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 令和元年度は、新型コロナウィルス対策という非常事態の最中に幕を閉じることにな

りました。学習の総まとめができない、修了式・卒業式は縮減または中止、部活動の実

施もままならない、ついには東京 2020オリンピック・パラリンピックが 1年程度の延

期か…。そんな後味の良くない 1年の中で、本校の「地域との協働による高等学校教育

改革推進事業（地域魅力型）」における初年度は、生徒および学内外関係者のバイタリ

ティーによって上々の成果を上げる結果となりました。 

 特に、年が改まった 1月を迎えると、4月からの取り組みが以下のように評価されて、

今後に向けての手ごたえを感じることができました。 

◎ 静岡県ハイスクールボランティアアワード受賞 

◎ シビックパワーバトル 2019最優秀賞 

◎ 全国高等学校グローバル観光コンテスト 2019 インバウンド部門グランプリ 

◎ シビックパワーバトル SENA(三遠南信)2020最優秀賞 

いずれも地元の企業や自治体との協働によって成し得たものばかりで、事業の趣旨に沿

った内容だったと捉えています。生徒たちは自ら足を運び、人に会って話を聴き、体験

して考えるという活動を展開しました。その中で獲得した情報を取捨選択して取り込み、

理解・整理・修正をして必要な場面で発信するという実践を繰り返したことで、着実に

思考力・判断力・表現力を高めることができたと思っています。地域の方々には、多面

的にご理解・ご協力をいただき、本当に感謝をしています。 

 本校が地域魅力型の事業で実現したい最終的な目標は地域の次代を担う人財を育成

すること、言わば『地域人財』の育成に他なりません。浜松は政令指定都市でありなが

ら、着実に若者たちが大都市圏へ流出しています。そうなる理由の代表格は「働く場所

が無い」なのですが、実際は「働く場所を知らない」というのが本当のところだと言え

るでしょう。地域の中で、いつ、誰が、どこで、どんな仕事をしていて、それが世の中

でどのように役立っているのかを知らないから目線が外へ向くのです。 

 その問題を解決すべく、「地域の活性化に挑戦する」のが研究 2 年次から始まる普通

科「地域創造コース」のメインテーマです。地域の魅力を知り、地域の方々と協働し、

地域の魅力を発信するという一連の取り組みを通して、自分たちの住む浜松圏に誇りを

持つ生徒を育て、大学卒業後に地元へ戻って活躍する人財を一人でも多く輩出すること

を目指します。自己完結・自己満足で終始しないように進んで公開していく予定ですの

で、遠慮なくご連絡くださいませ。生徒たちとプロジェクトスタッフが、ウイルスを吹

き飛ばすような満面の笑顔でお迎えいたします。 
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１．研究の概要と目的 

 

（1）研究開発の目的・目標 

  「持続可能な地域を目指して、地域社会とシームレスに繋がり、地域の発展に貢献する学

校教育活動」を目指しています。この目的の実現に向けて以下のような目標を設定します。 

 

＜目標＞ 

「地域創造」コースによる地域の活性化に挑む学校 

・地域密着型の魅力発見活動やプロジェクト活動により、様々な人たちと協働する将来の

地域の担い手を育成 

・地元企業とタイアップしたプロジェクト型学習により、１つではない答えを求める課題

解決力や企画実行力の育成 

・地域の各分野のプロフェッショナルとの協働活動を通して、将来的に地域とどう関わる

のかを考える長期的なライフキャリアの育成 

 

このような課題設定の背景には、静岡県の人口減少が社会的要因で大きく進行している現状が

あります。本校生徒の多くも卒業を機に地元を離れてしまいます。学内のアンケート結果では、

地元に進学したい生徒は 17％、地元に就職したい生徒は 22％にとどまっており、大都市圏への人

口流出を現実的に感じています。かつて産業の街として発展した浜松市は、既に産業の空洞化が

進んでおり、将来を担う若者にとって魅力的な街となっていないのが実情です。こうした地域の

問題に対してＥＳＤの観点から諸活動に取り組み、生徒自らが地域の魅力を丹念に調査し発見・

再発見することで、地域への誇りを持つことができるようにしたいと考えています。 

上記目標実現に向けて、生徒たちが地域のために何ができるのか考える姿勢を育みたいと考え

ています。プロジェクト解決型の学習活動を行うことで、１つではない答えに主体的に向き合う

課題解決能力を育成していきます。地域の課題に向き合うには、地域の大人や共に取り組む仲間

との衝突があり得ます。こうした協働活動の中で、多数決による民主主義ではなく、相互が納得

いく方向に向けて共に考えることができる将来の担い手を育むことを目指します。新設するコー

スでの学びを通じて、将来、生徒自らが地域にどう関わるのか、そしてどう貢献するのか、長期

的なライフキャリアを形成する場として機能することを期待しています。卒業後に地元に残るだ

けでなく将来的なＵターンを促し、進学調査時の 22％を着実に上回る地元定着率の実現を目指し

ています。 
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（2）研究の概要 

＜研究のグランドライン＞ 

初年度（2019年） ２年目（2020年） ３年目（2021年） 

・「地域創造コース」新設に向け

たカリキュラム作成 

・これまで地域と協働してきた

活動の教材化 

・１年生段階での地域内宿泊調

査活動の検討と試行 

・２年生段階での修学旅行の調

査研修旅行化の検討と試行 

 （現地高校生との協働活動） 

・初年度の成果発表 

・地域の各分野のプロフェッショナ

ルへの「つなぐ化」の実践 

・ワークショップやフィールド調査

による地域魅力の「見える化」 

・プロジェクト学習による、協働活

動のアイディア形成と具現化 

・カリキュラムや実践内容の検証と

修正 

・２年目の実践成果発表 

・地域内宿泊調査活動 

・協力企業と連携したクエストエ

デュケーションの実践 

・地域との連携活動の生徒成果

および研究成果発表 

・高２生の調査研修旅行におけ

る現地高校生との協働活動 

・研究指定後の活動持続に向け

た検証と分析 

・研究成果発表 

 

本研究初年度を、「地域創造コース」立ち上げのためのカリキュラム開発期間と位置づけました。

これまで本校では、探究活動の一環として社会科学部の生徒が地域活性化に取り組んできました。

その活動を発展させ、普通科の新しいコースとして地域魅力化に取り組むために、どのようなカ

リキュラムや教科構成をとるか、また地域を学ぶための時間をどのように設置し目標設定するか

を研究する必要があります。地域を学ぶＥＳＤの視点を取り入れた各教科横断型のカリキュラム

構成を計画していきます。２年目をカリキュラムの実践と修正の期間とし、３年目に本格的な地

域と協働する課題解決学習としての研究成果をまとめます。 

  カリキュラムの開発については、大きく２つの視点で取り組みます。１つは、「地域創造コース」

の高校３年間のコースカリキュラムについてです。地域の魅力を発見・発信するだけでなく、地

域の産業や人々と協働する活動を３年間のカリキュラムとして構築します。高校１年生では地域

の人とのつながりを築く「つなぐ化」、フィールド調査や体験を通じて地域の魅力を発見する「見

える化」に取り組みます。地域の中でも、生徒たちの身近な生活に関連した衣食住の視点から、

課題解決学習として地域の課題に自由参加型のグループワークで取り組みます。 

もう１つは、課題解決型学習のカリキュラムについてです。生徒たちとともに、実際に地域の

プロフェッショナルな方々との繋がりを生み出す講義と活動を組み合わせた授業を計画していま

す。これにより、地域の人材と生徒の「つなぐ化」を実践していきます。さらに、実際に様々な

現場の見学や独自のフィールド調査を実施し、実際に見て、体験して感じた地域の魅力の「見え

る化」とともに、課題を明確にする授業の実施が必要と考えています。そこで、地域の企業や産

業界から生徒に課題をいただき、その課題について実際に企業や産業界の方々と意見交換やプレ

ゼンテーションを行って製品やイベントなど形にしていく「クエストエデュケーション」を高校

２～３年生にかけて取り入れたいと考えています。プロジェクト型学習はすでに実践されている

学校も多く存在します。しかし、地域の持続的な発展のために具体的な活動へつなげる必要があ

ると考えました。クエストエデュケーションも大企業のＣＳＲ活動として実践されている例はあ

りますが、地方の企業や産業と実際に協働し実践することで、地域に対する理解や誇りを回復す

ることを目指しています。また、修学旅行を地域調査研修旅行として、訪問地域の魅力化調査や

現地生徒と協働した短期解決型プロジェクト学習を実行する予定です。地域を内側から見つめる

力、そして外側から再認識することで、クリティカルな視点で地域を認識することに繋がると考

えています。 
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（3）現状分析、仮説及び期待される効果 

  

＜現状分析＞ 

静岡県は社会的要因による人口減少が進んでおり、本校卒業生の多くも地元を離れてしま

います。学年へのアンケート結果では、地元に進学したい生徒は 17％、地元に就職したい生

徒は 22％にとどまっており、東京を中心とした大都市圏への集中を現実的に感じています。

特に若年層の生産年齢人口の流出が最大の問題となっており、将来の地域の担い手が減少す

る要因となっています。 

産業の街・ものづくりの街として発展した浜松市は、市街や海外への主力工場の移転にと

もない産業の空洞化が進んでいます。多くの生徒が「自分たちの地元には何もない」という

言葉を口にします。将来を担う若者たちが地域の魅力を的確に捉えていないのではないかと

考えました。こうした地域の問題に対してＥＳＤの観点から取り組み、生徒自らが地域の魅

力を丹念に調査し発見することで、地域への誇りを持つことができるようになると考えまし

た。そのために以下の①～⑨の視点を重視しています。 

 

①地域への誇りの回復 

②持続可能性の追求 

③人口減少／過疎高齢化への対応 

④東京を中心とした大都市圏への集中の是正・地方回帰 

⑤地域特有の課題の解決 

⑥選択と集中（コンパクトシティ化） 

⑦地域の自立・自律 

⑧多彩なライフスタイルの尊重 

⑨グローカル（地域と世界の課題の統合） 

 

 ＜仮説＞ 

地域の魅力再発見・活性化に向けて、生徒達自らが地域のために何ができるのか考える姿

勢を育みたいと考えています。ただ単に地域について調査し学ぶだけではなく、地域社会に

参画する姿勢とアイディアを形にする力を養う必要があると感じています。そこで、プロジ

ェクト解決型の学習活動を行うことで、１つではない答えに主体的に向き合う課題解決能力

を育成していきます。地域の課題に向き合うには、時には地域の大人や共に取り組む仲間と

の衝突もあり得ます。こうした協働活動の中で、多数決による民主主義ではなく、相互が納

得いく方向に向けて共に考えることができる将来の担い手を育むことを目標とします。地域

を題材とした課題解決学習を通じて、将来、生徒自らが地域にどう関わるのか、そしてどう

貢献するのか、長期的なライフキャリアを形成する場として機能することを期待しています。 

  

＜期待される効果＞ 

  現在、本校では約８割の生徒が県外へ流出していき、Ｕターンする生徒はごくわずかとな

っています。この取り組みによって長期的には、大学卒業後、地域の産業に関わったり、地

域振興に携わる生徒が増加することが期待されます。 

  この地域創造コースでは、ＥＳＤの観点から持続可能な地域の発展に主体的に取り組むこ

と目指しています。この実践を通じて、経済的な視点だけではない地域の新たな価値の発見

につなげ、さらに地域の価値を活用したアイディアを地域の企業や産業と協働して新たな形

にする力を育成することができると考えています。こうした一つではない答えに多くの方々

と協働する活動を通じて、生徒が地域において自分がどのような役割を果たすことができるか考
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える機会になると考えています。このコースでの学びのイメージは次のようにとらえています。 

 

学びの手法  習得させたい価値観や能力 

・現実的課題に参加体験型の手法を用いて実践

的に取り組む 

・継続的な学びのプロセスを積み重ねたプロジェ

クトを実施する 

・異なる立場や世代との学びを通じた活動をおこ

なう 

・関わる人が互いに学び合う協働学習を実践する 

・人や地域の魅力を最大限に活用した様々な視点

からの地域をとらえる 

・ただ一つの正解を求めず多面的・多角的に問題

をとらえる 

 

 

 

→ 

・文化的な多様性を尊重する見方・考え方 

・問題の本質を見抜く力・批判的な思考力 

・多様な価値観を認め尊重する力 

・他者と協力して物事を進める力 

・具体的な解決方法を生み出す力（イノベーション

を起こす力） 

・自らが望む社会を思い描き、自ら実践する力 

・１つではない答えを追求する力 

 

（4）コンソーシアム 

学校活動において地域との協働を実施する際に大きな障壁となってきたのは、学校が求め

る地域の人材とどのように繋がるかという問題でした。「地域創造コース」は地域に開かれ

た学校を目指して様々な地域の方々と連携していきます。生徒の考える地域活性化アイディ

アや興味関心も様々変化する中で、それに応じた地域の企業やプロフェッショナルと学校を

結びつける必要があります。コンソーシアムのメンバーは、この地域のプロフェッショナル

と学校を繋ぐ橋渡しを行う「つなぐ化」を担っています。生徒の活動が求める地域人材と学

校を結びつけるマッチングを担い、学校と地域社会を繋ぐ重要な役割を果たします。 

本校のコンソーシアムは地域の異業種交流会のメンバーを中心に、本校運営指導員を加えた構

成となっています。特にコンソーシアムの外部メンバーは研究実践を協働する実践パートナーで

もあり、また必要な地域人材と学校を繋ぐコーディネーターとしての役割の両面を持っています。

そのため、地域創造の取り組みの拡散や地域人材との意見交流の場を多く設定し、支援体制の確

立に取り組みました。 

研究ではコンソーシアムメンバーは会議体として機能してきました。しかし、コンソーシアム

の主な役割は生徒の興味関心と地域の企業やプロフェッショナルの方とを繋ぐ役割、つまり地域

と学校を結びつける役割でした。事業終了後も、この地域と学校を結びつける役割として、コン

ソーシアムの外部メンバーの方々の力を借り、継続して協働していく体制を維持していきます。

また具体的に協働プロジェクトを担当していただくことで、本事業に主体的に関わっていただき

ます。 
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（5）キービジュアル 
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２．これまでの取り組み 

 

（1）本校の概要 

 本校は静岡県内の私学でも２番目に長い 117 年の歴史をもつ伝統校で、1996 年より浜松学芸高

等学校に改称し男女共学となりました。現在は普通科と芸術科（音楽・美術・書道コース）から成

り、全校生徒 1000 人を超える規模の学校です。2017 年度より探究活動がスタートし、地域の魅力

発信に取り組んでいます。2020 年度からは普通科内に「地域創造コース」を新設し、更に活動を拡

大させていく計画となっています。 

 

（2）地域の魅力発信活動の始動 

本校は９割以上の生徒が４年制大学への進学を目指す学校であり、カリキュラム編成も受験を意

識したものでした。そんな中、夏休みに実施されるゼミとして、地域調査の講座を開設しました。

生徒たちと共に地域のフィールドワークを通じて、浜松市北部を走るローカル鉄道である「天竜浜

名湖鉄道」を題材に魅力の発信に取り組みました。 

当初集まったのはわずか５人だったが、この生徒たちと丹念に沿線のフィールドワークを実施し

た。活動を始めるにあたって撮影の許可を申請した際の鉄道会社の反応は薄く、生徒も推薦の加点

材料になればくらいの思いで参加している状況でした。しかし、フィールド調査を重ねていくと、

多くの駅舎が文化財に登録されていたり、沿線のどこか懐かしさを感じる風景だったり、多くの魅

力が存在することに気づいていきました。そして、これらの価値をどのようにしたら発信できるか、

生徒たちが少しずつ前向きに考えるように変化していきました。 

最初に、発信として取り組む内容は「全 39 駅でポスターを制作し等身大の高校生の青春と懐か

しい景色を重ね合わせる」という大きな枠組みが決まりました。当然のことではありますが、撮影

は何日もかけて行うことになり、その中でいつの間にか現地に行く楽しみや仲間と撮影を行う楽し

さが増していくのを感じました。さらに地元の高校生アイディアコンテストで優勝したことで、生

徒個々の自己肯定感が高まっていくのを驚きとともに見守ってきました。そこから単なる知識を詰

め込む学習ではなく、フィールドワークのような実体験を伴った学びには、生徒が自ら主体的に学

ぼうという変化をもたらす効果が期待できると確信しました。 

本校では生徒たちの主体的な学びの場を創設するために、部活動と同等の位置づけで探究活動を

開始しました。人文科学・社会科学・自然科学・生活・芸術の各領域に大きく分けられ、その中で

生徒が課題や活動内容を自由に設定し取り組んでいます。これまでの地域調査活動は、社会科学地

域調査班として発展し、活動内容も拡大して通年化していきました。 
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▲初期のポスター作品：まだ文字の間隔など荒削りな部分は大きいが、基本フォーマットは完成している 

 

（3）活動のポリシーを構築する 

たった５人でスタートした地域調査と魅力発信活動でしたが、現在は部員 28 名を抱える人数へ

拡大しています。地域の魅力を発信する活動を「はままつ胸キュンプロジェクト」と名付け、現在

は第６弾の活動が終了しました。初期の活動も継続しており、生徒たちが興味をもった活動を持続

させています。活動が新聞やテレビなどで取り上げられると、多くの同じようなポスター制作やPR

活動の依頼が来るようになりました。生徒たちとそれらの依頼を受けることについて話し合う中で、

活動の趣旨を共有するためのセルフブランディングの必要性を考えるようになっていきました。そ

こから導き出された内容は以下の４点です。 

 

