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（別紙様式３） 

平成 31 年 3 月  日 

研究開発完了報告書

文部科学省初等中等教育局長 殿

住所   京都市中京区西ノ京東栂尾町 8 番地
管理機関名  学校法人立命館
代表者名  理事長 森島 朋三     印

平成 30 年度スーパーグローバルハイスクールに係る研究開発完了報告書を、下記により提
出します。

記 

１ 事業の実施期間

   平成 30 年 4 月 2 日（契約締結日）～平成 31 年 3 月 29 日

２ 指定校名

学校名   立命館慶祥中学校・高等学校

   学校長名  久野 信之

３ 研究開発名

「共鳴」と「創造」マインドを育む ―世界に通用する 18 歳―

４ 研究開発概要

 将来の多文化共生の社会において、他者に「共鳴」し、新たな社会をともに「創造」できる人材

育成を目的とする。そのため、課題研究のテーマを「多文化共生を共に創る」とし、他者との学

び・活動・研究を進める。そして、人材育成のための教育システムの構築と具体的研究手法の確

立を目指すのが本校の研究開発である。今年度は、これまでの 3 年間の功績を活かしつつも、高

校 3 年生の課題研究講座を中心に、指定終了後を見据えた 1 年間のカリキュラム開発・実施・検

討を進めた。また、全国の SGH 校生へ発信できる SGH 全国高校生フォーラムにて、授業・研修

を通して構築した、「アイヌ文化の継承」をテーマとした主張・提案を行い、その成果として最

高賞である文部科学大臣賞を受賞することができた。

５ 管理機関の取組・支援実績 

（１）実施日程

業務項目 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
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（２）実績の説明

学校法人立命館一貫教育部や部内の教育研究･研修センターおよび総合企画部国際連携課、立

命館大学国際部、広報課、キャリアセンター、立命館アジア太平洋大学（APU）との連携や協

力のもと、以下の項目に取り組んだ。

・SGH 事業推進のための教職員臨時加配の継続

⇒平成 30 年度以降の教員定数を策定するうえで SGH 推進体制に留意し、国際化推進のための加

配を継続して行った（1 名）。

・校内に SGH 推進機構を置くことへの支援

⇒立命館慶祥中高においては、研究部主任を SGH 担当として配置し、担当授業時間についても可

能な限り配慮した。

・教育課程研究開発支援

⇒SGH の取組をより効果的にするために、教育課程の編成において各種助言を行った。

・アクティブ・ラーニングの手法を用いた PBL 型授業や教科指導力向上のための教員研修支援

⇒立命館一貫教育部に置いた「附属校教育研究・研修センター」の主催で、新任研修（年間 10 回）

や教科別研修、ミドルリーダー研修などを幅広く実施し、優れた教育実践や理論、取組みから学

ぶ機会を提供した。教員は、これらの機会を通して、指導力向上に資する最新の指導法や、アク

ティブ・ラーニングの手法を用いた PBL 型授業等について知識を深めることができた。

・教員海外派遣研修・立命館大学教職大学院派遣支援

⇒教員が年間で海外や大学院で研修に専念できるよう規程整備を行った。英語科以外の教員が英

語力とともにグローバルコンピテンシーを獲得できるように短期（4 週間以内）海外研修を一貫

教育部の予算で継続して実施し、立命館慶祥高校からは 2 名の教員がアイルランドの DCU とイ

タリアのマルタで研修を実施した。また、最新の教育理論について学び、教科指導力の向上を目

SGH 事業推進のための教職員臨時加配の継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
校内に SGH 推進機構を置くことへの支援 ○ ○
教育課程研究開発支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AL の手法を用いた PBL 型授業や教科指導力

向上のための教員研修支援
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教員海外派遣研修支援・大学院派遣支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
SGH 研究成果発表会・全国高校生フォーラム

への支援・参画
○ ○

海外大学、海外中高、グローバル企業、研究

機関などさまざまな提携先の紹介
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SGH 事業推進に向けた大学教員の派遣および

PBL 型授業や研究への支援
○ ○ ○

NPO や海外大学入学センターと連携した海外

進学希望者の支援
   ○ ○   ○ ○   ○

提携大学を活用した高校生留学プログラム

（ギャップイヤー短期・中期留学プログラム

の実施）

        ○ ○ ○ ○
英語トップアッププログラム実施 ○ ○ ○ ○
SGH 成果普及支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
関係各機関との調整 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
SGH 運営指導委員会 ○ ○
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的とした立命館大学教職大学院での有給研修（2 年間）を新たに開始し、立命館慶祥中高から 2 名

の教員が参加した。

・研究成果発表会、全国高校生フォーラムへの支援ならびに参画

⇒2 月 16 日（土）に立命館慶祥中高で開催された SGH 課題研究発表会の実施に関連して、立命

館大学の広報課等と連携し支援した。また、12 月 15 日（土）に東京国際フォーラムで実施された

文部科学省主催「SGH 全国高校生フォーラム」を始めとする企画について支援し参画した。当日

は、146 校（123 校 SGH 指定校、アソシエイト校など含む）が発表参加を行いその中で、立命館

慶祥高校は、文部科学大臣賞を受賞し全国 1 位となった。 

・海外大学、海外中高、グローバル企業、研究機関などさまざまな提携先の紹介

⇒立命館大学国際入学課、国際連携課と協働し、海外校の受入などをコーディネートした。

・SGH 事業推進に向けた大学教員の派遣および PBL 型授業や研究への支援

・海外大学進学者が結成した NPO や海外大学入学センターと連携した海外進学希望者支援

⇒ハーバード大学や MIT などに進学した日本人学生が中心となって結成した NPO（留学フェロー

シップ）やカナダのブリティッシュ・コロンビア大学（UBC）の入学センター等と連携し、海外

大学への進学や留学を希望している生徒へのワークショップを実施した。

・提携大学を活用した高校生留学プログラム、特にギャップイヤー留学の実施

⇒English Intensive Program を、高 3 の 1 月から 3 月にかけて立命館大学の学生交換協定大学でも

あり立命館がオフィスを置くカナダの UBC で実施。立命館慶祥高校から 4 名が参加した。また、

UBC と同様に立命館大学と学生交換協定を結ぶアイルランドのダブリン･シティ大学でも、1 月か

ら 4 週間の英語集中プログラムを実施し、同校から 11 名が参加した。両プログラムとも SGH で

の学びを経た生徒が多数参加し、英語力の伸長のみならず人間的成長に大きく寄与した。

・英語トップアッププログラムの実施

⇒学校法人立命館一貫教育部が主宰し、立命館附属校に所属する生徒（英語上位者）を対象に、

英語力の一層の向上を目的として、株式会社 NOVA と共同で TOEFL iBT○R テスト対策講座を夏季

と冬季に集中して実施した。

・SGH 成果普及支援

⇒立命館大学広報課の協力を得て、立命館大学と APU の SGU 関連ホームページ

（http://www.ritsumei.ac.jp/international/global_initiative/）に、立命館附属校の SGH 研究開発に関す

るリンクを貼り、SGH 成果普及への一助とした。

・関係各機関との調整

⇒学校法人立命館一貫教育部が主管となり、文部科学省や大学、外部団体への問い合わせや相談

をはじめ、さまざまな折衝・調整を行った。

・SGH 運営指導委員会

メンバー：学内推進委員（上記）を事務局とし以下のメンバー

本田 優子 札幌大学教授

八木 英雄 ㈱電通北海道プランニング・クリエーティブ局次長

兼クリエーティブ部長 シニアクリエーティブディレクター

藤澤 義博 日本航空㈱ 路線統括本部 マイレージ事業部マネージャー

      安藤 茂 加森観光株式会社 営業本部長  

内  容：実施状況報告・効果検証・今後の計画へのアドバイス等

    ⇒今年度は、6 月と 2 月の 2 回に実施。貴重なご指導・ご助言をいただいた。
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６ 研究開発の実績

（１）実施日程

業務項目
実施期間（契約日 ～31 年 3 月 31 日）

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通常授業での人材育成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

②高 1 アイヌ学習 ○

③高 2 GA 講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
④高 2 海外研修：事前事後学

習、現地活動、報告会
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤ボーダー・ツーリズム学習 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥十勝研修 ○

⑦サハリン研修 ○

⑧アイヌ文化学習 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑨NZ 研修 ○

⑩アイヌ研修 ○ ○

⑪APU との高大連携講座 ○ ○ ○ ○ ○

⑫APU 学生団体との交流 ○

⑬タイ研修 ○

⑭SGH 課題研究発表会 ○

⑮中学での取組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑯TOEFL-ITP 受験 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑰留学生・訪問者受け入れ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑱ハーバード・MIT 研修 ○

（２）実績の説明

・高校 1 年生「地域研究」（対象生徒数：333 名）

①通常授業を通して、今後の学習に必要な探究心・情報収集の知識・発想力を身に付けた。

②アイヌ学習：12 月に行われた SGH 全国高校生フォーラムにて文部科学大臣賞を獲得した 3 年

生 4 名によるアイヌのポスター発表と、1 年間のアイヌ学習の発表を行った。アイヌの知識を身

に着けるだけではなく、先輩の発表技術や英語力の高さを実感でき、さらにアイヌに対する興味

・関心を持つ機会となった。（事後アンケート：84％が「関心が高まった」と回答。）

・高校 2 年生「海外文化研究」（対象生徒数：303 名）

 今年度は統一テーマ「20 年後の自分」を基に各コースが目的・獲得目標を設定した。このこと

により、全生徒が統一された意識の下、事前学習から学習・活動に取り組むことができた。また、

海外文化研究の学びを深めるため特別講座「Global Awareness」では、国際的な視点や新たな価

値観・考えを獲得でき、そして異文化に対する興味・関心を喚起できた。

・高校 3 年生「特設講座（観光開発・国際社会・アジア学）」（対象生徒数：65 名）

観光開発：今年度は、「食を通じたインバウンド観光の推進」をテーマとし、これまで余り拡大

できていない「ロシア及びムスリム地域からの観光客誘致の拡大」を模索した。昨年の反省をふ

まえ、「年度末の報告会での提言策定」を一年間の目標としてかかげ、講座特別講師である JTB
北海道のスタッフの協力のもと研究を進め、一連の課題・製作物・プレゼンテーションなどの作

業に取り組ませた。また、サハリン研修・十勝研修も同様のテーマに基づいた内容で組み、研究

を深化させた。授業の最後には、校外関係者を招いた発表会を実施した。

国際社会：「アイヌ語の継承」をテーマとし 1 年間取り組んだ。政府関係者や博物館学芸員等の
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アイヌの専門家にもご協力いただき、歴史としてではなく、「今取り組むべき課題」としてアイ

ヌを捉えさせた。「アイヌ語学習」は平取町立二風谷アイヌ博物館の関根健司氏に実施していた

だき、単にアイヌ語を学ぶのではなく、どのように保護・継承できるのかのプランニングも同時

に行った。アイヌ研修（平取町）と NZ 研修もこの観点から実施した。講義の最終日は、地域の

新聞社の方を招き、生徒が考えたアイヌ語継承のプランの発表会を行った。

アジア学：昨年度、発表の回数を増やしたことを継続し、東南アジアをフィールドとした様々な

トピックについてのグループ・ペア・個人の発表を行った。なかでも、立命館アジア太平洋大学

の教授 3 名による高大連携講座は大学の教授に評価をしていただくことができ、生徒の自信にも

つながった。

・SGH 国内・海外研修

サハリン・十勝研修：観光開発講座の「実習」として、ロシア共和国サハリン州ユジノサハリン

スクと、国内では北海道・十勝観光の拠点帯広市を訪問し、実地での地域調査の手法と情報の整

理術、提言方法を学んだ。「食を通じたインバウンド観光の推進」をキーワードとし、北海道・サ

ハリン両地の観光資源発掘・整理・魅力の発信及び観光プランニングを模索し、日本及び北海道

への外国人観光客の誘致のための具体的な方策やその政策提言、ならびに現地での実地調査の中

でインタビュー調査や学校交流を行った。

アイヌ研修：今年度は 2 つの研修を実施した。一つは国際社会受講生徒（高 3・17 名）を対象と

したものである。アイヌ住民が多い平取町を訪れ、アイヌ語学習の講師である関根健司氏が二風

谷小学校で行っている特別授業に参加し、平取町立二風谷アイヌ博物館で関根氏からレクチャー

を受け、平取高校に留学中の NZ からのマオリ留学生等と交流した。この研修は、講義で学ぶア

イヌ語やアイヌ文化を尊重する気風を生徒にもたらす良い機会となった。もう一つの研修は、次

年度の国際社会受講生徒（高 2・27 名）を、アイヌ学習の第一歩として北海道博物館へ連れて行

った。学芸員による特別レクチャーを初めに行うことで展示見学が有意義なものとなり、次年度

へ向け、アイヌ文化への関心を高めることができた。

NZ 研修：昨年度から引き続き、NZ（Auckland と Whakatane）を研修先とし、「マオリとの共

生を学ぶ」をテーマに実施した。今年度は学校でどのようにマオリ文化を学習しているのかを知

るため、現地校のマオリプログラムへの参加を主な活動とした。現地生徒と共にマオリ文化を学

ぶ経験を通して、NZ の先住民族文化継承の様子を具体的に知ることができ、翻って日本のアイヌ

政策を考える機会となった。この研修とアイヌ研修（平取町）での学びは、SGH 全国高校生フォ

ーラムの発表に活用された。

タイ研修：山岳民族が複数共存する北タイ（Phayao 県）を研修先とし、多文化共生にかかせない

「教育とリーダー育成」をテーマに実施した。北海道も日本においては地方にあたり、実際の経

済活動に根ざしたタイの地方の教育施策（ex.対中政策が政治・経済の両面において重要であるこ

とから中国語を必修している）を目の当たりにし、海外展開を見据えた教育の在り方などを考え

ることができた。また、YMCA Phayao Center での活動や村でのホームステイを通して現地の実

情を知り、多くのことを体験することができた。

・SGH 課題研究発表会

 高 3 の課題研究 3 講座の学習と国内・海外研修の経験をまとめたものと、高 2 海外研修のリト

アニア・ポーランドコース、そして課題研究論文優秀者 2 名の発表を行った。運営・司会は高 3
が行い、聴衆者は高 2 の次年度の課題研究選択者及び運営指導委員メンバー・他校からの教員（7
名）と他団体からの 5 名であった。
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・課題研究以外の取組

 高校での教育を見据え、中学でも学習・講演・研修を実施した。また、留学生を多数受け入れ、

266 名の訪問・交流があった。

７ 目標の進捗状況、成果、評価

 最初に、平成 29 年度の完了報告書「８ 次年度以降の課題及び改善点」で示した 4 項目を、今

年度、どのように実施・改善したのかについて述べる。

①地域の学校との連携構築

 この課題は、中間評価で「学校法人内の連携がよく図られているが、今後は地域の学校との連

携をより緊密にし、成果普及を強化することが望まれる。」と指摘された課題である。今年度は、

アイヌ文化学習において、すでに自治体として取り組んでいる北海道日高地方の平取町にある二

風谷小学校と、ＮＺからマオリの留学生を受け入れている平取高校との連携を模索した。今年度

は訪問・交流を行ったが、次年度は連携の強化を図りたい。

②成果普及の強化

 昨年度は定期試験直前のため参加できなかった SGH 全国高校生フォーラムにおいて、本校の

課題研究テーマの一つである「アイヌ文化の継承」について発表を行い、文部科学大臣賞を受賞

した。本校の成果の普及の大きな機会となった。またこの受賞の影響か、2 月に行われた課題研究

発表会にも他校や他団体の方にご来校していただき、本校の課題研究を広く知ってもらえた。

③課題研究の進化・深化

国内・海外研修共により課題研究を進化させることを目的として、行き先・内容を改善させる

ことができた。また、授業内での発表の回数を多く設定し、さらには聴衆者・評価者として大学

教授や校外の方にご協力いただくことができた。

④英語の強化

TOEFL-ITP®スコアは以下のとおりである。

受験総数 平均 480 点以上 500 点以上 最高点

高 2 300 名 426.70 点 29 名 20 名 660 点

高 3 301 名 441.29 点 47 名 24 名 643 点

昨年度と比較すると、高 3 の平均点は 10 点ほど上昇し、550 点以上の生徒も 8 名増加した。高 2
については、500 点以上が 2 名増加し、最高点も 17 点上昇した。

 次に、今年度の課題研究論文の成果を記す。本校では最終的に 1 万字の論文を内部進学者（文

系）に執筆させるが、前期終了時点で外部の懸賞論文にも応募する。今年度は 11 名が受賞した。

以下がその一覧である。

●中央大学 第 18 回高校生地球環境論文賞

入選 中西さくら 【エコッポロントで札幌を守る】

●公益財団法人青雲塾 第 10 回青雲塾・中曽根康弘賞（応募総数 162 点）

佳作 和田健輔 【北海道広尾町が日本の未来を救う 地方が活性化する処方箋】

●旺文社 第 61 回全国学芸サイエンスコンクール（人文社会科学研究部門 応募総数 634 点）

入選 長﨑ななみ 【ステップ・バイ・献血】
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入選 新田智華 【DIET で子どもを救う】

入選 吉田梨緒 【厚別アスリート塾＠レストラン RIO」によるジュニア

アスリートの「食事改革」は可能か】

●公益財団法人 公共政策調査会平成 30 年度懸賞論文（応募総数 55 点）

入選 山澤結以 【リラセラルーム」を設けることで中学生・高校生のストレスを

軽減できるか】

●NRI（野村総合研究所）学生小論文コンテスト 2018 高校生の部（応募総数 1,444 点）

メインテーマ：「2030 年の未来社会を創るイノベーションとは ～世界に示す日本の底力！～」

優秀賞 松賀翔佑 【“マナビ介護”による介護うつの減少は可能か】

特別審査委員賞 岸本万尋 【根室とロシアの合同大学設立に向けて】

奨励賞 小河桃子 【医師も患者も安心できる旅立ちを】

奨励賞 佐藤笑太 【W 担任制度～晴れの国おかやまの次世代教育改革～】

奨励賞 芳賀雪奈 【おいでヨ！ながぬまプロジェクト】

次に生徒の意識の変化を見る。測定方法はアンケートである。このアンケートは、大阪教育大

学科学教育センターの特任准教授である仲矢史雄先生にご協力いただき、前期と後期の 2 回、「国

際交流への認識」というタイトルで実施した。国際交流についての質問が主なものであったため、

高校 2 年と 3 年の生徒を対象とした。アンケート結果は以下のとおりである。

前期 後期 差

1 国際理解に関する個人的価値 84.1% 83.6% ↓0.5% 
2 国際理解学習における自己認識 39.3% 44.6% ↑5.3% 
3 国際理解の楽しさ 65.2% 69.3% ↑4.1% 
4 国際理解に対する道具的な動機づけ 65.5% 69.4% ↑3.9% 
5 国際理解に関する全般的な興味・関心 72.1% 77.1% ↑5.0% 
6 世界連帯意識 74.4% 76.8% ↑2.4% 
7 国際理解における自己効力感 59.5% 64.2% ↑4.7% 
8 他国文化の理解 66.8% 69.1% ↑2.3% 
9 人権の尊重 75.5% 77.3% ↑1.8% 
10 外国語の理解 58.1% 61.8% ↑3.7% 

【仲矢先生による分析からの考察】

・前期後期の比較をすると、10 項目中 9 項目で肯定的な認識が過半数を超えており、学校全体と

して国際理解の取り組みに対し生徒は意義を感じ、取り組んでいることが示唆される

・注目すべき変化は項目 4（国際理解に対する道具的な動機づけ）の向上である。この項目は、自

分の将来において国際理解に関する学習が有意義であると認識していることを反映しており、学

校全体として生徒たちが国際理解に関する学習に主体的に取り組み、かつその状況が向上してい

ることを示唆している。

 次に、Benesse が実施している GPS-Academic®を客観的評価の結果・分析を記す。受験生徒

は内部進学文系生徒（高 3・92 名）である。（高校 2 年 116 名も受験をしたが、2 月実施のため

結果が未着である。）
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批判的思考力 協働的思考力 創造的思考力

高 3
2018

S A B C D S A B C D S A B C D 
0 21 65 6 0 0 15 58 19 0 3 32 53 4 0 

高 2
2017

S A B C D S A B C D S A B C D 
0 9 55 15 1 0 17 50 13 0 0 23 42 14 1 

（数値は人数。テストについては https://www.benesse-i-career.co.jp/univ/assessment/pdf/ 
gps_academic.pdf を参照）

現高 3 の昨年の成績と比較すると、若干ではあるが高 3 の方が数値が高く、2 つ以上の思考力

で「A」評価となった生徒の人数も多い（高 3：18 名、高 2：14）。より詳細に結果を見ると、

「創造的思考力」が大きく伸びた。これは課題研究や論文執筆を通して、主観的に問題を捉え、

その解決策をそれぞれ独自に考える学習を積んだ成果と言える。また、このテストは社会人も対

象となるものであるが、「S」評価が出ることは稀なことであり、創造的思考力において 3 名の生

徒が獲得したことは大きな成果である。（昨年度の高 3 は 1 名。）

 最後に目標の進歩状況について記す。概ね予定通りに進めることができている。残されたもの

は「英語力」と「国際シンポジウム開催」となっている。当初の予算から大幅に減額されている

現状から、後者の「国際シンポジウム開催」は困難であるが、「英語力」の実現へ向けては次年度

も進める。

８ 次年度以降の課題及び改善点

①地域の学校との連携構築

再来年度の SGH 指定終了後も課題研究を継続するため、北海道十勝地方の平取町の学校との

連携を強化する。

②成果普及の強化

 これまでに引き続き、講座単位での外部向け発表を続けつつ、校外で行われる企画でも参加可

能なものは挑戦する。また、最終の SGH 課題研究発表会に校外からの参加者が多く参加できる

よう工夫を図る。

③英語の強化

 昨年度の課題・改善点でクリアできなかった「課題研究論文執筆の際の英語論文の活用」や「英

語の summary の作成」について、IR（国際関係）コースの生徒で実現できるよう方策を練る。

④課題研究の教材開発の完成

 指定終了後を見据え、1 年間の指導内容・方法等を明確化し、教材開発を完成させる。

【担当者】

担当課 立命館慶祥中学校・高等学校 ＴＥＬ 011-381-8888 
氏 名 江川 順一 ＦＡＸ 011-381-8892 
職 名 副校長 e-mail egawa@spc.ritsumei.ac.jp 
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【講座名】 地域研究

【対象】 高 1 全生徒 333 名
【期間】 基礎学習：通年、アイヌ学習：2 月
【仮説】（本校構造調書より）

高校 1 年次に地域の課題を考える学習を実施し、地域の課題について検討を行う。

このことにより、北海道に生きる自己について理解するとともに、現状分析のため

の探究心を喚起し、情報収集や調査研究の知識を獲得し、問題解決のための発想力

をつけることができる。

【取組】

①探究心・情報収集の知識・発想力などは、通常の授業をとおして育成した。

②アイヌ学習：課題研究テーマ「多文化共生を共に創る」については、北海道におい

てはまずはアイヌ民族にかかわる取組を行う必要がある。アイヌは、日本政府が認

める唯一の先住民であるが、差別を受けていた歴史があり、存続・継承が危ぶまれ

ている（例：アイヌ語は UNESCO の絶滅危惧言語に指定されている）。北海道を
home とする本校生徒だからこそ、世界の諸問題を見る前に、地元の、そして日本
の問題であるアイヌについて学習することは大切である。

今年度は 12 月に開催された SGH 全国高校生フォーラムで文部科学大臣賞を高校
3 年生が受賞したことから、ポスター発表（英語）を行い、国際社会講座でのアイ
ヌの学び（アイヌ語継承の模索）を伝え、質疑応答も行った。

【成果と課題】 

（本報告書では「○＝成果」「●＝課題」とする。以下、全ページ共通である。）

○通常授業をとおして、今後の学習につながる基礎的な力を身につけることができ

た。

○アイヌ学習の事後アンケート結果は以下である。 

質問 肯定的 否定的 不明

①アイヌについて関心が高まったか？ 85% 13% 2% 
②多文化共生について関心が高まったか？ 85% 12% 3% 
○アイヌ学習によりアイヌや多文化への関心を高めることができた。また、先輩の発

表を聞くことで自分たちの学びである認識を持たせることができ、さらに 2 年後
の目標となる先輩の姿（英語力やプレゼンテーションスキルなど）を見せること

ができた。

●学年集会のスケジュールを組むことが難しく、アイヌについての事前学習を今年

度も入れることができなかった。映像資料などを活用して、短い時間でも行える

方法を検討する必要がある。

※SGH 全国高校生フォーラムの発表については、51 ページに記載。
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【講座名】

海外文化研究

（海外研修８コース：

タイ・マレーシア・ベトナム・リトアニア＆ポーランド・

北欧・アメリカ・ガラパゴス・ボツワナ）

【対象】 高 2 全生徒 303 名

【期間】
6 月～2 月（コース確定～事後報告・発表会）
※実際に現地へ行ったのは 11 月 3 日～10 日（一部 2 日～9 日）

【仮説】（本校構造調書より）

高校 2 年次に「海外文化研究」として世界の課題を考える学習を実施する。海外

研修において、統一設定したテーマに基づき、全コースにおいて研修先相手国にあ

る交流校の生徒へプレゼンテーションとディスカッションを実施し、相手の意見と

の相違点や類似点を明確にする。このことにより、生徒は多様な価値観を形成する

とともに、異文化にある他者について相違を受け止め共感できる力をつけ、問題解

決のための発想力を獲得することができる。

【取組】

今年度の統一テーマは「20 年後の未来」であり、学校交流があるコースにおいて、
このテーマを基にした企画を生徒自身が考え、実施した。

タイ 

交流先：Chiangmuan Wittayakom School（高校）
内容：テーマに基づいたコラージュアート（雑誌や新聞の切り抜きを使用した

もの）をグループ活動（現地校生徒と本校生徒の混合グループ）で実

施。

ベトナム 

交流先：コックホック高校

内容：テーマに基づいたディスカッションをグループ毎に行った。

ボツワナ

交流先：Muan Secondary Senior School 
内容：テーマに基づいたディスカッションを実施した。ボツワナの環境の特性

が現れ、「自然との関わり方」や「経済成長と環境保護のバランス」など、

日本の生徒からはあまり出ない観点が出た。

リトアニア・ポーランド 

交流先：Lentvaris High School（ポーランド）
内容：テーマに基づいたいくつかのトピック（ex.徴兵制）で現地校生徒とデ

ィスカッションを行った。また、現地校の方でもこのテーマに基づき企

画を事前に考えてくれており、20 年後の自分に向けたメッセージを書
き、タイムカプセルを制作した。
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北欧

交流先：Tumba High School（スウェーデン）
内容：テーマに基づいたディスカッションをグループ毎に行った。

アメリカ

交流先：航空宇宙学の最先端 NASA ケネディ宇宙センター
内容：20 年後の宇宙船技術についてのレクチャーを実施した。

※マレーシアコースとガラパゴスコースは交流先がなかったため、未実施。

【成果と課題】 

○現地の高校生との交流（ディスカッションなど）を通して、自分たちが持っている

価値観・考えとは異なる考えが複数存在することを実感できた。

○事後の報告会を通して、参加していないコースの報告を聞き、多様な価値観・考え

を知ることができた。

○研修後、北海道大学の先生と院生に対して、3 コース（リトアニア・ポーランド、
ボツワナ、ガラパゴス）の生徒が研修の学びを発表する機会を持てた。このプレゼ

ンを通して、学びをより深めることができた。

●事後学習の時間が少なく、体験・学習の共有が十分にはできなかった。

※生徒の成果物として、本校英語フェスティバル（2 月実施）の代表生徒の発表（一
部）を次ページより掲載。

ボツワナ研修 リトアニア・ポーランド研修

北欧研修 ベトナム研修
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Honoka Takahashi 
The Power of Experiences 

“A world class eighteen year-old” 
This expression is the slogan of Ritsumeikan Keisho High School. Keisho has 

a lot of events. One of the most excellent events in Keisho is the overseas study tour. 
The content of Keisho’s tours are different from those of other schools. 

Why do we go on an overseas study tour? Because there are many unsolved 
issues in the world, such as war, environmental devastation and abuse of human rights. 
Going there firsthand can make us understand them more deeply. Moreover we can think 
about the issues by ourselves. I think the overseas study tour is a wonderful opportunity 
to do that. 
  Last November, I went to the Galapagos. I’d wanted to go there for a long time. 
Some activities were so interesting that I had many valuable experiences. However, at 
the same time, I felt as if the issues in the Galapagos had occurred on another distant 
planet. I found it difficult for young students in Japan like me to solve the issues in South 
America. I didn’t know what to do. I wanted to learn more deeply because I had lots of 
wonderful experiences. 

I think the overseas study tour can be better. What should we do for it? I suggest 
that we do a domestic study tour before an overseas study tour. The destination would 
be changed according to the course of the overseas study tour.  

Where should we go to for a domestic tour? Let me give you an example. The 
theme of the Galapagos tour is environmental devastation. There are many indigenous 
species in the Galapagos. Recently, environmental devastation has become a major issue 
there. Where is a similar place in Japan to the Galapagos? 

Iriomote Island in Okinawa is called “The Galapagos of the East.” It has a 
similar environment to the Galapagos and has the same unresolved issue. If you go to 
Lithuania and Poland, you should go to Hiroshima or Nagasaki. And if you go to 
America, you should go to JAXA in Tokyo. Experience in advance can help you learn 
more deeply. Additionally, you can compare experiences in Japan with ones overseas. 

The overseas study tour is so interesting that we can learn a lot. And we can 
make it more meaningful and fruitful. Don’t you think you want to experience more 
things that can have an impact on your life and values? 

