年度の流れ 

月 1 年総合 2 年総合 3 年総合 探究Ⅰ 探究Ⅱ 

4 柏原高校史 

0オリエンテーション  

1 講話 

台湾学習 

0 オリエンテーション 

1 講読 

生き方を考える 

0 講演会 

1 Happy Set 

2 自己プレゼン 

 

課題研究メソッド 

0 オリエンテーション 

1 テーマ設定 

5 2 講読 

3 情報共有 

2 まとめ 

3 発表 

2 リサーチクエスチョン設定 

6 4 ポスター制作 

 

5 ポスター発表 

 

4 講演 

（後藤みなみさん） 

5 講演のまとめ 

 

面接講座 

3 一斉指導 

4 クラス別 

5 テーマ別 

「気になるニュース」 

「おすすめの本」 

合同中間発表 

講師 

(杉岡秀紀さん) 

(畑道雄さん) 

(宮川五十雄さん) 

(鴻谷佳彦さん) 

7 身近な人物伝 

事前準備 

台湾レポート 

大学生への質問 

特別講義 

(高畑由起夫さん) 

8 6 インタビュー 

身近な人物伝 

 

6「台湾とは何か」 

レポート 

 

 国内外フィールドワーク 

1 年 京都大学 

2 年 アメリカ・カンボジア 

9 7 聞いてきた内容を共有 

8 ポスター作成 

7 情報共有 

8 ポスター作成 

小論文講座 

6オリエンテーション 

 

 

7 基礎演習 

 

 

 

8 テーマ別 

3ポスター作成 3 研究手法 

10 9 ポスター発表 

 

9 特別講演会 

(野嶋剛さん) 

4 発表 

5グループ活動 

4アンケート 

5 発表準備 

11 10 講演会 

11 Happy Set 

12 自己プレゼン 

修学旅行 

10 インタビュー 

6 中間発表 

12 11 レポート 講義 (高畑由起夫さん)  

SGH 全国高校生フォーラム 

甲南大学リサーチフェスタ 

1 13 文章講座 12 グループ発表 

13 クラス発表 

7グループ研究 ７論文作成 

 

2 14 学年発表  国際問題を考える日 

高校生国際フォーラム 

3 「地域課題から世界を考える日」3月 10 日 丹波の森公苑ホール（中止） 

 

  