１：知っている場所から行ってみたくなる場所への変化を促す 

２：中高生には共感を、大人にはどこか懐かしさを感じる青春を演出する 

３：いつか戻ってきたいと思える街の魅力を発信する 

４：地元の企業と協働する 

 

この活動のポリシーは現在も部員たちに受け継がれており、自分たちの活動趣旨に合う制作や

PR の依頼を受けることにしています。活動が持続するだけでなく地域への想いが受け継がれてい

く可能性を実感できたことで、この想いが地域を持続させる鍵であると確信しました。地域の魅力

発信活動を通じて、その仕掛けづくりを構築できたと感じています。 

 

（4）全国大会の惨敗からリベンジへ 

地元での活動を自信にして、全国規模のビジネスコンテストなどに積極的に参加することで、自

分たちの活動に対する客観的評価を受けようと考えました。多くのビジネスコンテストには、地元

の特産品を用いた食品や物品の開発報告が多く、自分たちのように景観をカレンダーやフォトブッ

ク化し、どこか懐かしい風景を経済価値へ変換させるという取り組みは珍しいものでした。結果と

して広告代理やパフォーマンスを全面に出す初年度の手法は惨敗に終わりました。これは、活動の

ポリシーとともに制作するコストや還元の手法がビジネスとして明確ではなかったことが原因でし
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た。その反省をもとに再挑戦した翌年の第３回全国高校生ＳＢＰ交流フェアでは、第１位となる文

部科学大臣賞を獲得できました。リベンジに向けて心がけた点は、自分たちの活動ポリシーは崩さ

ず、ＰＲのためのポスター制作だけでなく協働した商品をどう発展させるかということでした。具

体的には、地場産業である注染浴衣のメーカーと協働し、製品のカタログフォトブックを制作しま

した。これは、着用姿のイメージがしにくいという調査結果をもとにしています。さらに若者でも

気軽に着られるシャツへ加工する取り組みを行いました。この生徒の企画に地元の企業が賛同して

くださり、生地の生産・染め・販売・シャツの縫製・商標登録まで、すべて地元で実現することが

できました。生徒の真剣な想いが、地域のプロフェッショナルや企業を動かすことに繋がりました。

自分たちが着たいシャツはどんなものか。また、どうしたら自分たちの着たいシャツを作れるのか

を真剣に考えて完成させたこの「美縒」シャツは、本年度より本校の夏の準制服に採用されました。

販売 PR やポスター制作も行い、初年度は約 150 枚の売り上げを達成することができました。 

 

  
 

▲ 左：試作した美縒シャツ          中：全国での発表の様子     右：制作した販売イメージポスター 

 

（7）地域の魅力発信を通じて感じた学ぶ力の可能性 

 これまで社会科学部地域調査班として取り組んできた地域の魅力発信活動は、地場産業である注

染浴衣と協働したオリジナルシャツブランド「美縒 びより」の立ち上げに発展し、昨年度の第３

回全国高校生 SBP 交流フェアでの文部科学大臣賞の受賞に繋がりました。この活動を通して、生

徒たちから「地域のことをもっと知りたい！」とか「アイディアを形にするにはどんな事を知らな

くてはいけないの？」という反応が予想以上に強くありました。今回の実践のように、シャツの縫

製や生地の染色は私個人としても全くの素人であるし、普通科の生徒にとっては学ぶ機会がほとん

どない内容です。だからこそ、その都度地域のプロフェッショナルを頼り、見学だけでなく実際に

指導していただいたり、さらには制作を請け負っていただいたりという協働に発展しました。加え

て「自分たちの学校の制服に採用したい」という想いが学校を動かし、多くの困難を乗り越えなが

らも製品化にたどり着き、他の生徒たちもシャツを着ています。こうした現状は生徒たちの自己肯

定感を大きく高めてくれました。生徒たちの「もっと知りたい」という気持ちが地域の大人たちを

動かしたとも言えます。生徒たちは、学ぶ意味を見出せばさらなる学びを求めます。これまで学校

だけで支えてきた学びの土台に加え、地域全体で学びを支えることで土台が広がりより積み上げる

ことができると考えています。生徒の中に生じた「自分たちの地元をもっと学びたい」気持ちを学

校だけでなく、地域全体で育てていくことの価値の高さを実感しました。 

 アイディアを形にする過程で、意見の食い違いや方向性に迷う事は多々ありました。ただし、何
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が正解かは分からない状況で迷い苦しむ中でも、どうしたら良いのか最後まで考え行動すること、

そして何より、部員の合意を多数決ではない着地点を求めて議論する姿を見られたことに本物の成

長を感じることができました。 
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３．「衣」分野の実践 

 

●注染浴衣フォトカタログ 2020の制作プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動の経緯と狙い＞ 

 この活動は、本年度で 3 年目を迎えました。震災復興のチャリティーイベントを文化祭で実施し

ようと、地元の浴衣企業へ浴衣の貸し出しを依頼し、地盤産業である浜松注染浴衣と出会いました。

これまで制作してきた天竜浜名湖鉄道のポスターを浴衣メーカーの方に見ていただき、浴衣でも同

じようなポスターが制作できないかと依頼を受けました。そこで、その年の新作柄を生徒が着用し

カタログとしても使用できるフォトブックを提案しました。市販されている廉価な仕立て上がり浴

衣とは異なり、独特の染色を行う浜松注染は反物で販売されており着姿が想像できないという欠点

がありました。また、戦後には 100 軒を超えていた染色工場は現在 4 社しか残っておらず、安価な

輸入浴衣に押され産業の空洞化が加速しており、地域の若者達が地場の浴衣を身につけないという

という問題も目の当たりにしました。こうした問題を解決するために、自分たちの活動ポリシーを

当てはめフォトカタログとポスターの制作に取り組むことになりました。さらに、柄名はこれまで

は番号で呼ばれていました。生徒達が自分たちで柄名を考え、それにシチュエーションにあった言

葉を添えるという自分たちのポスター制作の特徴を盛り込んだ基本スタイルが確定しました。 

 初年度は、これまで浴衣の撮影をしたことが無いため、どのような場所で撮影すればよいのか、

またどのようにポーズやシチュエーションを設定すればよいか手探りの状態でした。荒削りながら

も作成したフォトカタログとポスターは、地域の浴衣産業や関係者の方から受け入れていただくこ

とができ、活動の継続が決まりました。2 年目には地域の企業「ヤマハリゾート葛城 北の丸」様

から撮影地のご協力をいただき、さらに本格的な撮影へと発展していきました。浴衣や地域のイベ

ントで展示を行っていると、たくさんの方々からポスターへの反応をいただき、生徒の中によりク

オリティを高めた作品を作りたいとい気持ちが大きくなっていきました。次ページに初年度から 3

年目にいたるポスターを例示しました。表現の仕方や小物などを使ったイメージ作りなど、画像の

＜活動のポイント！＞ 

①地場産業の注染浴衣の新作カタログを制作するプロジェクト 

 （企業の商品魅力の発信と制作プロセスの検証） 

②白井商事株式会社・ヤマハリゾート葛城 北の丸、との協働 

③これまで蓄積したポスター制作のノウハウを地元企業に還元し、広告宣伝に関わる経済的な

効果の検証を行う。 

④地場産業従事者は、産業の空洞化に伴う減少と高齢化に直面している。広告宣伝に関するア

イディアが少なく、この点をポスター制作で蓄積したノウハウを還元する長期クエストエデ

ュケーションの先行実践として継続している。 

⑤この活動を通じて、染色や服飾など進路決定に大きな変化が生じており、生徒が学ぶ意義を

見いだすきっかけになったり、活動に参加したくて本校を志望する生徒も現れている。 
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クオリティ以外にも創意工夫して取り組んでいた様子を確認できます。A1 サイズに大きくすると

いう完成形をイメージ、制作に取り組む事ができた成果だと感じています。 

 

   

初年度の作品（1年目） 2年目の作品 本年度の作品（3年目） 

 

＜実践詳細＞ 

 浴衣の季節はあたりまえの事ですが夏です。しかし、活動カレンダーのように秋から冬にかけて

生産されています。そのため、撮影は極寒の 1 月に行われます。こうした服飾業界の季節のずれを

生徒は身をもって学んでいきます。11 月には翌年の新作柄が決まり、急ピッチで撮影用の浴衣を仕

立が仕立てられていきます。これに合わせ生地のサンプルをいただき、生徒達で着用する浴衣の柄

を決めていきます。浴衣は反物や生地で見る雰囲気と、実際に着用した雰囲気が大きく異なり、浴

衣選びを難しくしています。生徒達も、自分の普段着ている好みの服の色と大きく異なる色の浴衣

が似合うことに驚いていました。そのため、生地サンプルをいただき、実際に体に合わせる事で担

当者を決めるようになりました。活動を始めた初年度はこの似合う色や柄が決められず苦戦しまし

たが、活動も 3 年目に入ると先輩達から指導を受けた経験のある生徒達が上手に柄を割り振ること

ができるようになりました。決まった柄に合わせて、帯・下駄の色を合わせてトータルコーディネ

ートをし、決定したコーディネートを写真に収め着付け進行用に一覧にしました。撮影イメージを

固め、撮影に必要なうちわや和傘など小物の手配をし、より夏らしい雰囲気の演出を考えた準備に

入っていきました。 

実際の撮影は 1 月 5･11･12 日の 3 日間行いました。当日の朝は気温 4 度という厳しい状況の中、

7 時から着付けに入り、順次撮影に入りました。ヘアスタイルやメイクを手伝いに、卒業生も駆け

つけ慌ただしく着付けがスタートしていきます。極寒の中で撮影を行いますので、インナーが見え

ないようにチェックしたり、風で裾がめくれないようにガムテープで固定したり、生徒達がそれぞ

れの役割を実行して撮影が行われます。撮影部隊だけで、カメラ撮影・レフ板・ポーズ指示・進行

担当が分かれて動いています。特に冬場の撮影は 14 時を過ぎると日が傾き、光線が黄色くなる傾

向が強く出て、夏らしいイメージとはかけ離れてしまいます。総柄数が 30 を超えますので、1 つの

柄につき 15 分程度で納得いくカットを撮らなくてはならず、コマーシャルフォトの難しさを痛感
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していました。 

 撮影後は、撮影したカットからカタログに使用する写真を選定していきます。3 日間の撮影で総

カット数は 2000 枚を優に超え、ちょっとした角度や表情にも厳しく選定の編集会議が行われまし

た。決定した写真をもとに、柄名と添えるコピーライトを考えていきます。何度も何度も校正を重

ねて、写真に柄名・コピーライトをコンピュータ上で重ねてポスターを制作していきます。完成し

たポスターデータを元に、フォトカタログへとページに割り振って制作していき、印刷工程に回し

ていきます。この過程は出版社において制作に関わるプロセスを、生徒にも経験させていくことを

狙っています。完成したポスターとフォトカタログは全国の販売店に向けて配布されます。 

 

●活動カレンダー 

月 活動内容 

10月 白井商事様より 2020年度の新作柄決定の連絡を受け、プロジェクト本格始動した。 

撮影地のロケハンを行い、この年の撮影候補を調査した。 

11月 2020年度新作柄一覧を出力し、生徒間で着用担当者の選定を行った。 

ヤマハリゾート葛城 北の丸様と、撮影日程を協議し決定していった。 

12月 生地見本が到着し、着用担当者の正式決定をし、帯や下駄など衣装合わせを実施 

撮影イメージを作り撮影小物などリストアップして準備に入る 

撮影タイムテーブルを制作し、進行スケジュールを制作した。 

1月 5日：時間のかかる表紙およびメインカットの撮影を少人数編成の撮影班で実施した。 

11～12日：生徒に割り振った各柄をタイムテーブルに沿って撮影を行った。 

下旬：撮影した写真の選定と柄名を分担して考案していった。 

2月 上旬：決定した写真に基づいてポスターに掲載する言葉を各生徒で分担し制作 

中旬：制作したコピーライトを修正しポスターデータをＰｈｏｔｏＳｈｏｐＣＳ６にて制作 

下旬：ポスターおよびフォトブックのデータを発注 

3月 3日：フォトブックの完成を受け、検品して白井商事様に納品 

8日：ＳＢＳテレビ放送「元気！しずおか人」にて制作の様子が放送された。 

9日：ポスター完成し、フレーム入れして白井商事様に納品 

20～21日：地域の繊維産業イベント「いとへんのまち」にて完成披露 

（本年度は新型コロナウイルスの影響で 6月に延期となった） 

 

  

柄の担当決め 撮影風景 
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撮影準備 完成したフォトブック 

 

 

＜活動の検証＞ 

 この浴衣フォトカタログ制作プロジェクトは、生徒にも大変人気のプロジェクトです。浴衣への

憧れから挑戦する生徒が多いのですが、実際に地場産業の注染浴衣に触れるとその魅力に惹かれて

いく生徒が多数出ました。現在所属する生徒のほとんどは、注染浴衣を購入してイベント等で着用

しています。これは、工場見学などを通してメーカーや職人の方のこだわりを見てきたことや、実

際に着用して既製品にはない着心地の良さを体験したためであると分析しています。高齢化が進ん

でいる浴衣産業を活性化させるＰＲ活動という目的で制作に取り組んでいましたが、生徒自身が注

染浴衣の魅力を知り着用することで、若い世代にも認知度を高め購入層を広げることに繋がりまし

た。 

 また、物作りではなくポスターというビジュアル制作活動は、現在のＳＮＳなどと相性がよく本

校部活（探究活動）の Instagram 公式アカウントでも公開をしています。こうした情報発信により

多くの方々の目にとまり、本年度は SBS テレビの「元気！しずおか人」の番組にて、浴衣フォトカ

タログ制作の様子を密着していただきました。「浴衣を着て、写真を撮って、ポスターにする」とい

う一見単純な活動ですが、撮影データをポスターに加工するという Art の取り組みが地域の魅力の

発信に対して大きな効果があることを実証できたと感じました。またイベント等でポスターを掲示

したり浴衣を着用する中で、多くの方々から取り組みへの評価をいただき、生徒の大きな自信に繋

がりました。活動に参加してきた高校 3 年生の中に大学で伝統的な染色を学びたいという生徒も生

じており、本プロジェクトが地域の魅力発信と共に、生徒の将来のキャリア形成にも影響したこと

は大きな収穫でした。 
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制作ポスター1 制作ポスター2 

  

制作ポスター3 制作ポスター4 
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●第４回全国高校生ＳＢＰ交流フェアでの成果報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動の経緯と狙い＞ 

 全国高校生ＳＢＰ交流フェアは、毎年８月に開催されるビジネスの視点を用いた地域活性化の交

流イベントです。本校では第２回から参加しており、今年で３回目の参加となりました。第 3 回Ｓ

ＢＰ交流フェアで、地元注染浴衣の生地を用いたオリジナルシャツブランド「美縒 びより」を立

ち上げについて報告しました。第 4 回となる今回は、浴衣生地を用いて制作したオリジナルシャツ

を学校の準制服として制作してく過程を報告しました。プロトタイプとして制作したシャツを、以

下に既製の商品として改善していくか、そして流通・展開していくかが大きなポイントとなりまし

た。そこで、大量生産には値段や生産量ではかなわない自分たちの商品を、地元の浴衣メーカーや

縫製業者、パターンナーの先生と協働し、形や品質へのこだわりを可能な限り生かしたまま生産し

ていく事に取り組みました。自分たちのアイディアを実現するためにはたくさんの壁があり、それ

を何度も失敗を経験しながら乗り越えていかなくてはなりません。本実践は、アイディアを形にす

る過程を学ぶ貴重な機会となりました。 

 

＜活動のポイント！＞ 

①注染浴衣生地を用いた制服化プロジェクトの報告発表 

 （地域魅力化の取り組みの発表と外部視点の導入） 

②白井商事株式会社、株式会社ミズタニ、地元のパターンナー、との協働 

③ビジネスの観点を用いた全国各地の様々な取り組みを発表する場であり、活動を通じた相互

交流や他者の視点を取り入れる機会として有効である。 

④地域の魅力を発信する場として、外部評価を得られるだけでなく生徒同士の交流の場がある

ため、広い視野の育成に大きな効果があった。 

⑤客観的な評価を得ることで、生徒の取り組みの効果の確認と自己評価の高まりを感じること

ができた。 
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元となった美縒シャツ制作 ブランドイメージをポスター化 