Let’s turn our high school memories into the best memories in our life time.
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Ayu Inaba 
Use Our Abilities Valuably

“If you don’t use them correctly, your experiences won’t be usable.” Mr. Kuno, 
our school principal said these words. Our school raises the worldwide youth and gives 
us various opportunities for that. This is our school’s pride.  
  During the Meiji and Taisyo periods in Japan, many young people had to work 
and had no time to go to school. Then, Mr.Kojyuro Nakagawa founded Ritsumeikan 
University as a night school. “Watch problems around you, and use your own experiences 
to save the world.” This is our school’s beginning. 
  According to that beliefs, not only “Peace and Democracy,” but also to “Keep 
being free and fresh” became “Ritsumeikan Spirit.” But, there is totally opposite spirits. 
That is “to be indifferent.” 
  There are 3000 students at our school. But its connection is really thin. Do you 
remember a big earthquake on September 6th? A lot of teenagers worked for Hokkaido, 
but we, the Rits students, didn’t work enough. I was frustrated when I heard so. Keisho 
students have precious experiences and work hard to improve themselves. However, 
aren’t you indifferent to the people around you?  Are we able to use our experiences 
valuably? I think that our abilities should be used for Hokkaido, Japan, and places all over 
the world. 
  I’d like to suggest “PSA” as a new class. It stands for Problem Solving Abilities. 
Disaster, discrimination, SDGs. There are many problems around us. PSA is not related 
to grades, classes or courses. All six grades will take part in it to find problems around us 
and think together about how to solve them. Maybe we even can work out of Keisho.  

Look at this picture. Third graders of senior high school and first graders of junior 
high school took a Japanese class together. Students being in different grades gave good 
results to both groups. Gathering and sharing opinions will improve the ideas. PSA is for 
all six grades of Keisho students who will make new discoveries and strong connections. 
Thinking about surroundings daily will make students able to react smoothly against any 
happenings. PSA will increase the happiness of the world. 
  We have to use our wisdom for the people around us. We must not forget 
Ritsumeikan’s beginning. Watch problems around you, and use your own experiences to 
save the world. Let’s abandon “to be indifferent.” 
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Asaka Nomura 
The Place in Japan Closest to the World

Please imagine this situation. You are walking along a road alone to go shopping. 
Then a foreigner speaks to you in English. If you were in this situation, could you 
appropriately respond to that person? Some people answer that they could, but others 
could not. Either way, being unable to respond will be a bigger problem in the future. 

Presently, many foreigners visit Japan. According to a 2015 survey by the 
Japanese Government, the number of foreign tourists visiting Japan will continue 
increasing in the future. Therefore, the chance that you are approached by a foreigner will 
continue increasing too. However, Japanese student are not very good at English 
compared to other neighboring countries. I propose two ideas to improve the problem. By 
using my ideas, I will further enhance English teaching at Ritsumeikan Keisho and make 
this school "The Place in Japan Closest to the World ".  

First, give students a robot that speaks English. If students were given English-
speaking robots, students could communicate with them in English. At first, the 
communication may be unfamiliar, so you may not be able to talk easily. Nonetheless by 
having conversations with the robots, students should be able to improve their English 
abilities. We need more chance to practice English. 

Second, hold classes with schools abroad over through the Internet. In class, we 
could study and discuss topics together. By increasing opportunities to communicate with 
students overseas, we may be able to reduce language barrier between our students and 
overseas students. In this way, we could build an English-speaking environment, and we 
could reduce the fear towards foreigners that many people feel. 

In September 2013, the IOC General Assembly was held in Buenos Aires. Do 
you remember the words of Ms. Takigawa Christel? “omotenashi” The meaning of this 
word is “treat others like family”. In order to really practice “omotenashi”, we need to 
improve our English ability. Second, we need to enhance English teaching at Ritsumeikan 
Keisho. Language can connect people. Why don't we expand our horizons with 
languages?  
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Mayu Segawa 
The Sleepy Student Revolution

Please imagine a warm classroom after lunch time…  We are very sleepy, aren`t 
we?  I`ve slept during class.  Whenever we take classes, we have to battle off 
drowsiness.  Sadly, a lot of fighters lose the battle and enter the dream world.  I think 
there are three solutions to get rid of sleepiness during class.  Today, I will start a 
revolution. 

First, Keisho should change the time that we start school.  Professor Kelley 
from the University of Oxford presented his research results.  He suggested the best 
starting time is 10:00AM.  If the time were 10:00 AM, students could sleep longer at 
home.  What`s more, they could start studying after their brains completely wake up.  
It would no longer be fantasy that we could get 100% on our exams!  On the other hand, 
if this plan were realized, the number of classes would decrease.  But I think it is good.  
Studying hard for fewer classes is better than being lazy in many classes. 

Second, Keisho should create nap time.  Create more lunch time, then we could 
take naps.  We wouldn`t be as sleepy in classes.  A high school in Hyogo prefecture 
adopted a 10 minute nap time.  So most of the students answered that they got higher 
motivation.  This idea is good for students and for teachers.  Did I say teachers?  Yes, 
noisy and crazy students will be quieter only during nap times.  In addition, “Nap rooms” 
could be built, so we can be happier.   

Finally, I think this next solution is the most important.  We want teachers to be 
more creative.  To be perfectly frank with you, most teachers’ classes are boring.  
Classical Japanese, mathematics, world history and lots of other topics are very difficult 
for us, so we can`t understand normal explanations.  For example, teachers can talk 
about some trivia, do the quiz or have music playing…  Whether we can follow along 
or not depends on how well the teachers can teach the material. 

We entered high school in order to learn.  School is a place to study.  We want 
to take classes and study hard.  But we are very sleepy!  We have been struggling 
against sleepiness!  We want to win against the sleepiness!  Let`s start a revolution of 
the students, by the students, for the students. 
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Kaede Saito 
Plan 1

Today I will talk about my plan that I thought about. It is called Plan 1.
Now, we have 40 minutes of lunch break. We need to have lunch, get ready for 

next classes and get refreshed. We have 40 minutes, though. How much time can we use 
freely? Let's assume that we have 30 minutes. Since there are students who have lunch in 
the dining hall, the remaining time is only 10 minutes. 

What can we do in 10 minutes? Of course you can have a short meeting, play 
soccer or play basketball, but it will take 5 minutes to go to the school gym and back to 
class. 10 minutes is too short to do anything, so we do nothing important. We just talk 
about nothing and waste time, which is really wasteful. Is it really a break?  What is the 
meaning of the lunch break? My answer is to refresh ourselves. So how can we use our 
lunch break better to get refreshed enough? 

 We need longer free time, 20 additional minutes of time. Some people say that 
we can lose our lunch and actually, some people lose their lunch because they are too 
busy. But scientists say we lose our memory and concentration from the lack of energy 
of the brain. Omitting lunch from our meals has a bad influence, not only on our health, 
but also on our studies.

If we get a longer lunch break with 20 additional minutes, what can we do? We 
can review the morning classes, get our teachers’ help, go outside and play with friends, 
have a long meeting, read a book… We can do anything. These are really meaningful.

We can also take a nap. Well-known corporations such as Google and Nike 
have introduced a power nap system. They say, to take a nap in the early afternoon helps 
to improve performance. The Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare says the 
same thing in the Sleep Guideline for health promotion. That is to say, our learning ability 
and study efficiency will improve by taking a nap for only 20 minutes.

We can control our physical condition and brain function. Why our school 
haven't introduced the nap system since these corporations have introduced and realize 
the effects?  Why don't we give it a try at Keisho? 

That is my Plan 1.  
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Sota Kumagai 
Good Bus, Good Life 

Do you have some troubles about Keisho’s school bus system?  I have some 

troubles, too.  So let me tell you about my topic, building the Keisho Bus Center.  And 

I will explain it with three topics.  First is setting up large land and improving roads.  

Second is the problems due to a shortage of buses.  Third is building a private line.  So 

let’s begin. 

First, we should set up a large land and improving roads.  Keisho has much 

surrounding land but most of it is farmland.  Of course, that’s good, but I want make the 

most of it.  Besides, Keisho’s bus terminal now is so small that the line of students 

waiting for the bus is difficult to understand.  So I think Keisho should make a big bus 

terminal which has a waiting room.   Moreover, to go smoothly, roads should be 

repaired because the roads are very dangerous, especially in winter. 

Second, there are problems due to a shortage of buses.  We expect more buses 

to come but it is probably impossible because of a shortage of buses.  And the problem 

is related to a shortage of drivers.  The problem can’t be solved only by us.  So, I have 

an idea that we introduce AI to the buses which have no drivers.  It is difficult, but if it 

comes true, students would be very satisfied.  

Third, we should build a private line.  If various farmers around Keisho lend us 

the land, Keisho should build a private line on which the buses can run like a monorail.  

It is comfortable and could go faster than now.  Students and teachers would definitely 

become happy. 

According to the reasons stated above, I think building a Keisho Bus Center is 

good.  Moreover, the life of students would become more comfortable. 
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Rina Fukuda 

The End of Today’s School Uniforms 

Hey girls, isn’t it cold wearing skirts in the winter? Isn’t it uncomfortable being 

unable to spread your legs during school assemblies? Hey guys, isn’t it hot wearing long 

pants in the summer? Also you might have been interested in what wearing a skirt is like, 

yeah?  Why can’t we choose our own uniforms freely? This is something I am very 

unsatisfied with. Today, I will present about the school uniforms. 

School uniforms are almost always worn by middle and high school students in Japan, 

but typically boys must wear pants and girls must wear skirts. However, schools abroad 

are different. In the UK and New Zealand for example, there are many schools that have 

designated uniforms, but these schools have adopted a system called “gender neutral 

uniforms”, which allows students to choose their uniforms without regard to gender. So, 

students can choose between pants or skirts by their own will, and students in these 

schools have fun. In addition, having these choices is reasonable. 

According to research, girls have lower body temperature than men, and their sensible 

temperature is also two degrees lower than men on average. This is caused by men having 

more muscle and a higher basal metabolism than girls. Additionally, according to other 

research, it was found that the internal temperature of the subject is different between 

long pants and skirts. The temperature is, on average, 36.6 degrees for skirts and 37.5 

degrees for long pants. So, the difference is about one degree. Girls are one degree colder. 

BRRRRRR! 

Let’s get back on track. How about Japan? And how about this school? In our school, 

girls must wear skirts and guys must wear pants. Isn’t this because we haven’t been able 

to get rid of gender stereotypes? And I think this rule is not rational. If we change the 

school uniform rules in this school and throughout our country, gender stereotypes could 

become less prominent. And many students can spend time in school more comfortably 

by changing the school uniform rules and getting rid of gender discrimination. Isn’t that 

something we need to do, as “world-class 18-year-olds” of Keisho? 
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Haruka Iwaki 
Innovation for Keisho

     Now, the abilities that the society needs from us are changing. We don’t have to 

remember so many things, because there are computers. Instead, we have to tell 

something or create new things by using information computers gave us. How do we get 

these abilities? If Keisho goes on like this, we won’t. So I’ll suggest my idea about “RIS” 

to Keisho and you.   

    Before I explain about “RIS”, I will tell you about my experience at a high school in 

Sweden.  Swedish education style is so different from the Japanese style. They use 

computers instead of notebooks and textbooks! I have noticed three merits of using 

computers in class. First, if there is something you do not understand or remember, you 

could immediately search about it. You would not have something you don’t understand. 

Second, a computer is always necessary for working people.  And we will need it. So 

this experience is hands-on learning for society for the future. Third, the Swedish students 

said it is easy for them to turn in homework. They have many things to do. So it gives 

them more time. It surely would also be a good system in Japan. Some Japanese high 

schools have adopted this system. Why haven’t we adopted the system yet?  I suggest 

the “RIS”.   

Can you guess what “RIS” is? This is the Ritsumeikan-Keisho Internet System. 

This system provides hands-on learning. It makes a connection between student and 

teacher. It is important to memorize facts, but learning activities are more important for 

us. This is Required Innovation for the Success of Broadening Global Education at Keisho. 

To apply to the world is our goal. So RIS will lead us to the goal to get new abilities. 

Imagine what kind of an adult you want to be in the future. What do you want to do in 

college? For any future, this system would be special for you. 

     Could you understand RIS? It is great innovation! Innovation seems difficult and 

you might need courage, but innovation is needed, just like how carriages turned into cars. 

Innovation has big merits and small demerits. Have you heard the expression: The pen is 

mightier than the sword? It means cultural action is more influential than power. However, 

I think the computer is mightier than the pen. Through my RitsTalk, I hope you now have 

the courage to innovate.  
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Manami Obara 
Real “Strong” School 

 “The country of disasters.”  People say things like this about Japan. Many 
disasters occur in Japan. A big earthquake occurred in Hokkaido too, on September 6, 
2018. I think that it is fresh in your memory. Hokkaido was seriously damaged in that 
earthquake, there were not only blackouts and collapsed buildings but also liquefaction. 
As a result, our school was closed and examination days were rescheduled.  Also, I was 
sad because I couldn’t see you, my friends, for a long time. This event affected too much 
of our daily lives too.   
     This year, this school will be become 21 years old, and this school building’s aging 
is outstanding.  I looked around and found that there are cracks on the walls. Now, we 
spend most of our time each day at school. If a big earthquake occurred while we are here, 
is our safety guaranteed? Therefore, today, I will tell you about measures our school can 
take against earthquakes.   
     There are three kinds of ways to prepare buildings for earthquakes. These are called 
the seismic force-resisting system, seismic isolation and the damping system. The seismic 
force-resisting system is a way to reinforce the wall and pillar, and it resists earthquake 
tremors. Seismic isolation is a method of installing an isolation device between the 
building and the ground, so a building won’t shake. The damping system is a method of 
installing dampers in a building, and it absorbs tremors and suppresses their influence on 
a building.   

However, most of them have high-cost. Furthermore, this school just established 
a new active learning building.  I guess this school don’t have enough money.  

Anyway, I suggest adding “share walls”. This is a seismic force-resisting system. 
A building will have strong earthquake-resistance by adding these “share walls.” Using 
this system, only the walls need to be replaced, so it is simple, and you can finish 
construction work in a short period. Above all, there’s another big merit: low-cost. It can 
be installed at the half price or even less when compared with replacing big pillars or 
installing an isolation device. Surely, a seismically isolated structure and a damping 
system have a high-cost, and high security is guaranteed. But it’s not practical. So adding 
“share walls” is the most appropriate for our school, because you can get enough 
earthquake resistance with low-cost.    
     Various researchers have said, “In the future, a gigantic earthquake will occur in 
Tokyo, Nankai trough, and so on.”  Absolutely, we don’t have powers to stop such an 
earthquake.  But we can reduce the damage from them.  If this school building 
becomes a safer building, we could enjoy school life safely and comfortably.  So, I 
definitely think that introducing “share walls” is essential for us and for future Keisho 
students.  And what’s more, this school’s strong resistant to disaster will be a new 
attraction to bring in students.  Thank you for listening.    
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【講座名】 Global Awareness 【対象】 高 2・198 名 【期間】 通年

【目標】

6 人の教員それぞれの特別授業を受け、国際課題を考えるための多角的な視点や解
決力を身につけさせる。また、生徒だけではなく、教員の SGH の取組への参加をよ
り活発にする。

【講座内容・取組】

 高校 2 学年の海外文化研究を、海外研修関連の学習以外にも深め、世界への関心
を喚起することを目的とし、2 学年の文系生徒（SP クラスを除く）を対象とした学
校設置講座が「GA（Global Awareness）」である。これは教科横断型の講座であり、
複数教科の教員が担当となり、それぞれが多種多様なテーマに基づく 4 時間完結型
の授業を展開する。今年度は英語科・社会科・理科・国語科・数学科・音楽科の教員

が担当した。

【成果と課題】 

○4 時間という短い内容であるが、教科書を用いない独自教材の開発を行うことがで
きた。また、これまでこのような授業を担当したことがない教員も、通常授業とは

異なる生徒の取組を見ることができた。

○高校 2 年生の生徒が SGH の取組を具体的に・実践的に知ることができた。
○授業が海外研修の前に実施した際は多角的なものの見方などを身につけさせるこ

とができ、研修後では内容をフィードバックし、学びを深めることができた。

○事後アンケートでは「全体を通しての満足度」は 84.7％であり、身についた力と
して生徒が自覚しているものとしては「未知の事柄への興味（好奇心）」（37.1％）
「周囲と協力して取り組む姿勢」（26.3％）「問題を解決する力」（25.4％）「問題を
発見する力」（22.9％）「自ら取り組む姿勢（自主性）」（22.9％）が多く挙がった。

●グループ課題をする際、授業内では時間が足りないため授業時間で行わせたが、

人によって参加姿勢が異なり、生徒間で不公平感が出ていた。グループの人数など

を考え直す必要がある。

各担当のテーマ

英語科：Technology is Affects 
社会科：「世界がもし 100 人の村だったら」
理科：宇宙開発

国語科：世界に通用する文章の書き方

数学科：人間の認知・行動傾向

音楽科：世界で活躍する日本人ミュージシャン
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【講座名】 対象 3 講座（観光開発・国際社会・アジア学）
【対象】 高 3・65 名 【期間】 通年（週 3 時間の授業※国際社会のみ 1 時間）
【仮説】（本校構造調書より）

高校 3 年次には、立命館コースの文系生徒全員に対し、世界の課題の深掘にチャ
レンジするステージとする。ここでは、3 つの特設講座（観光開発・国際社会・アジ
ア学）において、異文化に生きる人々と共に学び、活動・研究する。

【取組】

次ページからの各講座を参照

【成果と課題】

1 月にアンケートを実施し、その結果から分析を行った。
質問事項

①あるトピックに関して、本・新聞・その他の媒体を利用して詳細に調べることが

できる。

②あるトピックに関して、多角的・多様な視点から問題を分析することができる。

③あるトピックに関して、他の人にわかりやすく説明することができる。

④あるトピックに関して、プレゼン資料を作成することが得意である。

⑤あるトピックに関して、わかりやすくプレゼンをすることができる。

⑥グループ・ワークをすることが好きである。

⑦多くの人に対してプレゼンをすることが得意である。

⑧国際的社会問題を学ぶことが好きである。

数値結果（肯定的回答の％）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

90.4 80.8 73.1 67.3 59.6 75.0 51.9 78.8 

○肯定的回答の割合が高い（80％以上）質問は①・②である。3 講座の学習を通して、
調査力と分析力を身につけていることがわかる。

 （とりわけアイヌ文化学習を行った国際社会の生徒は肯定的回答をする生徒の割

合が最も多かった。）

●肯定的回答の割合が低い（60％未満）は⑤・⑦である。プレゼンテーションを行う
講義は 3 年生になってから行うもののため、「自信を持って」プレゼンできる段階
に至ることはできなかった。

 （プレゼンの回数が多く、なおかつ大学の教授に対してプレゼンを行ったアジア学

の生徒は、個人のプレゼンの基準が高いため、肯定的回答をする生徒の割合が最も

低かった。）

※３講座それぞれの成果と課題については次ページからの各講座を参照
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【観光開発講座の様子】

【国際社会講座の様子】

【アジア学講座】

研究発表会：生徒発表 研究発表会：来賓の方々

アイヌ特別講義Ⅰ：内閣官房参事官 佐藤氏 アイヌ特別講義Ⅱ：北海道博物館 小川氏

アイヌ語学習：関根氏と平取高校のマオリ留学生 アイヌ語学習：テアタランギ法について

高大連携講座：APU李教授「リーダー育成授業」 高大連携講座：APU大塚教授「投資計画」
サテライト授業
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【講座名】 観光開発 【対象】 高 3・20 名 【期間】 通年

【目標】

 今や日本経済の発展において重要な一産業として確立した「観光」に焦点を当て，

「地域と観光の連関性」をテーマとして，観光行政，観光と地域づくり，観光プラン

ニングなどを中心に学びを深める。今年度は，食を通じた日本および北海道へのイン

バウンド観光の振興に関する新たな可能性を模索し，高校生ならではの視点で提言

することを目標とする。学習を進めるにあたり，JTB スタッフとティームティーチ
ングで授業を進め，専門的なアドバイスを受けつつ，高度な分析と地域研究を進める

ことを目指す。

【講座内容・取組】

① 観光学・ツーリズム概論（ツーリズムに関する動向や北海道観光の現状と課題）。

② サハリン研修 3 泊 4 日（選抜）事前事後学習。
③ 北海道内観光プランニング，サハリン研修報告書作成。

④ 農林水産省北海道農政事務所担当者，北海道国際局国際課，立命館大学食マネジ

メント学部教授，JTB 教育旅行担当者 他を対象として報告会を実施。

⑤ 立命館大学食マネジメント学部との連携。

【成果と課題】

○JTB 北海道に勤務する外部講師の指導により，観光プランニングの具体的手法と，
それをするにあたって必要な「視点」・「心構え」のほか，実務的な体験講和を数多

く授業の中で取り入れることができた。

○観光の「いま」を知り，それを知る上で，理解に必要なにかかわる専門用語を多く

習得することができた。また観光のみならず，マーケティングやプランニングなど

経営学的要素も学ぶことができた。

○レジュメの作成，プレゼンテーション，報告書（研究レポート）の書き方等，大学

の学びスタイルを授業内で実践し，それらの手法と技術を身につけることができ

た。

〇年度末に報告会を挙行し，一年間学んだ内容の総合と一定の提言策定まで至るこ

とができた。

●「食を通じたインバウンド観光の推進」をテーマとし，これまで余り拡大できてい

ない「ロシア及びムスリム地域からの観光客誘致の拡大」を模索した。食は身近で

一見取り付きやすく見えるが，伝統文化や歴史的経緯など深く総合的な知見を必

要とする奥深いテーマであり，高い実効性を備えた提言まで到達することが難し

かった。

●昨年の反省をふまえ，「年度末の報告会での提言策定」を一年間の目標としてかか

げ，一連の課題・製作物・プレゼンテーションなどの作業に取り組ませた。しかし

扱うべき多様な観点を総覧網羅し，担当するそれぞれの生徒に適確な助言や指示

を与え遅滞無く進行させる為には，授業者のさらなる力量向上が求められる。

※報告資料として、外部向けの報告会（上記④）での発表データ（一部抜粋）を次ペ

ージより掲載。
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【講座名】 国際社会 【対象】 高 3・17 名 【期間】 通年

【目標】

「多文化共生を共に創る」を課題研究テーマに、北海道で学ぶものとしてアイヌの歴

史文化に対する理解を深め、文化振興のあり方について学習する。この講座をとおし

て、自分と異なる立場に「共鳴」し、仲間と協同して着地点を「創造」できる思考力

と行動力を獲得することを目指す。

【講座内容・取組】

①「北海道とアイヌ」をテーマに北海道とアイヌの歴史の概要を学ぶ。

②「国立「民族共生の象徴空間」構想の到達点と課題」をテーマに、内閣官房アイヌ

総合政策室北海道分室の佐藤久泰内閣参事官を招いた特別講義を実施した。

③「北海道旧土人保護法を忘れないために」をテーマに、北海道博物館の小川正人氏

（学芸副館長・研究部長・アイヌ民族文化研究センター長）を招いた特別講義を実

施した。

④「樺太アイヌと江別」をテーマに、江別市郷土資料館学芸員の園部真幸氏を招いた

特別講義を実施した。

⑤「アイヌ語学習」を実施。特別講師として平取町立二風谷アイヌ文化博物館の関根

健司氏を招き、全 9 回の特別講義を実施した。（当初の予定では全 10 回であった
が、9 月の震災の関係で 1 回少なくなった。）

⑥「アイヌの文化」をテーマに、アイヌアートプロジェクト代表の結城幸司氏を招い

た特別講義を実施した。

⑦「アイヌ語の伝承・普及」をテーマにした課題研究の実施。最終授業日に発表会を

実施した。

【成果と課題】

○昨年度の課題（「文化の理解をより深める」）を今年度の目標とし、「アイヌ語学習」

を中心テーマとして 1 年間のカリキュラムを考え、実施できた。
○昨年度も外部講師を多く招いたが、今年度はアイヌ語という特別なものを取り扱

ったため、ほとんどの授業を外部講師の方にお願いすることとなった。生徒にとっ

ては、専門家からご教授いただく大変貴重な機会となり、そのことを自覚し、全て

の授業に積極的・主体的に取り組んでいた。また、講師の方々にとっても、ご自身

の経験・研究を高校生に伝える機会となっており、より良い連携関係を構築するこ

とができた。

○最終の発表会では、「アイヌ語の普及」を自分自身の課題と捉え、オリジナリティ

のあるものや実現可能性のあるものなど、一人ひとり違った観点の発表をするこ

とができた。

●次年度は認定終了後も継続できる連携を模索したい。

※生徒の成果物として、最終発表（上記内容の⑦）での発表データ（企画書と一部グ

ループの発表）を 39 ページより掲載。
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【高 3 国際社会講座 新聞掲載】

1．アイヌ特別講義Ⅰ 内閣官房参事官 佐藤氏を迎えて
(2018 年 4 月 27 日北海道新聞掲載) 

2．アイヌ語学習(計 12 回) 平取町立二風谷アイヌ文化博物館 関根氏の取組
（2018 年 8 月 31 日読売新聞掲載) 
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4．アイヌ語学習最終発表会
（2019 年 1 月 25 日北海道新聞掲載) 

3．アイヌ語学習の取組 
(2018 年 11 月 25 日北海道新聞掲載) 

5．アイヌ語授業の取組 （2019 年 3 月 14 日朝日聞掲載) 
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アイヌ語学習の提案書

3年 C組 大久保来珠
１．はじめに

 アイヌ政策推進局アイヌ政策課によると、アイヌ語の成り立ちは日本語と同じように未

解決の状態にある。これは、私たちが普段何気なく使っている日本語も同様だ。アイヌ語と

日本語がもとは同じ言語だったという人もいるが、今のところ正しいアイヌ語の知識と研

究方法に基づいて十分な根拠を示している説はない。アイヌ語は、文字を持たない言語とし

ても有名だ。

２．アイヌ語の現状

 北海道大学の佐藤知己氏によると、現在アイヌ語話者の正確な人数を知ることは極めて

困難である。日本政府がアイヌ民族の存在を法的に認知していなかったため、公式統計がな

い。また、調査自体が民族差別を引き起こす可能性があり十分な調査が行えない。さらにア

イヌ語は、ユネスコ（国連教育化学文化機関）が平成 21 年 2 月に発表した“Atlas of the 
World’s Languages in Danger”（第 3版）に「極めて深刻な危機言語」として掲載された。

３．提案 

３－１「テレビ番組の音声吹き替え」での学習

 アイヌ語学習には、まず興味を持たせることが重要だと考えた。そこで私が最初に提案す

るのは、現在日本国内または北海道内で放送されているテレビ番組にアイヌ語の吹き替え

を導入することだ。私自身、韓国の楽曲やドラマが好きで、韓国語に興味を持ち、独学で勉

強を始めた。言語学習に必要なことは、興味を持つことだと考える。導入したいと考えてい

るテレビ番組の例を挙げると、「日本昔話」や「ドラえもん」のようなアニメなど、子供が

興味を持ちそうな番組だ。

３－２ 「歌」を用いた学習

 さらに、私が提案するものは、「アイヌ語の歌」での学習だ。北海道内の多くの中学校は、

合唱コンクールを実施している。合唱コンクールの課題曲にアイヌ語の歌を用いることで、

アイヌ語学習を身近に感じることができ、学習が効率よく行われる。

４．ターゲットとプロセス

提案のターゲットは、北海道の中学生と高校 1,2年生だ。「日本昔話」などのテレビ番組
での学習は中学生や高校 1,2年生、「アイヌ語の歌」での学習は中学生や高校生の音楽の授
業や中学の合唱コンクールに導入する。

５．さいごに

 子供たちが、アイヌ語に興味を持ち自ら習得しようする力を引き出すことで、より効率が

良く意欲の高い学習になる。中学生からアイヌ語に触れることで、アイヌ語を使うことが日

常的になり、より実用的で将来につながる学習ができるだろう。私の提案でアイヌ語に興味

を持つ「きっかけ」を作りたい。
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教養としてのアイヌ語

3年 C組 中西さくら
1．はじめに
 現在、アイヌ語を第一言語として話している人はおらず、消滅危機にあるとされている1。

しかし、私はアイヌ語をネイティブにならなければいけないとは考えていない。なぜなら、

アイヌ語を話せる人はほとんどおらず、使える場所が限られているからだ。学生のうちは、

世界で通用する英語を話せるようにするのが先だと思う。しかし、アイヌ語を消滅させてい

いとは思わない。アイヌ語は、話す言語ではなく、教養として物事を考えるための言語とし

て進化していくべきだと考える。

2．提案
 高校生の古典の授業にアイヌ語の物語を入れることを提案する。

 古典の授業の目標は高等学校学習指導要領によると、

  言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で的確に理解し効果的に表

現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 生涯にわたる社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに，我が国の
伝統的な言語文化に対する理解を深めることができるようにする。

(2) 論理的に考える力や深く共感したり豊かに想像したりする力を伸ばし，古典などを
通した先人のものの見方，感じ方、考え方との関わりの中で伝え合う力を高め、自分の

思いや考えを広げたり深めたりすることができるようにする。

(3) 言葉がもつ価値への認識を深めるとともに、生涯にわたって古典に親しみ自己を向
上させ、我が国の言語文化の担い手としての自覚を深め、言葉を通して他者や社会に関

わろうとする態度を養う2。

である。

 したがって、日本の伝統的な言語であるアイヌ語は古典の授業のなかで学ぶべきである。

アイヌ語というのは、北海道を中心に生活していた民族の言葉であり、現在古典の授業で習

っている京都を中心とした考え方とはまた違う価値への認識も深めることが出来る。さら

に、総合の時間に取り入れようと考える場合、平取町などアイヌについて学ぶ意識が強い地

域では可能だが、北海道以外の地域では、時間の確保が難しい。古典の授業に取り入れるこ

とにより、全国の高校生がアイヌ語を学ぶ機会が与えられるということになる。

1 文化庁 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/kikigengo/index.ht
ml  参照日 2019年 1月 4日

2 文部科学省 高等学校学習指導要領解説 国語編 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile
/2018/07/13/1407073_02.pdf#search=%27%E5%8F%A4%E5%85%B8+%E9%AB%98%
E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%AD%A6%E7%BF%92%E6%8C%87%E
5%B0%8E%E8%A6%81%E9%A0%98+2018%27 

