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▲
（写真上）
１年次の地域社会研究の中間発表の様子。大学
教員からオンラインでアドバイスを受ける。
（左下）
情報収集に
はタブレットPCを積極的に活用。
（右下）
校内の各所に研究成
果をまとめたポスターを掲示。3年生のポスターは英文。

・校外の各種発表会、論文コンテストへの参加
・中間発表会、学年発表会で
研究成果を発表

について改めて体験することから

地元企業、震災の復興支援に関わ
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科学大臣賞を受賞しました。

ロジェクトアワードで、気仙沼の

・グループで研究を展開

研究企画部（SGH主任）
・論文の作成

・地域企業や市役所、大学を
訪問するフィールドワークに参加

・研究内容をまとめたポスターの作成・発表
・レポートの書き方、ITツールや
図書館の活用法を学ぶ
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・シンキングツールや各種データの扱い方を学習
・地域課題を理解する
「地域理解講座」
を受講

・研究テーマを設定後、
予備実験や大学の研究室訪問を実施

内容

「課題研究Ⅰ」

「課題研究Ⅱ」
「地域社会研究」
「総合的な探究の時間」
科目名

3年次
2年次
１年 次

・研究内容は５段階のルーブリックで評価し、学習成績に反映
・活動の事前事後で身に付いた力を自己評価
「気仙沼の海水浴場の賑わいを持続させるには」
「 外国人と私たちの
違いから見る気仙沼の魅力」
「 鳴き砂海岸の起源と生成」など

始めます。

る N P O 法 人 に 話 を 聞 い た り、

・１年次は「総合的な探究の時間」と学校設定科目を活用（週２時間実施） ・研究企画部が全体をデザインし、各学年団の教員が指導
・大学教員や地元企業、NPO団体のサポートを受ける
・２年次以降は類型によって異なる（週１～３時間）

撮影／小泉俊幸
取材・文／本間学

11

支え続ける人を育てる

現場から

評価方法
テーマ例

体制
対象・期間・時数

高

宮城県気仙沼高校
第4回

気仙沼高校の探究学習

32
2021 1-2
2021 1-2
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探究
学習の
▶設立：2005年 ▶種別：全日制・定時制／普通科／共学 ▶生徒数：1学年約240人
▶SGH指定校。防災教育や志教育、地方創生につながる学習、
自主参加形式の英語学習など、多様な教育活動を展開
▶2019年度合格実績：国公立大は、東北大、岩手大、弘前大、山形大、宮城教育大、東京海洋大などに、42人合格。
私立大は、早稲田大、慶應大、東北学院大、東北工業大、東北福祉大などに延べ182人が合格

１年次は
「地域社会研究」
を実施。地域の“海”
を素材として、多様な地域課題に理解を深める。
２年次以降はそれぞれの興味に応じての個人研究。思考力、学び続ける意志、行動力等を育む。

内容

※2020年度 創造類型２年のテーマ
（一部抜粋）
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教
線
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