＜実践詳細＞ 

 地場産業である注染浴衣生地を用いて、もっと浴衣を気軽に着られるようにオリジナルシャツ「美

縒」を考案しました。これは、地元のシャツ作家の力を借り、着姿がきれいに見えるシルエットを

徹底的に追究したり、柄を入れる場所を自由にオーダーできるシステムにしたり、こだわり満載の

商品でした。しかしその結果、値段は 1 枚 1 万 5 千円程度と高額になってしまいました。しかし、

このシャツの値段を下げるには大量に同じ形と色を生産するしかないことは検証してありました。

昨年度、学校側と交渉し夏の準制服として採用してもらえるよう、理事長や学校長、そして職員会

議で生徒達がプレゼンを行いました。その結果、自由に選択できる準制服として採用が決まり、同

じ色と形で多くの枚数を販売する状況が整いました。 

 しかし、実際の生産は大きな課題の連続でした。試作したシャツは、制作する部員の生徒に合わ

せてシルエットがきれいに見えるように徹底的に形にこだわって制作しました。そのため、他の生

徒が着ると動きにくさやきつい部分が出たり、袖や丈の長さが合わず着にくくなってしまったりし

ました。市販の衣類もＳ～ＸＸＬなどサイズ展開していますので、本校は中高一貫のため多くの生

徒に対応するためにこの 5 つのサイズ展開を考え、男女別にシャツの形を変え合計 20 種類の生産

を計画しました。そこで大きな問題は、型紙の作成に大きな金額がかかるという事です。一枚制作

するためには 2 万円弱がかかりました。生徒はもちろん型紙（パターン）の事など知るわけもなく、

簡単にシャツが量産できると考えていました。生産するにあたり、約 30 万円の型紙投資のマイナ

スからのスタートとなりました。この問題には、生徒達に購入のリサーチを行い年間の販売枚数の

予測を立て、約 2 割の生徒が購入すると計画しました。この販売を 4 年間積み上げ、生じた利益か

ら型紙の初期投資を償却し、なるべく安く生徒達に提供しようと考えました。 
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 さらに問題は続きます。オリジナルで制作したシャツは、制作担当した生徒のサイズに合わせた

オーダーメイドでした。これを多くの生徒に合わせていくためには、Ｓ～ＸＸＬのサイズにグレー

ド展開（グレーディング）をしていかなくてはなりませんが、オーダーメイドで試作していたため

基本となるサイズがありませんでした。これは大きな問題でしたが、協働した縫製業者のプロの方

も教員も解決策を提示することはしませんでした。生徒達は保健室での身体測定データに注目し、

本校の平均的な身長や体重などを分析し、標準体型を計算していきました。そして、その標準体型

に近い生徒をＭサイズと規定し、首回りや胸囲など詳細なデータを計測して型紙用のデータとして

提供しました。さらに最も大柄な生徒をＸＸＬサイズと規定し同様にデータ化していき、ＭとＸＸ

Ｌの間のサイズを均等に分割してＬやＸＬのサイズを決定していきました。 

 もう 1 つは動きやすさの問題でした。形を優先して試作していたため、机に向かう前屈みの姿勢

になった時に腕回りなどに動きにくさを感じてしまいました。学校の準制服に採用するということ

で、学校生活に合わせた動きやすさを追究していきました。袖を若干前よりにつける前フリ、ポケ

ットの補強、襟を高くしすぎない、柄が見えるようダーツの位置を調整など、改善点は 10 カ所以

上にも上りました。しかし、形がきれいに見えるシルエットを追究するというこだわりは棄てず、

自分たちの着たい制服を制作するという目標を追求し続けてくれました。 

数々の困難を乗り越え販売結果は大成功！ではなく、実際には 187 枚と目標の 200 枚には届かな

い結果となりました。販売においては本校が冷暖房完備で半袖のシャツでは寒い、日焼けが気にな

る、お手入れが面倒などなど、様々な意見が寄せられました。販売するにあたって、マーケティン

グやリサーチの不足が露呈していきました。今後、どのように改善していくか次年度へ引き継いで

いきます。またこの取り組みを発表し、大きな注目を集めることができたことは、生徒にとっても

大きな自信になりました。 

  
パターンナーの先生と形状検討 縫製業者との検討会 

  

販売の様子 ＳＢＰ交流フェアでの発表の様子 
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＜活動の検証＞ 

 本プロジェクトの実践ポイントは、自分達のアイディアを形にするプロセスを試行錯誤しながら

経験することでした。型紙の初期投資の回収、サイズ展開のための計測値、動きやすさとシルエッ

トの妥協点、販売枚数の低迷など、事業としては成功とは言えません。しかし、教育活動として取

り組んだ本プロジェクトは、アイディアを形にする試行錯誤や目標を達成するために生徒達が得意

な分野に分かれ分業するという過程をとり、大きな成果があったと言えます。 

 型紙やサイズの展開には、本当に何度もの失敗がありました。それでも簡単に解決方法を提示せ

ず、期日を決め生徒が回答を出すのを待ってくださった縫製業者やパターンナーの先生など、協力

してくださったプロフェッショナルの方々の助言や理解があったからこそ実現できたプロジェクト

であると強く感じました。また、26 名とう生徒で取り組んできましたが、プロジェクトを実施して

いくなかで、標準的な寸法の割り出し、販売予測、デザイン、イメージポスター制作など、様々な

分野に分かれて活動していきました。実際の企業の部門のように、生徒達が自分にできることに分

かれて活動したのです。これは生徒それぞれが持つ個性や特性を互いに認め合い、多様な価値観を

もって活動することができた結果であると考えています。 

 第 4 回ＳＢＰ交流フェアでは最終プレゼンに進むことはできませんでしたが、来場された多くの

方々から問い合わせがあったり、参加した他校生徒がシャツを試着したりするなど、多くの注目を

集めることができました。また県内のテレビ局からの取材もあり、取り組みに対する生徒の自己肯

定感が高まるのを感じました。活動に対して外部評価を受けることで自分たちの取り組みを振り返

る機会となり、さらに次年度に向けての大きな目標を設定することができました。 

 

  

着用している生徒達 テレビ番組の取材を受ける 
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●浴衣生地アパレルプロジェクト（企業制服・スカート制作） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動の経緯と狙い＞ 

 本プロジェクトは、複数年かけて実施するクエストエデュケーションを検証する場として、浴衣

プロジェクトに協働してくださっている白井商事様との協働で実践しました。これまでは、注染浴

衣のＰＲのためにフォトカタログを制作や浴衣生地を活用したシャツの制作を行ってきました。そ

の中で、「もっと多くの方々に注染の良さを感じて欲しい」という課題に対して、若い高校生の力で

どのようなアイディアを実現するかという提案をいただきました。これまで継続しているプロジェ

クトでも、1 年の短期間で形にして成果が見えやすいプロジェクトが中心でした。しかし、この浴

衣生地アパレルプロジェクトは長期的に取り組まなくては解決できないより大きな問題が山積する

プロジェクトとなりました。本校では 2020 年からスタートする地域創造コースでは、1 年生に企

業と協働する小プロジェクトを実施し、2 年生からは自ら課題を見つけ 3 年生にいたる 2 年間をか

けて課題の解決に取り組むクエストエデュケーションを実施します。その先行実践として長期的に

取り組むプロジェクトとして浴衣生地を用いたアパレル開発を実践することとなりました。また、

高校生としておしゃれを楽しむことも興味関心の 1 つで、既存の学力観だけではなく服飾やデザイ

ンという価値観も他の能力と同様に評価される場を作りたいという狙いがありました。その取り組

みとして、聖隷健康センター様の制服の受注と他の企業へ制服提案に挑戦しました。 

 

＜実践詳細＞ 

 本校の準制服として採用された美縒は、多くの新聞やメディアに取り上げられて高い注目を集め

ました。生徒の中にも服作りやデザイン・配色などに興味を持つ生徒が増え、シャツ制作で蓄積し

たノウハウを活かしたいと考えるようになりました。そんな中、聖隷健康センター様からセンター

の制服として採用したいとの打診が入りました。早速、健康センター様との打ち合わせや実際に着

用される現場や着用される方々のフィールド調査を開始しました。注染は型紙を使って染料を流し

込んで染める方法ですので、型紙を使用して小ロットでも配色を変更することができます。このメ

リットに注目して、健康センター様オリジナルの配色を提案することにしました。型紙をデジタル

＜活動のポイント！＞ 

①地場産業の浴衣企業との協働による企業制服の開発プロジェクト 

 （注染浴衣メーカーと協働した商品開発プロセス検証） 

②白井商事株式会社・静岡県繊維協会・地元のパターンナー・聖隷健康センター、との協働 

③デザインの歴史や技術など芸術系教員の力を借りながら、織り・縫製・型紙など地域のプロ

フェッショナルの力を借り、アイディアを形にする取り組みである。 

④地場産業の活用として、企業の制服受注や一般販売の衣服を制作するなど、地域の魅力的な

産業の現代化に挑戦している。地場産業への愛着と誇りを形成することに成果を上げている。 

⑤制服化プロジェクトは、すでに企業からの受注に成功しており、テレビ番組で特集されるな

ど注目されている。現在は、継続した制作への問題解決に取り組んでいる。さらに、伝統的な

染色手法を現代的な生地へ応用する試験的な取り組みに発展している。 
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データ化して、塗り絵のように着色できるように加工し、フィールドワークや着用する方々のヒヤ

リングを反映して生徒がそれぞれ染色案を作成しました。できあがった多くの配色案の中から 4 種

類を選択し、健康センター様へと提案しました。その中から 1 つが選ばれ、実際に染色過程を経て

制服シャツへと加工することができました。シャツの型紙は自分たちで作成したものを流用したた

め、オリジナルの染色を施してもかなり安価に制作することが可能になりました。 

 

  

染色プレゼンの様子 納品の様子 

 

 この服飾の制作の経験を通じて、白井商事様から依頼を受けたオリジナルのアパレル展開を進め

ていきました。浜松の浴衣の生地は、昔ながらの小幅という約 50 センチ程度の幅しかない反物を

織る専用の機械で織られます。通常の布地は広幅という 1 メートルを超える幅を織ることができる

機械ですが、浴衣生地の織機は布地幅の制約がありました。生徒達と織屋（布地の生産工場）を見

学して、その昔ながらの生産方法に驚きました。さらに、浴衣生地は通常の布地よりも糸の間隔が

広くとられており、風通しは良いのですが透けやすいという特徴を持っていました。これらの特徴

から、服飾に使用するには大きな制限があることが分かりました。 

 さらに染色にも大きな問題がありました。注染の染色方法は反物を約 90 センチごとに折り返し

て染めるため、この間隔ごとに上下が反転してしまいます。そのため、上下の方向性が強い柄は反

転してしまい違和感が出るため、通常の服飾には使いにくい特徴を持っていました。そこで、これ

までの伝統柄ではない柄の型紙を使用して上下の方向性が弱い柄を使用することにしました。また、

浴衣の生地は洗濯した際の縮みが大きくサイズ変化が大きいことや、生地が薄いため一般の服にす

る際には透け対策が必須になるなど、問題点を解消するためにレーヨン混合生地を染色することに

しました。 

 こうした生地の改良を進め、スカートの制作を進めていきました。スカートを選んだ理由は、光

が透けた時の注染の美しさを表現しやすく、柄が大きく入っても違和感が少ないと考えたからでし

た。まだ 2 次試作が完成した段階ですが、丈や生地の厚みの違いや素材の特性の影響で染料の通り

が悪いため柄が一部再現されないなど、多くの問題を抱えています。来年度は、こうした問題の改

善に取り組み、商品化を目指しています。一般の商品ではなく、企業の制服として地域のイメージ

をアピールするアイテムとして、地域に認識されることを今後の目標としています。 
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染色工場見学 デザイン画 

  

パターンの修正 2次試作 

 

 

＜活動の検証＞ 

 アパレル制作プロジェクトは、まだ企業制服としてのトータルプロデュースや普段に着られるア

イテムを生産したりする目標に向けて、本年度はまだ折り返し地点です。これは、長期間かけて取

り組むクエストエデュケーションの特徴をよく表しています。まずは取り組むプロジェクトの対象

を丹念に調査して、その特徴や課題を見つけなければならないことです。今回のプロジェクトでは、

浴衣生地の特徴を織り・糸の種類・染色の特性について丹念に調査して知り得なくてはなりません。

それは単なる知識ではなく、試行錯誤の上に浮かんできた課題に対する解決のための知識や技術で

す。今回のプロジェクトも生徒だけでは到達できず、それぞれのプロフェッショナルの方々の力を

借りて試作として形にするという目標に到達することができました。多くの生徒が最短で結論にた

どり着こうとしますが、何度も失敗した経験から学ぶ事柄は本当の学びといえるのではないかと感

じました。 

 今後は、オリジナルの染色ノウハウを活かして、地域の企業の制服を受注したり、様々な生地の

染色に挑戦しトータルコーディネートの制服を制作したりすることを目指しています。1 年で終了

するクエストエデュケーションではなく、来年度は本年度の取り組みで生じた課題の解決に挑んで

いきたいと考えています。地域の繊維や染色を活かした企業制服が、地域の特色や魅力として認知

されるようになることが、本プロジェクトの最終目標であると考えています。 
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●浴衣イベント「浴衣 DeNight」プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動の経緯と狙い＞ 

 3 年前からスタートした地場産業の注染浴衣の魅力を、フォトカタログやポスター制作といった

Art の力を用いて発信してきました。さらに 2 年前からは浴衣生地を用いたオリジナルシャツ「美

縒」の制作に取り組んで来ました。浴衣生産という「ものづくりの街」浜松ならではの、メーカー

や機織り・縫製などのプロフェッショナルの方々の力を借り、生徒達のアイディアを形にすること

に取り組んで来ました。この取り組みの中で、生徒達の間にもっと「浴衣を着る」という生活文化

を発信する方法がないか、考えるようになっていきました。そこで生徒達の活動の「知っている場

所から行ってみたくなる場所への変化を促す」というポリシーを浴衣ＰＲ活動に当てはめ、「浴衣生

産の街から、浴衣を着てみたくなる街」として魅力発信に取り組むことにしました。継続して注染

浴衣の魅力発信に取り組む中で、生徒達の中に地域の産業に対する愛着が芽生え、その魅力に引き

こまれていきました。 

また、浜松市は人口減少が進むと共に、中心部と北部地域では大きな人口格差が生じています。

これまでの活動の中では浜松市北部地域で活動することが多く、生徒達も浜松市北部地域の衰退を

目の当たりにしてきました。浜松駅前にはイベントスペースがあり、毎週のようにイベントが開催

され賑わいを見せています。こうした市内の格差を解消するために、自分たちに何ができるのか常

に考えるようになっていきました。 

そんな 2 つの想いを形にするため、生徒達高校生が主役となれるような魅力発信を 2 年間かけて

取り組みました。 

 

＜実践詳細＞ 

 昨年度、文化祭で注染浴衣の魅力を発信するためと熊本震災復興のチャリティーとして、盆踊り

を披露しました。その様子を見た静岡県繊維協会様から、2018 年 7 月の駅前ソラモでのイベント

での披露の依頼を受けました。その際に、伝統的な盆踊りと共に高校生達若い世代でも気軽に参加

できるようポップス曲で踊ることを考案しました。結果としてこのパフォーマンスがたいへん好評

＜活動のポイント！＞ 

①浜松市北部のフルーツパークとの協働による創作盆踊りのイベント「浴衣 DeNight」実施 

（地場産業の注染浴衣の魅力発信） 

②フルーツパーク（時之栖）・白井商事株式会社・静岡県繊維協会、との協働 

③多くの人が参加できる創作盆踊りの振り付けを考案した。着付けなどは、地域のプロフェッ

ショナルの力を借りて生徒たちが勉強会を実施した。 

④地場産業の注染浴衣の魅力発信は 3 年目となるが、「浴衣の生産の街から、浴衣を着てみたく

なる街づくり」をスローガンに、あえて人口減少が進む浜松市北部で実施した。若者が気軽に

参加できるシステムづくりをめざして、振付や運営も生徒と卒業生の協働で取り組んだ。 

⑤実施に関しては多くの企業や自治体から後援をいただいた。当日は約 100 名の参加者と約

400 名の来場者を集め、新聞やテレビニュースで報道された。 
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で、この経験を活かして自分たちでもイベントを運営してみたいと考えるようになりました。 

 まずは自分たちで始めた「ポップスなど慣れ親しんだ曲でオリジナルの振付を浴衣で踊る」とい

うフォーマットを創作盆踊りと名付け「浴衣 DeNight」というイベント名称を決定しました。次は

会場が問題でした。集客を考えると市の中心部で行う方が有利ですが、今回は浜松市北部にあるフ

ルーツパーク様での開催を選択しました。これは、浜松中心部では浜松祭りやよさこい祭りなどす

でに集客力の高いイベントが数多くあり、それに対して北部地域では小規模なイベントが中心でし

た。こうした問題に対して、自分たちのイベント開催が少しでも活性化の力になり、中心部から北

部地域へ人の移動を生み出すことができればと考えました。フルーツパーク様からも参加型のイベ

ントの実施というコンセプトに賛同いただき、9 月の開催が決定しました。 

 本校で 6 月に実施される文化祭、7 月に浜松市中心部ソラモで行われる静岡県繊維協会主催の和

装展にて披露する演目の調整を図り、9 月の自分たちの単独イベントに向けて問題点を解消すると

いう進行をとりました。 

 選曲は大きな問題でした。イベントは幅広い年齢層がされると予想し、子供向け・中高生向け・

大人向け・さらに年配の方など、大きく 5 つの年代に分けて選曲しました。そのために、対象年齢

となる教員や保護者に若い時期にはやった曲などを教えてもらい、選曲した音源を聞いていただき

反応を確かめたりしました。 

さらに、盆踊りを「参加者が輪になって、左右対称に繰り返す踊り」と定義し、振付も簡単に踊

れるものから振付動画を見て練習しなくてはできないものまで段階的に考えました。結果的にかな

り難しいものになってしまい、そのための練習をたくさんしなくてはならなくなってしまいました。

参加者で共有するために振付動画を撮影しましたが、youtube 上にアップすると音源の著作権の問

題で共有できない問題が生じました。そのため急遽、動画を DVD にして配布するという対策をと

りました。振付の共有は、来年度以降の大きな課題となりました。 

 実際のイベントでは、屋外と言うことで想像以上にスペースを有効に使うことが難しく、イベン

ト運営の難しさを感じました。当日は、10 名あまりの卒業生がかけつけてくれ、活動記録の写真や

MC などの積極的な協力をしてくれました。活動に関わってきた生徒が、卒業後も集まり後輩たち

と共にイベントを運営していく理想的な形となりました。当日は参加者約 100 名、来場者約 400 名

と大きな賑わいを見せ、翌日のテレビニュースや新聞に取り上げられました。 

 