参照日 2019年 1月 4日



45

3．問題点
 アイヌ語を古典として、昔のものとしてしまっていいのか。しかし、現代文で行うとする

と、矛盾が生じる。論理国語、文学国語どちらも近代以降の作品とある3。近代というのは、

一般に明治維新から、太平洋戦争までの時期を言う4。しかし、明治政府により、アイヌ民

族の言語や生活習慣を事実上禁じた同化政策5を行われたアイヌ語を使う人々が、新しい物

語がこの時代以降に作られたとは考えにくい。したがって、アイヌ語の物語は古典の授業に

組み込むのが適当である。

4．求めるアイヌ語像
 アイヌ語は話せるようにするのが目的ではなく、次世代にアイヌ語の存在をつないでい

くことが大切だと考えている。現在の古典文学も話せる人はいないが読める人はたくさん

いる。そして、古典文学の世界の世界観や教えは私たち専門家でない高校生にも伝わってい

る。また、アイヌ語でしか表現できない言葉の継承することが出来る。このように、すべて

の日本国民に尊敬され伝えられていくアイヌ、アイヌ語になって欲しいと願う。

〈参考〉

＊辞典

1，三省堂 スーパー大辞林 3.0 「近代」
参照日 2019年 1月 5日
＊インターネット

1. 文化庁
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/kikigengo/index.
html                         参照日 2019年 1月 4日

2. 文部科学省 高等学校学習指導要領解説 国語編 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2018/07/13/1407073_02.pdf#search=%27%E5%8F%A4%E5%85%B8+%E9%AB%
98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%AD%A6%E7%BF%92%E6%8C%
87%E5%B0%8E%E8%A6%81%E9%A0%98+2018%27 

参照日 2019年 1月 4日
3. アイヌ民族：歴史と現在 －未来を共に生きるために－

https://www.frpac.or.jp/history/files/cyugakusei2015.pdf#search=%27%E3%82%A2
%E3%82%A4%E3%83%8C+%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%94%BF%E5%BA%9C
+%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8C%E8%AA%9E%E5%BC%BE%E5%9C%A
7%27                         参照日 2019年 1月 5日

3 上記
4 三省堂 スーパー大辞林 3.0 （電子辞書） 参照日 2019年 1月 5日
5 アイヌ民族：歴史と現在 －未来を共に生きるために－

https://www.frpac.or.jp/history/files/cyugakusei2015.pdf#search=%27%E3%82%A2%E
3%82%A4%E3%83%8C+%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%94%BF%E5%BA%9C+%E
3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8C%E8%AA%9E%E5%BC%BE%E5%9C%A7%27 

参照日 2019年 1月 5日
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中高生のアイヌ語学習

3年 C組 田中さや花

」

基本は現在の英語学習と同じように文法や単語についての授業

を行い、単語の授業はテアタランギを行う。最低、１週間に１時

間授業を行い、授業ごとに前回行った授業内容の小テストを行

う。復習する機会を作ることで、アイヌ語が身につきやすい状

況を作ることができる。中学校 3 年生、高校２年生の時にアイ
ヌ語のみでのアイヌ料理を作る調理実習などアイヌ文化を学べ

る実技の授業を行い、アイヌ語を使い生活することを体験する。

行動別に学習定着度を測るラーニングピラミッドでは、座学を

受けることでの学習定着度は 10％だが、体験することで学習内
容の 75%が身につくと考えられる。

中学校 高校

1,2年生

•文法、単語
•小テスト

3年生
•アイヌ文様
刺繍

1年生
•文法、単語
•小テスト

2年生
•アイヌ料理
調理実習

アイヌ語の授業を通して感じたこと 

1 年間のアイヌ語の授業を通して、アイヌ語には 1つ 1つの言葉に意味が込められてお

り、アイヌの文化や思想を支える重要な役割を担っていると感じた。また、ニュージ-ラ

ンドで先住民族の言語が広く使われているという状況を体験することで、民族にとっての

言語の存在の大きさ、また言語が広がることによってその民族の存在のインパクトも大き

くなると感じた。1年間のアイヌ語の授業は高校では珍しいが 1年間だけでは全く足りて

いないと感じた。ニュージーランドでの経験から言語は生活の中で使うことのできるレベ

ルにならないと使う人はいないし、また学びたいと感じる人もいないのではないかと感じ

た。そのため、現在の英語教育と同じように中学校、高校２年生までの 5年間でアイヌ語

の授業を行うべきだと考えた。 
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国際社会課題 「アイヌ語学習法に関する提案文書」 

ユーカラとテ・アタランギ法 

3年 C組 前田色葉
【目的】

① 中学生→アイヌ文化に対する興味・関心を高める
② 高校生→日常会話程度のアイヌ語を話せるようになる

【学習方法】
① 中学生（※リスニング）
アイヌのユーカラ（口承文学）やアイヌ語で歌われている唄の中から、生徒は３年
間を通して学ぶものを一つ決める。
a. 中学１年生
音声だけで、アイヌ語を文字起こしし、意味を当てはめる

b. 中学２年生
aで解き明かした、物語が「いつ」「どこ」「なぜ」生まれたのかを、調べ学習
（インターネットや博物館）を通して、理解する
グループ学習で共有する

c. 中学３年生
北海道の様々な地域に訪問し、現地の景観や跡地から、そのユーカラや唄が生
まれた背景を知る。（生徒全員分の様々なユーカラや唄を調べることはできない
ので、実際に見学可能な地域を訪れる。）
（例）阿寒の山本多助エカシ伝説、留萌のコロポックル伝説

② 高校生（スピーキング）
実際にアイヌ語の実践的な学習を行う。

マオリ語のテ・アタアランギ法を活用した学習を行う。
a. アイヌ語だけを使用
b. 習っていないアイヌ語は使用しない
c. その日学びたい単語を一人５つ用意し、授業の最初に全員で共有し理解を深め
てから、授業中は、その単語を積極的に使うようにする

d. 毎回確認テストは行う
e. 最終的に、中学生の時に自分が選んだユーカラや唄を暗記し、意味も説明した
上で、クラスメートに発表する

【特徴】
 ① 中学生
  多くの地名がアイヌ語に由来しているように、北海道の各地に根付くアイヌの伝説や
物語を読み解くことができるので、北海道が最もアイヌ語を学びやすい環境であること
がわかる。
 ② 高校生
  知らないアイヌ語を使っていては、理解も進まないし、何より苦手意識が生まれる。
クラスメートと協力して理解していくことが、最も重要である。※

【効果】
① 中学生
アイヌ文化が北海道の生活に根付いていることを知る。

② 高校生
アイヌ語を通して、第二言語を学ぶ方法を学ぶ。

【達成目標】
① 中学生
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アイヌ文化を身近に触れ、興味・関心を持つ。
② 高校生
実用的なアイヌ語の会話能力、文法、語彙力を高める。

【参考文献】
テ・アタアランギとマオリ語復興 岡崎享恭 近畿大学学術情報リポジトリ
https://nz-mannkitsu.blog.so-net.ne.jp/2015-09-09 
http://r-cube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/1016/30015872_58_3-291.pdf 
http://www.ls-japan.org/modules/documents/LSJpapers/journals/142_kaji.pdf 
アフリカ人のコミュニケーション ― 音・人・ビジュアル―梶 茂 樹 京都大学

※リスニング
ラリー・バンダーグリフト 立命館大学
「第二言語習得におけるリスニング能力促進:効率の良い学習方法」
１リスニングの重要性、スピーキングよりもまず
２効率がいい、知らない人にやらせようとしても難しい、まずはあるものに触れさせる
３実用性が高いということである。一般人の 日常生活における言語活動をまとめた
Rivers (1984)の研究結果によると、成人は 40-50%を「リスニング」に、 25-30%を「ス
ピーキング」に 1 1-16%を「リーディング」に、そして 9% を「ライティング」に費やし
ている。すなわち、「リスニング」は日常生活において最も大きな ウェイトを占める言
語活動であることがわかる。

テ・アタアランギとマオリ語復興 岡崎享恭 近畿大学
1 KauaekoreroPakeha パケハのことばを話さない。
2 Kauaepokatik担割他人の慣習や信仰を尊重する。
3 Kauae出 i出 itetahiitetahi 一人一人を焦らせない。
4 Kiaahuatutepataikiakoe,katahianokoekaaheikitewh出 油 oki 
自分の番が来たときにだけ話す。
5 Kian国 kaumaha厄 tetahikitetahi お互いに謙虚であること。
(一人一人が経験する様々な感情に共感する。) 

3は、互いのペースを尊重する意味であるが、さらに未習の表現を入れな いという意味も
含まれる。単語力がある学習者が未習の語を使うことで他 の学習者が話そうとする意欲
が下がることはよくある。テ・アタアランギのアプローチは、全員がマスターするまで次
に進まないというものなのである。

上級編
創作表現や多元的に理解できる言語使用を学ぶ。具体的には伝統的な物語や、部族にとっ
て重要な歴史上の出来事、また儀式の場のスピーチで使われるような比除表現なども、学
ぶことができる。

ニュージーランド杜会の隅々にま で英語が浸透し、学校や職場や家庭で英語だけで過ご
さざるを得ず、マオ リ語に触れて来なかった大人のマオリは、自分の親や先祖から伝わ
るマオ リ語を話せないことに関して、また西洋的主流派社会で差別を受けること
もあり、様々なファカマ(恥)の意識を抱えている。テ・アタアランギで マオリ需を学び、
話し始めることで、人生の怒り、悲しみ、苦しみ、また 時に喜びの感情を持ち、泣き出
す人も少なくないというのだ。だからこそ そういった様々な感情を経験する人々に共感
の心を持ち、安全で安心でき る環境を作ることが非常に重要であり、それはカイファカ
アコだけの仕事 ではなしともに学ぶ全員に与えられる役割である。
（マオリの学習の寄り添い合う精神）
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・人件費 

・設備費 

・総合費 

道徳の授業日数＋総合的な学習の時間 

第一学年 ８５ 

第二学年 １０５ 

第三学年 １０５ 

「文部科学省 中学学習指導要領」より 

１週間に２時間 

今日、「アイヌ民族」には偏見や差別が存在し、 

また、その言語である「アイヌ語」もＵＮＥＳＣＯが「絶滅言語」に指定されている。 

現在のアイヌ語話者との遠隔授業 

・高齢化の進む話者の移動負担を減らす 

博物館との遠隔授業 

・「アイヌ語」を学んだうえで、その世界観と

生活観をより具体的なものにする 

「アイヌ民族」のアイデンティティを確立するために、 

そのツールとして、言語である「アイヌ語」を復興する。 

北海道の中学生における総合的な学習、道徳的な学習での「アイヌ語」の授業における「アイヌ

民族」の思想、北海道の地理的学習を行う。 

 「アイヌ語」を学ぶと同時に、地元北海道

の先住民族である「アイヌ民族」についての

知識を深め、人々の意識につなげる。 

そこで、道徳・総合的な学習で、 

アイヌ民族の道徳精神を学ぶ。 

「アイヌ民族」のアイデンティティ確立

「アイヌ民族」のアイデンティティ確立 

現状分析 

目的 

企画の概要/コンセプト 

具体的な施策 得られる効果 

予算 スケジュール 

目標  

3 年 C 組 吉田梨緒



50

3 年 C 組 尾澤崚太

本来学校にある道具などで 

済ませることができるため基本 0円。 

もし外部の指導教諭を起用する場合 

それ相応の金額が発生する。 

校歌は一般的に全校集会や行事の場 

で歌われるため、本来と変わらない。 

授業では、二風谷小学校の授業例を参考にし、 

月一回を目安に学習を進める。 

「アイヌ語」は話者が少なく、UNESCO の消滅危機言語に指定されている。 

教育機関における「アイヌ語」の指導は広く行われていない。 

アイヌ語教室は存在し、テアタランギ法などが用いられている 

小学校において、アイヌ語の歌を実際に歌う

ことでアイヌ語に触れる。また、小学校にお

いて効果や学校理念をアイヌ語で作成し歌う

ことでアイヌ語に触れる。 

アイヌの「文化保護」を実現させるため 

「アイヌ語」の保護を目的とする。 

話者を増加させる目的はない。

「歌」という受け入れられやすい形で 

アイヌ語の学習を行う。 

「歌」で学習を行うことで、小学生でも受け入

れられやすく、記憶に残りやすい。 

また「校歌」をアイヌ語で作成することは、 

大人になっても思い出されやすい。 

あくまで、楽しく受け入れられやすい形でアイヌ語に触れてもらう。 

また、大人になった時にも思い出し、アイヌ語に触れる機会を増加させる。 

アイヌ語学習の方法についての提案 

現状分析 

目的 

企画の概要/コンセプト 

具体的な施策 得られる効果 

予算 

目標 

スケジュール 
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【2018年度 SGH全国高校生フォーラム スクリプト】

We are from Ritsumeikan Keisho High School in Hokkaido. 
This year our school focuses on Ainu who is indigenous people in Hokkaido. 
So, we will introduce our suggestion called “Ainu puri a=eraman”, Educational action for 
the preservation of Ainu culture. 
Do you know about the Ainu? 
Maybe most of people only know about the battle of Koshamain and Shakushain as 
history. 
Most people don’t understand about the Ainu. 
In 1898, the Law of protection the indigenous people in Hokkaido was enforced, and the 
Ainu people lost their culture. 
Especially their language is specified as one of “UNESCO Atras of the world’s languages 
in Danger” 
And now the Ainu people are discriminated by someone. 
We think people should learn about the Ainu because their spirit is necessary for Japan 
and World. 
So we would like to suggest how to inherit the Ainu and Languages, and how to spread 
to Japan and World. 

As first side of our proposals, we’d like to introduce about design ideas. 
We went to New Zealand in November as SGH school trip. 
And this is uniform of New Zealand’s rugby team. 
As you can see, there are traditional meaningful patterns of Maori. 
I think this is collaboration of traditional things and modern things. 
So we’d like to suggest two main ideas about design proposals 
First bring Ainu patterns on school uniforms of high schools and junior high schools in 
Hokkaido. 
Second, we’d like to suggest that bring Ainu traditional patterns’ classes to art classes 
for schools in Hokkaido. 

We'd like to suggest food ideas as second proposals. 
We planned to make ainu school lunch week in school. 
During this week, students eat ainu food. 
For example, ohau, ruibe and tarashikep. 
In Hokkaido, there are some ainu food's restaurants, but it is not familiar for students. 
So though eating ainu food, students can study ainu culture. 
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Our third suggestion is LIVING. 
Living relates everything around us. 
We want to suggest two things.  
First one is Ainu language classes and second one is Ainu performance team. 
We have learned Ainu language for 1year at school from Mr. Sekine who has taught Ainu 
language for more over 20years. 
We learned Te atarangi which is the way to learn Maori language in NZ with no using 
English or other languages. 
Secondary, as we said, we went to NZ and we met students who is belonging Kapahaka 
team. 
Kapahaka means Maori dancing.  
They dance and sing at every events at school and a lot people are fascinated by them. 
Their performances lead to domestic big wave for Indigenous people. 
Our final goal is to share the spiritual world of Ainu cultures. 
We are keeping to study about Ainu cultures and tell people how wonderful it is. 
Thank you for listening. 
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【講座名】 アジア学 【対象】 高 3・29 名 【期間】 通年

【目標】

東南アジアの知識を得るだけではなく、そこで得た知識を日本が抱える問題や他

の社会問題に置き換え、主体的に解決策を考える力や、国・民族の違いを超えて解決

しなくてはいけないという使命感・責任感、他者との協働作業で重要となる協調性な

どを身につけさせることを目標とする。そこで、多様な民族が対立・共生する東南ア

ジアについて、紛争・歴史・開発などのいくつかのテーマを設け、詳細な学習を行う。

また、アジアの抱える社会問題に取り組む活動をより深く理解するために、北タイで

の研修プログラムを実施する。

【講座内容・取組】

①国際協力理解：国家間の援助をテーマに、国際協力の在り方や援助の捉え方・視点な

どを学習・考察

ダイヤモンド型ワークを用いて、国際協力に必要な観点を学習・考察

②国際経済理解：国際貿易ゲームを行い、国際貿易が抱える矛盾・問題点を理解

③APU 学生 NGO 団体 PRENGO の特別講義：SGH タイ研修に向けた学習
④3 テーマ別学習：カンボジア内戦、東ティモール独立、ミャンマー（ビルマ）の民主化

の 3 テーマをグループでそれぞれ発表した
⑤APU（立命館アジア太平洋大学）との高大連携講座：
教授 3 名（李教授・淵ノ上教授・大塚教授）による講義と生徒の発表

⑥アジアの戦争・紛争：第二次世界大戦時の沖縄戦、ミャンマー（ビルマ）の紛争

⑦開発・支援ワーク：北タイの山岳民族の村を舞台に具体的な開発・支援について考察

⑧SGH タイ研修：今年度の研修内容の検討、事後発表、
【成果と課題】 

○昨年度の課題（「問題解決への使命感を持たせる」）を受け、発表課題を多くし、発

表の際の指摘を意識した結果、アジアの諸課題に対する「当事者意識」や「解決し

たい思い」を持たせることができた。

○年度当初はアジアについて興味を持たない生徒もいたが、様々なトピックを取り

上げた講義・発表を通して、アジアの多様性や多文化の魅力を知り、普段からアジ

アにもっと目を向ける意欲を持たせることができた。

○全てのトピックでグループワークをし、常に他者との協働作業をさせたことによ

り、自分と異なる意見をたくさん知り、より多角的な意見を形成することができ

た。

○プレゼン作成や発表を苦手とする生徒も、度重なる発表を通して、苦手意識を克服

し、成長することができた。

※生徒の成果物として、高大連携講座（淵ノ上先生・大塚先生の回）での発表データ

（一部グループ抜粋）を次ページより掲載。
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【淵ノ上教授課題①】 
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【淵ノ上教授課題②】 
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【大塚教授課題】 
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【研修名】 アイヌ研修 【参加生徒】 ①高 3・12 名 ②高 2・27 名
【期間】 ①2018 年 10 月 24 日 ②2019 年 2 月 23 日
【目標】

①アイヌ文化についての知識を深め、国際社会の学習・活動に活かす。

②次年度のアイヌ学習に向けて、アイヌについての基礎知識を身につける。

【内容】

①今年度のアイヌ語学習の講師である関根健司氏（二風谷アイヌ博物館の学芸員）が

行っている二風谷小学校のアイヌ語学習への参加。また関根氏による博物館展示の

レクチャーを受講。さらに平取高校に短期留学中のＮＺからの留学生（マオリ）との

交流を行った。

②江別市の北海道博物館にて特別レクチャー（アイヌ文化の成り立ち）と展示見学。

【成果と課題】

○昨年度から引き続き、日帰り研修を実施した。その結果、参加生徒の人数を多くす

ることができ、国際社会の受講者全員で同一の学び・経験をすることができた。

①平取

○地域の学校との連携を構築することができた。（二風谷小学校・平取高校）

○自治体が主導してアイヌ文化の継承に取り組む平取町を実際に訪れ、交流をした

り、お話を聞いたりすることで、平取町のアイヌ学習の先進性を知ることができ

た。

○積極的にアイヌ学習を進める地域の様子を体感することができた。生徒のアイヌ

学習の姿勢を、より良いものにする有意義な機会となった。

○NZ 研修での発表や SGH 全国高校生フォーラムのポスター・プレゼン作成、そし
て授業での最終発表の際、この研修で得たものが詳細かつ具体的な内容を考える

上で活用できた。

②北海道博物館

○特別レクチャーを通して、今まで持っていた歴史観やアイヌへの見方を変えるこ

とができた。

○レクチャーの中に博物館の展示案内（展示方法の意図など）を入れていただいたこ

とで、レクチャー後の見学がより有意義なものとなった。

①平取町での研修参加の生徒感想（一部抜粋）

◎「二風谷小学校での活動」について

・子ども達があんなに笑顔で楽しそうにアイヌ語を学習しているとは知らなかった。

本当に楽しそうだった。実際にあの場にいて、見ることができて良かった。アイヌ
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語があそこまで子ども達を笑顔にするとは思っていなかったので考えが変わっ

た。

・実際に小学校で行われている授業も体験する事ができ、歌やゲームで楽しむこと

ができたりと小学生に負けているなと思いました。校長先生からお話を聞くこと

が教育にアイヌ語を取り入れることの難しさや方針などを聞くことが出来て、教

育に取り入れるときの課題やメリットを改めて感じました。

◎「二風谷アイヌ博物館での活動」について

・貴重な展示品にとても感動しました。規模は北海道博物館よりも小さいですがこ

こにしかないコレクションが沢山あったので、私たちが後世に伝えいかなければ

ならないのだなという責任感を感じました。

・アイヌ文化に特化していて、実施に使っていたものを再現されていたりアイヌの

人たちの生活を関根さんに話していただいたりして、自分の視覚で見ることでよ

り身近にアイヌの人たちの生活を感じられました。

◎「平取高校での活動」について

・マオリの 4 人の留学生と話したとき、アイヌはマオリの民族と同じ時代背景（バ
ックグラウンド）を持っているため、平取で学んだアイヌ文化を NZ に持って帰
って広めたいと話していて、こういう風に日本の外でも協力してくれる人々は沢

山居るので感心しました。日本でも同じように意識を高く持てるようになったら

と思う。

・他の学校のアイヌについて調査している様子を見学する事ができ、私がまだ知ら

なかったアイヌ料理を調べていたり、アイヌの思想を調べる発想はなかったので、

案外私はアイヌ民族の文化の表面しか見ていなかったのかもしれないと気付かさ

れました。また、ニュージーランドの留学生もアイヌ文化について頑張って調べ

ていて、他の先住民族に対する意識も高いことが凄いと思いました。

◎全体をとおして学んだこと

・アイヌの地域でのアイヌの印象が最初はどうなのかよくわからなかったが、二風

谷小の子ども達は「アイヌ」を他とは違うというフィルターではなく、一種のアイ

デンティティとして捉えていたのが凄いと思った。校長先生のお話も心にくるよ

うな内容のものが多く、今まで地域（地方）のことについて、あまり考えていなか

ったがこれからはきちんと考えようと思った。子ども達は純粋だからアイヌに対

する偏見がないうちにアイヌのことをより理解する事ができるとは思うが、周り

の大人たちはどうなのかとも思った。少なくとも二風谷や平取周辺の人たちは理

解があると思うが、他地域の人と比べてアイヌの情熱の量が違うと感じたので、

そこはこれからの課題だと思った。
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・行ってみて感じたのは、平取の方々の温かさと、アイヌへの情熱です。私たちも行

ってみると、今まで持っていた印象が変わり、また訪れてみたいと思いました。た

だ、二風谷の校長先生もおっしゃったように、平取の過疎化やアイヌ語の更なる

継承運動に大きな課題があるようにも感じています。人をもっと呼び、アイヌ文

化を発信していく為には平取の地域産業を発展し・盛り上げていくのが先なのか、

アイヌ文化を発信し、人を呼び込むのか。どちら良いのか今の所は分かりません。

ただ私が今回確信したことは、二風谷小のように地道にアイヌ語継承していくこ

とは必ずいつかは北海道全体、日本、海外へと届くものになるということです。

②北海道博物館での研修参加の生徒感想（一部抜粋）

・今回アイヌ文化について、深く知ることができました。実際に博物館で「衣食住」

を見ることができて、アイヌの人たちの暮らしや、民族の多様性があることがわ

かりました。アイヌ文化を学んで、もっと学べる立場になりたいと思いました。今

日の学びを通してこれから積極的に学んでいきたいと思います。

・今日のレクチャー、博物館見学を通して、アイヌ文化が北海道を語る上で欠かせ

ないことだということが解りました。来年の本格的なアイヌの講習を頑張ろうと

おもいました。大学生になった時、北海道の文化について詳しく説明できるよう

になりたいです。

・「アイヌ語」は日本語や英語よりも難しく、覚えるのが大変そうだと感じましたが、

2020 年のオリンピックで、アイヌの方々が話すというのを聞いて、もっとアイヌ
のことを皆に知ってもらい、沢山の人に理解して欲しいと思いました。

・今日は、最初にアイヌに対して持っていた偏見を、改めることができました。アイ

ヌの人々は特別な場所に生きている訳ではなく、私たちと同じ社会で生きている

ということを、しっかりと理解する事ができました。

・レクチャー内でおっしゃっていた「北海道の住人でいながら先住民族であるアイ

ヌ人やアイヌ文化についての知識が少なく、また現代もアイヌの人々が我々と同

じ社会を生きているという認識がない」という言葉に強く共感しました。自分が

住人でいる地域の名前などから本来は身近に感じることができるはずなのに、ア

イヌの人々に対して外国人のような感覚を抱いてしまっている事実があることに

気が付きました。その原因は関心を向けず知ろうという意識が低かったからだと

思います。今後はもっと興味を持って正しい知識を得ようと思います。
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【研修名】 サハリン・十勝研修

【参加生徒】 サハリン：2 名， 十勝：7 名

【期間】
サハリン：9 月 24 日（月）～9 月 27 日（木） 3 泊 4 日

十勝：12 月 12 日（水）～12 月 14 日（金） 2 泊 3 日

【目標】

 観光開発講座の「実習」として，ロシア共和国サハリン州ユジノサハリンスクと，

国内では北海道・十勝観光の拠点帯広市を訪問し，実地での地域調査の手法と情報の

整理術，提言方法を学ぶ。「食を通じたインバウンド観光の推進」をキーワードとし，

北海道・サハリン両地の観光資源発掘・整理・魅力の発信及び観光プランニングを模

索し，日本及び北海道への外国人観光客の誘致のための具体的な方策やその政策提

言，ならびに現地での実地調査の中でインタビュー調査や学校交流を行い，さまざま

な人々と交流を図り，豊な多文化共生を築き，未来を担うグローバル人材を育成する

ことを目標とする。

【日程】

◎サハリン

day 1：出国→ 日本料理点「ふるさと」訪問。同店経営者 宮西豊氏，在ユジノサハ

リンスク日本国総領事兼医務官 石田 高明 氏と懇談。

day 2：第一ギムナジア訪問（日本語授業見学，ロシア語講座受講，文化交流），複

合観光施設「山の空気」訪問，サハリン州立郷土博物館訪問。 

day 3：総合メディア企業「グベレンスキー・ヴェトモスチ社」訪問。サハリン州政

府表敬，日本食料理店「にほんみたい」訪問。

day 4：ユジノサハリンスク市場調査（ウスペフ，テフニク），救世主教会，ロシア

歴史館 見学。シティモール訪問。 

→帰国 

◎十勝

day 1：新千歳空港ロビーにて外国人観光客へインタビュー，JR にて帯広へ移動。北

海道十勝総合振興局訪問。 

day 2：帯広商工会議所訪問。十勝バス本社，十勝毎日新聞社 訪問。 

day 3：村瀬ファーム訪問，(株)アグリファッション社訪問。帯広駅より帰札。

【成果と課題】

○両研修とも，観光開発講座の「野外実習」として位置づけることができ、通常授業

と関連付けさせることができた研修であった。

○サハリン研修では北海道庁，ノマド（旅行会社），道庁サハリン事務所，サハリン

州政府と密に連携をとり，昨年度に引き続き実現することができた。学校法人立命

館と道庁，サハリン州政府との教育連携協定は効果を発揮し，ギムナジア交流を通

じて人材交流・文化交流をすることができたほか，今後も連携をお互いに促進させ
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ていくことを確認でき，本校のサハリン交流の礎を築くことができた。

○今年度もサハリン研修には観光開発講座選択者のみに募集を絞った。希望者は男

子 2 名と少数になったが，両名とも積極的に取り組み好ましい研修になった。

○十勝研修では帯広市という十勝観光の中核地域の現状やインバウンド観光の実情

など，さまざまな情報を得ることができた。道内経済動静では比較的良好と伝えら

れる十勝帯広地域においてすら，厳しいビジネス環境が継続していることを実感

させられる研修であった。

●昨年の反省をふまえ，本年は通年テーマとして「食を通じたインバウンド観光の推

進」を掲げたが，結果的には掘り下げてゆくと難しいテーマであることを実感させ

られた。食というテーマは身近で一見取り組みやすく見えるが，掘り下げようとす

ると中々着地点への見通しが難しい。今年度は「ロシアとムスリム」という，これ

まで日本及び北海道インバウンド観光が，中国・韓国などからと比べあまり受け入

れられていない２つの地域からの観光客拡大というテーマで，両地域を比較させ

ながら検討してきたが，文化的相違のその先まで見通した誘致プラン策定にまで

はいたれなかった。

●昨年度の反省を踏まえ，今年度は年度末の報告会において生徒による一定の『提

言』策定に到達することができたが，報告内容や『提言』の実効性や考察の射程な

どは，まだまだ物足りないと言わざるを得ない。引き続き指導者自身がテーマに対

する理解や指導力をつけ，より内容豊かな成果物を示せるよう，次年度も取り組み

たい。

※生徒作成のサハリン研修報告書については別途提出の「2018 年度 SGH 課題研究

報告成果集」に掲載されているので参照願いたい。
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【研修名】 NZ 研修 【参加生徒】 2 名
【期間】 2018 年 11 月 5 日～10 日
【目標】

昨年度から、先住民保障政策の先進国であるニュージーランド（Auckland と
Whakatane）を研修先とし、「マオリとの共生を学ぶ」をテーマに、マオリの文化
をどのように保護し継承しているのか、どのような問題があるのかを現地学習・活

動・インタビューを通して調査することを目標とする。この学びにより、「アイヌ文

化との共生」をより具体的・詳細に考えることができるようになる。

【日程】

day1：移動（新千歳→成田→オークランド）
day2：オークランド到着→AUT（オークランド工科大学）マオリ文化講座受講
            アイヌについての発表＋意見交換

   →ファカタネへ移動→ホストファミリーとの対面

day3：Whakatane Intermediate School でのマオリ文化特別レクチャー
→地域密着型「マラエ」訪問（Whakatane 地域のマオリについて学ぶ）

day4：終日 Whakatane Intermediate School でのマオリ文化特別レクチャー
day5：午前 Whakatane Intermediate School でのマオリ文化特別レクチャー
   →午後オークランドへ移動

day6：移動（オークランド→成田→新千歳）

【成果と課題】

○昨年度は都合が合わず実施できなかった AUT の Jayson King 教授によるマオリ
文化の特別講義を受講することができた。単なる講義ではなく、音楽やゲームを用

いたものであり、楽しく積極的に取り組むことができた。

○国際社会の授業やアイヌ研修で学んできた今のアイヌの状況と NZ のマオリを取
り巻く環境との違いを、様々な面で知ることができた。

○Whakatane Intermediate School で実際に行っているマオリ文化プログラムに参
加することで、マオリ文化をどのように継承しているのか、学んでいるのかを体験

できた。

○マオリとアイヌとの状況の違いから、アイヌの文化保護・継承への思いを強めるこ

とができた。

○研修での経験を、SGH 全国高校生フォーラムの発表などに大いに活かすことがで
きた。

●日程の関係上、ホストファミリーと過ごす時間が短くなってしまった。

※生徒作成の NZ 研修報告書については別途提出の「2018 年度 SGH 課題研究報告
成果集」に掲載されているので参照願いたい。AUT でのアイヌ発表は次ページに。
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【オークランド工科大学での「アイヌ文化について」プレゼンテーション】 

First of all, have you ever heard of the 
Ainu? The Ainu are the indigenous people 
in Hokkaido. Also have you ever heard of 
Hokkaido? Hokkaido is the northern most 
island of Japan. We came from here. 