２「海外研修」 

海外研修については、アメリカ、韓国、カンボジアを３本の柱として進めている。これま

では、語学研修として西オーストラリアへの短期研修も組んでいたが、単なる語学や文化体

験ではなく、探究的な活動を組み入れて、自分なりのテーマを持って研修に参加し、それを

帰国後も継続していけるような仕組みが必要だと考える。幸い、各研修先とはこれまでのつ

ながりが強く、本校の OBや国際親善委員会を通じての人脈も豊富なので、新しいプログラ

ム開発にも力になってもらえる。本年度の研修内容を踏まえて今後の展望を述べる。 

アメリカは丹波市とケント市、オーバーン市が姉妹都市であることから、これまでのつな

がりを重視して両市との連携を進めている。すでに丹波市の国際交流協会が中学生レベル

で「若き親善大使」という短期交換留学プログラムを持ち、本校には 1964 年に始まった 1

年間の長期交換留学制度がある。中学生時代に短期留学を経験した生徒を、高校で長期交換

留学させたいという狙いから始まったものである。これらをヒントに、今後は高校卒業後、

海外留学したいという生徒の要望も視野に入れて、オーバーン市にあるグリーンリバーカ

レッジと短期研修プログラムを組むべく画策を進めている。 

今年度は学校長と研究推進部長の２人で、知の探究コースの生徒６人を引率して、両市を

訪問した。生徒達は探究活動で取り組んでいるテーマを元に市長や市の職員、大学生や大学

関係者に質問をしたり、施設を見学したりして見聞を深めた。この研修旅行に参加した三つ

のテーマのうち、２つの班が校外の発表会に選出され、そこでも受賞していることから大き

な収穫があったものと思われる。 

長期交換留学生として本校で学んだ２人の女学生が、見学に同伴してくれたことも大き

かった。オーバーンでの高校生との討論会では司会を務めてくれ、双方の理解しにくい点を

補足してくれ、観光として訪れたシアトル市やレニエ山などでも高校生たちを上手にリー

ドしてくれた。このような支援が得られるのも長い交流の歴史があるおかげである。 

韓国は金海外国語高校（以下、金海）と協力校の関係にあり、本校から 8月（今年度は 12

月）、金海からは 2月に行き来してホームステイや学校訪問をしている。特に来日時には「国

際問題を考える日」に金海に柏原高校枠で発表する機会を与えているため、これを励みに来

日されている。韓国のポップカルチャーに対する関心の高まりから、本校にも歌やダンスだ

けでなく、韓国語や人々の生活にも興味を持つ生徒が増えており、年々研修に対する関心は

高まっている。 

 今年度は、校長と知の探究コース 2年担任が生徒 11人を引率した。金海女子高校との学

校交流も持ち、本校が防災教育で手がけている、防災紙芝居を披露するなど、探究的な活動

も試みられた。8月はそのころの日韓情勢に配慮し、保護者から不安の声もあり延期となっ

たが、この交流を大切にしたいという双方の想いが実を結んだ。2月には初めて 1日（例年

は半日）かけての学校交流を考えて、各授業でも準備を進めていたが、新型肺炎の影響で金

海側が来日を断念せざるを得なくなった。残念だが、今年の企画を来年度に活かしたい。 

  



カンボジアには本校卒業生で、パンナサストラ大学で教鞭をとる松岡秀司さんがいる。昨

年度は教頭と研究推進部長の２人が生徒３人を引率、IKTT(クメール伝統織物研究所)とパ

ンナサストラ大学を訪問し、大学生とディスカッションの時間を持った。本校生徒の研究テ

ーマは「教育とこども」「丹波布（伝統工芸品）」であった。トンレサップ湖で水上生活を送

る人たち、特に子どもたちの姿をみて学ぶところも大きかったようだ。 

今年度は教頭と知の探究コース 1 年担任が生徒３人を引率した。今回はパンナサストラ

大学インターナショナルスクール・バッタンバンインターナショナルスクールで高校生同

士の交流ができたことが大きかった。生徒のテーマは「花粉症」「特産品」「魅力ある学校」

の３つであった。その後、バッタンバンから教員２人が来日し、本校を訪問。双方の高校生

が交流する「イングリッシュキャンプ」の開催を計画するに至っている。 
 

海外研修概要 

行先 期間 内容 参加生徒 引率教員 

アメリカ 令和元年 

７月 25 日(木) 

～ 

７月 31 日(水) 

ケント市長訪問 

オーバーン市長訪問 

ワシントン大学見学 

グリーンリバーカレッジ訪問 

NWSE 訪問 

シアトル市内見学 

(6 名) 

石塚愛佳 

井上桃 

高見哲平 

谷垣研太 

廣岡潤哉 

増田莉子 

井上千早彦 

丹生憲一 

カンボジア 令和元年 

８月 20 日(火) 

～ 

８月 24 日(土) 

パンナサストラ大学 

バッタンバンインターナショナルスクール交流 

アンコールワット・アンコールトム見学 

(3 名) 

足立快仁 

左神法秀 

谷健生 

尾松浩明 

松山典章 

 

韓 国 

 

令和元年 

12 月 27 日(金) 

～ 

12 月 30 日(月) 

 

金海女子高校訪問交流会 

金海外国語高校交流 

ホームステイ 

釜山市内見学 

(11 名) 

粟野結衣 

福山愛美 

足立玲 

大垣聖花 

鞍留千愛希

酒井健太 

佐野義朋 

白髭蒼奈 

駿河風月 

松本結惟 

依田みなみ 

井上千早彦 

久保哲成 

和田好史 

 

 