  

振付の練習 市中心部でのプレイベント 
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●活動カレンダー 

月 活動内容 

4月 ・創作盆踊りイベント「浴衣 DeNight」の開催をフルーツパーク様と決定した。 

・告知ポスターや参加団体募集のポスターを制作し、地域に配布した。 

・繊維協会からの協力で、着付け指導が開始した。 

5月 ・文化祭での演目調整のために選曲と振付を考案していった。 

・曲目ごとにチームを作り振付を共有していった。 

・継続して着付け指導をいただいた。 

6月 ・継続して着付け指導をいただいた。 

・文化祭で創作盆踊を披露し、披露内容や音響の検証を行った。 

7月 ・静岡県繊維協会主催の和装展にて創作盆踊り「浴衣 DeNight」を披露した。初日のトリとして 45

分間のイベントとして実施した。 

・見せるイベントにとどまり、参加できるフォーマットとなっていない事を再確認し、振付や進行など

を修正した。 

8月 ・参加団体の曲や振付を動画で共有し、進行などの準備を進めた。 

9月 ・当日朝からイベント準備を行い、イベントを実施した。当日は SBS テレビや新聞の取材が入っ

た。 

10月 ・フルーツパーク様から、イベントの入場者や売り上げなど開催データをいただくとともに、イベン

トの振り返りを相互で行った。 

11月 ・フルーツパーク様より来年度のイベント継続の打診をいただく。 

12月 ・実施のフィードバックを受け、来年度の実施案をフルーツパーク様に提案し、実施が決定した。 

 

 

＜活動の検証＞ 

 本プロジェクトは、「モノづくりの街から、コトづくりの街への変化」をテーマに取り組みました。

このコトづくりに注目した理由は、多くの外部コンテストに参加した経験からでした。多くのビジ

ネスアイディアコンテストには、地域の食材や産業を活かした高校生オリジナル食品や商品が披露

されることが多くあり、「売り上げ＝経済の活性化」という考え方に本校生徒達が疑問を持ち始めた

ていました。浜松はものづくりの街でありますが、自動車や機械など生徒にとって日常生活の表面、

つまり身近な商品とはなっていないのです。地場産業の浴衣に注目して活動していましたが、生産

するにはかなりの費用がかかることもこれまでの協働の経験から分かっていました。そこで地場産

業の注染浴衣をPR するというスタンスは変えず、「浴衣生産の街から浴衣を着て出かけたくなる街

への変化」と促すことを狙いとしました。商品開発には多くの費用がかかりますし、地域のプロフ

ェッショナルや企業の方々の協力が欠かせません。しかし、イベントならばその多くを生徒達が担

うことができます。もちろん、本プロジェクトはフルーツパーク様の多大なる協力があったことは

事実でありますが、事前の音源準備や振付の共有に始まり、当日の機材搬入から設営、PA 操作や

MC まで生徒がこなすことで運営の負担を極力生徒が担うことができました。そのため、実施にか

かるコストはかなり圧縮することができたイベントでした。 

さらに、来場者も施設の予想を遙かに超える 360 名超の集客があり、初回としての注目度の高さ

を示していました。生徒達の中に、「浜松市中心部から北部地域への人の流れを作る」というもう一
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つの狙いがありました。この実現にはまだまだ足りない集客数なのかもしれませんが、実証の第一

歩を踏み出すことができたと考えています。施設からのデータでは、客単価が他のイベントの約 2

倍程度あったとの報告があり、大人が来場して踊りと飲食を楽しむという狙ったスタイルが実施で

きたいと手応えを感じました。北部地域へ人の流れを生み出し、消費行動に繋げるイベントを目指

し、定番のイベントとして定着できるよう継続していきたいと思います。 

施設からは早速来年度の開催のオファーが入り、運営した生徒達も大きな自信になりました。し

かし、まだ選曲の偏りや参加しにくい振付など問題も多く残り、第 2 回に向けて大きな修正箇所を

残しています。しかし本校生徒に「来年もお姉ちゃんと一緒に踊るね」という小さなお子さんの声

や、「振付を覚えたいから教えに来てほしい」というご高齢の方の声をいただき、開催の思いが広が

っていく、そして次世代の子どもに受け継がれていく様子が印象的でした。実践した私にとっても、

生徒のなかで地域への想いが強くなっていくさまを目の当たりにでき、大きな手応えを感じました。

来年度、どのようなイベントとして運営していくのか、すでに来年度の担当生徒が打ち合わせなど

始動しています。 

 

  

イベントの様子 1 イベントの様子 2 

  

イベントの様子 3 イベントの様子 4 
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４．「食」分野の実践 

 

●浜名湖海苔メニュー開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動の経緯と狙い＞ 

 本校のプロジェクトは衣食住の観点から取り組んでいますが、食の分野はこれまでの実践の中で

あまり活発ではありませんでした。過去におにぎりなどのメニュー開発を行ったことがありますが、

仕入れの安定化や販売の赤字などから継続的な活動になりませんでした。しかし、地域の魅力を発

信する活動を継続していく中で、浜名湖海苔養殖協会様から養殖 200 周年の記念としてメニュー開

発の打診を受けました。本校のプロジェクトは生徒の判断で実施が決まります。協会からの依頼を

受け、食に興味の持つ生徒の 8 名のプロジェクトがスタートしました。もちろん生徒達だけでは市

販化に耐えうるコストやクオリティを管理できないため、実際に提供する施設の料理のプロフェッ

ショナルの協力を仰ぐことにしました。興味のある生徒が小プロジェクトを運営するスタイルは、

地域創造コース 2 年次より実践するクエストエデュケーションの目指す形です。実際に新規メニュ

ーを開発して市販化まで行うという今回の依頼は、クエストエデュケーションの先行実践として有

効であると考えました。 

 

＜実践詳細＞ 

 浜松というとウナギやシラス、ミカンなどがメジャーで、海苔の養殖が盛んであることが生徒達

にもあまり知られていませんでした。まずは、海苔の養殖を見学し、生海苔がどのようなものなの

か調査に入りました。調査を元に、どのようなメニューが可能か考えていきます。塩分を多く含み、

風味が強いことから、メニューの考案は困難を極めました。たくさんの候補の中から、メンバー各

自が自宅で簡単な試作を行いました。その試作の中から、「卵に混ぜて焼く」、「あんにしてかける」、

「麺類と合わせる」の大きく 3 つの方向性が決まりました。具体的な味の特徴を決めて、学校の調

理室で試作が始まりました。慣れない食材や調理方法のため、参考となる料理サイトを何度も確認

しながら悪戦苦闘しました。その中で、提供する施設の方々へプレゼンを行うメニューを固めまし

た。実際に披露したメニューは次のようになりました。 

 

 

 

 

＜活動のポイント！＞ 

①浜名湖養殖海苔 200 周年記念メニューの開発（地域食材の魅力発信） 

②浜名湖海苔養殖協会・ヤタローグループ・静岡県立森林公園森の家 

③このプロジェクトでは、家庭科の協力をうけ、校内施設を利用している。 

④本プロジェクトはコンソーシアムのメンバーでもあるヤタローグループとの協働であり、コン

ソーシアムによるクエストエデュケーションの先行実践として取り組んだ。 

⑤完成披露は新聞に掲載。現在、宿泊施設奥浜名湖荘にて昼食メニューとして提供中である。 
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 ヤタローグループの方 3 名に来校いただき、以上のようなメニューを提案しました。実際にお客

様に提供するプロの目から、好評な点だけでなく修正すべき点を指摘いただき、次の修正に向かい

ました。指摘を受け、最終的に提案するメニューは、海苔あんかけウドンという試作を掛け合わせ

たものとなりました。生海苔は高い温度になると変色し色合いが悪くなります。そのため、暖かい

うどんに海苔とアサリ入りあんかけをかけ、その上に生海苔をのせることで海苔の色合いと風味を

強く味わってもらうようにしました。そして、CM 撮影のために行った 9 月の合宿で、実際に提供

する形でプロの方に試作していただき、確認を行いました。最終的にあんのとろみを試作よりもっ

と強めることで、最終形が確定しました。そして合宿後の 10 月から、国民宿舎奥浜名湖にて提供

が始まり、新聞の取材を受けました。休日のランチ限定ですが現在も販売が続いており、数量限定

の提供のため完売が多くなっているとの報告をいただきました。 

 

●実践カレンダー 

月 実践内容 

5月 ・海苔養殖協会様から依頼を受け、メニュー考案を開始した。 

・考案したメニューをもとに、生徒自宅で試作したメニューを持ち寄り、提案するメニュ

ーを絞り込む。 

6月 ・学校の調理室にて提案するメニューの試作を行う。 

・試作を元に、味付けや調理方法などの見直し検討会を実施した。 

7月 ・ヤタローグループから４名来校いただき、提供するメニューを実際に調理して提案した。 

8月 ・提供する施設様で生徒から提案したメニューをブラッシュアップしていただく。 

9月 ・森林公園森の家での部活動合宿にて提供用試作の最終確認を行う。 

・あんの硬さや具材のバランスなど、調理担当の方と具体的指示を確認した。 

10月 ・週末限定メニューとして提供開始。新聞報道される。 

 

＜活動の検証＞ 

 地域の産物を利用した商品開発は、すでに多くの学校で実施しています。本校での実践でのポイ

ントは大きく２つあります。1 つはクエストエデュケーションとして、提供する養殖協会と施設か

らの依頼を受けたということです。提供を開始する期日や場所がすでに決まっているため、それに

合わせたアイディアを構築し、プレゼンする必要があったのです。そのため、生徒達が「食べたい」

メニュー 海苔ミルフィーユ卵焼き 海苔あんかけ豆腐 海苔とアサリのペペロンチーノ 

写真 

   

特徴 だし巻き卵に生海苔を加えて、海苔

の入った卵が層状になるように焼き

上げる 

湯通しした豆腐に、生海苔の入っ

たとろみの強いあんをかけて提供

する。 

海苔と地域の産物であるアサリを

使用した、海苔の塩味を活かした

ニンニク風味のパスタ 
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と思うメニューにすることはもちろんですが、来場されるお客様の年齢層や地域、そして生産者の

想いをどう表現するかなど、綿密な調査やイメージ作りが重要でした。今回のプロジェクトでは、

生徒達から出てきたアイディアもこうした視点から廃案となったものが多くありました。単に商品

を開発しても受け入れられず、「理念のない商品に価値はない」という想いを強く持つことができま

した。これは実際の企業では非常に重要な考え方であり、クエストエデュケーションを実施すると

こうした企業からの視点が養われることを実感しました。 

 2 つ目は、地域や家庭が学びの場となったということです。商品化においては提供する調理のプ

ロフェッショナルな方々はもちろん、施設の方や養殖協会の方々の協力は欠かすことができず、生

徒が答えを出す過程を粘り強く見守っていただきました。養殖や流通の現場を確認するだけでなく、

日常の食事や飲食店が提供するメニューなどにも、生徒の関心が広がっていき、注意深く観察する

ようになりました。さらに、生徒は家庭でも試作を行っており、保護者の方々のアドバイスや協力

が成果へと繋がりました。こうした学校内で完結する活動ではなく、企業・生産者・家庭など地域

全体が学びの場に変化していったことが印象的でした。 

 地域の魅力発信に向けては、単に商品開発を目的とするのではなく、その魅力をどのように伝え

るか生徒はもちろんプロジェクトに関わる地域の方々の思いを形にすることが重要だと強く感じま

した。 

 

  

試作の様子 プレゼン 

  

合宿 販売施設へのプレゼン 
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●摘果ミカンプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動の経緯と狙い＞ 

 静岡県は、愛媛県や和歌山県と並んでミカンの生産が盛んな県です。静岡県内でも、特に浜松市

北部の三ヶ日は、三ヶ日ミカンの産地として有名です。本校で沿線の魅力を発信している天竜浜名

湖鉄道は、この三ヶ日地域を走っています。この沿線のミカン畑を背景にポスターや動画の制作を

している中で、生徒達が地面に落ちているミカンに気がつきました。「摘果」は大きくなる前のミカ

ンを摘み取ることで、出荷するミカンに栄養を集中させる作業です。この摘果作業で生じたミカン

に対して、「生徒から食べられるのか？」という疑問が出ました。畑の所有者に断り、摘果ミカンを

食べさせてもらうことにしたところ、皮が厚く酸味のみが非常に強い味に生徒達は驚いていました。

ミカン農家の方の話を聞いていくうちに、摘果ミカンの廃棄処理には費用がかかることや、ミカン

農家自体も減少し耕作放棄地が増加していることを知りました。しかし本校は普通科であり、農業

や商業に専門的に特化しているわけではありません。こうした現状に対し、廃棄してしまう摘果ミ

カンの商品化に取り組むことでミカン農家の廃棄費用の負担を減らし、生徒達の大好きなミカン畑

の景観を守りたいと考えるようになりました。 

 

＜実践詳細＞ 

 これまでの経緯で述べたように、生徒が摘果ミカンに注目したのは昨年でした。そこで、ミカン

農家の方から年間の作業時期を教えていただき、本年度は摘果が始まる６～８月にかけて活動をす

ることに決まりました。まずは、８月に協力ミカン農家でミカンの摘果を行い、９月の合宿での試

作に挑みました。試作に向けてのアイディアとして、「ジャム・蜂蜜漬け・ポン酢・甘露煮」など大

きく費用を投資せずに加工することにしました。これは、商品として販売するミカンを使用するわ

けではなく、本来廃棄してしまう費用がかかる摘果ミカンを使用するため、加工にかかる費用を最

小限にとどめることで高い効果を生み出そうと考えたためです。アイディアの中で、すでにポン酢

とジャムは商品化している企業があったため、残った蜂蜜漬けと甘露煮に挑戦することにしました。 

 浜松市の三ヶ日地区では、青島と早生の２種を栽培しており、その両方での試作を行いました。

果実は農薬の散布も多く農薬が残留しているため、重曹と水で丁寧に洗い落として安全性に配慮を

＜活動のポイント！＞ 

①摘果ミカンを用いた商品開発プロジェクト 

 （地元食材を用いたプロフェッショナルとの協働） 

②ミカン農家・ヤタローグループ・コンソーシアムの外部メンバー、と協働 

③学校の家庭科の施設、地元のミカン農家、コンソーシアムの企業の力を借り、協働して商品

開発のプロセスを追う農業の 6 次産業化に挑戦しているプロジェクトである。 

④フィールド調査から見つけた耕作放棄地増加の問題に、商品開発を通じて活性化に挑戦する

プロジェクトである。コンソーシアムの食品企業の力を借りながら、農業の６次産業化に挑

戦している。販売企業へのプレゼンや安全検査など、商品化のプロセスを追うクエストエデ

ュケーションの先行実践と位置づけている。 

⑤本年度スタートしたばかりで、現在は販売企業へのプレゼンを行ったところである。来年度、

市販化を目指して長期的に取り組むクエストとしている。 
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しました。甘露煮はミカンの皮の表面に包丁で薄く切れ込みをいれ、煮込む際に味が浸透しやすい

ようにしました。摘果ミカンの重量に対して、煮込む時間だけでなく水や砂糖の種類・量を変化さ

せ、数種類のパターンを制作しました。できあがった甘露煮は、加熱しているため摘果ミカンの鮮

やかな緑色が茶色っぽく変色してしまいました。味も、青島と早生では大きく異なり、皮の厚い青

島は見た目はよいのですが皮の苦みが強く、早生は皮が薄く果汁が多くジューシーな味わいですが

形が崩れてしまうという特徴がありました。試食の結果、大人には青島の苦みが爽やかに感じて人

気で、生徒には早生が人気な一方で形の崩れが大きな問題となりました。また、蜂蜜漬けは、摘果

ミカンが小さいことから半分にカットし、そのまま蜂蜜につけ込みました。しかし、合宿ではつけ

込む時間が短く、皮の苦みや強く残ってしまう結果となりました。 

 生徒は、この試作の失敗をアイディアで解決する動きを見せました。甘露煮用に摘果ミカンを煮

込んだ残り汁、すなわちシロップに注目し、シロップをお湯や水・炭酸で割って、気軽に飲むこと

ができるのではないかと考えました。さらに崩れやすい早生を飲み物にそのまま入れることで、潰

れやすい特徴を活かしてグラスの中で潰して飲むという方法を試してみました。この摘果シロップ

ドリンクが思いのほか好評で、このシロップと甘露煮をセットで地域のお店で地元ドリンクとして

提供することを考えました。 

 この試作の成果をコンソーシアムの外部メンバーの協力を得て、遠州ビジネス交流会主催で市内

の企業の方々に実践報告させていただいたところ、大きな反響がありました。そこで、12 月に興味

を持っていただいた地域の企業や飲食店の 4 社に向けてプレゼンの機会をいただきました。このプ

レゼンでは、甘露煮を入れたソーダ割りとお湯割りを試飲いただき、1 年間を通じて地元のミカン

を味わっていただく点や子どもから大人まで楽しめる点、そして何より低コストである点をアピー

ルしました。プロフェッショナルの方々からは概ね高評価をいただきましたが、改善点やクリアす

べき課題など具体的にご指摘いただきました。具体的には、残留農薬の基準に対する調査や飲料以

外の可能性についてのご指摘で、来年度の摘果時期に再度調査・検討していきたいと考えています。 

 