Before 19th century, Japanese and Ainu 
were other ethnic groups. 

They had traded, but Ainu was seen from a 
Japanese downgrade because of ethnic 
minorities. 

So, the Japanese invaded the Ainu land to 
make it land in Japan. 

Good morning, ladies and gentlemen. I’m Ryota Ozawa and Shohei Hosokawa from 
Ritsumeikan Keisho senior high school in Hokkaido, Japan. We’d like to say thank you for 
attending today. And also thank you for your precious time. Today we’d like to tell you 
about ainu people who are Hokkaido’s indigenous people and their culture. 
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Although the battle has occurred several 
times, the Ainu was invaded without 
disrespect as a minority ethnic groups.

And then, Japanese government issued 
kyuudojinhogohou, protection law of 
Hokkaido aboriginals in 1898. 
It was the name of protection, in fact it 
forced the Japanization. A lot of ainu 
people are been Japanese by government 
of Japan．

Lastly, ainu has become Japanese. They are named Japanese. 
They were sent to Japanese schools. Gradually they lost their own cultures. 

As you can see, historically, the Ainu suffered under the assimilation policies of the Meiji 
era, when their language and hunting traditions were banned. Today, though, there are 
efforts to revive the Ainu culture. The Japanese government officially recognized the Ainu 
as the indigenous people of Japan in 2008. An Ainu political party was formed in 2012, 
and there are plans for a new Ainu museum in Hokkaido ahead of the 2020 Tokyo Olympic 
Games. Please watch the following video of introduction of this new Ainu museum. 

~Video~ Thank you for watching. It was English version, and Japanese government 
made Japanese version and English version to spread the information of the new ainu 
museum. 
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Let me introduce about Kamuy the gods 
which ainu people are worshipping. 
The Ainu people regard things useful to them 
or beyond their control as "kamuy"(gods). In 
daily life, they prayed to and performed 
various ceremonies for the gods. These gods 
include : "nature" gods, such as of fire, water, 
wind and thunder ; "animal" gods, such as of 
bears, foxes, spotted owls and gram-puses ; 
"plant" gods, such as of aconite, mush-room 
and mugwort ; "object" gods, such as of 
boats and pots ; and gods which protect 
houses, gods of mountains and gods of lakes. 
The word "Ainu" refers to the opposite of 
these gods. 
As you can see, kamuy are the most 
important things for Ainu people. 

Recently, Ainu comic books were published 
in Japan. And also cartoon is broadcasting. 
The name of this comic book is golden 
kamuy. Kamuy means god in Ainu language. 
We can study about ainu culture and 
situation of war between ainu people and 
Japanese people called “Wajin” through 
these comic books and animations. 
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Have you heard “irankarapute”? 
Irankarapute is a greeting word in the ainu 
language. It originally means “I will touch 
your heart softly. ”The Ainu people uses this 
word for saying hello. 

I’d like to talk about the ainu language. Look at this chart. This chart is based on 
investigation of situation of languages by UNESCO. And the ainu language is regarded as 
“critically endangered” language. An investigation in 2017 shows who speak the ainu 
language are only 5 people in the entire world. There are some languages that are 
recognized as having only few people who speak and use it in Japan. But, the ainu language 
has the fewest speakers in Japan. But I’d like to say my opinion that this investigation is 
not covering everything, because there are some so called silent ainu. They try to hide that 
they are identity as ainu even for friends, teachers and neighbors because there are still 
negative image on ainu people, who are still ignorant of ethnic groups. 

At Ritsumeikan keisho high school in the IR course, we started studying the ainu language 
from this year. And, in October we IR students went to Nibutani Ainu culture museum in 
Biratori town, which is the symbolic museum for ainu people. Our school is certified as 
SGH by Japanese government. SGH is stands for Super Global High school. Our school’s 
theme of SGH is living with harmony with many ethnic groups. This nibutani museum is 
where we live in harmony with nature, take pride in our humanity, and study wisdom and 
ways of life.Let me introduce about this museum. There are four main areas, Ainu zone, 
Kamuy zone, Moshir zone and Morew area. Ainu zone introduces the ainu way of life, 
Kamuy zone introduces about dramas of the gods, Moshir zone introduces blessings of the 
earth and Morew zone introduces about a tradition of figurative arts. 
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We received an excplanation from Mr. sekine, 
the president of this museum and also our 
teacher of Ainu language. This museum owns 
almost 1000 articles. 919 articles are 
designated as important tangible folk-cultural 
property by the Japanese agency for Cultural 
Affairs. These are the IR students.
I think learning language makes me well-
educated person. So I’d like to continue  

And also, we went to Nibutani elementary 
school on the same day. Nibutani area is well 
known for famous area of Ainu. The Principle 
of the local elementary school saids to us that 
Nibutani area is the most gathered area 
where ainu people are living. We received an 
ainu language lecture by Mr.Sekine with the 
elementary school students. I was very 
surprised that there are only 20 students. 

The decrease of the students is a serious issue for Nibutani elementary school and the board 
of education of Biratori town. The chairman of the board of education told us that they do 
not want to combine Nibutani elementary school with other elementary schools, because 
efforts for Ainu language and Ainu culture are more outstanding than other elementary 
school in Japan. 

Recently, the Japanese government and some volunteer organizations have collaborated 
with companies in Hokkaido. And they made a project, such as making projection mapping 
video and are projecting it them on the Hokkaido prefectural office. Through these projects, 
we can feel ainu culture and living of ainu people. Skills of making projection mapping are 
modern, but pattern types of ainu are traditional. There are many collaborations such as 
modern things and traditional things. 
I think this may be good opportunity to feel or enthusiastic about ainu culture. We visited 
New Zealand when we were 9th year. And we surprised that we felt Maori cultures through 
many scenes in New Zealand. We were very proud to come again, we’d like to feel a lot of 
culture than my first trip to New Zealand. After we go back to Japan, we will share and 
introduce about this trip and make many people to know about both Maori culture but also 
Ainu culture. Thank you for your precious time. 

learning ainu language after I graduated high school. And also, we’d like to communicate with 
ainu people with ainu language We’d like to spread ainu culture and language to all over the 
world. 
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【研修名】 タイ・パヤオ研修 【参加生徒】 4 名
【期間】 2018 年 9 月 19 日～24 日
【目標】

パヤオ県にある NGO施設 YMCA パヤオセンターとバーンタム村に滞在すること
で、多文化共生を考える一つの経験を得て、これまでと異なる視点・意見・考えを持

てるようにすることが目標である。昨年度までの SGH タイ研修を活かし、今年度は
「教育とリーダー育成」をテーマとし、新たな分野の知識・経験の獲得を目指す。

【日程】

day1：移動（新千歳→バンコク→チェンライ→パヤオ） 
day2：センターでの活動

（人身売買問題についての講義、子どもたちとの交流）

day3：バーンピン村にあるアヌバン保育園視察＋教員へのインタビュー
   センター近隣の高校での生徒交流＋生徒 3 名へのインタビュー
   バーンタム村でのホームステイ

day4：ホームステイ先との家族とのディスカッション（タイの農村地域の現状）
   センターでの活動（センター卒業生へのインタビュー、

子どもたちとのディスカッション・交流）

day5：センターでの活動（センタースタッフとの総括）
→移動（パヤオ→チェンライ→バンコク）

day6：帰国（バンコク→新千歳）
【成果と課題】

○山岳民族が複数共存する北タイ（Phayao 県）を研修先とし、多文化共生にかかせ
ない「教育とリーダー育成」をテーマに実施した。北海道も日本においては地方に

あたり、実際の経済活動に根ざしたタイの地方の教育施策（ex.対中政策が政治・
経済の両面において重要であることから中国語を必修している）を目の当たりに

し、海外展開を見据えた教育の在り方などを考えることができた。

○YMCA Phayao Center での活動や村でのホームステイを通して現地の実情を知
り、多くのことを体験することができた。

○アジア学の PRENGO 特別講義の際、タイからの国際学生による研修参加者用の特
別レクチャーを行ったことで、意欲的な姿勢を準備段階から作れた。

○研修後はアジア学の授業時間内で報告会を実施し、研修に参加できなかった生徒

へ研修内容を普及を図った。

●共通言語が英語ではなくタイ語であるので、通訳がいない場では交流はできても、

深い学びまでは至らなかった。（言葉の壁を越えた交流は行うことができた。）

※生徒作成のタイ研修報告書については別途提出の「2018 年度 SGH 課題研究報告
成果集」に掲載されているので参照願いたい。
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【企画名】 2018 年度 SGH 課題研究発表会

【参加生徒】

運営：高 3SGH 対象講座生徒
聴衆：高 2 の次年度 R コース文系クラス選択者 110 名・
   運営指導委員メンバー・他校からの参加教員（7 名）・
   多団体からの参加者（5 名）

【日時】 2019 年 2 月 16 日
【目標】

この 1 年間の SGH の取り組みを本校の SGH 主対象である高校 3 年生のものを中
心に発表し、SGH 指定 3 年目の集大成として課題研究発表会を実施する。運営・司
会を高 3 に任せることで、生徒の自主性を発揮させる。また、次年度の学びの中心と
なる高校 2 年生に聴衆として参加させることで、次年度の学びへ向けた意識を高め
させる。

【内容】

開会

高 3 課題研究発表：観光開発・サハリン研修、アジア学・タイ研修、
国際社会・ＮＺ（英語による発表）

高 2 海外研修発表：リトアニア・ポーランドコース
高 3 課題研究論文の発表：優秀論文執筆者 2 名
閉会  

【成果と課題】

○この 1 年間の学習と研修の成果を高校 2 年生や運営指導委員及び外部の先生に発
表することで、これまで培ったプレゼンテーション能力を発揮することができた。

○発表の準備を通して、生徒自身が学び・成長を再認識することができた。また、各

講座単独で準備をするのではなく、お互いに見せ合い、指摘をし合うことでより良

いものにすることができた。

○高校 2 年生は、次年度学ぶそれぞれの講座の学びや SGH 海外研修の内容を知るこ
とができ、学習・参加意欲を高めることができた。また、発表の良い点・改善点を

考え、今後の自分の活動に活かすようにすることもできた。

他校からの参加者の感想（一部抜粋）

◎「高 3 課題研究 観光開発講座・サハリン研修」発表について

・実際に現地に足を運んで得た考察など、高校生らしい考察にワクワクしました。

「アレンジした日本食」についての考えも、とても興味深かったです。研究考察内

容を生かして「こういうのやってみました！」ということもお聞きしたかったで

す。

・新しい価値感に出会えたという振り返りが、とても良かったと思います。
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・仮説→検証→考察の過程がはっきりわかる研究だった。考察から実際にできる具

体案までもっていけると、なお面白かった。

◎「高 3 課題研究 アジア学講座・タイ研修」発表について

・タイついて研究するだけでなく、実際にセンターでレクチャーを行ったり、自分

達の課題についても考察したりしているのが大変興味深かった。

・目的・内容・考察の流れがスムーズで、パワポと口頭での説明のバランスも大変良

いと思いました。発表を通した問題・課題の提起がきちんとあって意義付け、発表

のレベルの高さを感じました。質疑応答の際も自分たちの考えを説明していて素

晴らしいと思いました。

・発表が聞きやすく、とてもわかりやすかったです。問題意識をもって現地に行か

なくては絶対にわからないような現状や課題を伝えていたのがとても良かったで

す。後輩に向けてのメッセージも心に響くものでした。

◎「高 3 課題研究 国際社会講座・NZ 研修」発表について
・わかりやすいきれいな英語に驚きました。伝統文化の保護と経済効果の関係は非

常に難しい問題ですね。アイヌの人々の目線で課題を捕らえている姿勢が素晴ら

しいと思います。

・文化を継承すべきものと堅く考えるのではなく、楽しみながら日常の中で伝えて

いくものという考えに納得しました。その具体性のある提案を実行に移して欲し

いです。

・アイヌの文化等を今後どう世界に発信するべきなのか？どう守っていくか等、具

体的、何かすべきことを聞けたら良かったと思う。アイヌ人と北海道で今後共存

するべきか、についても聞きたかった。

◎「高 3 論文 課題研究論文発表（尾澤）」について

・大変面白く聞けた。筋肉関連の雑誌や学会などに論文投稿をして欲しいと思っ

た。論文・パワーポイントの完成度も非常に高く、素晴らしいと思った。

・熱意に敬服した。好きなことをどこまでも探求できるのが高校生の特権だと感じ

た。

・健康で長生きしたいと誰もが願う問題と、経済問題（医療費）を上手にからめた

素晴らしい発表で、説得力もあり、自分も筋トレを始めようと思った。

・本当に実現したら良いのでは、と思えるリアリティのあるものだった。

◎「高 3 論文 課題研究論文発表（芳賀）」について

・大変分かりやすく、聞きやすい発表だった。論を裏付けるデータ収集も丁寧で、1
年のプロジェクトの成果として非常に素晴らしかった。
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・長沼町のリソースをしっかり調べていて、それを活用する形での提案ということ

が良く分かった。各項目のメリット、問題点の考察を深められていて聞きやすか

った。

・日本全体の問題である労働者人口減少問題を長沼町で考え、実現可能と思える政

策提案だった。深く考察された素晴らしい内容だった。

・説明が明快で、ポイントの押さえ方が素晴らしい。

◎全体を通してのご感想

・全て素晴らしい発表でした。発表者が堂々としており、質問者も的をえた質問を

していました。良い学習環境の中で良い教育が行なわれている学校であると再認

識しました。高校生もここまで出来るのだと驚きました。

・普段からの指導があってこその彼らがギリギリまで探求し、だからこそ堂々と自

分の言葉とペースで発表できているのでは、と感じました。先生方がどの様に協

力し合い生徒達を動かしているのか、勉強させて欲しいです。高校生の可能性の

大きさ、無限大さに久々に触れる事ができました。

・どの発表もトピックの選び方が（視点）面白く、普段の教育活動で得られた様々

な教養が活きているのを感じました。スライドに文字をあまり載せず、ポイント

に絞ってテンポ良く発表する技法、北海道という土地柄を活かした題材の選定な

ど、多くのことを持ち帰り共有したいと思いました。
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1 2 

5 6 

1 これから観光開発講座及びサハリン研修の発表を行います。 

2 観光学の基礎を習得し、グローバルな視点から観光ビジネスの最前線を学びます。地域振興、国際理解、文化財・

自然保護など、観光開発をとりまく様々なトピックについて、問題解決のための企画立案を行います。SGH に指定され

るに当たり、「観光開発講座」は北海道とロシアの関係性を柱にして取り組んできました。今年度のテーマは日本食に

よりロシア人とムスリムを日本・北海道に呼び込もうというテーマを設けて活動を取り組んできました。 

3 4 

1 こちらは現在の訪日外国人数の推移のグラフです。

棒線が訪日客数、折れ線が前年度との比率です。見ての通

り年々訪日外国人が増えており、観光客を増やすことでグ

ローバル化がすすみ、経済が回り、都市も発展すること等

から、今日本では観光業が日本経済の重要な柱となってき

ています。

4 ロシア、インドネシア、中国各国の前年度との訪日

外国人観光客数の比率のグラフです。訪日外国人観光客

数が一番多い中国は昔に比べて伸びがなくなってきて

おり、逆にロシアや、インドネシアなどのムスリムの国

の伸びが大きくなってきています。今回、この講座では

中国人などではなくロシア人とムスリムをターゲット

にすることにしました。

5 北海道と言えば「食」ということで新鮮な魚介やじゃ

がいも、チーズ等の乳製品、お米や小豆など北海道の特産

物を生かした提案をしていくことになりました。

6 本講座は JTB 北海道との連携講座となっています。

本校の海外研修などでお世話になっている JTB さんに本

講座にもお力を貸していただき、JTB のスタッフによる企

画立案の相談や、サハリン研修、十勝宿泊研修のサポート

をしていただきました。

7 7 １年間この講座で観光学を学び、グループに分けてテ

ーマを元にさまざまな４つ企画立案をしました。時間の都

合上、うち２つを簡潔に紹介いたします。観光ファーム

阿蘇ファームランドという観光スポットのようなものが

あって、観光客が４００万人ほどきています、どのくらい

多いかといえば札幌ドームの年間観客動員数の約２倍と

なります。阿蘇ファームランドは主に動物と触れ合ったり

レストランがあったり温泉があるところです。今回自分た

ちが提案したのは阿蘇ファームランドのようなことはも

ちろん北海道の酪農や特産物を生かした日本食、日本の暮

らし、日本文化を感じられるところを増やそうと提案しま

した。北海道の広い敷地を利用できるのではないかと考え

ています。
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8 9 

8 サハリンについては後程説明させていただきます。

十勝は十勝宿泊研修では２泊３日で十勝バスさんや十勝

振興局などの十勝で観光に力を入れているところに勉強

させていただきに参りました

9 私は観光開発講座の一環としてサハリン研修に参加

してきました。

10 11 

10 サハリン研修では観光開発講座のメインテーマであ

る「食」を中心に物流や文化、学校教育など直接の講座の

内容とは関係のないことも様々学んできました。

11 本当はサハリン研修の全てを報告したいところです

が、10 分間に収められないのでサハリンの学びで得られた

ロシア人の特徴について発表します。

12 新千歳空港からオーロラ航空の運航する飛行機が週

4 日飛んでいて飛行時間はたったの 1 時間 20 分です。北

海道民にとっては九州や沖縄に行くより断然近いのです。

13 それでは 3 つのジャンルに分けてロシア人の特徴を

お伝えします。最初は「ロシア人の食事事情」です。

12 13 

14 14 サハリンで日本食レストランを営む宮西豊さんか

らお話を伺いました。宮西さんはユジノサハリンスク市

の名誉市民に認定されている現地では有名な日本人で

す。宮西さんは北海道とサハリンの間を 26 年ほど前に

独自のルートで自ら飛行し、現在では私たちが乗ってき

た飛行機もそのルートを飛行していると言います。
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15 15 私たちはロシア人やムスリムを日本に迎えることを

目的に活動をしているので、海外の日本食料理店の運営と

いうのは全く逆のことなのですが、興味深い話を聞くこと

ができました。まず、ロシア人は生食を食べる習慣がなか

ったとのこと。この後、料理が出てきますがうなぎを食べ

るようになったのは最近のことだそうです。

そしてロシア人は外食が一般的で気軽に外で食事をする

人が多いそうです。これは北海道での外食産業の活性化に

利用することができるかもしれません。

これは観光庁が公開しているデータにも記載されていた

のですが、ロシア人はお酒が大好きでウォッカは日常的に

的に飲むようです。ロシアにおいても日本食は人気が高いようで、やはり人気が高い理由は見た目の美しさみたいで

す。外国人は日本食を芸術品と捉えている人も多いようです。ロシア料理は香辛料の利いた食べ物が少ないそうで、実

際私も現地で食事をしていてそう感じました。

16 17 

20 この緑色の正体はディルです。ディルは香辛料とし

て定義づけられていますが、ロシアでは一般的に薬味とし

ての役割を持っています。羽のようなやわらかな細葉、さ

わやかな香りとほろ苦さがあります。魚料理と組み合わせ

て使われることが多いです。葉を刻んでマヨネーズやチー

ズ、ヨーグルトなどのトッピングとしても使われていま

す。

16 こちらが会談の行った「ふる里」の店内風景です。

座敷席はありませんでしたが、アジア風な店内でした。

日本人の目には中華料理店のような雰囲気のようにも感

じました。

17 後日訪れた「日本みたい」という日本料理店では日

本食メニューとして本格的なビビンバが提供されました。

ロシア人とって朝鮮や中国と日本の線引きは曖昧なのか

もしれません。

18 19 

18 ロシアのホテルでの朝食です。食パンやチーズ、スープに野菜、ソーセージやハンバークのような肉料理など洋食

ベースのものでした。特段ロシア料理という感じはしませんでした。

19 こちらは訪問した学校で提供されたロシア料理です。ブリヌィはロシア人が日常的に食べるクレープでジャムやサ

ワークリームを包んで食べます。家庭によって味は様々で、甘いもの以外を入れて食べることもあるようです。そして

ボルシチはロシア料理の定番とも言えるスープです。下の食べ物は名称が分かりませんが、魚をすりつぶして作られる

食べ物です。隣にじゃがいもがありますが、上にある緑のものにご注目下さい。

20
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21 ムスリムを受け入れるということでムスリムの主な

料理としてグルジア料理と中央アジア料理を食べてきま

した。小麦を使って料理が多く感じられ、ヒンカリという

食べ物は中国料理の小籠包にそっくりです。近いというこ

ともあってか中国地域の文化が流れていることを感じま

した。

21 22 

23

22 ロシアのスーパーはサーモンやチキンなどが冷凍ま

たは酢漬けで販売されていたのが印象的でした。輸入品も

多く売られていたのですが、日本製品と韓国製品が半分半

分といった感じでした。韓国製品が多くある理由には戦争

によってサハリン地域には朝鮮系の人々が多く住んでい

ることが関係しています。ロシアでは社会主義時代の名残

で撮影禁止の場所が多く、私が訪問したスーパーは案内人

から撮影禁止と言われたためインターネット上からサハ

リンのスーパーの画像を引用させて頂きました。

23 ロシアの食事事情を踏まえた考察は…

・生食は好まれない可能性があると思いました。北海道は

新鮮な魚介類が売りですが、火を通すなど加工に工夫した

方がロシア人には好まれるかもしれません。

・またロシア人にとって純粋な日本食以外にも「うなぎパ

スタ」のようなアレンジした商品も人気ということは、B
級グルメなどを売り込めば人気が出て地方に訪れるイン

バウンド観光客が増えると思います。

また、ムスリムは小麦粉を使った食べ物を食べているの

で、北海道の売りでもある小麦製品や乳製品は買ってもら

えるのではないでしょうか。また、新鮮な北海道の野菜は

売り込むことができます。

･･･というのが食事事情全体の考察です。

24 二つ目は学校訪問で感じられたロシアの文化です。

24 25 

25 ２日目に第一ギムナジアというユジノサハリンスク

の中では上位に位置する学校を訪問しました。ロシアでは

大学入試制度が異なるものの、義務教育が９年制で授業風

景も含め日本に近い雰囲気を感じました。

26 26 学校訪問で得られた考察は…

・学校に日本語授業があることや私たちにロシアと日本

の違いについてプレゼンしてくれたことなどから、ロシア

では日本の文化に関心を持っている若者が沢山いるとい

うことが分かりました。

・プレゼンにて北海道的な情報が無かったことから、ロシ

アにおける北海道のイメージは意外と無いのかもしれな

いと思いました。

・北海道固有の情報を発信していく必要性を感じました。
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27 28 

27 ３つ目にさまざまな施設から感じたロシアというも

のをお伝えします。
28 ロシアで一番大きなスキー場である「山の空気」を

訪問しました。このスキー場にはロシア本土や日本など

から大勢の人が訪れるそうで、オフシーズンの訪問時に

は駐車場の建設とホテルの建設が活発に行われていまし

た。

29 30 

29 サハリンには日本統治時代の名残が沢山残っていま

す。現在栄光広場となっている場所は元々樺太神社でし

た。参道の道がそのまま残っています。また、市内ある郷

土博物館は元々日本が建設した「樺太庁博物館」でした。

建物には菊の紋など日本らしい装飾が施されています。

しかし建物の前に洋式の噴水が設置されているのも和洋

折衷で面白く感じました。博物館の中ではロシアと日本の

歴史が詳しく紹介されています。

30 施設訪問で得られた考察は･･･

・スキーが盛んということから北海道へのレジャー誘致の

期待できます。

・山の空気での北海道アピールをします。

・サハリンは日本人でも楽しめる要素が沢山あります。

・サハリンには日本人が、北海道にはロシア人を招きます。

・サハリンと北海道で相互プログラムを行うことにより、

それぞれのインバウンド需要が増加し、経済発展につなが

ると考えます。

31 31 サハリン研修では食を中心に樺太のこれまでの生い

立ちや、ロシアと日本の歴史を学び、北海道とサハリン、

そして日本とロシアが今後どのように関わっていくべき

か考えるきっかけになったと思います。
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1･2 First of all, we’d like to introduce about International studies. International studies classes are only 
taken by IR course students. In this classes, we can learn about way to think about world and spread the 
information to japan and world. These are classes’ goal for us. 

3 We have 3 international studies’ classes in a week. 2 classes by Mr. Hanratty and 1 class by Mr. 
Yamaguchi and Ms. Eguchi. 
4 In Mr. Hanratty’s class, we mainly focus on Sustainable Development Goals by United Nations. In SDGs 
(sustainable development goals), 17 goals are included. And we have to solve these problems until 2030.
This year, Each person had to choose one goal from SDGS goal, and search the information about goal and 
made presentation to class mates and teacher. In these years, many companies are paying attention to SDGs . 
But before I learned in this class, I had no specific information about SDGs and I didn’t know about our earth 
and development. Now, I can say we have to know about our development and SDGs and do some exercise 
to solve these problems. 

5 In Mr. Yamaguchi and Ms. Eguchi’s classes, we 
learned about indigenous people problems and 
multicultural society. This year, we mainly focused 
on the Ainu who is the indigenous people of Hokkaido 
and also Japan. We had many guest speakers’ classes 
in this class. We learned many information about 
Ainu people from various perspectives. Especially, 
I’d like to introduce about our Ainu language classes.

6 We invited Mr. Kenji Sekine, a curator of the 
Nibutani Ainu museum and a leading expert in Ainu 
language study for more over 20 years, as a teacher 
and learned about Ainu languages 9times. In Mr. 
Sekine’s classes, we took ordinary high-school-type’s 
lecture. We also took classes with the Te-atarangi 
method. Te-atarangi is the traditional way to learn 
new languages, and used with the reconstruction of 
New Zealand’s indigenous people’s language, Maori 
language. With Te-atarangi method, we could only 
use Ainu language when we learned Ainu language. 
No English, and No Japanese. We invited Maori 
students to our classes. They were studying abroad 
in Biratori High school in Biratori town. We could 
share our ideas about indigenous people in Hokkaido 
and Japan.

1 2 

3 4 

5 6 
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7 Next, I will explain about Biratori trip. As part of 
international studies, we have visited Biratori.

9 There are three things we did in this trip. First, we 
visited to Nibutani elementary school.  

11 This time we participated in Ainu language lesson 
by instructor Kenji Sekine which is done once a month. 
In this lesson, students learned with pictures and game 
formats, and it was impressive that children were doing 
it with fun. 

13 When we walked through the hallway, it was full 
of posters that summarize the survey on the Ainu by 
elementary school students. We understood well that this 
school is focusing on the education of Ainu, and we were 
stimulated.

7  8 

9  10 

11  12 

13  14 

8 Biratori is the town where many Ainu people live in.

10 70% of the population of Nibutani are Ainu. So 
in this school, there are many classes which students can 
learn about the Ainu. 

12 Look at this picture to the left. This is a song 
“ookinakurino kinositade”. The students can sing 
this song in Ainu language. we were very surprised 
that. But I think it is effective to inherit the languages 
because people can remember the song with ease.
The picture to the right is “janken” in Ainu language.
Students use it in the game. 

14 Next, we visited the Nibutani Ainu museum. 
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15 Here, Kenji Sekine, who is also an instructor of our 
Ainu language class, guided us this museum. 
By actually we saw the tools and traps mainly used by 
the people of the Ainu in the past, and we were able to 
feel the culture of Ainu. 

15  16 

17  18 

17 So there are various tools that are seen in manga. 
And that was amazing. This is a “Sutu”. “Sutu” is a stick 
to be used when wife want to punish her husband. 

19 That was a fun place for us on high school students 
too. So I highly recommend you to go to this place. 

19  20 

21  22 

21 Next, we’d like to introduce SGH New Zealand trip. We went to New Zealand as SGH school trip last year’s 
November. 
22 In New Zealand, there are many Maori people who is indigenous people of New Zealand. Long time ago, Maori 
people were forced by settlers from the UK. But, New Zealand recognized Maori people as indigenous people and set 
Maori language as an official language same as English. Japanese government set New Zealand as the goal of policy 
about indigenous people, Ainu people. 

16 The writer of the famous manga Golden Kamui 
visited this museum, and he refers to various things. 

18 This is ”kisarari”. “kisarari” is used when frighten 
children. 

20 At last, we visited to Biratori high school. In this 
school, we were able to interact with Maori students 
from New Zealand who are studying abroad here. We 
can learn about many things in this trip. And this was 
an indispensable for us. 
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23  24 

23 This is our schedule in New Zealand. It was so 
short trip and it passed in the blink of an eye. 
In this trip, we went to AUT and Whakatane 
Intermediate School. 

25  26 

26 After professor’s lecture, we got chance to introduce 
about our home town and situation of Ainu people. 
So, we introduced about the Ainu people and theirs’ 
culture and we were able to exchange opinions on the 
problems that are happening now. 

27  28 

27 We left AUT and moved to Whakatane area. 
Whakatane is the area where many Māori people live. 
Whakatane area is the countryside of New Zealand. 
And there are only 2 traffic lights in the town. 

28 We went to Whakatane intermediate school while 
we were staying in Whakatane. Maori's education is 
also progressing in this school, and many students are 
actively touched by Maori. Because Maori is much 
related to them. Students and teachers welcomed us 
well. 

24 Arriving in Oakland, we first went for Auckland 
University of Technology. This university is located in the 
city of Auckland, students can take lectures about Maori. 
We visited Maori's traditional building in Marae on 
campus to take lecture about Maori. In Marae, we did 
some tradtional way to be accepted by residents of that 
field. I did a short speech with 3 languages, Ainu 
language, Japanese, English to introduce about us. After 
that, we sung “Hana wa saku”, Flowers will bloom to 
express that we have no emotion of threat. 

25 We took Maori lecture by professor Jason King. He 
is the leading expert about Maori people, history and 
Maori culture. Classes are held in this way in the Marae, 
and students sit on the floor following classical traditions 
and take lessons. Marae has also evolved along the times, 
and there are projectors and screens like this. There are 
also latest lighting equipment, I felt the flexibility of 
Maori culture, which places not only importance on 
tradition but incorporates contemporary technology. 
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29  30 

29 The greetings of the students here are not Hello, 
but Kia Ora. Maori greetings. All of their conversation 
are not with Maori language, but that was similar to 
them. There were many signs in school. I thought Maori 
is the important part of theirs life. 

31  32 

31 I’d like to do my short self-introduction with Maori language. This is a basic self-introduction, but some students 
present their own self-introduction with dancing and songs. We were able to feel their strength about their identity as 
Maori children and New Zealanders. 
32 Classes were very enjoyable because they’re 12 and 13 years old. We actually tried knitting plants to make a 
traditional Maori basket with students. We also learn the stick technique used in traditional rituals called Challenge. 
And traditional play such as tapping and throwing the two bars according to the music and rhythm. It was very interesting 
and I thought New Zealand’s children can learn Maori culture because it is fun. So, I think Japanese people have to think 
the appropriate way to learn Ainu culture. 

33  34 

33 Also, there was outside learning  from the school. This is a facility that you can actually experience the Maori 
culture named Mattatua, which takes only about 10 minutes on the bus. Mataatua’s Marae was exhibited in Britain 
museum because it is the best Marae in New Zealand. This is Marae. In this Marae, we could learn Maori’s origin story 
and myth with projection mapping using the latest technologies. Traditional carvings on the wall and projection mapping 
were matching. And we were very impressed. Students also concentrated and enjoyed and I felt it was very effective in 
understanding the history. 
34 For conclusion of our SGH school trip to New Zealand. We could learn about Maori educational system for 
children. In Biratori elementary school, we felt shocked because many kids were able to sing Ainu songs and talk with 
Ainu language. They weren’t bored with Ainu lecture. I felt similarities in New Zealand. New Zealand’s children were 
learning Maori culture as usual. They might be think they aren’t education. But, after they became an adult, they can 
speak about Maori culture as their identity. How about us, can you explain about Ainu culture, history and problem to 
your friends or family? For me, in my opinion, I was born and raised in Hokkaido, so I have to inherit Ainu culture to 
my children and grand-children’s generation because I was born in Hokkaido and my identities are in Hokkaido. Next 
year, we hope many IR students want to go to New Zealand and learn the wonderful culture. 

30 We took Maori lectures in schools’ Marae with 
Maori class students. Students were sitting on the floor 
and taking active-learning-type classes. This is the 
picture of class of self-introduction by Maori language. 
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35  36 

35 This year, We, IR course students learned about 
many things of the Ainu. And As conclusion, we 
suggested the educational method about the Ainu. So I 
would like to tell you about my opinion. 

37  38 

37 Like, Nibutani elementary school, Auckland 
university and Whakatane intermediate school. 

36 Probably, most of you learned about the Ainu in the 
classes of elementary or junior high. But probably in the 
class, the teacher taught you only words. Like, this is 
Iomante. Iomante is a traditional ceremony of Ainu. This 
is a Chise. Chise is a house of Ainu. It is important but I 
think the most important thing in learning different 
culture is what you actually experience. 

38 And Like songs dancing and arts. If the students 
learn about the Ainu happily, we can inherit the 
country. 

39  40 

39 And it may good that make a school song in Ainu 
language. Because song is beautiful and school song is 
special. Students sing this song so many time, and a lot 
of people remember it even when they become an adult.
So, this may be valid to inherit the languages. 

40 If I compare with Ainu and Maori, I think Ainu is 
harder than Maori to inherit their culture. 

41  42 

41 Because there are some difference among the two 
country. Population and economic effect can’t be 
expected. 

42 Maori gives the country good economic effects. 
Actually, we went to New Zealand to learn about Maori, 
so paid for money to New Zealand. 
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43  44 

43 And in new Zealand, many Maori products are 
selling, It’s not nice to say this, but No Maori No New 
Zealand. 

44 And the population is extremely different. The 
Ainu population is less than 1 percent of the Japanese 
population, but The Maori population is 15 percent of the 
country’s population. 

45  46 

45 So I think that we need more easy to accept 
educational method about the Ainu. That’s my opinion, 
and I’d like to conclude my talk. 

46 And last, I will tell you about SGH international 
forum. Based on these learnings, we participated in SGH 
international forum held last December. 

47  48 

47 Students from about 180 schools got together and 
made a presentation of their proposals in a poster format.

48 We suggested about the educational action for the 
preservation of Ainu culture.   

49  50 

49 And we got a first prize of this forum. The English 
level of the surrounding high school students was high, 
we were just overwhelmed. However, I think that what 
we have learned in usual classes and New Zealand trip, 
and strength of feeling on that proposal led to the award.
It was a time when I gained confidence in what we have 
learned. 

50 Learning at this school as SGH was a very good 
one. I hope I will be able to connect what I learned this 
year to learning in the future. This is all for our 
presentation. Thank you so much for your kind attention.
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1  2 

3

5 6 

1・2 はじめに私たちが１年間学んできたアジア学という授業について説明します。アジア学は週に 3 時間あります。

その授業では、映像や講義、グループワークなどでアジアについての知識や理解を高めることをします。今年度のア

ジア学ではアウン=サン=スーチーさんについての映画を見ることや、援助についてグループで考えることを行って

きました。また、パワーポイントの発表が多いアジア学ではプレゼンの力を高めることができます。 

3 さらに、アジア学では年に 3 回ほど APU の教授の方

による授業を受けることができます。今年度はイ教授によ

るリーダー育成の授業やふちの上教授による経済学につ

いての授業などを受けさせていただきました。ここで１つ

の APU の教授による授業を具体的に説明したいと思いま

す。その授業は大塚教授が行ってくださいました。

4 まず、私たちはいろいろなアジアの国の経済について

教わりました。そして、教わった上でアジア諸国への投資

計画をグループで考えていきました。このアジア諸国への

投資計画を考えるというのが大塚教授から出された課題

です。その時に今後の経済の見通しや、強みの産業を考え

より良い案を出し合いました。その中で、泡盛をタイへや

太陽光発電をインドネシアで行うなどたくさんの意見が

出ました。そしてその各案をプレゼンし大塚教授に評価を

頂くという授業でした。少しでも利益の出そうなところに

目をつけて、考えていくことができ、将来にもつながる授

業になりました。アジア学はこのようにアジアについて知

4

ることができる、さらに自分の意見を他の人に伝えること、そして他の人の意見を聞くことが多い授業それがアジア学

です。私たちは 1 年間アジア学という授業を受け成長できたと感じています。

5 ここからは、SGH タイ研修について話していきます。

私たちは昨年９月１９日から９月２４日までタイへ行っ

てきました。 

6 このタイ研修のテーマは教育とリーダー育成です。私

たちがタイで行った活動は保育園訪問、高校訪問、ホーム

ステイ、YMCA パヤオセンターでの活動です。ここから、

一つ一つ話していきます。 
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7  8 

9 10 

11 12 

7 はじめに、保育園訪問についてです。私たちはバンピ

ン村にある保育園に訪問しました。この保育園は村の奥に

あり、田舎に位置している保育園ですが、入園者は市内か

らも殺到するほど人気で現在 26人の子どもを 3人の先生

で保育しています。また、教育的な要素を含んだ遊びを保

育園で行っています。 

8 例えば動物の人形を脊椎動物か無脊椎動物かに分け

ることやブロックの数を数えながら色を塗り、算数の勉強

をしています。安全に配慮しながら、個人の感覚を使った

教育的要素を含んだ遊びで一人一人の集中力をきたえ、自

分の世界、学習の時間を持てるようにすることに 1 番力

を入れている保育園です。小さい頃からの教育の場が田舎

の村にもあることを知り、タイの教育の進んでいるところ

を見ることができました。 

9 次に、高校訪問についてです。ここでは高校の説明、

生徒へのインタビュー、ダンスを披露したりなど交流を行

いました。この高校は中高一貫校であり、教師 37人、生

徒 304 人です。５教科と中国語が必修であり、中国語が必

修であるというところが日本との違いです。 

10 ではなぜタイの高校で中国語を必修にしているの

かを考えた時に、それは中国とタイに関係があるからで

す。中国はタイの主な貿易のパートナーであることと、中

国人観光客もタイの経済にとって重要というところから

中国語を必修にしていることがわかります。タイの高校

の訪問を得て、国ごとに違う教育をしていて、その国が学

ぶべきことを学んでいるということがわかりました。 

11 9 月 21 日~9月 22 日、タイ北部のパヤオ県、バーン

タム町です。私たちが生活している日本の技術で溢れた環

境とはかけ離れたタイの農村ならではの環境がありまし

た。ホストファミリーとの交流、タイの習慣や風習、村人

の生活なども体験しました。 

12 9 月 21 日~9月 22 日、タイ北部のパヤオ県、バーン

タム町です。私たちが生活している日本の技術で溢れた環

境とはかけ離れたタイの農村ならではの環境がありまし

た。ホストファミリーとの交流、タイの習慣や風習、村人

の生活なども体験しました。 
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13 14 

15 16 

17

13 教育の課題は、 

・農村地域内に学校がない

・生徒が都市部へ流出

・若者が薬物に触れる恐れ 

また、借金をしていても、学校までの距離が遠くても、息

子や娘には良い高等教育を受けさせたいと思っています。

14 次に、私たちが研修期間お世話になった、YMCA パヤ

オセンターについてです。現在、パヤオセンターには男の

子が 8 人、女の子が 29 人の計 37 人の子供たちが暮らし

ています。さらに、7人のスタッフが子供たちのサポート

をしています。センターの目的は、人身売買への恐れがあ

る子供の受け入れやリターニーとよばれる、海外に出稼ぎ

に行って人身売買の被害に遭ってしまった人のサポート、

子供達の自立、NGO などとのネットワークを強化です。 

15 ここで、人身売買について少し説明したいと思いま

す。人身売買とは性的搾取や奴隷的な労働、臓器摘出など

を目的に、暴力・脅迫・詐欺などの方法で、人を移送した

り、監禁することによって、不正な利益を得ることをいい

ます。 

16 人を移送することも人身売買に当てはまるので、例

えば、タイ人を中国経由で日本に移送した場合、タイと日

本の取引者だけでなく、仲介を行なった中国のブローカー

も罪に問われます。また、家族が子供を人身売買の世界へ

送り出した場合も家族は罪に問われてしまいます。人身売

買の被害者は世界に 4000 万人いると言われ、麻薬に次ぐ

第二の犯罪産業となっています。また、アジアは盛んに人

身売買が行われており、子どもがターゲットになることが

多いです。特に、過去に虐待を受けたことがあったり、携

帯電話を持っていることで被害に遭う可能性は高くなり

ます。人身売買は被害者が問題を抱えていることが多いで

す。例えば、借金や貧困に苦しんでいたり、教育の機会に

恵まれていなかったりと生活の質を高めたい気持ちや IT

による多くの情報によって引き起こされています。 

17 また、日本は人身売買において加害国です。日本で

の人身売買被害は、日本人だけでなく外国人も被害に遭っ

ています。先ほどお話ししたリターニーにも日本で保護さ

れ帰国している人がいます。また、研修生や技能実習生と

いう名目で強制的に働かされている人もいる現状があり

ます。彼らの多くはパスポートを取り上げられたりして、

逃げることができても帰国することができません。その一

方で、タイは 2 年前に人身売買法の改正によって法律が

厳しくなったため、人身売買に対しての取り組みが強い国

の 2位にランクインしています。 
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18

19 20 

す。また、センターではみんなでご飯を食べることや掃除・宿題によって、共同生活を学んでいます。また、上の子が

下の子の面倒をみるというしきたりがあるため、年上の子たちがお手本となって、みんな平等な生活を送っています。

さらに、子ども議会を結成し、活動・食事・農場・宿舎・施設の 5つの役割に分かれています。子供達は子ども議会に

よって、責任感や積極性、ルールを守ることの大切さを身に付けています。 

18 この人身売買問題を解決するために YMCA パヤオセ

ンターは子どもたちを支援しています。そのための活動と

して、経済的・物理的に支援を行なっています。具体的な

内容として、子供達の生活や学習する環境づくり、食事や

飲料水の提供、怪我や病気の医療費の負担、学費や教科書

代、制服などの教育費の支援などを行なっています。子ど

もを支援する際に重要なことは、社会で働けるようになる

ことやつらいことがあっても生きていけるようになるこ

となど、自立するためにその子にとっていちばん良い支援

をすることです。センターの子どもたちは、自立した大人

になれるように小さい子でも、自分のことは自分でしま 

19 私たちは、子供達にレクチャーを行いました。まず

始めにカレー体操というカレーを作るように切る・炒め

る・煮込むことを、体全体を使って表現するストレッチを

行いました。なぜカレー体操を考えたのかというと、セン

ターの子供達は小学生から中学生の子が多いので、子供達

にストレッチの大切さを知ってもらうために楽しくでき

るストレッチをしたいと考えたからです。カレー体操を行

った後、大根抜きとしっぽ取りして子供達と交流をしまし

た。走り回って汗をかいた時の水分補給の方法として簡単

に作れるスポーツドリンクの作り方をレクチャーしまし

た。これによって、スポーツの後や暑い日の熱中症予防と

して飲んでもらえたらと思っています。 

20 センターの子供達は、人身売買への取り組みとして

みんなで劇をしています。その劇は人身売買を題材として

いて、子どもたちが話し合うことでストーリーを決めてい

ます。劇を行うことで、センターの子どもたちは自分がど

れほど危険な状況におかれていたのかを知ることができ、

実際に演じることで理解を深めることができます。さら

に、人身売買について加害者である日本人にとって、この

問題は決して他人事ではありません。そのため、この劇を

見ることで事態の深刻さについて知ることができるので、

人身売買撲滅のために伝えていきたいです。また、写真の

右側を見ていただくと、1300 と書かれた看板が掲げられ

ています。これは、タイの社会開発人間安全保障省が運営

しているホットラインです。ここにかけると、人身売買だ

けでなく、物乞いに関することや高齢者の問題、家庭内暴

力など様々な問題に 24時間体制で対応してくれます。そ

のため、子供達は被害が少しでも減るようにと、ホットラ

インを劇中に表示することで拡散させています。 

21 21 今回は教育という観点から、保育園訪問、高校訪問、

ホームステイ、YMCA パヤオセンターでの子どもたちとの

交流を振り返りました。先進的な教育方法、地方の高校の

教育環境、村の家族の生きることへの考え方、子どもたち

の力強い生きかたなど、私たちが想像していたタイの現状

とは大きく違っていました。そのなかで特に強い印象を受

けたのは子どもたちの自立した姿でした。親と暮らすこと

ができない子どもたちが、このセンターで社会を生き抜く

ためのマナーを学べているのは、自らの責任で自立心を持

ち、ここで生活することを任務として全うしているからで

す。 
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22 22 子どもたちの未来が良い環境になってほしいと感じ

ました。そして、この子たちの未来に自分たちはどう関わ

っていけるのだろうかを考えました。そこで学んだのが、

自分のやりたいことを見つけることの大切さです。パヤオ

センターの子どもたちは小さいうちから自立心を養う生

活をしていました。一方で私たちは、良い環境、高い技術

に囲まれながら日々を淡々と過ごしているのではないで

しょうか。これは、どちらが幸せなのかという問題ではな

く、私たちがどんな選択をしているのかということです。

23 私たちは、初めから多くの選択肢を与えられていま

す。日本は選択できる環境、チャンスに溢れています。し

かし、多くのチャンスはそのタイミングを気づかずに逃し

てしまっていることが多くあります。 

24 待っているだけでは通り過ぎてしまうチャンスは、

自分自身が意識を高く持たなければなりません。意識を高

く持つことが、自分の未来を変えるきっかけとなっていき

ます。自分の環境が整っていなければ、他人に手を差し伸

べることはできません。他人を理解するには、知ることが

必要です。 

25 多文化共生は簡単にできることではありません。今

回は教育という面からこの研修を振り返りました。異文化

を学ぶこと、理解すること、教育を大切にすることが多文

化共生に繋がると私たちは考えました。 

26 自分のたくさんある選択肢、自分が活躍できるもの

を検討しないのはもったいないことです。皆さんにとっ

て、選択で人生を豊かにするための、自分の未来を変える

ための選択肢の豊富さを考えるきっかけとなればうれし

いです。 
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長沼町を永遠に耕作放棄地ゼロの町にするためには

~留学生とグリーンツーリズムを用いて~

3年 B組 15番 芳賀雪奈
A：研究目的
現在日本には、耕作放棄地問題というものがある。これは、高齢化や労働力の不足などによって

生まれる、今後使われる見込みのない農地が増えているという問題だ。しかし、この耕作放棄地問

題が一切ない町がある。それは、長沼町だ。しかし、長沼町も総農家数は減少している。そのため、

今は問題ないかもしれないが将来的に耕作放棄地が生まれてしまうのではないかと考えた。そこで

私は長沼町を永遠に耕作放棄地ゼロの町にするためにこの研究を行なった。

B：研究方法
長沼町へ実際に赴き、現地の農家や役場の職員、農業委員会の方など 11人へインタビューを行っ
た。また、留学生によって町おこしを行った東川町の職員にもメールでインタビューを行った。ま

た耕作放棄地に関する図書や論文、ウェブサイトも参考にした。

C：研究結果
長沼町の特徴であるグリーンツーリズムと留学生を掛け合わせた「おいでヨながぬまプロジェク

ト」を実現することで、長沼町は永遠に耕作放棄地ゼロの町になることができる。

D：考察
「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」とは、長沼町の強みであるグリーンツーリズムと留学生を掛
け合わせたものである。これは2年間の留学を終えた後に、留学生が希望に合わせ帰国、就農、就
学、就職の4つのコースを自由に選択できるというプロジェクトだ。このプロジェクトを取り入れ
ることは、長沼町にとって永久的に若い労働力を確保することができ、外国人観光客への対策にも

なる。また、長沼町は長期滞在による経済効果、外国への販路拡大が可能となる。留学生にとって

も非常に魅力的だ。グリーンツーリズムによって格安で滞在できるだけでなく、農家の実習だけで

なく加工食品や農業の形態など、この長沼町の「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」でしかできない
多種多様な経験を積むことができる。長沼町が抱える人口減少問題と、将来的に耕作放棄地ができ

るかもしれないという問題に対して、長沼町の強みであるグリーンツーリズムと、外部への対応に

慣れているということを生かしたこのプロジェクトは大変効果的である。

E：今後の展望
国の政策のようなトップダウンでは、地域の抱える問題は解決しない。それは、たとえ同じ問題

を抱えていたとしても地域ごとに原因や特色が異なるからである。地域が抱える問題は、国の政策

に頼るのではなく地域の強みを生かし、その地域にしかできない提案をし続けていくことが解決へ

の唯一の道なのだ。今後このような地域の特性を生かしたプロジェクトは、長沼町に限らず日本全

国の地域活性化に応用出来るだろう。

F：参考文献
【図書】

・宮崎猛『これからのグリーン・ツーリズム：ヨーロッパ型から東アジア型へ』家の光協会、2002
年
・竹本昌史『地方まちづくり大事典』国書刊行会、2016年
【インタビュー】
山下宏之（長沼町役場政策推進課）長沼町役場にて 2018 年 8 月 13 日、2018 年 8 月 14 日、
2018年 10月 18日、12月 11日 12月 12日
（※12月 11日、12月 12日はメールインタビュー）
その他 6冊の図書、2つの論文、17つのウェブサイト、11人へのインタビューを行った。
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長沼町を永遠に耕作放棄地ゼロの町にするためには

~留学生とグリーンツーリズムを用いて~

3 年 B 組 15 番 芳賀雪奈

1. はじめに

 この耕作放棄地問題に注目し始めたのは、父と会話をしている時だった。私の祖父

と祖母は剣淵町に農地を所有している。現在は、農地を貸しており農業は行っていな

いが、私の家系は代々農地を所有していた。しかし、私の家族は札幌におり叔父や叔

母の家族は東京で生活している。もしも、祖父と祖母が亡くなった時に誰が農地を所

有するのかという疑問が生まれた。農地を所有して、誰かに貸してもその人はいずれ

死んでしまう。誰が農地を所有するのか、貸していた人が死んだ時には誰が引き継ぐ

のかという疑問が生まれた。このような疑問は、私の家族だけではなく日本中の若い

世代の多くの人が感じているのではないだろうか。父と農地の相続問題について話し

ていた時、耕作放棄地問題というのがあると教えられた。日本の人口減少は、労働人

口が減り若者の負担が増えるという問題だけではなく、農地や家などの相続問題も深

刻化していくのではないだろうか。農地や土地の相続は任意ではなく、手続きも複雑

であるがゆえに目を背けがちである。そこで私は、耕作放棄地問題について調べるこ

とにした。

2. 現状

2-1 日本の耕作放棄地の現状

耕作放棄地とは、過去 1 年間作付けされておらず、今後も使用する見込みの無い農

地のことをいう1。日本では耕作放棄地が年々増加し、平成 27 年のデータによると 42
万 3 千ヘクタールの耕作放棄地が日本にはある2。これは、札幌市の約 3.75 倍に相当

する3。また、耕作放棄地は平成 2 年から平成 27 年にかけて約 20 万ヘクタール増加

している。日本の耕作放棄地ができる原因として、高齢化や労働力の不足、収益の上

がる作物を作ることができないなどの問題があげられる。また、このような耕作放棄

地は中山間農業地域に最も多い。中山間地域では、生産性が低いことが原因としてあ

げられる。一方で都市的地域では、相続による農地の分散化をあげる割合が高くなっ

ている4。農地の分散化によって、1 人当たりの所有する耕地面積が減少する。耕地面

積が減少することで、そこで生み出される利益も少なくなってしまう。よって、労力

と利益が見合わないと手放してしまう人が多いため、耕作放棄地が増加すると考えた。

このように、日本では耕作放棄地が年々増加している一方で、耕作放棄地が全く無い

1 耕作放棄地の定義/内閣府 http://www5.cao.go.jp/keizai-
shimon/kaigi/special/2030tf/281114/shiryou1_2.pdf 
2 耕作放棄地の面積/内閣府 http://www5.cao.go.jp/keizai-
shimon/kaigi/special/2030tf/281114/shiryou1_2.pdf 
3 札幌市の面積/札幌市コールセンターhttp://www.4894.city.sapporo.jp/cgi-
bin/isDetail2.asp?sURL=file://FAQ/Daily/27196.xml
4 耕作放棄地ができる原因/農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/pdf/2804_genjo.pdf 
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町がある。それは、長沼町だ。次章では長沼町の特色について詳しく述べていく。

2-2 長沼町の特色

 北海道にある長沼町は、札幌から車でおよそ 45 分のところに位置している。また、

近隣には札幌の他にも江別や岩見沢、千歳などの都市がある。よって、長沼町は都市

に囲まれた町という立地の特色がある。さらに長沼町の特色について、長沼町政策推

進課の山下宏之氏へインタビューをした。「長沼町の地形は平地が多く、全体を通し

てほとんど同じであるため、どこへ行っても同じような風景が続いている。その都市

に囲まれているという特徴と、場所による地形のばらつきがないことから、農業がと

ても盛んに行われている。町役場としても、長沼町といえば農業というのを全面に押

し出している。」と仰っていた。2015 年の農業センサスによると、678 経営体の農業

経営体数のうち、380 経営体が水稲を作付しているということが分かる5。長沼町の耕

地面積の約 8 割が田んぼであり、空知稲作発祥の地である6。また、北海道は大豆の

生産量が日本 1 位であり、構成比は 28.9 パーセントをしめる。長沼町はその北海道

の中で生産量 1 位を誇っている。また、長ネギと白菜の作付面積と生産量は北海道で

第 2 位となっている。その他にも、玉ねぎやトマト、ブロッコリーやスイートコーン

などが、長沼町を代表する作物としてあげられる7。長沼町といえば農業と町役場の人

が言う通り、長沼町はとても農業が盛んな町なのである。次章では、長沼町に耕作放

棄地が無い理由について詳しく述べていく。

2-3 長沼町に耕作放棄地が無い理由

図 A:長沼町の農業概況/長沼町農業委員会より/平成 28 年 4 月 1 日

5 市町村の姿 グラフと統計で見る農林水産業 センサス/農林水産省
http://www.machimura.maff.go.jp/machi/search/index.php 
6 長沼町の稲作について/まおいネット https://www.maoi-
net.jp/maoi/town01/1_68data/18_21.pdf 
7 長沼町の主要農産物/まおいネット https://www.maoi-
net.jp/maoi/town01/1_68data/18_21.pdf 



96

 図 A の長沼町農業委員会の農業概況によると、耕作放棄地は一切無いということ

が分かる8。長沼町に耕作放棄地が無い理由を、長沼町役場産業振興課農政係の池川英

司氏にインタビューした。「長沼町は昔から区での管理が徹底している。土地が余る

と区の中ですぐに買い手が見つかる。理由は、土地を拡大したいと思う意欲的な農家

が非常に多いからである。さらに、長沼町は南北の距離が車で 20 分の広さである上

に、地域による土地の特徴はほぼ同じである。そのため、新たに器具を買い直す必要

が無く、通いやすいため飛び地であっても農業をしやすいのだ。また、長沼町の農家

は自分が使っていない土地でも、絶対に整備だけはするという風習がある。これは、

土地が荒廃すれば隣の農家に迷惑がかかるからだ。自分の農業のことだけを考えるの

ではなく、長沼町全体のことを考え農家をしているのだ。その他にも、農業委員会が

定期的に実際に農地を歩き、遊休地が無いかどうか、勝手に農地を潰していないか、

転用していないかなどのパトロールをしている。そのため長沼町には耕作放棄地が無

いのである。」と仰っていた。長沼町のばらつきが無く、平地が多いという地形的な特

徴の他にも、意欲的な農家が多いということが耕作放棄地の無い理由なのである。そ

れだけではなく、自分の農業のことよりも長沼町全体のことを考えた農家の風習こそ

が、長沼町に耕作放棄地が無い理由なのでは無いだろうか。ここまでの論文を読むと、

都市に囲まれており、意欲的な農家が多く耕作放棄地を作らない風習が伝統としてあ

る長沼町は、成功事例のように感じるだろう。しかし、本当にそうなのだろうか。次

章では、長沼町の問題点について詳しく述べていく。

2-4 長沼町の問題点

図 B:長沼町の人口推移/総務省 

（国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、

総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数より）

8 長沼町の農業概況/長沼町農業委員会

https://www.nca.or.jp/card/view/karte/city/01428
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 長沼町の問題点は人口減少だ。長沼町役場によると、2018 年 10 月時点での長沼町

の人口は、10、886 人である9。また、国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所に

よる将来推計人口をみると、長沼町の人口は今後さらに減少していくことが分かる。

2025 年には 10000 人台を下回り、2045 年には 6639 人になってしまう。

 また、長沼町政策推進課企画政策課による図 D の総農家戸数と戸当たりの耕作面

積に推移をみると、平成 12 年から平成 27 年の 15 年間で総農家数は 1、006 戸から

755 戸へ減少しているのが分かる。さらに、戸当たりの経営耕地面積は平成 12 年か

ら平成 27 年の 15 年間で 10.74 ヘクタールから 15.80 ヘクタールへと 5.86 ヘクター

ル増加しているのが分かる。よって長沼町では今後さらに農家の数は減少し 1 人当た

りの経営耕地面積が増加すると推測できる。今は、1 人当たりの耕地面積が増加して

も十分に耕作することができている。しかし、今後さらに人口減少が進み 1 人当たり

の耕地面積が増加した場合、1 人における負担が増加してしまうために、いずれ耕作

放棄地を生み出してしまうのではないだろうか。長沼町を永遠に耕作放棄地ゼロの町

にするために、私はある提案をする。次章でその提案と、メリットと問題点について

詳しく述べていく。

3. 提案

 長沼町を永遠に耕作放棄地ゼロの町にするために、私は「おいでヨ!ながぬまプロジ

ェクト」を提案する。これは、長沼町で行われているグリーンツーリズムと留学生を

組み合わせた新しいプロジェクトである。

9 長沼町の人口/まおいネット https://www.maoi-net.jp 

図 C：総農家戸数と戸当たりの耕地面積の推移

（政策推進課企画政策課「2015 年農林業センサスによる」）
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3-1 提案の詳細