月 実践内容 

6月 ・撮影活動のかたわら、三ヶ日地区のミカン畑のフィールドワークを行う。 

・ミカン農家にお邪魔してヒヤリングなどの調査を行う。 

8月 ・協力農家にて加工試作用の摘果ミカンの採集を行う。 

9月 ・合宿にて摘果ミカン加工に取り組み、試食・試飲を行う。 

11月 ・遠州ビジネス交流会にて実践報告をおこない、数社からオファーをいただく。 

・企業へのプレゼン用の再度シロップの加工を行う。 

12月 ・学校にて 4社の企業に向けてプレゼンと試飲を行い、フィードバックをいただく。 

・次年度の改善に向けて残留農薬検査などの調査・準備を進行中である。 

2月 ・第 8回全国高校生ビジネスアイディアコンテストにて発表し、準グランプリとなった。 
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合宿での初試作 収穫風景 

  

プレゼンの様子 コンテストでの報告 

 

＜活動の検証＞ 

 海苔のメニュー開発が企業からのクエストエデュケーションであったのに対し、本実践の摘果ミ

カンプロジェクトは生徒が地域の課題を発見して取り組みました。この違いは、摘果ミカンを食品

として加工して商品化することが目的ではなく、ミカン畑の耕作放棄地を少しでも減らしミカン畑

の残る景観を守りたいという目的のための手段として取り組んだという点にあらわれています。三

ケ日地域の魅力を「ミカン畑のある里山の風景」と定め、果実だけでなく果実栽培を含む生活文化

として捉えることで、長い時間を積み重ねた景観を守るために生徒自身ができる手段の 1 つとして

摘果ミカンの活用を位置づけることができました。 

 もう 1 点、本プロジェクトでは、「失敗から学ぶこと」で次の改善や新たな展開に繋げることが

できました。これまでは、失敗しないようにどうすればよいのか助言を求めることが多くありまし

た。しかし、今回は甘露煮で失敗した生徒が煮込んだ汁に注目し、これを煮詰めてシロップ化しま

した。失敗したところで諦めず、その結果を検証する過程で新たなアイディアに昇格するという経

験から学ぶサイクルを作り出すことができました。こうした経験を元に積み上げていく取り組みは、

本校で実践するプロジェクト型学習の目指す姿でもあります。それが実現できた理由は、最初に書

いたように「地域の景観を守る」ことが大きな目標であったため、この実現に向けて様々なアプロ

ーチをすることを意識できたからだと考えています。本実践報告にはありませんが、この地域への

アプローチはポスター・観光など様々な角度から行ってきており、様々な角度や方法で取り組むこ

との重要性が生徒に身についていたと感じることができました。さらに生徒の取り組みを、地域の

企業と結びつけていただいたコンソーシアムメンバーの力が大きかったと感じています。 
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５．「住」分野の実践 

 

●天浜線フォトブック＆カレンダー制作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動の経緯と狙い＞ 

 衣食住の観点の実践では、住は住環境や景観の分野と位置づけています。本プロジェクトは本校

の魅力発進活動の基礎となった活動で、地域の魅力を発信する活動を「胸キュンプロジェクト」と

名付けてポスター制作を中心に取り組んできました。この天浜線の魅力発信活動は 4 年前にスター

トしており、フィールドワークの基礎を身につけるために現在でも実施しています。これまで生徒

達と何度もフィールドワークを重ねるなかで、生徒達は天竜浜名湖鉄道沿線に広がる田園や里山の

景観を日本の原風景として価値を見いだしてきました。こうした景観を守り、そしてその魅力を伝

えたいと思う生徒が増加し、こうした地域への想いが世代を越えて継続してきた活動です。 

昨年までは、部活動経験の長い生徒を中心に天竜浜名湖鉄道の公式ポスターや動画の制作に取り

組んできましたが、本年度は基本に戻り全駅でのフィールド調査に基づく魅力発信ポスターの制作

を行いました。活動が天竜浜名湖鉄道の公認となり、また新聞などでも取り上げられてきたことか

ら、沿線地域はもちろんのこと多くの方々に応援いただけるようになりました。 

また地域の魅力発信活動に取り組んできた中で、生徒達が作り上げた 4 つの活動ポリシーを再検

討し、新入生に定着させることも目的としました。そして、本年度は完成したデータをＳＮＳ等で

発信する活動に挑戦しました。 

 

＜実践詳細＞ 

 このプロジェクトは、年間を通しての活動となりました。一時期にまとまってフィールドワーク

や撮影をしてしまうと、季節が重なってしまう事になります。まずは、生徒達は全駅のフィールド

ワークを行い、各駅の魅力をどのように表現するのかを検討しました。本校は浜松市中心部にあり、

天竜浜名湖鉄道に乗ったことも見たこともない生徒がたくさんいました。そんな生徒達と何度も何

度もフィールドワークを重ね、自由に駅や沿線の魅力を調査しました。調査の結果、全線が文化財

に指定されていることや、映画などのロケにも数多く使用されていることがわかり、沿線の魅力を

＜活動のポイント！＞ 

①天竜浜名湖鉄道との協働で継続しているポスタープロジェクト 

 （魅力発信の継続と活動目的の共有化・教材化への取り組み） 

②天竜浜名湖鉄道・中部印刷 、との協働 

③地域魅力発信のスタートとなった地元鉄道会社との協働であり、SNS などを通じて発信する

ことへの取り組みへと発展した。 

④活動初期より取り組んだ天浜線のポスタープロジェクトは、フィールド調査により現地で魅

力の発見に取り組んでいる。フィールド調査の手法や受け継がれてきた想いの共有化など、

活動を持続させる手法を検証している。 

⑤SNS で公開し発信していく中で、地元テレビ局から番組へのオファーが来るようになった。 
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「ロケなどに使いたくなる古き良き田舎の景色」と定義づけしました。 

 このコンセプトをもとに、週末を使い撮影活動がスタートしました。事前にフィールド調査した

イメージを元に、生徒達で撮影ロケにいくメンバーを選定していきました。本校で実施するプロジ

ェクトは、基本的に希望する生徒が参加する事を前提としています。撮影では全体のイメージを統

括する担当や撮影・補助・モデルなど様々に役割を分担して行いました。時には、イメージに合わ

せて車両が到着するのをまったり、天候や時間が合わないと日にちや時間をずらしたりして、イメ

ージを実現するためにこだわりを持っていました。また、通常撮影する写真とは異なり、ポスター

として制作する写真はロゴやキャッチコピーを入れるスペースを考慮して撮影しなくてはなりませ

ん。構図や露出など、何度も何度も撮影してチェックし試作することの繰り返しが続いていきまし

た。1 日の撮影カットは 1000 枚を超えています。膨大なカット数の中から、写真の選定・ロゴの

配置・コピーライトの考案など、編集会議も何度も繰り返していきました。 

 全駅分の撮影データがそろったのは 1 月になってからでした。そこからカレンダーに使用するカ

ットやフォトブックの表紙のカットなどを決め、実際にポスター制作に入ります。これは、全生徒

が分担してポスターに入れる文章を考案していきました。この作業が想像以上に難航し、イメージ

のすり合わせに苦労し、最終的なイメージの統一を図るように意見統一が行われました。最終的に、

コンピュータ上で画像データを加工してポスターを制作していきましたが、A1 判ポスターサイズ

の画像データは 1 枚で 500 メガ程度になり、作業するコンピュータの性能や保管するストレージの

容量不足の問題に直面していました。 

 完成したデータを印刷会社に送信し、カレンダーとフォトブックが完成します。現在、オンデマ

ンド印刷が進んでおり、生徒でも印刷データを作成することができ、成果物の制作が簡単に短時間

できるようになりました。情報通信技術の発達により、生徒でもこうしたポスターやカレンダーな

どが簡単に制作でき、情報の発信に取り組むことができました。現在は、youtube や Instagram に

公式アカウントを作成し、制作したポスターや動画を公開しています。 

 

  

撮影風景 活動風景 
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完成ポスター1 完成ポスター2 

  
完成ポスター3 完成ポスター4 
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＜活動の検証＞ 

 このプロジェクトは、本校の地域魅力発信活動の基礎となり、生徒からの人気も地域での認知度

も非常に高い活動です。この活動が認められ、浜松市より「青春はままつ応援隊」の認定のきっか

けとなり、また地域の企業や団体から同様のポスター制作の依頼にも繋がり、本校の魅力発信活動

が拡大していくきっかけとなっていました。SNS の発達によって、生徒達は写真を撮ることが生活

の中に深く浸透しています。しかし、今回制作したポスターやカレンダーなどはコマーシャルフォ

トと呼ばれ、撮影や制作にはノウハウが必要です。本来は地域のプロフェッショナルの方の力を借

りるべきなのですが、本校のプロジェクトでは担当教員の出版社経験を活かし制作のノウハウを補

っています。出版物やコマーシャル素材の制作過程をプロから学ぶことも大切ですが、それよりも

本プロジェクトではフィールドワークによる魅力の発掘やアイディアを形にする過程を重視しため、

学校内でスピーディーに制作活動を進めていくことを優先しました。 

そして、本プロジェクトでは魅力発信の形としてArt の観点を重視しています。生徒達がフィー

ルドワークに基づいて発見した沿線の魅力を発信するにあたって、様々な方法がありました。しか

し、日本の原風景というどこか懐かしさを感じる景観と、高校生の友情や恋愛という誰もが経験す

る青春を掛け合わせることで、多くの共感を生み出そうという生徒の考えを形にするには、ポスタ

ーというArt の力が必要不可欠でした。学力など点数や偏差値では計れない生徒たちが写真や言葉

で表現する素質を、ポスターというArt の形で地域の魅力発信につなげることができたと感じてい

ます。この活動がみとめられ、生徒達の中に自己肯定感の高まりとともに、地域への愛着と誇りを

持つことができました。この活動が基礎となって、観光甲子園や森林公園 CM など本校生徒達の活

動がさらなる発展を遂げていきました。 

  

完成したカレンダー 完成ポスター5 
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完成ポスター6 完成ポスター7 

  

完成ポスター8 完成ポスター9 
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●森林公園 CM・PR動画プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動の経緯と狙い＞ 

 このプロジェクトは、静岡県立森林公園および森林公園 森の家を管轄するヤタローグルーブ様

から依頼を受け、昨年度から継続したクエストエデュケーションの 2 年目として実施しました。昨

年度は、森林公園を舞台にポスター・カレンダー制作と、新たな試みとして CM 動画の制作に挑戦

しました。その成果を森林公園様やヤタローグループ様に認めていただき、本年度はCM 第 2 弾の

制作のクエストをいただきました。ヤタローグループ様は、本指定事業のコンソーシアム外部メン

バーでもあり実践の理念に賛同していただいています。クエストエデュケーションの検証の目的を

理解いただいた上で CM 制作という条件のみを提示していただき、生徒の自由な活動を推奨してく

ださいました。CM という枠のみが決められたクエストに、昨年の習得した動画制作の技術でどの

ように生徒が取り組むか、アイディア構築のプロセスを検証する取り組みとなりました。 

 

＜実践詳細＞ 

 6 月に森林公園から、第 2 弾 CM 制作の正式な打診をいただきました。生徒達は 9 月に森林公園

森の家の施設で合宿を行う事に決め、撮影に向けて準備をはじめていきました。昨年度 CM を制作

した経験から、「ストーリーボード・ロケハン・絵コンテ・配役・撮影・編集」のように細かく分担

をしていきます。部活動での経験が多い生徒達が中心となり、それぞれ生徒の得意分野に応じて分

担が決まっていきます。具体的な進行は以下のようなプロセスとなっています。 

①フィールドワークによるイメージ構築 

②ストーリーボード作成（動画全体のコンセプトとなるストーリーや設定） 

③ロケハンを行い撮影イメージの構築（撮影候補地を選定） 

④絵コンテ制作（具体的な画像イメージを作成） 

⑤配役担当 

⑥撮影（リハーサルを含む撮影全般） 

⑦コンピュータによる編集（専用ソフトを使用しての編集） 

＜活動のポイント！＞ 

①浜松市北部にある静岡県立森林公園と協働で利口客増加のための施設紹介ＣＭの制作 

 （動画制作と楽曲制作による Artの視点からの魅力発信の一般化） 

②静岡県立森林公園・森林公園 森の家・地元の作曲家 、との協働 

③本プロジェクトは森林公園での丹念なフィールド調査と利用客の統計分析を実施し問題点

の明確化を行った。これは「地域創造概論」の教科・科目を見据えている。制作に当たって

は、情報科や音楽・美術科との連携を行った。 

④地域の魅力発信は、広報活動に十分な予算が割けない地方の企業や団体にとっては大きな課

題である。高校生が取り組むことで、新しい視点を盛り込むことができた。 

⑤制作した CM はコンソーシアムの力を借りて、異業種交流会での成果披露を行った。また完

成の様子は新聞に掲載されたり、施設でも webCMとして利用されており、利用客の 2割増加

に貢献した。 
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 また CM だけでなく、施設の魅力発信として新しい表現に取り組むアイディアも浮上しました。

動画制作 2 年目といっても、生徒自身が自分たちの技術力不足を自覚していました。そこで機材や

技術に頼らずに、練習とチームワークで制作する長回し動画への挑戦を決めました。森林公園のフ

ィールドワークで、施設全体を紹介するための移動距離や時間を計測し、動画全体の長さとコンセ

プトイメージを決定しました。それに基づき、爽やかで疾走感のある曲で、同じモチーフを繰り返

し口ずさめる展開にしようと、地元の作曲家の魚路先生と音源のコンセプトを煮詰めていきました。

完成した音源をもとに、現地で各自の動きや導線などを細かく確認していきました。初日は音源に

合わせた動きの確認を行い、2 日目に撮影本番に挑みました。撮影日は 8 回目のテイクで成功させ

ることができました。完成した動画は、森林公園森の家の公式 HP に CM 動画として公開されてお

り、3 月からは静岡県庁のロビーでも公開されています。3 月には運営協議会より感謝状の贈呈を

いただき、新聞にも大きく掲載されました。 

 

  

意見を交換しながら長回し撮影を行う様子 森林公園での完成した動画の披露 
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＜活動の検証＞ 

 フィールドワークを通じて生徒達が気づいた問題点は、森林公園や施設の魅力やコンセプトに対

して、その発信力の弱さでした。確かに利用客の高齢化や減少も、問題として統計から確認してい

ました。しかし、それよりも生徒達の「子ともの頃に来て以来に訪れた」という経験を重視し、多

くの世代に知ってもらう広報広告が重要ではないかと考え、広告宣伝活動を生徒達が請け負うこと

になりました。どんな依頼でも受けるのではなく、生徒達の中で自分たちの構築した 4 つのポリシ

ーに合致するかどうかを考慮し、協働企業を検討する姿が見えるようになりました。 

 また、本校の活動の特色としてポスターや動画制作という Atr の観点を用いることが挙げられま

すが、プロフェッショナルの方々に比べれば機材や技術は劣っています。流行のドローンなどの機

材や高価なソフトに投資をすれば、表現の幅は大きく広がります。しかし、生徒は練習とチームワ

ークが重要な長回しの技法や、高校生として等身大の青春を表現したストーリーで勝負しようと挑

戦しました。地方の企業や団体は、広告宣伝に大きな費用を掛けられませんし、それは魅力発信に

取り組む本校でも同じでした。本プロジェクトでは、限られた費用の中で認知度向上と広告宣伝の

効果を上げるために、技術や機材ではなくアイディアで乗り切ろうとしました。何度も大きな壁に

ぶつかりながらも、昨年度から積み上げてきたクエストエデュケーションとして、経験やアイディ

アが生徒達の中に蓄積・共有できてきたことの効果であると感じました。そして、生徒達それぞれ

が互いの特性を認め合い、それを活かそうと多様な価値観を受け入れる姿勢が見えるようになりま

した。 

 

  

県の公園管理担当から感謝状贈呈いただく 静岡県庁での放映（2020年 3～6月） 
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●シビックパワーバトル 2019浜松市代表としての魅力発信プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動の経緯と狙い＞ 