図 D:おいでヨ!ながぬまプロジェクトの仕組み（筆者作成）

 「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」とは、長沼町で行われているグリーンツーリズ

ムと留学生を組み合わせたプロジェクトである。長沼町で行われているグリーンツー

リズムについての詳細は、次章で詳しく述べていく。

 このプロジェクトは、まず留学生に 2 年間長沼町で留学してもらう。なぜ 2 年間に

したかというと、長沼町で行われている新規就農者の研修期間が 2 年間であるからだ

10。なぜ 1 年間でも 3 年間でもなく、2 年間なのだろうか。2 年間研修を行う理由を

知るために、長沼町政策推進課の山下宏之氏と長沼町農業委員会の粟野事務局長にイ

ンタビューを行った。彼らは「新規就農者の研修を 2 年間としている理由は、2 年間

行わないと農業の本質を理解することができないからだ。その日の天気や土の状態、

明日がどうなるかなどを考慮した上で、農家は毎日畑仕事をしている。1 年間研修を

しただけでは、今年が豊作だったのか凶作だったのか、計画通りに農作業をすること

ができたのかを知ることができない。2 年目に入り、昨年度と比べることで農業の本

質を少し理解することができる。農業の本質を知らないまま、本格的に農業を始める

ことは本人にとっても長沼町全体にとっても不都合が多すぎるのだ。農業がどういう

ものなのかを知り、それでもやりたいと思ってもらうために 2 年間に設定している。

しかし、研修という点において 3 年間は長すぎるという結論に至った。3 年では長す

ぎ、新規就農者の貯金が底をついてしまうので我々は 2 年間という期間を設置した。」

と仰っていた。2 年間の留学時は、農家へのグリーンツーリズムを行う。研修施設や、

ホテルで生活するのではなく農家とともに寝食を共にして、コミュニケーションを取

ることがこの留学のねらいである。ただ農業を学びに日本に来るのではなく、農業と

同時に寝食を共にすることで、日本の文化や日本人の思考などをより深く学ぶことが

できる。農業をする上で大切なことについて、長沼町で農家をしている坂下一彦氏と

長沼町役場産業振興課農政係の池川英司氏にインタビューを行った。彼らによると、

「農業をする上で大切なことは、その地域のコミュニティーに入るということである。

10 新規就農について/長沼町役場 https://www.maoi-net.jp/teijyu/city_qa.htm 
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特に新規就農者は、周りにいる先輩の農家から沢山のことを教えてもらうことで、農

家として成功していく。長沼町では、年に 2 人ほど長沼町で農業を始めたいという新

規就農者がいる。地域の人と上手く馴染むことが出来なかったという理由から、研修

をしても長沼町で農家になることを仕方なく諦めるという人もいる。」と仰っていた。

このインタビューの内容から地域のコミュニティーに入ることが、新規就農者にとっ

て非常に大切であるということが分かる。また、留学の内容は長沼町が用意したカリ

キュラムに従って行われる。

図 E:「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」留学時のカリキュラム内容（筆者作成）

 留学時のカリキュラムは上図の通りである。1 年目の春から秋の期間は、グリーン

ツーリズムを行う農家での実践的な研修だ。座学だけではなく、できるだけ多くの実

践を積むことでよりリアルな農業を勉強することができる。また、寝食を共にして暮

らすことで農家や地域とのコミュニティーに早く馴染むことができる。1 年間を通し

て行われる日本語の勉強は、長沼町にある廃校になった校舎で行う。講師代や教科書

代などは、留学生が増えたことによって国からもらえる地方交付税交付金でまかなう

予定だ。農家や講師のみならず、長沼町にある長沼高校との交流も行う。自分の国の

文化や魅力を伝えることで、留学生本人の日本語能力が向上するだけではなく、長沼

高校の生徒にとっても貴重な体験をすることができるのである。1 年目の冬は、主に

座学の授業と技能検定基礎 2 級の勉強を行う。農業経営についての授業や、土作りな

どを主な授業とする。春から秋で実践的な研修を行ったのちに、なぜそのような農業

をしていたのかを学ぶことで、より深い学びを留学生は得ることができる。また、春

から秋にかけて日本語を勉強しているため冬に座学の授業を行うことは、より効果的

である。この授業の講師は、長沼町にいる現役から引退した農家に行ってもらう。長

沼町には農家を引退し、次世代へ引き継いだ農家が多く存在する。ベテランの農家に

授業を行ってもらえるということは、留学生にとって非常に貴重な経験となる。それ

だけではなく、引退した農家にとっても非常に貴重な経験になると考える。今までの

経験を次世代へ伝授し社会に貢献できるだけではなく、引退しても誰かに必要とされ
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ているという存在でいられるということは、生きる新たな希望になるのではないだろ

うか。また、講師への講義代も地方交付税交付金でまかなう。さらに、長沼町の農家

である実際の農家からの講義だけではなく、長沼町にある雪印種苗の栽培農場や企業

にも講義をしてもらう。雪印種苗の試験場には、北大農学部の研究者が多数在籍して

いるためより深い学びを提供することができる。企業からの講義の例としては、びっ

くりドンキーのアレフから採算のとれる農業とその実態についての授業や、モエレ沼

公園にある札幌市が運営している園芸センターからの運営についての授業などを行

う。土作りの授業は、農業経営の授業同様に様々な農家や企業からの講義を予定して

いる。例えば、有機農業を行っている農家や農業試験場の職員からの講義などだ。農

業を行う上で最も大切なのは、土作りである。なぜ毎年植える作物を変える必要があ

るのか、豊かな土地にするためにはどうしたら良いのかなどを、様々な立場の農業に

携わる人から教えてもらう。 

2 年目の春から秋は、1 年目と同様にグリーンツーリズムを行う農家での実践的な

研修を行う。長沼町政策推進課の山下宏之氏と長沼町農業委員会の粟野事務局長が述

べていた通り、農業は 1 年だけ行うのでは、本当に学んだと言うことはできない。そ

のため、2 年目も同じ農場で同じ農家のもとで農業をしてもらう。1 年目と何が変わ

ったのか、どのように計画を立てているのかを目で見て、肌で感じ、農家の生の声を

聞くことで 2 年目の農業はより深い学びを得ることができる。2 年目の冬は、水耕栽

培や 6 次産業についての授業を行う。1 年目同様に、引退した農家や長沼町近郊にあ

る企業の職員に講師をしてもらう。農業形態の授業では、施設園芸、観光農業、酪農

学習、水耕栽培、食品加工、有機農業、大規模農業、野菜の流通システムなどを学ぶ。

また、農協の職員や企業から野菜の作物の作り方から利用のされ方、消費者にどのよ

うに生産物が提供されているのかを講義してもらう。長沼町にある農協では、毎日作

物の管理や流通を全て行っている。さらに、2 年目の座学では農薬や化学肥料の危険

性や生態系へ及ぼす影響なども講義してもらう。加工食品についての授業では、パン、

ジャム、食肉加工、乳製品などの工場へ行き研修する。また、屯田ファームのソーセ

ージや花畑牧場の生キャラメル、新得町の共同学舎が提供しているモッツァレラチー

ズなど、ブランド化して付加価値をつけた企業からの講義や、工場での研修なども行

う。様々な農業形態の講義や加工食品工場での研修によって、留学のプログラムが全

て終了した後にも活かせる経験を積むことができる。帰国したのちに、自分の農場の

商品をブランド化させることや加工食品まで作り展開させるなど、将来に繋がる実践

的なプログラムとなっている。

 留学を終えた後は、帰国、就農、就学、就農など様々なプランを用意する。留学生

の年代やニーズに合わせて柔軟に対応できるよう、長沼町役場からの全面的な協力を

する。留学後の 4 つのプランについて詳しく説明する。

 帰国の場合は、2 年間の留学で得た経験を自分の国で生かすことができる。その留

学生は、自分の国と長沼町を繋ぐ大切なパイプ役になることができる。自分の国と長

沼町との新たな市場を形成することができるため、留学生本人にとっても長沼町にと

っても大きな利益を生むことができる。
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 就農の場合は、留学先の農家や長沼町に登録した派遣農家など様々な形態をとるこ

とができる。引き続き長沼町で農業をしたいと考えた留学生は、農業労働者という形

で農業を行うことができる。就農をするということは、長沼町での滞在が増えるので

滞在による経済効果を長沼町は得ることができる。留学生は、さらに長い時間農業を

勉強できるため、より深く農業について学ぶことができる。

 就学の場合は、北海道にある農業科のある高校や専門学校、大学などへの進学をす

ることができる。現在北海道には、生徒が集まらず廃校になってしまう高校や専門学

校、大学などが数多く存在する。特に、単科大学では定員割れを起こしている学校も

少なくない。長沼町と農業科のある学校が、提携を組み留学生を就学させるというこ

とは、留学生のさらに深く学びたいという要求を叶えるのみならず、廃校になりかけ

ている学校を救うことにも繋がるのだ。

 就職の場合は、長沼町や長沼町以外で就職をすることができる。これは、農家以外

の職業で働きたいという留学生の要望を叶えることができる。具体的には、農協の職

員や会社員、個人経営店での就職だ。これは、留学生の日本で就職したいという要望

を叶えるというメリットだけではなく、企業側にも大きなメリットがある。現在、新

千歳空港からの高速道路が予定されている。この高速道路は長沼町も通過するため、

今後はインバウンドが増加すると考えられる。インバウンドは我々日本人だけではな

く、外国人も多く存在する。そのため、通訳や外国人向けの商品を企画することがで

きるなど、留学生は企業にとっても貴重な存在となる。次章では、長沼町で行われて

いるグリーンツーリズムについて詳しく述べていく。

3-2 長沼町のグリーンツーリズム

 農林水産省が発表しているグリーンツーリズムの定義とは、緑豊かな農山漁村でゆ

っくりと滞在し、訪れた地域の人々との交流を通じて、自然、文化、生活、人々の魅

力に触れ、農山漁村でさまざまな体験などを楽しむ余暇活動のことである11。長沼町

では 15 年前からグリーンツーリズムを行なっている。平成 30 年 3 月時点での長沼

町の受け入れ可能農家は、旅館業取得農家である 123 軒となっている12。長沼町のグ

リーンツーリズムについて、長沼町地域おこし協力隊の坂本氏と長沼町役場政策推進

課の山下宏之氏にインタビューを行った。「長沼町の行なっているグリーンツーリズ

ムのターゲットは、ほぼ 100 パーセントが小学生から高校生までの修学旅行生であ

る。なぜターゲットを修学旅行生に絞ったのかというと、長沼町は 123 軒の受け入れ

可能な農家があり、このような 1 つの地域に多数のグリーンツーリズムができるとい

う特徴を生かしたかったからである。また、修学旅行生である特色として、要望が比

較的まとまっているということがあげられる。一般の観光客などをターゲットにする

と、要望が多種多様であり農家が対応に困るという問題点がある。修学旅行生をター

11 グリーンツーリズムの定義/農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kyose_tairyu/gt.html 
12 長沼町のグリーンツーリズム/まおいネット https://www.maoi-
net.jp/nougyou/gttop.htm 
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ゲットにしていたのは、グリーンツーリズムを開始したばかりであったため対応に慣

れていなかったためである。今後は新しい展開を考えなければならないと思っている

が、修学旅行生だけでも回ってしまっているため、なかなか前に進めないというのが

現状である。」と仰っていた。しかし、修学旅行の一環としてグリーンツーリズムが行

われるため、その先に繋がる活動ができていないという問題点が浮上してきた。修学

旅行生をターゲットにすると、修学旅行の中にある 1 つのイベントとして捉えられて

しまいメインの活動にすることはできない。稀に長沼町へ遊びに来るリピーターもい

るが、大多数は 1 回きりの学生時代のイベントと捉えられてしまうそうだ。作業着や

軍手などのグリーンツーリズムに必要な備品は、1 度用意したものを毎年使い回すた

め新たに買い足す必要がない。また、長沼町の受け入れ可能な農家は、15 年間 123 軒

でグリーンツーリズムを行っているため町外から来る人へのもてなしは慣れている。

前章で述べた長沼町に耕作放棄地が無い理由の 1 つとして、使っていない農地も隣の

農家のために手入れを欠かさないということがあった。このように、長沼町では自分

のことだけを考える農家はおらず、常に周りの人のことを考えて行動する農家が多い。

備品を新たに買う必要がないため新たに投資する必要がないこと、15 年間の実績が

あることと長沼町の風習により町外の人のもてなしに慣れていること、123 軒が受け

入れ可能であるため 1 度に多数の客が来ても対応できることが、長沼町のグリーンツ

ーリズムの特徴である。

図 F:現在の長沼町のグリーンツーリズム 1 泊の内訳（筆者作成）

 次に現在行われている長沼町のグリーンツーリズムの費用について述べていく。長

沼町政策推進課の山下宏之氏によると、修学旅行 1 泊の場合は 8000 円、大人 1 泊の

場合は 8500 円である。修学旅行 1 泊の費用の内訳は、体験 1 回 1500 円×2 回分、夕
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食 1500 円、宿泊費 2500 円、朝食 1000 円の計税抜き 8000 円である。もしも昼食を

追加する場合は 600 円が別途でかかる。大人 1 人 1 泊する場合は、体験 1 回の 1500
円、1 泊 2 食で 7000 円の計税抜き 8500 円である。また、修学旅行と同様に昼食を追

加する場合は 600 円が別途で必要になる。次章では、来てもらえる可能性のある国と

その根拠について述べていく。

3-3 留学生について

 来てもらえる可能性のある国とその根拠について述べていく。主なターゲットとす

る国は、東南アジアとしている。なぜなら、東南アジア地域は労働人口に対する農業

従事者数の割合が高く、農業を主産業としている国が多いからだ。その中でも、特に

この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」に参加してもらえる可能性のある国は、ミャ

ンマーである。ミャンマーを選んだその根拠について述べていく。

図 G:ミャンマーの人口ピラミッドと人口推移

図 H:ミャンマーとの農林水産業の地位（農林水産省）
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図 I:ミャンマーと日本の農地の状況（農林水産省）

図 J:ミャンマーと日本の主要農産物の生産状況

2017 年のミャンマーの人口は、54、836、483 人である。図 G の右にある図を見る

と分かる通り、今後のミャンマーの人口は 1950 年から 2050 年まで年々増加してい

る13。人口が増加するということは、労働人口が増加するということである。ミャン

マーは、今後若者の人材育成に力を入れることが需要であると考える。今後、ミャン

マーのような労働人口が増加する国では、若者の能力を伸ばすことこそが国の発展を

支える重要な鍵になるのではないだろうか。また図 H から分かるように、ミャンマー

の農林水産業の GDP 比は 26.7 である。14これは、日本の 22.25 倍である。このこと

から、ミャンマーの農業は近年著しく成長をしているということは一目瞭然だ。さら

に図 I から分かるように、ミャンマーは国土の 18.7 パーセントが農用地、耕地が 15.9
パーセントである15。永年作物、永年採草・放牧地を合わせた合計は、37.4 パーセン

トである。このことから、ミャンマーの国土の約 4 割が農業に関連する土地として使

13 ミャンマーの人口ピラミッド/世界の人口ピラミッド

https://www.populationpyramid.net/ja/ミャンマー/2017/ 
14 ミャンマーの農林水産業の GDP 比/農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/attach/pdf/mmr-3.pdf 
15 ミャンマーの農地の状況/農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/attach/pdf/mmr-3.pdf 
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われているということがわかる。そして図 J から分かる通り、ミャンマーの主要農作

物はコメ、サトウキビである16。長沼町の 8 割が稲作をしているため、ミャンマーの

稲作農家との共通点は多数あるのではないかと考えた。若者の人材育成、農林水産業

の GDP 比が 26.7 であること、長沼町と共通しているコメを主要農作物としてあげて

いることから、ミャンマーがこの「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」に参加してもら

える可能性が非常に高いのではないかと考えた。次章では、実際にこのプロジェクト

を行う際の資金について述べていく。

3-4 資金について

図 K:必要な資金（筆者作成）

 このプロジェクトを行う際にはいくらの資金がかかるのだろうか。初年度に学生 5
人と大人 5 人の計 10 人が参加した場合について述べていく。日本語の教科書は 1 冊

2700 円、スリーエーネットワーク出版の『みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2 版 本冊』17

を使用する。この本を 10 人の留学生と講師分の 11 冊を購入した場合、29、000 円か

かる。11 月から 2 月の冬季期間に座学で使用する農業の教科書は、1 冊 1、944 円、

生井兵治、植松真義、相馬暁『農業の基礎』18を使用する。この本を日本語の教科書

と同様に 11 冊購入した場合、21、384 円かかる。また、日本語講師を 1 年間 1 人雇

用する。平均年収.jp によると、北海道の日本語講師の平均年収は 3、960、000 円19

16 ミャンマーの主要農作物/農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/attach/pdf/mmr-3.pdf 
17 みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2 版 本冊/amazon 
https://www.amazon.co.jp/みんなの日本語-初級 I-第 2 版-本冊-スリーエーネットワー

ク/dp/4883196038/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1544715641&sr=1-3&keywords=み
んなの日本語+初級+第 2 版
18 農業の基礎/amazon 
https://www.amazon.co.jp/新版-農業の基礎-農学基礎セミナー-生井-兵治
/dp/4540022709 
19 北海道の日本語講師の平均年収/平均年収.jp 
https://heikinnenshu.jp/language/japanese.html 
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である。農業講師は 11 月から 2 月までの冬季期間である 4 ヶ月で、月曜日から金曜

日までの 1 日 3 コマで行う。また、1 コマは 900 円とする。農業に関する講師は提案

の詳細で述べた通り引退した農家を採用する。大規模農業を行なっていた農家や、水

耕栽培を行なっていた農家、自分の作物をブランド化させた農家など多種多様な農家

を採用する。特定した 1 人を採用するのではなく、様々な農家を採用し全体でかかる

費用を計算すると、162、000 円であった。滞在費は、現在長沼町で行われているグ

リーンツーリズムの 1 泊あたりの金額で計算をした。そのため、学生と大人で必要資

金が異なる。学生の場合は、1 泊 8000 円×5 人×2 年間で計算すると、29、200、000
円かかる。大人の場合は、1 泊 8500 円×5 人かける 2 年間で計算をすると、31、025、
000 円かかる。日本語の教科書費、農業の教科書費、日本語講師の人件費、農業講師

の人件費、留学生の滞在費を合計すると、38、118、084 円であった。総務省による

と、

 算式Ａ×α 
 符号

 Ａ 当該年度において道府県が実施する定住外国人子弟就学支援策に係る事業に

要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した

額

α １から財政力指数（小数点以下２位未満は、四捨五入する。）を２で除して得た

数を控除して得た数（ただし、当該数が０．５未満の場合は０．５、０．８を超える

場合は０．８とする。）20

となっている。長沼町政策推進課の山下宏之氏に、特別交付金について尋ねた所、こ

の場合は 8 割特別交付金が出ると答えたため、長沼町の財政力指数は 0.8 であると判

断できる。この特別交付金によって、総額 38、118、084 円のうち 30、494、467.2 円

をまかなうことができる。残りの 2 割は寄付が 1 割、留学生個人の負担で 1 割をまか

なう。寄付は長沼町の農家を対象として行う。寄付と聞くと集まるかどうか不安のよ

うに思うかもしれない。しかし、2 年間の農家を手伝ってくれるということと、グリ

ーンツーリズムを受け入れることによって、滞在費が自分の手元に戻ってくるという

こと、2 年間の留学を終えた後、就農や就業を選んだ場合長沼町で働く労働者が増え

るということ、帰国を選んだ場合は国外とのパイプ役となってくれるため、国外への

販路を開拓することができるという点から、農家にとって長い目でみると良いこと尽

くしとなっている。このことから、農家を対象とした寄付は容易に集まるのではない

かと考えた。寄付によって 762、361.68 円をまかなうことができる。残りの資金を留

学生 10 人で割った場合、1 人当たり 686、125.512 円となる。この 686、125.512 円

がどの位安いかを立証するために、通常 1 年間日本で留学するとなった場合と比較を

20 特別交付税に関する省令/総務省 http://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=351M50000008035#545 
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用いて考える。日本にホームステイ 1 ヶ月の費用は管理費、朝夕の食費、電気代、ガ

ス代で約 130、000 円かかる。また、1 ヶ月の昼食代約 15、000 円、1 ヶ月の光熱費

約 10、000 円かかるため、1 ヶ月の総額はおよそ 150、000 円である21。よって、通

常の日本留学では 1 ヶ月 150、000 円×2 年間で 3、600、000 円かかる。そのため、

このプロジェクトで個人が負担する 686、125.512 円は格安であるということがわか

る。また、各国の奨学金などを利用することにより留学生の個人負担はさらに抑える

ことが可能である。次章では、このプログラムを行う際の広報方法について述べてい

く。

3-5 広報方法

このプロジェクトを行う際の広報方法はインターネットでの広報とパンフレット

の 2 つである。インターネットでは、サイトを作成し募集を募る。募集人数に達した

場合、長沼町の職員が実際に現地へ赴き面接を行う。この時に審査することは、家庭

状況、経済状況、農家の種類、意志、意欲などだ。採用となった場合は、春から長沼

町に来て留学生としてこのプロジェクトに参加することになる。2 年間の研修を終え

た留学生で帰国を選んだ者は、口コミで自国での宣伝を行う。何度もこのプロジェク

トを実行することによって、このプロジェクトに参加する人数も増えることが予想さ

れる。留学生の負担額は、合計-特別交付金-寄付を人数で割るため、人数が増えるこ

とで留学生の負担額も軽減する。

 パンフレットは、英語版と日本語版を用意する。英語版には留学生用に、日本語版

は長沼町の農家用である。このパンフレットにはプロジェクトの詳細、金額、双方の

メリット、長沼町の魅力などを掲載する。次章では、長沼町のメリットについて述べ

ていく。

3-6 長沼町のメリット

 この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」を実行した際の長沼町にとってのメリット

を 4 つ述べる。

1 つめは、永久的に労働力を確保することができるということだ。今は意欲的な農

家が多く、1 人あたりの耕地面積が増加しても運営していくことができている。しか

し、今後さらに人口減少と長沼町民の高齢化が進んでしまった時、耕作放棄地がゼロ

の町のままでいることは出来るのだろうか。この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」

は、留学がメインである。留学生として長沼町で農業を学びながら労働をしてもらう

ことで、長沼町は永久的に労働力を確保することが可能になるのである。また、この

「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」の中から長沼町で就農したいという留学生が現

れた場合、さらに労働力を確保することができる。今後人口減少と高齢化が進む長沼

町にとって、永久的に労働力を確保することができるということは、非常に大きなメ

リットになることは間違いないだろう。

21 日本留学/SiTAhttp://si-ta.com/ja/guide/cost-studyingabroad/ 
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2 つめは、町民のグローバル化をすることができるということだ。現在、新千歳空

港からの高速道路が建設されており、長沼町はその高速道路沿いに位置している。そ

のため今後は、日本人のみならず外国人のインバウンドが増加すると考えられる。町

民と留学生が積極的に交流することで、町民は外国人への接し方に慣れることができ

る。いざインバウンドで外国人観光客が長沼町へ来た時、何も対応をすることができ

なかったというのでは、得ることのできる利益を取り逃がしてしまうのと同じことで

ある。長沼町の紹介や商品の魅力をしっかりと伝えることで、観光客はお金を長沼町

に落としてくれる。今後得ることのできる利益を取り逃がさないためにも、町民のグ

ローバル化は必要不可欠なのである。長沼町民の特性として、グリーンツーリズムの

経験から外部へのおもてなしに慣れているということがあげられる。外国人に慣れて

いないせいで、おもてなしをしたくても出来なかったということは、長沼町の利益を

損失するだけではなく町民のモチベーションも下がってしまうのではないだろうか。

留学生との交流により外国人の対応に慣れた長沼町民が、外国人観光客への十分なお

もてなしをすることができれば、外国人からのイメージも良くなることは間違いない。

また、1 度観光客として訪れた外国人が、この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」に

参加したいと思ってもらえることができれば、さらに労働力を確保することができる。

このプロジェクトに参加していなくても、長沼町へ訪れた外国人観光客が、長沼町で

生活をしたいと思ってもらえることができれば、長沼町の人口減少を少し緩やかにす

ることができるのではないだろうか。今後増加することが見込まれる外国人観光客へ

の対応になれるために、この町民のグローバル化をすることはメリットということが

できる。

3 つめは、留学生の長期滞在による経済効果を見込むことができるということだ。

留学生は、留学期間中に使用する生活必需品を長沼町で揃えることになる。また、農

家の家でのグリーンツーリズム中に作られるご飯は、農家が留学生の分を普段よりも

多く作る必要があるため、その際にかかる食材なども必然的に長沼町で買い揃えるこ

とになる。2 年間という長期の滞在によって、外国人観光客が訪れるよりもはるかに

多くのお金を、長沼町で使用してくれることは間違いない。滞在中には、留学生だけ

ではなく、長沼町民も多くお金を使わなければいけないため長沼町の経済はより活性

化することができる。お金の循環が良くなることで、長沼町の経済は活発になり長沼

町はより多くの利益を得ることができるのだ。留学生によって見込むことのできる経

済効果は、長沼町民、長沼町全体にとって大きな利益を生むことは間違いない。
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4 つめは、長沼町と外国の市場を開拓することができるということだ。長沼町の農

家にとって新たな国外への販路を開拓することができるということは、大変魅力的で

あることは間違いない。夕張メロンや、とちおとめなどのブランド化された作物は国

内だけではなく、国外でも大変人気がある。長沼町というブランドは、まだまだ浸透

しておらず長沼町とその近辺だけでしか知られていないという問題点がある。そのた

め、留学生によって長沼町の作物を自国で広めてもらうことで、長沼町というブラン

ドを国外へ広めることができるのではないだろうか。長沼町で作られたというブラン

ドを国外へ広め、国外への販路を開拓することは、長沼町の農家にとって大きな利益

を生むことができる。長沼町というブランドが外国で広まることで、あの有名な長沼

町ではどのような農業をしているのだろうという興味を持ってもらうことができる。

そうすることで、このプロジェクトに参加してもらえる留学生がさらに増加するかも

しれない。長沼町と外国の市場を開拓することは、長沼町の農家だけでなく、メリッ

トの 3 つめに述べた滞在による経済効果などの利益を生むことができるのである。

 永久的に労働力を確保することができるというところ、町民のグローバル化をする

ことができるというところ、留学生の長期滞在による経済効果、長沼町と外国との新

たな市場を開拓できるというところの 4 点が、長沼町にとってのメリットである。次

章では、この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」を実行した際の問題点について述べ

ていく。

3-7 長沼町の問題点

 長沼町の問題点として、留学生との言語の壁をあげることができる。長沼町の農家

は、日本人の修学旅行生をターゲットにグリーンツーリズムを行なっていた。そのた

め、長沼町の農家は、留学生へ上手く対応することが出来ないのではないだろうか。

その点において、個人的に外国人をグリーンツーリズムで受け入れている長沼町の農

家の坂下一彦氏にインタビューを行なった。坂下氏によると、「つい先日まで、中国人

の女の子を長期で受け入れていた。言語の壁は問題がなく、身振り手振りで伝えるこ

とが出来た。また、この中国人の女の子を長沼町の小学校へ連れて行った所、小学生

と非常に仲良くなることが出来ていた。本人も小学生も楽しそうだった。こういうも

のは、子供の方が早く打ち解けられるのかもしれない。グリーンツーリズムで外国人

図 L:長沼町にとってのメリットの循環（筆者作成）
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を受け入れる際に、最も大切なのは言語ではなく、心で通じることができるかどうか

である。言語の壁は、毎日生活をしていく中で段々と低くなっていくものだ。」と仰っ

ていた。坂下氏の話にもあるように、言語の壁はそれほど大きな問題ではないという

ことが分かる。また、この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」では 1 年間の日本語を

勉強するというカリキュラムも兼ね備えている。長沼町民の外部を受け入れやすく、

おもてなしをするという特性と、このプロジェクトの日本語教育というカリキュラム

を並行させることで、この留学生との言語の壁という問題はなくなるのではないだろ

うか。次章では、このプロジェクトを導入した際における留学生にとってのメリット

を述べていく。

3-8 留学生のメリット

 この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」を実行した際の留学生にとってのメリット

を 5 つ述べる。1 つめは、地域に早く深く溶け込むことができるということだ。長沼

町で農家をしている坂下一彦氏と長沼町役場産業振興課農政係の池川英司氏が 3 章

のインタビューで述べていたように、農家を営む上で最も大切なことは地域のコミュ

ニティーに溶け込むということである。研修施設のような所で 2 年間生活するより

も、グリーンツーリズムで農家と共に生活をする方が、はるかに早く深く長沼町のコ

ミュニティーに溶け込むことは間違いない。コミュニティーに溶け込むということは、

より深い学びにつながるだけではなく、留学期間の終了後のプランにとってもメリッ

トがある。また、全く縁もゆかりもない外国人と長沼町が交易をするよりも、繋がり

のある留学生が交易をした方がよりスムーズかつ利益のある市場を形成することが

できることは間違いない。長沼町のどの農家がどのような特徴を持っているかという

ことは、実際に留学をして自分の目で見て、肌で感じないと分からないのである。そ

のため、海外と長沼町という遠距離でのやり取りは、縁のある留学生が行うことは長

沼町にとっても留学生とっても安心安全の貿易になることができる。地域に早く溶け

込むことができるということは、滞在中による深い学びを得ることができることだけ

ではなく、帰国した際にも十分な利益を生むことができるのである。

2 つめは、通常の留学よりも安価で行うことができるということだ。通常の留学で

は、食費や家賃など生活にかかるお金は全て留学生自身が負担しなくてはならない。

しかし、この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」では、グリーンツーリズムで行われ

るため、ご飯は農家の方に作っていただき家賃はタダとなる。このプロジェクトの料

金として留学生が支払うお金は長沼町が一括で管理をする。長沼町は、受け入れた農

家への料金や授業料、研修費、留学生のお小遣いなどに分配する。食費、家賃がかか

らないため、通常の留学よりも安価でプロジェクトに参加することができるのは一目

瞭然である。また、料金は長沼町が提示し長沼町が一括で管理をするため、農家ごと

の格差は生まれにくいのではないだろうか。ターゲットとしている東南アジア諸国の

国民にとって、安価で留学と自分に合せたその後の人生設計ができるというこのプロ

ジェクトは、大変魅力的なものであることは間違いないだろう。

3 つめは、就農を選択した留学生にとってのメリットである。就農を選択した際、
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研修期間をすることなく労働者として働くことができる。そのため、すぐに給料を得