 本プロジェクトは、年度当初に計画していたプロジェクトではなく、年度途中に浜松市広聴広報

課からの依頼で実施しました。本校は浜松市より「青春はままつ応援隊」に任命されており、市公

認で浜松の魅力発進に取り組んでいます。その一環として、各行政団体が公開しているオープンデ

ータを使用して全国 15 の市がそれぞれの市の魅力をアピールするプレゼン勝負を行う「シビック

パワーバトル 2019」に、浜松市代表として指名をいただきました。生徒達がこれまで魅力の発信に

取り組んできた実績や、大会やイベントなどのでプレゼンテーション能力を評価していただいた結

果と伺っています。単なる大会への参加ではなくプレゼンテーション能力の向上を目標とし、新コ

ース 1 年生で実施する地域創造概論のプレゼンテーション作成始動の系統性を検証しました。 

 

＜実践詳細＞ 

 6 月に浜松市広聴広報課より、シビックパワーバトル 2019 の浜松市代表として本校部活動生徒

に出場して欲しいとの依頼が入りました。社会科学部地域調査班では、依頼に対して可否の判断は

生徒自身で主体的に行うよう始動し、依頼の実現に対して教員が力を貸していく体制をとっていま

す。生徒達はあまり得意ではない統計処理やプレゼンテーション資料の作成に加え、浜松市代表と

いう責任の重さに今までになく多くの時間をかけました。最終的に、浜松の特長を高校生らしい表

現でプレゼンテーションをしてみようと結論づけ、活動が開始していきました。 

 生徒達は、シビックパワーバトルの過去の発表データを確認するところからはじめました。自分

たちの市の魅力を、面白おかしく・そして何よりも愛情たっぷりに発表する姿に共感し、浜松市の

日本 1・世界 1 をＣＭのように早いテンポで切り替えていく作戦を思いつきます。規定の 5 分間の

発表をある 1 日の高校生の日常として、生活の中に矢継ぎ早に自分たちが統計から発見した浜松市

の 1 位を効果的に発表する「女子高生の日常×統計処理」という表現をコンセプトとして定めまし

た。 

 生徒達が決めたコンセプトを実現するために、浜松市の公開する統計や各所で公開している統計

＜活動のポイント！＞ 

①地域の魅力を発信する大会への参加 

 （地域魅力発信のプレゼン制作と発表技術の向上） 

②浜松市広聴広報課・オープンガバメント推進協議会 、との協働 

③蓄積したフィールド調査の結果を活かして、オープンデータを用いた統計分析で地域の魅力

を可視化し、その結果を反映したプレゼンテーション資料を作成する。 

④地域の魅力をプレゼン資料とすることで、これまでの活動を構造化したり、表現・プレゼン

したりする力の育成に取り組んだ。自分たちの活動や考えを外部からの視点で評価していた

だくことで、多面的・多角的な視野の育成につながっている。 

⑤幕張で行われたオープンガバメント推進協議会主催のシビックパワーバトル 2019 で浜松市

代表として出場し、全国 1 位となる最優秀賞を受賞した。 
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を分析していきます。これは統計値をエクセルに入力し、他の参加する市と比較するために人口や

面積に対する比率への変換や標準偏差をとるなどの処理、グラフ化して視覚化するなど、コンピュ

ータ上で処理を行います。ここからが生徒達のアイディアでした。生徒達は、アニメーションやグ

ラフをコンピュータで表現するのはあまり得意ではありませんでした。そこで、グラフを生徒達の

手書きの絵で表現し、イラストグラフとして魅せる資料となるように工夫しました。生徒達は、自

分たちの日常を動画で撮影し、そこにグラフなどを盛り込む計画でしたが、ルールにはアニメーシ

ョンや動画などを用いることが禁止されていました。この問題を解決するために、プレゼンテーシ

ョンを行うソフトの設定を調べ、最短 0.1 秒でスライドを切り替えることができる事に気がつきま

した。この機能を利用し、写真をコマ撮りで撮影しパラパラ漫画のように見せるアイディアを実現

していきます。イラストも何度も線の太さや色の濃さなど調整し、コンピュータ上に取り込んでい

きます。これで、実際にはデジタルで統計処理やプレゼンテーション資料を作成していますが、手

書きや高校生の日常写真を盛りこんだ手作り感を演出することができました。 

通常 5 分の発表なら、5～10 枚程度のスライド数になりますが、今回のプレゼンでは総スライド

数 101 枚という資料が完成しました。動画や音源の使用不可という大会のルールはクリアしました

が、この枚数の多いデータを動かすことのできるＰＣはかなりのスペックを必要とし、大会では苦

労することになりました。実際の発表も舞台上を縦横無尽に動き回り、さらに綿密な練習でタイミ

ングを合わせたチームワークで会場を沸かせることができました。表現とアイディアが評価され、

全国第 1 位となる最優秀賞を受賞することができました。 

  

コマ撮りの手法で撮影活動中の様子 手書きで制作したグラフ 

  

ステージ上の発表の様子 最優秀賞受賞の様子（浜松市長と撮影） 
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＜活動の検証＞ 

このプロジェクトは、地域創造コースに新設される学校設定科目「地域創造概論」の中で、プレ

ゼンテーションの表現・技術を系統的に学ぶプロセスとして実施しました。活動の中で 3 つの点で

生徒に変化が見られました。 

過去の発表者の動画見ていて、自分たちの市の魅力を、面白おかしく、そして何よりも愛情たっ

ぷりに発表する姿は共感できましたが、中には他の市を卑下するような発言をする参加者も見られ

ました。もちろん笑いの 1 つとしての演出だったとは思いますが、生徒達はこの他市を卑下する演

出には共感しませんでした。自分たちは、他市を見下すのではなく、自分たちの市の好きな所を思

いつく限りたくさんＰＲしたいと考え、今回のような展開の早い発表を考案しました。この考えは、

自分たちの地域の魅力に誇りをもっていたからこその発想であったと感じました。 

 二つ目は、統計処理についてでした。このプロジェクトに参加した生徒は全員文系の 2 年生でし

た。もちろん統計数学は学んでおらず、簡単なエクセルの計算式しか使うことができませんでした。

それでもどう計算したら見え方が変わるのか、浜松市の方の力を借りて統計処理をしていきました。

この作業によって、自分たちの「なんとなく有名」という地域の特色を、客観的にみることができ

るようになりました。そして、何よりそのグラフを手書きしたということです。この作業によって、

生徒の生活には関係ない丸ノコギリや輸送用機械器具などという分野に親しみを感じるようになり

ました。この手書き統計でのプレゼンテーション作成は、「統計×Art＝郷土愛」という図式を成立

させたと感じています。 

 最後は、表現や取り組みの姿勢の継承でした。高校生に地域の魅力を聞いても、表面的な観光や

名産しか思いつかないことが普通です。しかし、本校の生徒は地場産業だけでなく農業や観光など

様々な分野の現場に飛び込み、フィールドワークを重ねてきました。実際に見たり経験したりした

からこそ伝えられる想いは、後輩たちにとって大きな目標となっていたようです。本校の部活動（探

究活動）には突出した能力をもつ生徒が数名います。こうした生徒の活動に引っ張られ全体の取り

組みが底上げされるとともに、次世代に向けて継承されていく可能性を大きく感じることができま

した。 

 

  

後輩たちが三遠南信地方の大会へ挑戦 シビックパワーバトル SENA2020最優秀賞を受賞 

 

 

 

 



~ 43 ~ 
 

６．実践の教材化 

 

本校では指定初年度をカリキュラム開発の機関と位置づけ、前項までに報告した多くの実践を元

に、教材として活用できるかどうかを検討してきました。これらの実践を元に、来年度のカリキュ

ラムに反映させるプロジェクトを精選していく必要がありました。また、プロジェクトの実践を系

統的に積み重ねるためには、実践のプロセスを校内はもちろん学外とも共有できるようにしなくて

はなりませんでした。ここからあげる 2 つの事例は、教材としてプラットフォーム化して共有化す

るための仕組み作りと、教科横断的な観点から実践するための仕組み作りについて検証したもので

す。 

 

（１）活動の教材化のためのプラットフォーム化  

青森県立鰺ヶ沢高校との協働プロジェクトを例として 

（鰺ヶ沢高校との協働ポスタープロジェクト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜活動の経緯と狙い＞ 

 本校で取り組んできた Art の観点を取り入れた地域魅力発信の取り組みとして、ポスター制作を

行ってきました。この活動は、浜松市では大きく取り上げられ、行政やメディアからも注目され、

生徒達の自己肯定感や郷土への愛着が増して行くのを実感できました。こうした活動手法が、他の

地域でも展開でき受け入れられるのか、教材化するためには検証する必要がありました。さらに、

これまで経験で行ってきたポスター作成活動の制作プロセスを明確にすることで、教材として活動

の共有化が進みやすくなると考えました。 

 第 3 回 SBP 交流フェアで生徒間の交流があった青森県立鰺ヶ沢高校と連携をとり、訪問の承諾

をいただきました。10 月に本校生徒が訪問しポスター制作を協働することで、上記の検証をおこな

いました。 

 

 

 

 

 

＜ポイント！＞ 

①青森県立鰺ヶ沢高校との地域魅力発信ポスター協働制作で、魅力発信活動の教材化を検証し

た。 

②本校が取り組んできた Art の力で地域の魅力発信するプロジェクトを他地域で実践し、作成

のプロセスの確立に取り組んだ。本校だけでなくポスタープロジェクトが他地域でも単独実践

できるように、教材としてのプラットフォーム化をするための問題点の検証を行った。 

③「地域の魅力は観光地など特別な場所ではなく、自分たちの日常にあふれている」という、

これまでの本校の取り組みを通じて生徒が感じてきたことを、他地域でも共有するための取り

組みとして実践した。 
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＜実践内容＞ 

①ポスター制作にあたって、下記の 4 つの本校の活動ポリシーを相互に共有化することを目指しま

した。 

1）知っている場所から行ってみたくなる場所への変化を促す。 

2）中高生には共感を、大人にはどこか懐かしさを感じる青春を演出する。 

3）いつか戻ってきたいと思える街の魅力を発信する。 

4）地元の企業と協働する。 

これまで自分たちが活動してきた中でも、どうしても観光地や有名な場所に目が行きがちでした。

しかし、ご覧いただいた多くの方から評価いただいたのは、何気ない日常を切り取ったポスターで

した。普段目にしている景観は地域の生活文化を大きく反映しており、その大切さに気づくことで

郷土への誇りを強化しようと考えました。 

 

②活動のプロセスを共有にあたって、制作の手順を以下のように計画しました。 

1）地域の特色を地図やインターネットを用いて情報収集する。 

 2）事前調査をもとにフィールドワークを行う。 

 3）フィールドワークの結果を基に撮影地の修正をし、フィールドワークを行いながら撮影を行う。 

 4）撮影データ選定の編集会議 

 5）ロゴやキャッチコピーの制作 

 6）コンピュータでの制作作業 

 7）できあがった作品の検証とフィードバック 

 

以上の流れで、実践しました。当初は予想通り、現地高校生は観光地を撮影ポイントとして紹介し

てきました。しかし、活動ポリシーの共有とフィールドワークで行ったロケハン（撮影の試作）に

よって、今まで気づかなかった地域の見え方に共感していきました。撮影や制作では慣れない活動

に戸惑っていましたが、本校生徒がポイントの指導や撮影を担当することで、スムーズに進行でき

ました。振り返りでは、シートを相互に記入していきました。予想以上のできに驚く声が挙がると

共に、作成することが目的ではなくどう活用するかがポイントであるとの意見もありました。活動

を通して、地域の魅力発信の課題を明確に捉えることができたと感じました。 

 

  

撮影地ミーティングの様子 両校で協働して撮影活動を行う 
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チームに分かれポスター制作活動に取り組む 完成したポスターを前に全員での振り返り 

 

＜実践の検証と課題＞ 

 本実践では、3 日間という短期間のプロジェクトで実施することから、多くの学校で実施しやす

いフォーマットとなるよう計画しました。活動をいくつかのプロセスに分けることで、生徒達が今

現在どの活動をしているか明確にすることができ、今回の実践をスムーズに進めることができまし

た。このプロセスは分割して行うこともできるため、集中的に取り組む実践や継続して取り組む実

践にも合わせることができるようになりました。 

本来の本校の取り組みではフィールドワークの時間やロケハンの時間を多くとり、時間や季節に

合わせて活動を継続して行っていくものでした。しかし今回は、短い期間の中でどれだけ魅力の発

見ができ、そして地域発信に対する本校のポリシーを共有化できるかがポイントでした。この問題

を解決したのは生徒達でした。指導者として教師が全面に出るのではなく、活動ポリシーの説明や

共有を生徒同士で行わせたり、撮影やポーズ指示なども本校生徒が指導したりすることで、できあ

がった作品にポリシーやこだわりがどのように反映しているかを鰺ヶ沢高校の生徒も感じてもらえ

るようになりました。こうした生徒間で互いに指導や助言しあうことで、活動への関心と主体性が

大きく高まったと感じました。本校生徒も先輩達の活動に憧れて活動を継続しており、先輩達と一

緒に活動することで制作のノウハウや想いも継承してきたからこそ、本校生徒が指導する形を取り

入れることができました。この形態をとることで、単独の学校で実施する場合は上級生が下級生を

指導する形で、系統的な学びとすることができるのです。活動の継続だけでなく地域への想いも継

続することが、地域を学ぶ意義であると考えています。 

 ポスター制作のための撮影は、コマーシャルフォトという通常の写真とは少し異なる考え方が必

要です。キャッチコピーやロゴを入れるスペースを考慮して制作するのですが、こうしたノウハウ

は練習によって向上することが可能です。しかし、今回の協働の実目的は、技術的な指導だけでは

なく、鰺ヶ沢の生徒に他の地域の視点を導入することを目指していました。本校生徒の制作したポ

スターでは、日常何気ない風景に多くの共感をいただきました。これは「どこか懐かしい景色」と

「高校生の青春」という、誰もが通ってきた過去の想い出を重ねた心象風景を作ったからだと分析

しています。本校のように、多くの生徒が大都市圏へ進学してしまう地方では、自分たちの住んで

いる地域の魅力に気づかないことが多々あります。魅力の発見と発信の手法に撮影とポスター制作

いうArt の視点を用いることで、写真に切り取った地域の魅力を再認識することができたと感じま

した。さらに、生徒自身が登場することで、活動が可視化され地域への参画意識も高まっていくの
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を感じました。 

あくまでのポスター制作は地域魅力の再発見手段であるため、制作を目的にせずできあがった作

品をどう活用するかが大きな課題として残りました。本校ではフォトブックへ加工して、様々なイ

ベントで披露する場を設けたり、デジタルデータの利点を活かし Instagram の公式アカウントで発

信したりしています。発信を積み重ねることで、様々な企業や団体からお声をかけていただけるよ

うになり、新たな協働へつながっています。鰺ヶ沢高校では、街の観光パンフレットを制作する会

社が注目してくださり、改訂する観光パンフレットに使用されると伺っています。魅力発信には、

Art の観点は多方面に広がりやすく、有効な手段であり多くの共感を生みやすいと確信できました。

今後も、協働地域や学校を変えて教材化の検証と活動の拡散に取り組みたいと考えています。 

 

  

完成したポスター1 完成したポスター2 
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完成したポスター3 完成したポスター4 

  

完成したポスター5 完成したポスター6 
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（２）ＥＳＤの視点を取り入れた教科横断的実践 観光甲子園の取り組みを例として 

2019全国高等学校グローバル観光コンテスト（観光甲子園）を通じた観光魅力発信プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＥＳＤの基本的な考え方＞ 

①ＥＳＤの歩み 

1992 年にリオデジャネイロで行われた国連地球サミットでは、「持続可能な開発」が中心的な

考え方としてアジェンダ 21に示され、その中に持続可能な開発の実現に向けて教育が果たす役割

が記されました。その後、2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグサ

ミット）」で当時の小泉総理大臣が持続可能な開発における人材育成の重要性を強調し、「持続可

能な開発のための教育の 10年」を提唱。2005年から 2014年までの 10年を「国連 ESDの 10年」

としました。 

 

②ＥＳＤの考えかた 

 「持続可能な開発」は、将来の世代のニーズを満たす能力を損なわず、現在の世代のニーズを

満たすような社会づくりを目指しています。「持続可能な開発」のためには、一人ひとりが、世界

の人々や将来世代、また環境との関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革することが

必要であり、そのための教育が「持続可能な開発のための教育（Education for Sustainable 

Development）」と定義されています。ＥＳＤの目標は、教育の中で持続可能な開発のために求め

られる原則、価値観及び行動が、あらゆる教育や学びの場に取り込まれ、環境、経済、社会の面

において持続可能な将来が実現できるような行動の変革をもたらすことを目標にしています。現

在、世界には、環境・貧困・人権・平和・開発といった様々な地球規模の課題があり、様々なア

プローチが必要だと考えている。近年耳にすることの多いＳＤＧｓの 17の観点の一つにもなって

います。 

ＥＳＤ学習は特別難しいことではなく、様々な視点（教科横断的に）から地域を捉え直し、そ

れぞれの取り組みをお互いに結びつけることにより、いかに具体的なアクションに繋げていくか

取り組むことだと考えています。 

 

 

 

＜ポイント！＞ 

①地域の魅力を活用したインバウンド向け観光プランを、2 年間のフィールド調査の結果を活か

して構築した。 

②大会に参加することで外部からの評価を受け、客観的に活動を振り返る機会にする。 

③教科横断的に取り組むＥＳＤの視点を導入することで、教科横断的なプロジェクトの教材化に

取り組んだ。 

⑤「住んでいる人が好きな街は、訪れる人も幸せな街」をコンセプトに、身近な景観の魅力をプ

ラン化した。予選を勝ち抜いた 10 校による最終選考の結果、全国第 1 位となった。 
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③ＥＳＤで身につけたい力 

ＥＳＤの観点から実践を行うにあたって、ＥＳＤでは以下のような力を育成することを目指し

ています。 

 

●持続可能な開発に関する価値観 ・視点 

（人間の尊重、多様性の尊重、非排他性、機会均等、環境等、教科横断的な取り組み） 

●体系的な思考力 

（問題や現象の背景の理解、多面的かつホリスティックなものの見方） 

●代替案の思考力 

（批判的思考力（クリティカルシンキング）） 

●データや情報の分析能力 

  （統計処理や分析・グラフ化などの技術や読み取り） 

●コミュニケーション能力 

  （取り組むチーム内でコミュニケーションや合意形成） 

●リーダーシップの向上 

  （本校では企画力・企画実行力と定義） 

 

＜実践内容＞ 

 NextTourism が主催する全国高校生グローバル観光コンテスト（以下、観光甲子園）では、外国

からの訪日観光客に向けて自分たちの地域に観光客を呼び込む観光プランのコンテスト（インバウ

ンド部門）を実施しています。この訪日観光客に向けて地域の観光資源を発掘するコンセプトは、

本校で実施してきたポスターや動画制作による魅力発信との親和性が高いと考えました。本年度よ

り審査項目に動画が加わり書類・プレゼン・動画の 3 観点となり、Art との融合生が高いことも本

校の実践を発表する場として最適であると考えました。 

 中心に取り組んだのは、中学生の時から社会科学部に参加している本年度で 5年目の生徒でした。

先輩達の活動に憧れ、天竜浜名湖鉄道沿線風景などポスターや動画制作の中心を担っていました。

昨年も思い入れの強い天竜浜名湖鉄道沿線を巡る観光プランを応募しましたが、36位と惨敗に終わ

りました。当時高校 1年生だった生徒は、観光プランを構築することに精一杯で、地域の魅力の分

析やその見せ方において十分な対策がとれていませんでした。その挫折の経験を踏まえて、本年度

はもう一度フィールドワークを行い魅力の再確認をし、日本の抱える観光問題であるオーバーツー

リズムに対して、地方ならではのアンダーツーリズムを提案しようというコンセプトを固めました。 

 実践の時期の詳細については、次のＥＳＤカレンダーを参照いただきたいと思います。座学で観

光学や観光問題について学び、観光に関する統計を調査し分析を行いました。統計処理は数学科教

員の助言を受けながら進め、効率よく自分たちの理論の裏付けを進めていきました。その後、オー

バーツーリズムの問題に対して、観光客の少ない地方の利点を活かしたアンダーツーリズムを提唱

することを考案します。しかし、この時点では「アンダーツーリズム」が具体的に何を意味するか

イメージできない状況でした。それを解決したのはフィールドワークでした。何度も足を訪れた地

域であっても、もう一度フィールドワークを行うことで、欧米の方が日本の田園風景に感動してい

たことを発見し、地域の持つ景観の価値に気づくことができました。今回は、その想いを正確に伝

えるために、沿線をイメージした音源をオリジナルで制作することに挑戦しました。 
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実際の大会参加に向けて、書類や動画の制作に入りました。当初は、沿線に広がる観光地や景観を

順に追っていくプランで制作を進めていました。概ね動画の制作が終わった締め切りの 1ヶ月前、

音源と動画を合わせた制作を進める中で、中心生徒から「自分の想いが十分に表現できておらず、

単なる観光ＣＭになってしまっている」という意見が出されました。メンバーで話し合い、コンセ

プトはそのままに、動画を再度制作し直すことになりました。しかし、新たに動画を撮影する時間

は残されていませんでした。そこで生徒は普段のポスター制作の時に撮りためていた動画素材をそ

のまま利用し、沿線での生徒達の等身大の日常を表現する事にしました。完成は締め切りギリギリ

となりましたが、なんとか生徒達の納得いく作品が完成しました。 

続けて、プレゼン資料を制作していきました。論点は「オーバーツーリズムに対して地方でアン

ダーツーリズムを仕掛けて観光客を分散させる」と明確になっていたため、プレゼンテーション資

料の制作は大きな苦労はありませんでした。これは、他にも多くの大会やコンテストに参加してい

るなかで、プレゼンテーション資料の作成能力が高まっていたこともスムーズに進めることができ

た要因でした。生徒からは、「大会で自分たちの制作しているポスターを観光用にアレンジして提案

したい」とのアイディアが生まれてきました。このような現状に満足せず、さらなるアイディアを

創り出す姿勢は本校の求める生徒像でした。実際に 9枚の観光用ポスターを制作し、生徒達の得意

とする日本の原風景に青春を重ねる手法でアピールすることを挑み、Art の力を用いた魅力の発信

を行いました。 

練習が不十分で、発表当日は納得のいく発表ではありませんでした。しかし、想いを伝えるため

に試行錯誤しオリジナルの音源を制作した動画は高い評価をいただき、また完成したポスターも高

評価をいただきました。生徒達が取り組んできた地域の魅力を Artの視点を用いて発信する取り組

みが評価されたことは、生徒達にとって大きな自信となり、また実践した私にとってもＳＴＥＡＭ

教育の推進に大きな可能性を感じることができた機会となりました。 

 

  

動画作成のためのフィールドワークの様子 コンピュータでの動画編集の様子 
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決勝でのプレゼンの様子 観光甲子園グランプリ受賞の様子 

 

 

＜教科横断的なプロジェクトの運用＞ 

実際に、ＥＳＤの観点をプロジェクトに取り入れ、活動した様子をＥＳＤカレンダーにまとめて

みました。特別にＥＳＤのために何かをするというのではなく、地域の魅力を活かした観光ＰＲと

いう目的のために、様々な教科の学びが活かされたこと、また専門的な各教員の助言や指導が反映

されたことがわかります。多くの視点を取り入れることで、地域をホリスティックに捉えることに

繋がっている様子が示されています。また、ＥＳＤの視点を用いた教科横断的な取り組みによって、

生徒の多様な価値観や表現が生み出されることを実証できたと考えています。 

 

●2019年度の実践例 （ＥＳＤカレンダー 観光甲子園 ver） 

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

英

語 
      英語字幕作成  

プレゼン

練習 
  

数

学 
 

観光統計処理 

理論の裏付け 
     

データ作

成 
   

音

楽 
  音源制作依頼         

国

語 
  

エントリー

書類 
   

動画テ

キスト 

決勝資

料作成 
 

プレゼン

練習 
  

情

報 
情報収集 

エントリー

書類 
動画編集 

データ作

成 
   

美

術 
   動画撮影     

地

歴 
情報収集  撮影地選考       

地

域 
フィールドワーク 

エントリー

書類 
撮影プラン  決勝資料制作 

プレゼン

作成 

プレゼン

練習 

結果振り

返り 

次年度勉

強会 
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英語：英語でプレゼンや資料を作成する力 

国語：文章だけでなく、キャッチコピーや商品説明などの作品のイメージを生かす文章を作る力 

数学：統計を処理したり、分析結果を読み取ったりする力 

地歴：歴史的背景や地理的特徴・経済システムなどが実際の生活とどう関わるのか考える力 

芸術：事後表現や魅力発進のツールとして、絵や音楽などの特徴を用いる力 

情報：プレゼンテーション資料など、コンピュータを用いて効果的に資料を作成する力 

地域：多面的に地域の魅力を発信し、現場や現地を丹念に調査し自分の目で確かめようとする力 

 

  

完成したポスター1 完成したポスター2 

  

制作したポスター3 制作したポスター4 

 

＜実践の検証と課題＞ 

 観光甲子園のへの挑戦は、2 年間のクエストエデュケーションとして取り組んできました。昨年

度の惨敗で諦めず、それでも自分たちの地域の魅力の本質を捉えようとクリティカルシンキングで

きたこと、そして天浜線沿線地域への想いを形にするため動画やポスター制作という自分たちの得

意なArt の視点で勝負できたことが、高評価につながりました。どちらもすぐに身につくことでは

なく、長い時間をかけて地域の魅力発信に取り組んできた経験があったからこそだと感じています。

生徒にとってこうした経験を積み重ねる帰納的な取り組みが、大きな自信や成果につながっていく

ことが実証できました。この結果は、地域創造コースの 3 年間で、これまでの実践の蓄積を反映し

た地域を学ぶための系統性を考えるきっかけとなりました。観光甲子園での事例では、生徒にとっ
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ては帰納的に取り組みを積み重ねていきましたが、指導する教員は生徒達の方向性が大きくずれな

いようにファシリテートすることに徹しました。もちろん、直前で動画を差し替えるという大きな

変更も生じましたが、それも自分たちの想いを伝えるための表現や手法について本気で取り組む姿

勢があったからこその決断であったはずです。生徒の中に地域への想いが芽生えていく成長過程を

2 年かけて見守ってきましたが、こうした取り組みに後輩たちが憧れ、そして想いを継承すること

に繋がっていきました。地域の持続的な発展は、地域の魅力発信活動が持続することだけではなく、

生徒たちの地域への想いが受け継がれていることも重要なのだと考えています。長期のクエストエ

デュケーションでその想いを継続できる仕組み作りをすることが、今後の課題となっています。 

 もう 1つ、観光甲子園の取り組みではＥＳＤの視点を用いた教科横断的な取り組みを行いました。

ＥＳＤカレンダーにもあるように、多くの教科の先生方の協力をいただきました。地域魅力化にお

ける教科横断的というと、授業の中で自分たちの地域を題材に扱わなくてはいけないと考えがちで

す。実際には生徒が自分たちのアイディアを形にするために、統計や動画編集などそれぞれの場面

で各教員の助言や指導を求めていました。動画制作では、英語字幕、情報での動画編集などさらに

多くの教科の協働になっていきました。こうした既存の教科にとらわれない取り組みは、地域の魅

力を発信する活動や企業との共同には欠かせないと感じました。教科横断的な取り組みは、生徒に

とっても多様な個性や価値観を尊重し、それらを結びつける役割を果たしていました。「チームの生

徒が発表・プレゼン・音楽などそれぞれに得意な分野を活かして創り上げる」という取り組みに発

展し、これまでの様々なプロジェクトを通じて互いの多様性を受け入れる下地を作ってきたと感じ

ています。ＥＳＤの教科横断的な取り組みは、こうしたそれぞれの持つ才能を結びつける効果があ

ります。次年度は、こうした教科を越えた協働がおこるよう、各プロジェクトの取り組みを学校内

で共有する、そして学校外のプロフェッショナルの方々の力を借りて協働する活動に発展させてい

くことが課題となります。こうした活動を積み重ねて、クエストエデュケーションのカリキュラム

化に取り組んで行きたいと考えています。 

 

  

制作したポスター5 制作したポスター6 
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７．地域創造コースの概要とカリキュラム 

 

＜地域創造コースの３年間の系統性＞ 

地域創造コースでは、地域を題材にして地域の魅力の発信や課題の解決に取り組みます。高校 3

年間を通じて、多様な仲間や地域の企業と協働し、自ら問題や課題の発見から解決に向けたアイデ

ィアの実現に向けた取り組みを行います。 

1 年生次は、地域を学ぶことや大きく衣食住の観点から仲間と協働してプロジェクトに取り組む

ことを学びます。その中で、生徒が自らの興味関心や特性を理解し、個々に応じた課題の設定を目

指します。また、アイディアを形にするプロセスや発表に向けたプレゼンテーション資料の作成や

発表の技術についても、1 年生の段階で基礎を学んでいきます。 

 2 年生次は、学校が提示した課題や企業ではなく、自らが地域の魅力や課題を丹念に調査し、そ

の発信や解決に向けて、実現に向けた長期的なプロジェクトに取り組みます。活動の中で助言や協

力が必要な企業を結びつけるなど、生徒がアイディア実現するための活動を教員やコンソーシアム

のメンバーによって支援します。活動中、生徒同士の協働やチームの編成など、様々な試行錯誤を

通じて多様な個性を活かした実践に取り組みます。 

 3 年生次は、取り組みの実現と発信を行います。取り組んだ成果を外部や地域に向けて発信する

活動に取り組み、外部からの評価を受け活動の振り返りや修正を行います。また、これまで取り組

んできた経験を活かして、学年横断的な取り組みにも挑戦し、より規模の大きなチーム運営にあた

ります。こうしたプロセスを通じて、自己の将来の実現に向けた進路選定に向き合っていきます。 

 

＜地域創造コースでの系統的な学びのイメージ＞ 

学年 地域創造コースで身につけたい力（系統性） 

1 年生 

・地域の特性や課題について様々な視点から体験的・能動的に学ぶ 

・グループで協働してプロジェクトを実施し、アイディアを構築しそれを実施するプロセスを学ぶ 

・地元企業と短期の小規模プロジェクトを実施し、企業との協働について学ぶ 

・衣食住それぞれの観点から地域への理解を深め、多角的に地域を見る視点を身につける 

・他者の多様性について認め合い、複数の視点やアイディアを結びつける 

 

2 年生 

 

・地域の持つ魅力や課題についてクリティカルな視点で捉える力を培う 

・自ら課題を設定し、課題解決に向けて取り組む 

・アイディア実現のために様々な専門家や企業の力を借り、協働して取り組む 

・様々な視点を結びつけ、アイディア実現のために長期的なプロジェクトに取り組む 

・成果を外部コンテストや発表の場で披露し、外部からの評価を受け修正する 

 

3 年生 

 

・長期的なプロジェクトとして取り組んだ成果を外部に向けて発信する 

・1～3年が協働して活動する学年横断的な取り組みやプロジェクトを運営する 

・活動内容の検証・振り返りを行い、自己の進路の実現に向けた進路検討に向き合う 
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＜学校設定科目の概要＞ 

 

（1）地域創造概論 

地域創造コースでは、地域の魅力の発見に取り組む「衣・食・住」の観点において、地域の様々

な歴史的背景や対象となる企業研究など地域を観る視点を養います。さらに、調査方法やプレゼン

テーション技術について系統的に学びます。 

 地域創造概論では、主に学校内での活動を中心に地域の文化や歴史、地元の様々なプロフェッシ

ョナルの方々の仕事について学び、地域を観る視点を広げる多様な価値観を形成することを目指し

ます。また動画や統計処理を用いたプレゼンテーション資料の作成方法など、技術の向上に取り組

みます。こうした様々なプロジェクトに関わる基礎的な学習や発表スキルなどを習得し、運用でき

る力を養います。クラス全体で共通の学習課題に取り組み、コース担当者とコンソーシアム外部メ

ンバーによる協働的な授業を実施し、プロジェクト毎にプレゼンテーション技術や分析の手法、活

動報告書作成を行い、成果・行動評価をします。 

 

（2）地域創造演習 

様々な地域の魅力の発信や課題の解決に向けて、アイディアの構築や試作・プレゼンなど学校内

部・外部での企画実行に取り組みます。アイディアを実現するための協働活動や様々な企業の力を

借りながらの試作・制作活動について、実践的に取り組みます。 

 フィールド調査や個々に設定した課題の解決に向けた取り組みなど、アイディアを形にするため

に様々な手法で実践します。地域や企業のプロフェッショナルの力を借りながら課題の解決に取り

組み、実践、振り返りのサイクルを高校１年～３年にかけて継続的に積み重ねていきます。 
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＜１年次の学習計画＞ 

地域創造コース 1 年生が 1～2 ヶ月の期間で小プロジェクトに取り組むプロジェクト型学

習です。ここでは地域の魅力を衣食住の観点から多面的・多角的に捉えるために、様々なプ

ロジェクトに仲間と協働して取り組む事に挑戦します。そして、「対象の研究→フィールド

調査→課題設定→検証・試作→プレゼンテーション→フィードバック」というプロセスを身

につけ、次年度のクエストエデュケーションに向けての基礎的な考え方・技術を養います。

そのため、「年間の活動をグループによるプロジェクト学習→視点を変えてのプロジェクト

学習→複数の視点を融合させたプロジェクト」と段階的・系統的な学びを設定しています。 

このプロジェクト型学習のために、コンソーシアムメンバーを中心とした地域の企業や団

体に協力をいただき、協働プロジェクトとして実施します。地域創造コース 1 年生は以下の

ようコンソーシアムから提供される「衣食住」の観点に絞った限定的な年間計画で、短期プ

ロジェクトとして活動します。 

 

実施月 内容 詳細 

5月 
学校紹介動画作成 

（プロジェクト運営のプロセス） 

 

学校という身近で限定された空間で、フィールド調査の基本や魅力発

見の手法を学ぶ。そして、それを動画制作というＡｒｔの力を用いた発

信の手法について学ぶ。 

 

6～7月 

県立森林公園ポスター 

＆ＣＭ制作 

（「住）の視点） 

 

森林公園や浜名湖など、対象地域の魅力発信するポスターおよび

CM 動画の制作に取り組む。フィールドワーク地域を拡大し、発信手

法の確立とグループ活動の強化を行う。 

 

9～10月 
注染浴衣配色プロジェクト 

（「衣」の視点） 

 