ることができるのである。長沼町で農業を始めたいと考えた場合は、2 年間の新規就

農者の研修がある。その 2 年間は自分の貯金を切り崩しながら生計を立てなければな

らない。この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」の留学で様々な経験を 2 年間積んだ

留学生は、新規就農者のための研修を受ける必要がない。そのため、すぐに労働者と

して働くことができ、即戦力として活躍することができるのである。研修をすること

なくすぐに給料を得ることができるということは、就農を選択した留学生にとって非

常に大きなメリットになることは間違いない。

4 つめは、就学を選択した留学生にとってのメリットである。就学を選択した際、

長沼町の入学の斡旋によって北海道の農業科のある高校、専門学校、大学で、より専

門的な勉強をすることができる。もしも、自力で北海道の学校を受験しようとした場

合、日本語の勉強や受験のための勉強を自力で行わなくてはいけない。この「おいで

ヨ!ながぬまプロジェクト」では、就学した際に役立つ実践的な経験に基づく学びを得

ることができる。さらに、日本で日本語を日本人に 1 年間教えてもらうことができる

ため、自力で学習するよりも早く日本語を習得することができる。また、長沼町と学

校が留学生を斡旋して就学させてくれるため、受験に必要な勉強をする必要がない。

将来絶対に必要になる学びと、その上からさらに専門的な学びをすることで、より専

門的で深い学びを留学生は得ることができる。就学をした後にも、違い実践的な経験

と多種多様な経験を 2 年間行なっているので、他の一般受験の生徒への模範的な生徒

となるだろう。長沼町でこの「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」に参加することで、

農業科のある高校、専門学校、大学への入学の斡旋をしてもらうことができ、自力で

入学するよりも非常にスムーズに就学することができる。それだけではなく、他の生

徒が受験勉強に費やした時間を大学に入学してから役立つ様々な経験をすることが

できるため、入学してからの学びをより濃いものにすることができるのだ。

5 つめは、就職を選択した留学生にとってのメリットである。就職は、主に農協職

員、会社員、個人商店の店員などを指している。前述したように、長沼町では今後イ

ンバウンドによる外国人観光客の増加が見込まれる。留学生は自身の経験を最大限に

生かし、商品開発や接客を行うことができる。自分の国で自分の国の人達を相手に仕

事をするのではなく、長沼町で外から来た人達の対応をすることで、自分の長所であ

る外国人という立場を最大限に生かしながら働くことができる。働き続ける上で最も

大切なことは、自分が必要とされていると実感できることである。必要とされている

と感じることができれば、さらにやる気も増し作業効率が上がる。もしも、代わりが

いる存在であるという認識をし、自分がいなくてもいいのではないかと感じると、働

く意義を感じなくなるのではないだろうか。前述したように、長沼町は将来的にイン

バウンドによる外国人観光客の増加も見込まれるため、長沼町で外国人の会社員とし

て働くことは、留学生の視点が必要になっていくということである。そのため、留学

生という外国人の会社員の視点は今後の長沼町にとって必要不可欠なのである。自分

の外国人であるという長所と、留学期間で築き上げた関係や立場を最大限に生かし、

就職をすることができるということが、留学生にとっての大きなメリットになるので



112

ある。次章では、この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」を実行した際の問題点につ

いて述べていく。

3-9 留学生の問題点

 留学生にとっての問題点は滞在時の法律に関する問題である。現在の滞在に関する

法律と、今後の解消できる方向性について述べる。

図 M:研修による外国人の滞在について（入国管理局）

図 N:技能実習生の滞在について（入国管理局）

図 O:外国人技能実習制度の概要（全国農業会議所）

 まず、現時点での外国人の滞在に関する法律について説明する。図 M で述べられ
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ているように、研修による外国人の滞在は 1 年、6 ヶ月、3 ヶ月と定められている22。

このままでは、この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」の留学段階の 2 年という期間

滞在させることができないのではないだろうか。しかし、2017 年の 11 月から技能実

習制度が改正された。技能実習生とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産

業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のことである23。

外国人技能実習制度とは、主に新興国の人が日本の企業働くことにより日本での高い

技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設され

た国際協力のための制度である24。この制度が改正されたことにより、技能検定基礎

2 級に合格することにより、その後も最大 3 年間技能実習 2 号として日本に残ること

ができるのである。この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」では、1 年目に技能検定

基礎 2 級の試験対策も行う。この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」の滞在のビザに

関する問題は、留学生が技能検定基礎 2 級に合格することで、解決できるのである。

4. 終わりに

 この「おいでヨ!ながぬまプロジェクト」を取り入れることは、長沼町にとって永久

的に若い労働力を確保することができるだけでなく、インバウンドによって将来的に

増加する外国人観光客への対策にもなる。また、長期滞在による経済効果だけでなく

外国への販路拡大にも貢献することができる。

さらに、留学生にとっても非常に魅力的だ。グリーンツーリズムによって格安で滞在

でき、農家の実習だけでなく加工食品や農業の形態など、多種多様なこの長沼町の「お

いでヨ!ながぬまプロジェクト」でしかできない経験を積むことができる。長沼町が抱

える人口減少問題と、将来的に耕作放棄地ができるかもしれないという問題に対して、

長沼町の強みであるグリーンツーリズムと、外部への対応に慣れているということを

生かしたこのプロジェクトは大変効果的である。長沼町だけでなく、北海道の廃校の

恐れがある農業科のある学校や、留学生の国にとっても大変魅力的なこのプロジェク

トは、非常に有効な手段であると考えられる。地域が抱える問題は、国の政策に頼る

のではなく地域の強みを生かして、その地域にしかできない提案をすることが解決へ

の唯一の道なのだ。このような地域の特性を生かしたプロジェクトは、長沼町に限ら

ず日本全国の地域活性化に応用出来るだろう。
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づくりと水田農法』昭和堂、2011 年

5. 佐々木信夫『人口減少時代の地方創生論：日本型州構造がこの国を元気にする』

PHP 研究所、2015 年

6. 木下斉『地方創生大全』東洋経済新報社、2016 年

7. 竹本昌史『地方まちづくり大事典』国書刊行会、2016 年

8. 小田切徳美、尾原浩子『農山村からの地方創生』筑波書房、2018 年

【論文】

1. 吉岡靖二「グリーンツーリズムと関係人口」『Ehime Center for Policy Research』
2017 年 https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000002-I028990542-00 

2. 原 直行「グリーン・ツーリズム関連施設におけるアクションリサーチのその後」

『 香 川 大 学 経 済 論 叢  / 香 川 大 学 経 済 研 究 所 編 』 2018 年 3 月

https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000002-I028976728-00 

【ウェブサイト】

1. 「新規就農について」『長沼町役場』

https://www.maoi-net.jp/teijyu/city_qa.htm 
参照日：2018 年 10 月 30 日

2. 「長沼町の人口」『まおいネット』

https://www.maoi-net.jp 
参照日 2018 年 10 月 31 日

3. 「グリーンツーリズムの定義」『農林水産省』

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kyose_tairyu/gt.html 
参照日：2018 年 11 月 2 日

4. 「長沼町のグリーンツーリズム」『まおいネット』

https://www.maoi-net.jp/nougyou/gttop.htm 
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5. 「農地・耕作放棄地面積の推移」『内閣府』

http://www5.cao.go.jp/keizai-
shimon/kaigi/special/2030tf/281114/shiryou1_2.pdf 
参照日：2018 年 11 月 5 日

6. 「荒廃農地の原因と対策について」『農林水産省』 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/pdf/2804_genjo.pdf 
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7. 「長沼町の主要農産物」『まおいネット』

https://www.maoi-net.jp/maoi/town01/1_68data/18_21.pdf 
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参照日：2018 年 11 月 5 日
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10. 「入国管理に関して」『入国管理局』

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf 
参照日：2018 年 11 月 5 日
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11. 「ミャンマーの農林水産業」『農林水産省』

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/attach/pdf/m
mr-3.pdf 
参照日：2018 年 11 月 6 日

12. 「外国人技能実習制度に関して」『ヤマトデータベース』

http://www.yd-jissyusei.com/aboutjissyu.html 
参照日：2018 年 11 月 7 日

13.「みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2 版 本冊」『amazon』
   https://www.amazon.co.jp/みんなの日本語-初級 I-第 2 版-本冊-スリーエーネット

ワーク/dp/4883196038/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1544715641&sr=1-
3&keywords=みんなの日本語+初級+第 2 版

参照日：12 月 13 日

14.「農業の基礎」『amazon』
   https://www.amazon.co.jp/新版-農業の基礎-農学基礎セミナー-生井-兵治

/dp/4540022709 
参照日:12 月 13 日

15.「北海道の日本語講師の平均年収」『平均年収.jp』
https://heikinnenshu.jp/language/japanese.html 
参照日：12 月 13 日

16. 特別交付税に関する省令/総務省

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws 
search/lsg0500/detail?lawId=351M50000008035#545 
参照日：12 月 13 日

17. 「日本留学」『SiTA』

http://si-ta.com/ja/guide/cost-studyingabroad/ 
参照日：12 月 13 日
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「KINTOLY」―高校生から始める筋トレ政策― 自分の健康は自分で守る
3年 C組 18番 尾澤崚太

A：研究目的
 私は、日頃から筋トレを行なっており、その有効性を強く実感している。そのため、運動

不足の改善のため、様々な人に筋トレを実践してほしいと考えた。そして、日本国民の筋ト

レ実施率を上昇させることは、日本の健康を増進し、様々な良い効果をもたらすと考えた。

B：研究方法
 筋トレの有効性を研究するため、東京大学の筋生理学の教授で、筋肉博士とも呼ばれる石

井直方氏をはじめとする様々な著者の図書や論文を参考にした。また公的な制度を提案す

るため、厚生労働省や経済産業省などの公的機関のデータをもとに参考やシミュレーショ

ンを行なった。

C：研究結果
 筋トレは人に健康をもたらす他にも様々な効果が期待できる良い運動であることがわか

った。また公的な制度を通して提案を行うことで、健康になることの意義や行動を勧めるだ

けでなく、行動変容を促す、誘導するための仕組みを作ることができることが分かった。

D：考察
 日本は今「筋トレブーム」だと言える。CMで有名な RIZAP社や、NHK放送による「筋
肉体操」などに加え、SNS の発達により「腹筋女子」などの言葉も流行した。理由として
は、有名なアイドルグループや芸能人が鍛え上げた身体を披露する機会が増えたことや、

YouTubeなどの流行により「筋トレ YouTuber」なるものが登場し、手法などを簡単に理解
できるコンテンツが増えたことが挙げられる。そんな今「筋トレブーム」に、「KINTOLY」
を施行することは、政策の効果を増大させるきっかけとなるだろう。

E：今後の展望
 「KINTOLY」は日本の人々を健康にし、日本社会に様々な影響をもたらすだろう。今後
は、予想される弊害をクリアし、より実現性を帯びた提案を行い、「自分の健康は自分で守

る」社会を実現させたい。

F：参考文献
１．森谷敏夫、吉田直人「定年筋トレ」ワニブックス PLUS新書、2018年
２. 山本ケイイチ「仕事ができる人はなぜ筋トレをするのか」幻冬舎新書、2008年
３. World Health Organization 「WORLD HEALTH STATISTICS」p60~83  
    http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1 

その他計３１の資料を参考にした。
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「KINTOLY」―高校生から始める筋トレ政策― 自分の健康は自分で守る
3年 C組 18番 尾澤崚太

第1章 はじめに

「自分の健康は自分で守る」。この標語は日本の現代社会において多くの場所で見受ける

ことができる。逆を言えば「自分の健康を自分で守れていない」のである。

2018年 10月 23日、麻生太郎財務大臣の発言が問題となった。「『自分で飲み倒して、運
動も全然しない人の医療費を、健康に努力している俺が払うのはあほらしい、やってられん』

と言った先輩がいた。いいこと言うなと思って聞いていた。」と話した1。この発言に対し、

障がいを抱えている人などの、運動をしたくてもできない人がいるなどの批判が殺到した。

批判を受け麻生大臣は発言を撤回し謝罪をしたが、このような意見は様々な人たちが持っ

ているのも事実である。

今日、日本における保険体制は国民皆保険である。国民皆保険とはその名の通り、全国民

が何らかの医療保険に加入している状態のことである。これにより、日本では病院窓口での

医療費負担割合は 1~3割程度という状況である2。つまり日本では健康な人も、健康でない

人も全員で分け合って医療費を払っている状態だ。そして日本という国において国民は病

院に通いやすく、これが国民は健康の自己管理の意識の低さに繋がっている。いわば、健康

は国の制度と高度な医療体制が守ってくれているのである。私はそこに問題を感じた。

健康を維持するためには、運動、食事、睡眠など様々な面に気を使う必要があるが、私は

特に日本人の運動不足の問題について言及したい。文部科学省は運動不足に関して調査を

行なった。そこでは「週 1日以上の運動をしている」割合は、60～70歳代では 6割程度で
あるのに対し、20～40 歳代では 4 割程度にとどまっている3。日本では約 2 人に 1 人が運
動不足なのである。

しかし、日本人は運動不足で不健康である、と言うと異論を示すものが多くいるだろう。

なぜなら、日本が長寿国だからである。WHOのデータに基づいた世界平均寿命ランキング
ではサンマリノ、香港に続き第 3 位（83.98 歳）なのである4。つまり寿命という観点に注

目すると日本は健康であると言えるのも頷ける。しかし、そんな日本人の「寝たきり年数」

を見るとかなり悪い結果なのである。「寝たきり年数」というのは、平均寿命から健康寿命

（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）を引いた年数を表した

1 朝日新聞デジタル「不摂生な人の医療費負担「あほらしい」に麻生氏が同調」

閲覧日 2018.12.13 
https://www.asahi.com/articles/ASLBR4DS4LBRULFA00N.html 
2 厚生労働省「医療費の自己負担」閲覧日 2018.12.13
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-37.html 
3文部科学省「体力・スポーツに関する世論調査」（2013年実施）閲覧日 2018.12.13
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa04/sports/1338692.htm 
4 World Health Organization「WORLD HEALTH STATISTICS 2018」p60~83 閲覧日 
2018.10.26 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1 
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造語である。他国の「寝たきり年数」の平均は 7年程度であるのに対し、日本の場合はなん
と約 10年にも及ぶ5。差し引いているのは健康寿命であるため、必ずしも寝たきりとは限ら

ないが、自分一人の力で自由に生きられない期間がこれほど長いのである。

さらに生活習慣病に注目してみる。生活習慣病とはその名の通り、生活習慣が原因で発症

する病気で、一般的に予防することができる病気だとされている。平成 28年度、厚生労働
省の発表した日本の総医療費は 3兆 4、324億円で、生活習慣病に対する医療費は約 4、396
億円と全体の 11.2％を占めているのである6。未然に防ぐことができる病気に多額な医療費

がかけられているのである。

まとめとして、これらは「自分の健康は自分で守る」ができていないことを象徴する事実

である。

第2章 健康の維持方法

それでは、果たしてどうやって健康を維持するのか。健康を維持する方法として大きく挙

げられるのが食事と運動と睡眠である。しかし先ほど述べたとおり、運動不足の割合は 2人
に 1人という、決して低くない状況がある。さらに国立・栄養研究所健康増進研究部の宮地
元彦部長は「食事療法単独では体重は落ちるかもしれないが、筋肉量の減少によって基礎代

謝が減り、リバウンドしやすい体をつくることになりかねない」と指摘している7。

そのため、ここでは「運動」に注目して、健康維持に対して言及していく。

2.1  運動での予防医療
運動は主に「無酸素運動」「有酸素運動」の二つに分けられる。無酸素運動の例は筋力ト

レーニングや短距離走、有酸素運動はジョギングやエアロビクスなどが挙げられる。サッカ

ーや野球などのスポーツ競技はこれらを組み合わせた運動と言える。

アメリカのスローンケタリングがん研究所は 2013 年 6 月にがんと筋力トレーニングの
関係性を指し示した研究結果を発表した。がんと診断された 18歳から 81歳までの男女 2、
863名を対象に平均 7.3年の追跡調査を行なった結果、トレーニングを一週間に一回以上し
ている場合、トレーニングをしていないものと比べて、死亡率が 33％減少することが明ら
かとなっている8。

またオーストラリア国立統合医学研究所の Dawn Lemanne医師は 30歳以上の男女 80、
306名を対象に、週 2回以上のトレーニングと週 150分以上の有酸素運動が与える「がん」

5 小林弘幸「死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい」幻冬舎 閲覧日 2018.12.14 
6 「平成 28年度 生活習慣病医療費の動向に関する調査分析」ｐ8 閲覧日 2018.12.13 
https://www.kenporen.com/study/toukei_data/pdf/chosa_h30_05.pdf 
7 「産経ニュース 筋トレでメタボ脱出、データも裏付け「予防医療」「医療費削減」に

も」閲覧日 2018.12.13 
https://www.sankei.com/life/news/140304/lif1403040019-n2.html 
8 「Physical activity for cancer survivors: meta-analysis of randomised controlled 
trials」閲覧日 2018.12.13 
https://www.bmj.com/content/344/bmj.e70 
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と「すべての病気」による死亡率への影響を調査した。その結果、がんによる死亡率は３１％

減少し、すべての病気における死亡率は 23％減少することが明らかになったのである9。以

上の研究では、筋力トレーニング、また有酸素運動が「がん」または「全ての病気」による

死亡率を減少させることを指し示している。

またアメリカ合衆国の NCBI(国立生物化学情報センター）によると、筋トレによる効果
として、筋肉量の増加、体脂肪の減少だけでなく、血圧の低下、骨密度の上昇などが挙げら

れている。また脂肪が溜まりにくい健康な体は、筋肉量が多いことで代謝が活発な身体と挙

げている10。この研究では、筋トレ（無酸素運動）が健康に大きく影響していることを示し

ている。特に骨密度の上昇に関しては、他の運動での効果は見込むことが難しく、筋トレな

らではの効果である。

また厚生労働省では「健康のための運動指針 2006」で以下のように発表している11。

持久力、筋力が高いと生活習慣病の発症リスクが低くなることが明らかとなっており、

運動を行なってこれらの体力を向上させることにより、生活習慣病を予防することが

期待されます。

また、持久力を中心とした運動（ジョギングやランニングなど）を行うのか、筋力を中

心とした運動（ウェイトトレーニングなど）を行うのか、また、これらをどのような配

分で行うのかを決定し、その前後にストレッチングを加えた準備・整理運動などを自分

の目標とする体力の向上に向けてバランス良く行うことが重要です。

この運動指針では生活習慣病に注目して、「無酸素運動」と「有酸素運動」をバランスよ

く行うことが、体力を向上させ、生活習慣病を未然に防ぐことを示している。

さらに、スポーツ科学研究者、久保孝史氏によると、多くの研究で不安感を取り除くとい

う結果が出ている12。福島県立医科大学医学部教授大平哲也氏の調査では筋トレそのもので

はなく、身体組成の変化などを通じて QOLが向上することを示唆しており、様々な場所で
筋トレによるホルモン分泌（成長ホルモンや性ホルモンなど）が人間の心を豊かにする事実

9 「The role of physical activity in cancer prevention、 treatment、 recovery、 and 
survivorship.」閲覧日 2018.12.13 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23909073 
10 「Crescent pyramid and drop-set systems do not promote greater strength gains、
muscle hypertrophy、 and changes on muscle architecture compared with traditional 
resistance training in well-trained men.」閲覧日 2018.12.13 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28130627 
11 「厚生労働省 健康のための運動指針-2006-」閲覧日 2018.12.13 
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/07/dl/s0719-3c.pdf 
12 Testosterone「超筋トレが最強のソリューションである」文響社 2018.12.13 
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が多く立証されている13。実際に山本ケイイチ氏の「仕事ができる人はなぜ筋トレをするの

か」など、全アメリカ合衆国大統領のオバマ氏やロシア連邦大統領のプーチン氏も筋トレに

励んでいることから、筋トレが意欲を高める事実があると考えられる。

まとめとして、以上の資料から「無酸素運動」「有酸素運動」を行うことは健康を維持し、

意欲を向上させるために効果的であることがわかる。

2.2 筋トレに注目して
そこで「無酸素運動」について注目したい。「無酸素運動」の代表として扱われるのがや

はり「筋トレ」である。「筋トレ」の実施率が低いことが、運動不足に関係していると考え

る。要因として 3つのことが考えられる。
一つ目は、多くの場合「筋トレ」は特別な器具を必要とすることである。器具を使わず行

う「自重筋トレ」なるものがあるが、それで健康を維持することや、またそのモチベーショ

ンを維持することには限界がある。特別な器具を使って筋トレを行うには、それを購入する、

もしくはトレーニングジムや公営体育館や公園などに出向く必要がある。つまり手間がか

かるのである。

二つ目は、「有酸素運動」に比べて、手法が難解であることである。ランニングやウォー

キングは普段の日常生活をする上で教えられなくても身につくものである。しかし、「筋ト

レ」においては、器具を使う場合、自重で行う場合、どちらにも共通することであるが、学

ぶ必要があるのだ。小学校や中学校などの義務教育課程において、体育の授業で「腕立て伏

せ」「腹筋」「背筋」「スクワット」などは学んだことがある人も多いと考えられるが、先ほ

ど述べた通りそのような自重筋トレでは限界がある。また、バリエーションが少なすぎるの

である。そのため健康維持を目指し、筋トレを実施する多くの場合はトレーナーをつけて行

うことが多いのである。

三つ目は、単純に「筋トレ」についた知識が少ないことである。ましてや日本では筋トレ

をすることに差別的に嫌悪感を抱く人が少なくない。「筋トレ」「筋肉」を馬鹿げたものだと

考える人が少なくないのである。また、筋トレはボディビルダーやアスリートがやるもので、

健康を維持するために効果的であるということを知らない人すら多いのだ。

以上の状況から、私は「筋トレ」の実施率を上げることが、国民全体の「自分の健康は自

分で守る」の意識の向上に繋がると考えた。

第3章 提案①「日本における高等学校にアクトレを導入する」

「筋トレ」の実施率を上昇させるために本稿では、初めに教育の観点に注目して新たな提

案を行っていく。それは、「筋トレ」における「手法」「効果」の学びに加えた「実践」とい

13 「Effects of weight training on quality of life in recent breast cancer survivors」閲覧
日 2018.12.13 
https://www.linkedin.com/pub/dir/Tetsuya/Ohira 
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った、一連の学習を高等学校の「体育の授業」の一環として行うこと。

3.1 高校を対象にする理由
高等学校を対象とした理由としては四つある。

一つ目は、高等学校の教育は準義務教育とされているからである。高等学校への進学率は、

戦後の高度経済成長期から急速に上昇し、平成 22年度時点で 98％を占めている14。そのた

め世代に注目してみると、ほぼ全員に実施することができる。

二つ目は、高校生 15~18歳という年齢は筋トレを行う最適な時期だからである。15~18
歳は身長や体重の増加率が低下し15第二次性徴が終わる時期とされ成人へ向けて筋肉を増

加させやすい時期であり、筋肉のゴールデンエイジとされる。

また、筋トレには年齢による制限がかかってくる。年齢が高くなるにつれトレーニングを実

施するのは難しくなってくるのである。加齢に伴い、骨密度が低下し負荷をかけづらくなっ

ていく。国立・栄養研究所健康増進研究部宮地元彦部長は「筋トレは予防医療の一歩で、多

くの人が取り組めば医療費削減にもつながる。高血圧などの人は医師に相談して、無理のな

い運動から始めるのがいいだろう」と述べている16。高血圧において激しい運動を行うこと

は症状を悪化させる可能性があるのだ。そのため、高血圧の割合が低く、骨密度の高い若者

が筋トレを行うのは、第二次性徴を終えているのであれば、最適である。

三つ目は、アスリートの育成にも繋がるからである。近年、日本ではスポーツ庁が新設さ

れ、東京オリンピックの開催などに向け、アスリートの発掘事業がいたるところで進められ

ている。そこでこの「筋トレ」の導入はアスリートの育成を後押しすることになる。

四つ目は、筋トレの知識と効果と方法を学んだことで、今後も運動を続けて行くきっかけと

なるからである。愛知工業大学による「運動・スポーツの習慣化・継続化に関する調査研究」

によると17、運動を習慣化させている成人を対象としてアンケートで現在運動を習慣化させ

ている理由として、「学生時代の延長として」の割合が一番高く、学生時代に運動を行なっ

ていることで継続率が上がる事実があることが考えられる。

14 「文部科学省 数字で見る高等学校」閲覧日 2018.12.14 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/047/siryo/__icsFiles/afieldfile/201
1/12/15/1313846_02.pdf 
15 「文部科学省 学校保健統計調査」閲覧日 2018.12.13 
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm 
16 「産経ニュース 筋トレでメタボ脱出、データも裏付け「予防医療」「医療費削減」に

も」閲覧日 2018.12.13 
https://www.sankei.com/life/news/140304/lif1403040019-n2.html 
17「運動・スポーツの習慣化・継続化に関する調査研究」閲覧日 2018.12.13 
http://repository.aitech.ac.jp/dspace/bitstream/11133/2881/1/紀要 50号%28p58-
p70%29.pdf 
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3.2 予想される弊害
筋トレを高等学校で実施することにおいて予想される弊害は二つある。

一つ目は、「筋トレ」が目的や体力差によって手法が様々異なることである。JOYFIT24
地下鉄東札幌駅店勤務田井中駿氏は、「筋トレ」を行うことで重要なのは、目的を明確にし、

自分にあったトレーニングを選択することが重要であると述べている。また一貫性と継続

性を重視し、いかに楽しんで行えるかが重要であるそうだ。そのため、生徒を一括りにし、

従来の体育教育のように先生の指示に従い進められていく授業形態で半ば強制的に「筋ト

レ」を行うと、生徒の主体性が減少することが予想される。

二つ目は、現状の体育教育における課題との関連である。北海道教育庁体育・健康課、内

海久氏、山城宏一氏によると、小学校、中学校、高等学校の生徒における体育また運動嫌い

の傾向が増加している。また、その要因としては運動が苦手な生徒が、他の生徒の目の前で

苦手なことを披露しなければならない授業形態により、体育の授業の間に運動が嫌いにな

った場合が多いそうだ。そのため、「筋トレ」を従来の体育の授業と同じ形態で行うと、現

在と同じ課題が生まれてしまう。また、そういった生徒にとって将来的に「筋トレ」を継続

していくことを期待することは難しい。

3.3 本提案
前述した予想される弊害を踏まえて、「筋トレ」を「主体的・対話的で深い学び」に基づ

いて学習を行う。「主体的・対話的で深い学び」とは、近年の学習指導要領の改訂により追

加されたアクティブラーニングを目指す項目である。

よって、「筋トレ」において主体的に学び、自分の目的にあったトレーニングを選択し、

実践する授業をアクティブトレーニング、略して「アクトレ」とし、以上の教育内容を「日

本における高等学校にアクトレを導入する」で展開していく。

3.4 学習指導要領の改訂
授業内容に「アクトレ」を組み込むためには、文部科学省による、学習指導要領の改訂が

必要になる。今回の改訂では実現のため、高等学校学習指導要領保健体育編・体育編の内容

を改訂する。

現在の学習指導要領体育編では、領域「A.体つくり運動」、内容「ア.体ほぐしの運動」「イ.
実生活に生かす運動の計画」となっている18。そこで私はこれらに加え、「ウ.アクティブト
レーニング」を追加、改訂することを提案する。また学習指導要領において、領域 A.体つ
くり運動において（1）知識及び運動（2）思考力、判断力、表現力等（3）学びに向かう力、
人間性等を育むことを目的としている。私の提案で追加する「ウ.アクティブトレーニング」

18 「高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編 」p４７ 閲覧日 2018.12.13 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2
011/01/19/1282000_7.pdf 
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はこれらの目的を満たすことのできる運動内容であり、高校その次の年次以降という期間

も満たしている。

指導要領の改訂に伴い、保健・体育科教諭は「筋力トレーニング」を教えるための知識が

必要になるため。保健・体育における教職課程の改訂も行う。

また現在高等学校における体育では 7～8 単位が標準単位数として定められているため19、

提案では、週に 2時間それを 4週続けるものとして、合計 8時間程度を基準とする。
また週に 2 回行うことを基準とすると前述したが、中日 2 日を体力回復期間として開け
ることを条件とし、より体力向上の効果を増大させることを理想とする。

3.5 「主体的・対話的で深い学び」の実現のために
アクトレでは「主体的・対話的で深い学びの実現のために」に基づいて筋トレ行う。そこ

で、筋トレでは生徒それぞれに体力の差が発生する。それを解決するため、アメリカ合衆国

の体育教育を参考にする。

アメリカ合衆国では実際に筋トレを授業として取り組んでいる高校が数多く存在する。

アメリカでの留学経験のある立命館慶祥高等学校教諭中川善之氏によれば、アメリカの高

校における「筋トレ」の授業は選択制で行われる。一例として、部活動に取り組んでいる生

徒は部活動において「筋トレ」を学び、実践しているため、授業としては選択しない場合が

多い。そのため、「筋トレ」の授業は普段、部活動を行なっていない人が選択する場合が多

いそうだ。このように先行事例のアメリカでは選択制を設けることで体力差をカバーして

いるのである。

本稿では、この制度を参考に体力差や目的に合わせ「Athlete Course」「Style Up Course」
「Health Care Course」の 3つの選択制のコースを設ける。

①「Athlete Course」：主に部活動や課外活動で普段から運動を行なっており、スポーツの
競技力向上を目指すものを対象とする。

②「Style Up Course」：主に脂肪を減少、筋肉量を増加させ、スタイルアップを目指す人
を対象とする。

③「Health Care Course」：主に普段から運動を行なっておらず、体力に自信がないもの
を対象とし、健康増進を目指す。

アクトレでは 3段階のステップを踏む。
①3つの大まかなコースから自分の目的にあったものを生徒が選択する。
②自分の目的に沿ったトレーニング法をパソコンやスマホを使用し、各自で調査・探究す

る。その後同じコースの生徒と交流し、意見を交わし内容を深め、レポートを作成する。

19「同上」P13 閲覧日 同上
同上
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③実際に、自分の調査・探究に沿って、実践を行う。

この際、教員は生徒の主体性、またレポートの完成度により評価を行う。

しかし全てを生徒任せにしてしまうと、明らかに目的から逸脱したものや、学校に設置さ

れるトレーニング場の範疇を超えてしまう可能性もあるため、全コース共通して教員が一

番初めに BIG3（ベンチプレス、スクワット、デッドリフト）を必ず指導する。
BIG3は全身の大まかな筋肉を鍛えることができるものとされ、器具も最小限で抑えるこ
とができるため、筋力トレーニングの基礎とされている。この際の指導では生徒の実践も含

むが、あくまで知識や手法の導入を目的とし、体力差に配慮して、高負荷では行わない。ま

た目的によって BIG3をどのくらいの回数で、どのくらいの負荷で行うかを指導し、生徒の
調査・探究の一例として指導する。

表 1 実際の授業例

授業内容 

1 時間目 BIG3 指導 

2 時間目 調査・探究 

3 時間目 調査・探究

4時間目 実施 

5 時間目 実施 

6 時間目 実施 

7 時間目 実施 

8 時間目 振り返り 

3.6 財源
「筋トレ」を行うために必要になる器具を揃える必要がある。国内で筋トレ器具を販売し

ている河合楽器製作所の器具で金額予想を行なったところ、パワーラック、フラットベンチ、

バーベル、ラバープレート、トレーニングゴムマットなどの最低限 BIG3を行える程度の器
具を揃えるためには、一校あたり 939、924円が必要になる。それを文部科学省が指定して
いる高等学校に導入すると、5、116校を掛けて、約 48億円かかる。しかしスポーツ庁の調
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査によると、現在トレーニング場を所持している高校数は 1、659校あるため20、その分を

差し引いたとして、約 30億円かかる。
ここでかかる費用を文部科学省の予算から、公立の高等学校におけるトレーニング場の

新設費用を全額負担、私立の高等学校においては現在トレーニング場を所持していない学

校を審査し、最低限の設備費用の半額程度として 50万円程度補助することを提案する。
そのため文部科学省の出費は約 30 億円以下になることが予想される。平成 30 年度の文
部科学省の予算は合計 1、326億円で、公立小中学校の空調設置のために 817億円を予算と
して使用しているため、約 30億円以下という金額は決して高額ではなく、現実味のある数
字である。

また、この提案により健康の増進を実現することができれば、医療費の削減により還元さ

れることが見込めるだろう。前述した通り、生活習慣病の約 4、326億円もの医療費の削減
が見込めるため、2％の削減が見込めれば35億円という数字は税金から賄うことができる。

3.7 施設の有効活用
「筋トレ」の実施率が低い理由として、身近な場所にトレーニングジムや体育館がないこ

とが挙げられる。

そこで、施設の有効活用を提案する。高等学校のトレーニング場を一般開放するのである。

北海道にある立命館慶祥高校ではトレーニング場を卒業生などを対象に解放している。

一般解放とまでは行なってはいないが、1 時間で 500 円という値段で解放しているのであ
る。

金額は高校の立地条件や施設の質など様々な条件を加味して変動することが予想できる

が、全国 5、116箇所にトレーニングができる場所が登場すれば、実施率が上がることが予
想されるだろう。また、トレーニング施設の増加に伴い、全体的なトレーニング場の利用料

金も下がることが予想でき、金銭的な面で「筋トレ」を行うことを躊躇していた人の実施率

を上昇させることにつながるだろう。

しかし、その施設の解放時間や監視などは制限され課題となるだろう。検討が必要である。

3.8 残る課題
この全体を通して提案の課題として上がるのが、運動に継続性を持たせることができる

かである。「自分の健康は自分で守る」を実現させるためには継続性を持たせる必要がある。

そして、前述した学生時代の延長として、運動を継続するという心理は「筋トレ」にも通用

するのかということである。そこが不明確なのが「日本における高等学校にアクトレを導入

20 「スポーツ庁 平成 27年度体育・スポーツ施設現況調査結果の概要 」閲覧日 
2018.12.13 
http://www.mext.go.jp/prev_sports/comp/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2017/04/25/1
383052_1_3.pdf 



134 

する」ことの課題である。実際に前述した通り、運動不足が著しいのは 20~40代なのであ
る。20~40代は働き盛りの年齢で、一般的に一番自由な時間が取りづらい年齢であると言
えるだろう。

そこで 20~40代を主に対象とした提案をしたい。

第４章 提案②「健康経営優良法人―運動特化編―」の認定と補助

4.1 20~40代に注目して
20~40代が運動不足に陥っている割合が高い理由として一番に予想できるのは、前述し
た通り働き盛りで運動に時間を取れないということである。多くの人は時間をとって運動

するよりも、運動不足に陥ってでも働き、お金を稼ぐことが重要になっていることを予想で

きる。

そして経済産業省経済産業政策局産業人材制作室室長補佐、藤岡雅美氏はこの問題に対

して「人はそんなにバカではないが、そんなに強くもない」と述べている21。つまり、メタ

ボや生活習慣病は体に良くないことは分かっている（＝バカではない）が、様々な誘惑や面

倒臭さに負けてしまう（＝強くない）と述べているのだ。これを踏まえ、行動変容を促す、

誘導するための仕掛けが必要であるが、健康になることの意義や行動を勧めるだけでは、な

かなか変わらないのが現実であると述べている。

そこでそういった人たちを対象に「筋トレ」「運動」の実施を促すために、企業向けに健

康経営を増進させるための提案を行う。

4.2 健康経営とは
経済産業省によると「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略

的に実践することである。企業理念に基づき、従業員への健康投資を行うことは、従業員の

活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績や株価の向上につな

がると期待されている。

現在の日本では、経済産業省が「健康経営優良法人」を選定している22。

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進め

る健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等

の法人を顕彰する制度です。健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、

従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考

21 「健康経営を「学級委員のかけ声」にしない、個人も企業もハッピーになるヒント」閲

覧日 2018.12.13 
https://sangyoui-navi.jp/blog/93 
22 「経済産業省 健康経営優良法人制度」閲覧日 2018.12.13 
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.h
tml 
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え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整

備することを目的としています。

このように健康経営優良法人に認定された企業は「健康経営」のブランドをもらうことに

なり、社会的な評価を得ることができるのである。

そして大企業を中心に認定されている「健康経営銘柄」に関しては興味深いデータがある。

「健康経営銘柄」に認定された企業は株価が伸びているのである23。

またジョンソンエンドジョンソン株式会社はグループ世界 250社、約 11万 4、000人に
健康教育プログラムを提供し、投資に対するリターンを試算したところ、健康経営に対する

投資 1ドルに対して、3ドル分の投資リターンがあったことを明らかにしている24。

経済産業省経済産業政策局産業人材制作室室長補佐、藤岡雅美氏はこの要因として、人的

資本などの無形資産や、健康経営をしているということが市場に評価されているなど、財務

諸表上では見えてこない部分が大きく寄与している可能性があると推察している25。つまり

健康経営を行うことは法人側にとってメリットが多い行為なのである。

4.3 中小企業における健康経営
ここに問題として挙げられるのが資金である。従業員の健康を管理し、健康経営を行うに

はお金が必要となる。そのため、資本が少ない中小企業は健康経営を行えていないのが現状

である。

中小企業は日本の中心である。中小企業で働く労働者は全体の 7 割も占めているのであ
る26。つまり中小企業に「健康経営」を実施させることが、日本全体の健康を増進させるた

めに重要になると考えた。

そこで、全国的に「健康経営」を行う企業を増やすために国が補助をすべきであると考え

た。

本稿では「運動」特に「筋トレ」に注目して研究を行なっている。そのため「健康優良法

人」かつその中でも「運動」に精力的に取り組み、健康経営を行なっている法人を審査し、

様々な補助を行うという提案を行う。

23 「健康経営を「学級委員のかけ声」にしない、個人も企業もハッピーになるヒント」閲

覧日 2018.12.13 
https://sangyoui-navi.jp/blog/93 
24 「経済産業省 健康経営に関する調査・研究成果等 の提供のお願い」 閲覧日 

2018.12.13 
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/seisansei_kou
bo_r.pdf 
25 「健康経営を「学級委員のかけ声」にしない、個人も企業もハッピーになるヒント」閲

覧日 2018.12.13 
https://sangyoui-navi.jp/blog/93 
26 「経済産業省 ２０１８年版 中小企業白書・小規模白書概要」閲覧日 2018.12.13 
http://www.chugoku.meti.go.jp/latestnews/pdf/chiikikeizai/180723_1.pdf 
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4.4 「健康経営優良法人―運動特化編―」の認定
健康経営優良法人の認定の条件は様々あるが従業員の心と身体の健康づくりに向けた具

体的対策、健康増進・生活習慣病予防対策、⑩運動機会の増進に向けた取り組み、という項

目がある27。本稿では運動による予防医療を提案しているため、この項目に注目する。

⑩運動機会の増進に向けた取り組みの具体的な例として、トレーニングルームの設置、ま

たパーソナルトレーニングによる指導、運動機会の提供を行なっている企業を、「健康経営

優良法人―運動特化編―」として認定し、その企業に対し国から補助金を提供することを提

案する。

一例として、株式会社フォーサイトでは健康経営に取り組んでいる28。この会社では会社

徒歩圏内のジムに業務時間内に通うことができるというものである。トレーナーによるマ

ンツーマン指導のため、従業員はコマごとに予約をして、その時間に会社からジムに通い運

動をするのである。その大半の費用を企業が負担しているそうだ。こういった企業を「健康

経営優良法人―運動特化編―」として認定する。

4.5 認定企業への補助
現在検討しているのは、法人税の減額である。法人税はその企業法人の所得に対する税金

で、所得の約 3割が法人税として国に納められる。
「健康経営優良法人―運動特化編―」に指定された法人には法人税の 1 割の税率減額を
検討する。

現在日本では安部政権の元、企業が儲けを設備投資や賃上げにつなげ、個人消費を上向か

せる好循環の実現のため、安倍政権は法人税減税などによる企業の業績回復を後押しして

きた。無条件での法人税減額が進められているのだ。実際に 23 年度に 39.54%だった法人
実効税率は 30 年度には 29.74%まで下げられているのである29。そして今後も法人税率の

減額が見込まれている。

これらの話を踏まえると、法人税を 1割減することは比較的現実味のある提案であろう。
「健康経営優良法人―運動特化編―」を指定することのメリットとしては、選ばれた法人

には金銭面での補助が出るため、企業も「健康経営」を実施しようという動機を作ることが

できる。また、従来のようにブランドを獲得できることは、社会的評価を受けることができ

るため、企業にとって大変効果のあるものである。

27 「経済産業省 健康経営優良法人制度」閲覧日 2018.12.13 
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.h
tml 
28 「心も身体も健康に！「業務時間に」全員が筋トレに取り組む、健康経営の実現法と

は」閲覧日 2018.12.13 
https://seleck.cc/963 
29 「財務省 法人課税に関する基本的な資料」閲覧日 2018.12.14 
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c01.htm#a02 
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第五章 おわりに

これら二つの提案が「自分の健康は自分で守る」を作り上げる重要な役割を果たす。

私が特に「筋トレ」に注目して本稿を製作したことは、今が「筋トレブーム」であること

も理由のひとつである。近年では CMで有名な RIZAP社やNHK放送では「筋肉体操」な
るものが一世を風靡した。ほかにも「筋トレ女子」というフレーズも流行し、筋トレに多く

の人の関心が向いていることは周知の事実であろう。

その要因として考えられるのは、テレビにおいてアイドルグループやダンサーやタレン

トが鍛え抜かれた身体を披露するようになったこと、そして YouTubeの流行により「筋ト
レ YouTuber」なるものが登場し、鍛え抜かれた身体を披露するとともに、トレーニング方
法などを説明する動画が増えてきたことが挙げられる。

そんな今「筋トレブーム」のこの時期にこれらの政策を行うことは、政策の効果を増加さ

せ、日本人の「自分の健康は自分で守る」を達成する、大きな要因となるだろう。

◎参考文献

【図書】

１．樋口満「体力の正体は筋肉」集英社新書、2018年
２．森谷敏夫、吉田直人「定年筋トレ」ワニブックス PLUS新書、2018年
３．久保田榮一「自宅でできる RIZAP運動編」扶桑社、2016年
４．江澤隆志「ジムに通う前に読んでおきたい最新！トレーニングの科学」洋泉社、2018
年

５．山本ケイイチ「仕事ができる人はなぜ筋トレをするのか」幻冬舎新書、2008年
６．桜井静香「ジムに通う前に読む本スポーツ科学からみたトレーニング」講談社、2010
年

７．Testosterone「超筋トレが最強のソリューションである」文響社、2018年
８．小林弘幸「死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい」幻冬舎、2017年
９．Testosterone「筋トレライフバランス」宝島社、2017年
１０． Testosterone「人生の 99.9%の問題は、筋トレで解決できる！」主婦と生活社、

2017年

【雑誌・新聞】

1. 朝日新聞デジタル「不摂生な人の医療費負担「あほらしい」に麻生氏が同調」閲覧日
2018.12.13 
https://www.asahi.com/articles/ASLBR4DS4LBRULFA00N.html 
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【論文】

1. 「Physical activity for cancer survivors: meta-analysis of randomised controlled 
trials」閲覧日 2018.12.13 
https://www.bmj.com/content/344/bmj.e70 

2. 「The role of physical activity in cancer prevention、 treatment、 recovery、 and 
survivorship.」閲覧日 2018.12.13 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23909073 

3. 「Crescent pyramid and drop-set systems do not promote greater strength gains、
muscle hypertrophy、 and changes on muscle architecture compared with 
traditional resistance training in well-trained men.」閲覧日 2018.12.13 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28130627 

4. 「Effects of weight training on quality of life in recent breast cancer survivors」閲
覧日 2018.12.13 
https://www.linkedin.com/pub/dir/Tetsuya/Ohira 

【オンラインデータベース】

1. World Health Organization 「WORLD HEALTH STATISTICS」p60~83 閲覧日 
2018.10.26

    http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1 
2. 厚生労働省「医療費の自己負担」閲覧日 2018.12.13

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-37.html 
3. 文部科学省「体力・スポーツに関する世論調査」（2013年実施）閲覧日 2018.12.13

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa04/sports/1338692.htm 
4. 「平成 28年度 生活習慣病医療費の動向に関する調査分析」ｐ8 閲覧日 

2018.12.13 
https://www.kenporen.com/study/toukei_data/pdf/chosa_h30_05.pdf 

5. 「厚生労働省 健康のための運動指針-2006-」閲覧日 2018.12.13 
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/07/dl/s0719-3c.pdf 

6. 「文部科学省 数字で見る高等学校」閲覧日 2018.12.14 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/047/siryo/__icsFiles/afieldfile
/2011/12/15/1313846_02.pdf 

7. 「文部科学省 学校保健統計調査」閲覧日 2018.12.13 
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm 

8. 「運動・スポーツの習慣化・継続化に関する調査研究」閲覧日 2018.12.13 
http://repository.aitech.ac.jp/dspace/bitstream/11133/2881/1/紀要 50号%28p58-
p70%29.pdf 

9. 「高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編 」p４７ 閲覧日 2018.12.13 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2011/01/19/1282000_7.pdf 

10. 「スポーツ庁 平成 27年度体育・スポーツ施設現況調査結果の概要 」閲覧日 
2018.12.13 
http://www.mext.go.jp/prev_sports/comp/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2017/04/
25/1383052_1_3.pdf 

11. 「経済産業省 健康経営優良法人制度」閲覧日 2018.12.13 
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhou
zin.html 
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12. 「経済産業省 健康経営に関する調査・研究成果等 の提供のお願い」 閲覧日 
2018.12.13 
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/seisansei_
koubo_r.pdf 

13. 「経済産業省 ２０１８年版 中小企業白書・小規模白書概要」閲覧日 2018.12.13 
http://www.chugoku.meti.go.jp/latestnews/pdf/chiikikeizai/180723_1.pdf 

14. 「財務省 法人課税に関する基本的な資料」閲覧日 2018.12.14 
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c01.htm#a02 

【ウェブサイト】

1. 「産経ニュース 筋トレでメタボ脱出、データも裏付け「予防医療」「医療費削減」に
も」閲覧日 2018.12.13 
https://www.sankei.com/life/news/140304/lif1403040019-n2.html 

2. 「健康経営を「学級委員のかけ声」にしない、個人も企業もハッピーになるヒント」
閲覧日 2018.12.13 
https://sangyoui-navi.jp/blog/93 

3. 「心も身体も健康に！「業務時間に」全員が筋トレに取り組む、健康経営の実現法と
は」閲覧日 2018.12.13 
https://seleck.cc/963 

【インタビュー】

１．中川義之様（立命館慶祥高校教諭）立命館慶祥高校にて 2018年 8月 27日
２．内海久様、山城宏一様（北海道教育庁、体育・健康課）北海道教育庁別館にて 2018
年 10月 25日

３．田井中駿様（JOYFIT 24 地下鉄東札幌駅店）JOYFIT 24 地下鉄東札幌駅店にて 2018
年 12月 13日
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【講座名】 課題研究 【対象】 高 3R コース文系 109 名 【期間】 通年

【目標】

本講座の最終課題である 10,000 字を超える論文の執筆をとおし、論文執筆の基礎
から、テーマ・問題設定や調査・アンケート実施の方法、問題分析や自分の主張の正

当性をどのように証明するかなど、様々なことを身につけさせる。また、高校 3 年間
で得た学習（知識と経験）の集大成として、地域に視点を向けたテーマとし実現可能

な主張をさせることで、調査力・発想力・解決力を身につけさせる。

【講座内容・取組】

①論文作成の基礎知識

②発表ⅰ：1 人 5 分で自分が取り上げる問題・課題とそれに対する主張を発表し、教
員及びクラスメイトから指摘を受け、精選する。

③発表ⅱ：発表ⅰを受け、懸賞論文のテーマを発表。

④懸賞論文作成：夏期休業明けに提出

⑤発表ⅲ：懸賞論文（1,400～3,000 字）の問題・主張を 10,000 字論文へ向けたもの
へと変更。教員・クラスメイトからの指摘を受ける。

⑥論文（10,000 字以上）作成：冬期休業明けに最終提出。
⑥発表ⅳ：提出した論文の内容について発表。これが最終発表となる。

⑧課題研究論文優秀者発表会： 講評者として立命館大学文学部副総長上野隆三教授

を招き，2 月 8・9 日に実施した。
【懸賞論文受賞一覧】

◎NRI 学生小論文コンテス 2018 高校生の部（応募総数 1、444 点）
「2030 年の未来社会を創るイノベーションとは ～世界に示す日本の底力！～」

優秀賞 松賀翔佑 【“マナビ介護”による介護うつの減少は可能か】

特別審査委員賞 岸本万尋 【根室とロシアの合同大学設立に向けて】

奨励賞 小河桃子 【医師も患者も安心できる旅立ちを】

奨励賞 佐藤笑太 【W 担任制度～晴れの国おかやまの次世代教育改革】
奨励賞 芳賀雪奈 【おいでヨ！ながぬまプロジェクト】

◎中央大学 第 18 回高校生地球環境論文賞
入選 中西さくら 【エコッポロントで札幌を守る】

◎公益財団法人青雲塾 第 10 回青雲塾・中曽根康弘賞（応募総数 162 点）
佳作 和田健輔 【北海道広尾町が日本の未来を救う～地方が活性化する処方箋】

◎公益財団法人 公共政策調査会平成 30 年度懸賞論文（応募総数 55 点）
入選 山澤結以 【リラセラルーム」を設けることで中学生・高校生のストレスを

軽減できるか】
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◎旺文社 第 61 回全国学芸サイエンスコンクール
（人文社会科学研究部門 応募総数 634 点）

入選 長﨑ななみ 【ステップ・バイ・献血】

入選 新田智華 【DIET で子どもを救う】
入選 吉田梨緒 【厚別アスリート塾＠レストラン RIO」による

ジュニアアスリートの「食事改革」は可能か】

成果

○大学生になるにふさわしい論文執筆力・問題発見力・調査力・解決力を身につける

ことができた。

○今年度は全コースの生徒に対してインタビューを実施することを課した。その結

果、それぞれの主張に説得力を増すことができ、懸賞論文の受賞にもつながった。

○Benesse が実施している GPS-Academic®を客観的評価として導入している。詳
細な結果は完了報告書（p.8）にも記載したが、昨年度の試験結果（高 2 の 1 月実
施）と今年度の実施結果（高 3 の 8 月実施）を比較すると、若干ではあるが高 3 の
方が数値が高く、2 つ以上の思考力で「A」評価となった生徒の人数も多い（高 3：
18 名、高 2：14）。より詳細に結果を見ると、「創造的思考力」が大きく伸びた。
これは課題研究や論文執筆を通して、主観的に問題を捉え、その解決策をそれぞれ

独自に考える学習を積んだ成果と言える。また、このテストは社会人も対象となる

ものであるが、「S」評価が出ることは稀なことであり、創造的思考力において 3 名
の生徒が獲得したことは大きな成果である。（昨年度の高 3 は 1 名。）

※別途提出の「2018 年度 SGH 課題研究報告成果集」に NRI 入賞論文（一部）と
1 万字論文（一部）が掲載されているので参照願いたい。



【平成30年度入学生高校教育課程表（2018年度）】

文系 理系 文系 理系(SSH) 文系 理系 IR JB LA SS(SSH)
国語総合 4
現代文Ｂ 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
古典Ｂ 3 3 3 3 2 2 2 2 2
○国語演習 3
世界史Ａ 2
世界史Ｂ ▲3 ▲3 ▲3 ▲3 ▲3 ▲3
日本史Ｂ ●4 ●4 ●4 ●4 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3
地理Ｂ ●4 ●4 ●4 ●4 ●3 ●3 ●3 ●3 ●3
現代社会 2
倫理 ▲3
政治・経済 ▲3 ▲3 ▲3 ▲3 ▲3
数学Ⅰ 4
数学Ⅱ 4 4 4 4
数学Ⅲ 6 6
数学Ａ 3
数学Ｂ 2 2 2 2
○数学演習 3 3 3 3
物理基礎 2
物理 □2 3 □2 □3 3
化学基礎 2 △3 △3 △1
化学 2 3 2 3 3
生物基礎 2 2
生物 □2 3 □2 □3 3
地学基礎 △3 △3 △1
○SS物理化学 ■1
○SS化学生物 ■1
○科学実験 2
体育 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
保健 1 1 1 1 1
音楽Ⅰ ★1 ★1 ★1 ★1 ★1
美術Ⅰ ★1 ★1 ★1 ★1 ★1
○音楽特講 ◇3
○美術特講 ◆3
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 4
英語表現Ⅰ 2
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 4 4 4 4
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 6 6 4 4 4 4
○ScienceEnglishⅠ 1
○ScienceEnglishⅡ 2
○スピーチ 2 2 1
○ＴＯＥＦＬ 2 2 2

家庭 家庭基礎 2 2 2 2
情報 社会と情報 2 1

現代科学Ⅰ
現代科学Ⅱ
SS研究Ⅰ
SS研究Ⅱ
SS課題研究Ⅰ 1
SS課題研究Ⅱ 1
SS課題研究Ⅲ 4
Global Awareness 1
Science Awareness 1
課題演習Ⅰ 2 2
課題演習Ⅱ 2 2
中国語 ◇3 ◇3
フランス語 ◇3 ◇3
ドイツ語 ◇3 ◇3
司法講座 ◆3
起業家講座 ◆3
会計士講座 ◇3
アジア学講座 ◇3
国際社会 3
メディアデザイン ◇3
マスコミ特講 ◇3
日本文学特講 ◇3
表現特講 ◆3
観光開発講座 ◆3
スポーツと健康 ◆3
課題研究 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
○：各教科の学校設定科目 1年次　★1から2年次　●4から1科目選択 3年次　●3から1科目選択 3年次　◇3から1科目選択

2年次　★1から1科目選択 3年次　▲3から1科目選択 3年次　◆3から1科目選択
2年次　△3から1科目選択 3年次　△1から1科目選択
2年次　▲3から1科目選択 3年次　□3から1科目選択
2年次　□2から1科目選択
2年次　□3から1科目選択
2年次　■1から1科目選択

立命館慶祥高等学校

教科 科目 1年
3年

難関大・SP 立命館
2年

SP 普通

理科

数学

ＬＨＲ

学校設定

外国語

芸術

総合的な学習の時間
合計

公民

国語

地歴

保健体育
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【立命館慶祥高校 H30年度（2018年度） SGH 国際理解への認識調査】

1）あなたは、次のことについてどのように思いますか。
A）国際交流は、自分の身の回りのことを理解するのに役立つものだと思う
B）大人になったら国際交流の経験を様々な場面で役立てたい
C）国際交流の考え方の中には、他の人々とどう関わるかを知るのに役立つものがある
D）学校を卒業したら、国際交流の経験を利用する機会がたくさんあるだろう
E）国際交流は、私にとって身近なものである

2）あなたは、国際理解についての学習に関する次のことについてどの程度そうだと思いますか。
A）テストで国際社会に関する知識が問われた時は、たいていうまく解答することができる
B）学校で教わっている国際理解の考え方はよく理解できている
C）国際社会に関する知識の内容ならすぐに理解できる
D）国際社会に関する知識なら、初めて習う内容でも簡単に理解できる
E）国際社会に関する知識なら、比較的ハイレベルな内容でも自分には易しい
F）私にとって国際社会に関する知識の内容は簡単だ

3）あたたは、次の事柄についてどのように思いますか。
A）国際交流についての知識を得ることは楽しい
B）国際交流の話題について学んでいるときは楽しい
C）国際交流について学ぶことに興味がある
D）国際交流についての本を読むのが好きだ
E）国際交流についての課題を考えている時は楽しい

4）あなたは、次の事柄についてどの程度そう思いますか。
A）私は自分の役に立つとわかっているので、国際交流について勉強している
B）将来自分が就きたい仕事で役に立つから努力して国際交流に関する科目を勉強することは大切だ
C）国際交流に関係する科目を勉強することは、将来の仕事の可能性を広げてくれるので、私にとっ
てやりがいがある

D）私は国際交流に関係する科目からたくさんのことを学んで就職の役に立てたい
E）将来勉強したい分野で必要となるので、国際交流に関係する科目を学習することは重要だ

5）あなたは、次の国際交流について学習することに、どれくらい興味や関心を持っていますか。
A）国際社会における日本の役割
B）歴史に関する話題
C）地理に関する話題
D）政治に関する話題
E）経済に関する話題
F）国際交流の手法
G）英語に関する話題
H）国際的な視点で説明すること
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6）あなたは、次の事柄についてどの程度そう思いますか。
A）地球温暖化を防止するために、二酸化炭素などの排出を抑える努力をしていきたい。
B）世界平和の維持に関心がない
C）廃棄物による土壌・水・大気の汚染状況について知りたい
D）世界の自然をまもるために活動している国際機関を支援したい
E）世界平和の維持に努めている機関を支援したい
F)第三世界の子どもたちが教育の機会に恵まれるよう支援していきたい

7）あなたは、次の課題を自分自身でするとしたら、どの程度できると思いますか。
A）世界に紛争がひんぱんに発生する地域とそうでない地域が存在する理由について説明すること
B）世界の平和を脅かす問題について、様々な立場・角度から説明すること
C）国内外の貧困問題について、なぜ起こるのか説明すること
D）国内外の災害問題について、なぜ起こるのか説明すること
E）環境問題を扱った新聞記事を読んで、何が国際的に問題なのかを読み取ること
F）食品ラベルに表示されている英語の説明を理解すること
G）地球温暖化が、低地に住む人々の生活にどのように影響するかを予測すること
H）海洋汚染について、何が国際的に問題なのか説明すること

8）あなたは他国文化の理解について次のことについてどの程度あてはまりますか。
A）国で起きたいくつかの歴史的事件について詳しく説明できる
B）世界の三大宗教の特色を説明できない
C）外国で信仰されている宗教をいくつか挙げることができる
D）海外に行ったら、地元の人の習慣に触れたいと思う
E）外国の伝統文化を紹介するような番組は見ない方である
F）世界にどのような宗教があるか知りたい
G)国の文化を理解したいとは思わない
H)異なる文化に触れることは、興味深い体験だと思う
I)各国に見られる独自の習慣を尊重したい

9）あなたは、次のことについてどの程度あてはまりますか。
A）外国人とはあまり話をしたくない
B）色々な国の人たちと知り合いになるのは楽しい
C）多くの外国人と友達になりたいと思う
D）出身国によって待遇に差があってもやむを得ないと思う
E）貧しい国の人ならば、意見が軽視されることがあってもやむを得ない
F）ある民族が他の民族により劣っていると絶対に考えてはいけないと思う

10)あなたは次のことについてどの程度あてはまりますか。
A) 英語などの外国語で書かれた新聞や雑誌が読める
B) 自分の言いたいことを英語などの外国語で表現できる
C) 外国人から英語で話しかけられたとき答えることができない
D) 外国語で書かれた新聞や雑誌には関心がない
E) 今後、外国語検定「英検、仏検、TOEFL、TOEICなど」を受験しようとは思わない
F) 今後、様々な国の言語を学ぶ気はない
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全体比較（H30年度 前期・後期）
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理
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国
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Ⅲ
国
際
理
解
の
楽
し
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Ⅳ
国
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理
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な
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機
づ
け

Ⅴ

国
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心

Ⅵ
世
界
連
帯
意
識

Ⅶ
国
際
理
解
に
お
け
る
自
己
効
力
感

Ⅷ
他
国
文
化
の
理
解

Ⅸ
人
権
の
尊
重

Ⅹ
外
国
語
の
理
解

H30前期
全体
(n=355)

84.1% 39.3% 65.2% 65.5% 72.1% 74.4% 59.5% 66.8% 75.5% 58.1%

標準誤差 1.2% 1.9% 2.0% 2.0% 1.8% 1.4% 2.1% 1.1% 1.3% 1.4%
H30後期
全体
(n=363)

83.6% 44.6% 69.3% 69.4% 77.1% 76.8% 64.2% 69.1% 77.3% 61.8%

標準誤差 1.1% 2.0% 1.9% 2.0% 1.5% 1.4% 2.0% 1.1% 1.2% 1.4%