地場産業の注染の歴史や染織方法を座学や工場見学などフィールド

調査で学び、既存の染色型を使った配色デザインの考案など Art の

視点を取り入れたプロジェクトに取り組む。 

 

11～1月 
地域おにぎり開発プロジェクト 

（「食」の視点） 

 

地域の食材を活かした、身近なファーストフードであるおにぎりの商品

開発に取り組む。フィールド調査を中心に産地調査や、調理のプロフ

ェッショナルの力を借りて企画から試作、商品化へのプロセスを学ぶ。 

 

1～3月 
天竜木材活用プロジェクト 

（３つの視点の複合化） 

 

地元の基幹産業であった林業の視点から、地元木材を活用したモノ

づくりや山林の魅力を、様々な角度から発信する。木の特性を理解し

たモノづくりや、山間でのライフスタイルや魅力の紹介など、生徒それ

ぞれの発信方法に分かれて取り組む。 
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＜２年次の学習計画＞ 

2 年生次には、生徒が自由に課題や協働する企業を選定し地域魅力化に取り組みます。現時

点では、実施の期間や問題点など、これまでの実践では十分な検証ができていない状況です。

特に、実践成果の発表や他地域との共有については、初年度の実践研究で新たに取り組んだば

かりです。研究 2 年目となる本年度は、この実践の回数を重ねて教科・教材としての一般化を

目指し、以下のようなプロジェクトを実施します。その成果は、大学や行政主催の大会やイベ

ントに応募し、プレゼンテーションの作成と発表スキルの育成を通して確認・検証します。 

 

実施月 内容 詳細 

4月 制服（夏服）制作プロジェクト 

（「衣」の視点） 

学校も生徒に対しての長期的なクエストを与え、地域の企業と協

働しながら取り組む。制服業者変更に合わせて、夏の制服をデ

ザインや機能性について検討し、学校制服として販売するまで

のプロセスを 2年かけて探究する。 

5月 青森県鰺ヶ沢高校との 

魅力発信協働プロジェクト 

（「住」の視点） 

2019 年度実施した青森県鰺ヶ沢高校とのポスター制作プロジェ

クトを継続し、相互地域の交流を通して地域の魅力化について

本校で行ってきた活動の教材フォーマット化を目指す。 

 

8月 第 5回 

全国高校生ＳＢＰ交流フェア 

浴衣イベントの取り組みを発表する。クエストエデュケーションと

して、成果発表や取り組み拡散の場として参加する。 

8月 摘果みかんプロジェクト 

（「食」の視点） 

2019 年度にスタートした摘果ミカンの有効活用プロジェクトを継

続して実施する。現在、試作まで進行しており、今後は農家との

作業・仕入や、製品化への検査・試験などを行っていく。 

9月 浴衣イベント「浴衣 DeNight」 

（「衣・住」の視点） 

2019 年度に試験的に実施した創作盆踊りイベントを発展させ、

地域のイベントとして定着させる取り組みに挑戦する。昨年度実

施した施設からは、20 年度も継続実施を依頼されたため、実践

効果を継続検証する。 

10月 三重県立紀南高校との 

魅力発信協働プロジェクト 

（「住」の視点） 

2019年度、青森県鰺ヶ沢町で実施した地域の魅力を発信するポ

スター制作プロジェクトを、三重県立紀南高校と実施する。本校

ポスタープロジェクトへの共感をいただき、成果発表と交流の経

験を生かして、活動の拡散に取り組む。 

1月 注染浴衣カタログ制作 

（「衣」の視点） 

3 年間継続している地元の注染浴衣の新作柄カタログの制作を

継続する。地域の特色、そして学校の特色として認知されてお

り、継続的に活動することで繊維産業の活性化に貢献する。 

1月 観光甲子園 2020 

（「衣・食・住」の視点） 

2018年度より、地域のフィールド調査を活かした地域の魅力発信

の一手法として観光プランの作成に取り組んでおり、19年度は全

国大会決勝に出場し、全国 1 位となった。その成果を生かし、地

域の魅力を観光資源化する取り組みに再度挑戦する。 
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＜評価に関する考え＞ 

 

地域創造概論・演習ともに、評価として数値評価と文章評価を併用します。数値評価をするため

に、ルーブリックによる観点別評価と、8 つの視点による行動評価を総合的に加味し、数値評価と

して相対評価を加味しつつ絶対評価を行います。評価の透明性を明確にし、生徒の活動参画のモチ

ベーションを維持することができます。 

こうした地域との協働プロジェクトは、テストなど点数的な評価を行うことができません。その

ため、各プロジェクトや学期の終了ごとのルーブリックによる自己および他者評価による観点別評

価が必要です。また、取り組みの発表や活動を振り返りまとめる表現や思考については、コースを

担当する複数の教員で行動評価を行います。 

 

＜行動評価基準項目＞ 

 

①協調性 ： 他者と協力してプロジェクトを進めることができる 

②傾聴  ： 他者の発言に対して共感しようとする姿勢がある 

③調査力 ： 事前学習としての準備ができている 

④分析  ： 調査したことに対してさらに深掘りできる 

⑤リーダーシップ ： 率先して集団を牽引することができる 

⑥クリティカルシンキング ： プロジェクトの問題点や自らの取り組みの本質を捉えようとする 

⑦表現力 ： 成果発表や成果資料を相手に伝わるように表現の工夫や改善しようとする 

⑧スキル ： プレゼンテーションデータや動画作成・デザイン制作などの表現技能を向上させよ

うとする 

 

行動評価は、地域創造概論・演習で身につけて欲しい生徒の到達目標を示しています。知識の定

着を問うような紙のテストではなく、様々なプロジェクトを実施していく中で、自分の能力の向上

への取り組みや仲間と協働して取り組む態度など、8つの観点から行動を評価します。取り組みや

発表の成果だけでなく、これまでよりも向上しようとする姿勢や意欲的に取り組む態度も評価して

いきます。評価は生徒の自己評価だけでなく、教員や他の生徒からの評価を相互に行っていきます。 

 またこの行動評価の目的は、もう一つあります。既存のテストによる点数ではなく、それ以外に

発表のスキルやまとめる資料の表現力など、これまでに評価されにくかった部分に焦点を当てるこ

とができるように考えました。既存の価値観だけでなく、多様な才能を持つ生徒達を互いに認め評

価できることが、この行動評価の大きな目的です。 
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＜ルーブリックによる観点別評価＞ 

実施する各プロジェクト終了時に、ルーブリックによる自己評価と相互評価をおこないます。こ

れは、取り組んだ内容を評価するだけなく、地域創造コースでは生徒達の多様性を重視し、それを

互いに認め合う仕組みを作ろうと考えているためです。 

 

【地域創造コース ルーブリック表】 

評価 知識・理解 技能・表現 関心・意欲 

Ａ 

・各プロジェクトに必要な知識に

ついて主体的に時間をかけて身

につけた。 

・プロジェクトにおける課題を理

解し，工夫を重ねた。 

・地域の企業と協働してプロジェクト

の課題を様々な技能で解決した。 

・成果発表において的確に表現し，

外部に発信した。 

・他者と関わりを持って協働し，外

部へＰＲをおこなった。 

・自分の考えをアイディアとして伝

えた。 

・日々の活動に意欲的に取り組ん

だ。 

Ｂ 

・各プロジェクトに必要な知識を

身につけようとした。  

・各プロジェクトにおける課題を

理解しようとした。 

・地域の企業と協働してプロジェクト

の課題を解決できた。 

・成果発表を発信した。 

・他者と関わりを持って協働でき

る。 

・自分の考えをアイディアとして伝

えた。 

・日々の活動に取り組んだ。  

Ｃ ・各プロジェクトに取り組んだ。 
・地域の企業と協働した。 

・成果をまとめた。 

・日々の活動に取り組んだ。 

・他者の考えを聞くことができる。 

 

●ルーブリック評価は、年間行うプロジェクト（高校 1年生次は 5回を予定）の各プロジェクト終

了時に、振り返りと合わせて行います。これはプロジェクトに取り組んだ姿勢を、自己分析ととも

に他者と相互評価することで、客観的に自分を見つめる機会や他者の多様な能力を認め合うことに

繋がります。学校で設定する地域創造概論と地域創造演習で観点の割合を変化させ運用していきま

す。成績評価のためのルーブリックによる観点別評価であると同時に、他者との相互評価を通して

自己を見つめると同時に、多様な価値観を受け入れる姿勢を育成したいと考えています。 
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８．今後の課題と展望 

 

＜ＳＴＥＭからＳＴＥＡＭへの転換＞ 

 これまでの実践の大きなポイントは２つあると考えています。１つは、芸術科がある本校には多

様性を受け入れる下地があったという点です。多様な芸術コースを持つ本校だからこそ、ポスター

や服飾という方法で表現することが、生徒だけでなく教員にも受け入れられたと考えています。発

表や論文といった言語表現だけでなく、写真やデザインという手法を用いて地域の魅力を伝えるこ

とに取り組み、その可能性を引き出すことができました。現在は、表現の幅をさらに広げ動画に挑

戦し、CM や PR 動画の制作を行っていたり、さらに浴衣を着ての創作盆踊りのパフォーマンスを

仕掛けていたりすることにも挑戦しています。「ものづくり」はもちろん大切であるが、「ことづく

り」に取り組み、人との繋がりをさらに広げていくことができればと考えています。 

もう１つは、Art の視点を取り入れたイノベーションを起こすという点です。Art とは、アイデ

ィアを形にする手法の１つであると捉えています。昨年度に生徒たちの制作した「美縒」シャツや

本年度制作した森林公園動画は大きな反響があり、地域の企業や団体からも問い合わせをいただい

ています。その中の一つである聖隷健康センター様との協働では、実際に施設の見学や意見交換を

行う中でオリジナルの配色を提案しました。生徒の配色を元に、注染工場や反物メーカーの協力を

仰ぎオリジナルの染色生地を生産し、シャツを制作しました。聖隷健康センター様へのプレゼンの

結果、制服として採用いただき、さらに地域の企業や団体からの問い合わせが来ることに繋がりま

した。すばらしいアイディアも、実現出来なければ私たちの生活には役立ちません。Art の視点は、

アイディアを形にする過程で欠かせないと考えています。「これまでのSTEMに基づく学力観にArt

を加えた STEAM の考え方で地域にイノベーションを起こすこと」が今後の柱の１つとなっていま

す。 

 

＜地域の魅力発信を通じて感じた学ぶ力＞ 

 これまで社会科学部地域調査班として取り組んできた地域の魅力発信活動は、地場産業である注

染浴衣と協働したオリジナルシャツブランド「美縒 びより」の立ち上げに発展し、昨年度の第３

回全国高校生 SBP 交流フェアでの文部科学大臣賞の受賞に繋がりました。さらに、本年度は観光

甲子園 2019 での全国優勝やシビックパワーバトルでの最優秀賞へと発展していきました。この活

動を通して、生徒たちから「地域のことをもっと知りたい！」とか「アイディアを形にするにはど

んな事を知らなくてはいけないの？」という反応が予想以上に強くなっていきました。今回の実践

のように、シャツの縫製や生地の染色は私個人としても全くの素人でありますし、普通科の生徒に

とっては学ぶ機会がほとんどない内容でした。だからこそ、その都度地域のプロフェッショナルを

頼り、見学だけでなく実際に指導していただいたり、さらには制作を請け負っていただいたりとい

う協働に発展しました。加えて「自分たちの学校の制服に採用したい」という想いが学校を動かし、

多くの困難を乗り越えながらも製品化にたどり着き、他の生徒たちもこの「美縒」シャツを着て登

校しています。こうした現状は生徒たちの自己肯定感を大きく高めてくれました。生徒たちの「も

っと知りたい」という気持ちが、地域の大人たちを動かしたとも言えます。生徒たちは、学ぶ意味

を見出せばさらなる学びを求めて主体的に行動していきます。これまで学校だけで支えてきた学び

の土台に加え、地域全体で学びを支えることで土台が広がりより多くの子ども達の学びの場を積み

上げることができると考えています。生徒の中に生じた「自分たちの地元をもっと学びたい」気持
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ちを学校だけでなく、地域全体で育てていくことの価値の高さを実感することができました。 

 アイディアを形にする過程で、意見の食い違いや方向性に迷うことは多々ありました。ただし、

何が正解かは分からない状況で迷い苦しむ中でも、どうしたら良いのか最後まで考え行動すること、

そして何より、部員の合意を多数決ではない着地点を求めて議論する姿を見られたことに本物の成

長を感じることができました。 

 

＜地域と繋がる学校＞ 

地域の魅力発信に取り組む中で、生徒たちの企画や商品化のアイディアを形にするために支援し

ていただいたのは、地域のプロフェッショナルの方々でした。様々な取り組みやイベントを通じて、

多くの繋がりができ、さらに大きな地域の方々との繋がりに広がっていきました。その結果、さら

に取り組む内容を拡大することができるという良いサイクルに発展していきました。 

また、本校で実践している地域の魅力発信ポスターやイベント運営は、特別に難しい活動ではな

いと感じています。生徒たちと「活動のハードルは下げ、クオリティは妥協しない」という信念を

共有し、アイディアを形にする活動を進めてきました。その結果、本校のポスター制作活動である

「胸キュンプロジェクト」は、島根県や青森県の高校でも実践されるようになり、来年度は三重県

でも実施する事が決まりました。たった５人から始まったプロジェクトが県外に拡散しており、本

校の実践がインフルエンサーとして周辺地域の学校へ拡大するきっかけとなることを願っています。 

  

＜地域でのライフキャリアの育成＞ 

 繰り返しになりますが、これまでの実践で生徒のアイディアを形にすることができたのは、地域

のプロフェッショナルの方々の助言や支援があったからです。この地域の方々との協働はインター

ネット上のネットワークではなく、地域の方々と直接関わってきた繋がりから生まれたものでした。

生徒たちが直接的に地域のプロフェッショナルの方々と向き合ってきたからこそ、大人の方々も生

徒の想いに賛同して協働してくださったと思っています。学校と地域の垣根を超え、学校だけでは

ない学びの場を地域で支え、学びの裾野を広げることによって、さらなる生徒の学びを積み重ねる

ことができると考えています。地域の方々との結びつきは、この活動にとっての生命線であり、地

域全体で将来地域の担い手を育成していく重要な鍵となっています。 

一連の取り組みを通じて、生徒たちの進路に対する考え方にも変化が現れてきました。首都圏の

大学に進学しても出身地の教育や経済、芸術など様々な視点から地域を考え、将来的には地域に戻

り貢献したいと考える生徒が増えていきました。卒業した現在も、地域魅力発信の活動を応援し、

時間を見つけては後輩の指導や助言を行ってくれる者も増え、現在支援組織は 22 名で構成されて

います。地域を離れることで外側から地域を捉える視点を学び、その経験をもとに後輩たちに指導

する姿は、とても頼もしく感じています。活動の中で世代を越えて地域への想いが持続することを、

今後の地域魅力発信の活動でも大切にしたいと考えています。 
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＜カリキュラム＞ 

 

地
域
創
造
コ
ー
ス
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

国
語

地
歴

公
民

数
学

理
科

保
体

芸
術
英
語

家
庭
情
報

地
域
創
造

国 語 総 合

現 代 文 Ｂ

古 典 Ｂ

世 界 史 Ａ

日 本 史 Ｂ

地 理 Ｂ

政 治 経 済

現 代 社 会

数 学 Ⅰ

数 学 Ⅱ

数 学 Ａ

数 学 Ｂ

物 理 基 礎

化 学 基 礎

生 物 基 礎

理 科 演 習

体 育
保 健

音 美 書

コ ミ ュ Ⅰ

コ ミ ュ Ⅱ

コ ミ ュ Ⅲ

表 現 Ⅰ

表 現 Ⅱ

英 語 演 習

家 庭 基 礎

情 報
小 計

総 合 学 習

特 別 活 動

地 域 創 造 概 論

地 域 創 造 演 習

4
4

4
2

4
4

2
2

3
4

2
2

2
2

2
4

7
2

2
3

4
4

2
4

2
2

2
7

6

１
年

4
2

2
3

2
2

2
2

1
1

5
2

2
3
0

1
1

3
2

２
年

3
3

3
3

3
2

2
2

1
1

3
2

2
8

1
1

2
2

３
年

3
3

4
3

3
2

1
4

3
3

2
2
8

1
1

2
2



~ 63 ~ 
 

９．新聞掲載・メディア放送一覧 

 

＜新聞掲載＞ 

 

静岡新聞（2019/5/18） 
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中日新聞（2019/5/18） 

 

中日新聞（2019/6/20） 

 

 

静岡新聞（2019/7/9） 
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静岡新聞（2019/7/24） 

 

 

中日新聞（2019/9/13） 
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静岡新聞（2019/9/17） 

 

 

中日新聞（2019/10/8） 
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静岡新聞（2019/10/8） 

 

静岡新聞（2019/10/10） 
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静岡新聞（2019/10/11） 

 

陸奥新報（2019/10/13） 
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陸奥新報（2019/10/25） 
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東奥日報（2019/10/26） 

 

東奥日報（2019/11/5） 
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静岡新聞（2020/1/14） 

 

中日新聞（2020/1/26） 

 

静岡新聞（2020/1/26） 
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産経新聞（2020/2/2） 

 

静岡新聞（2020/2/7） 
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中日新聞（2020/2/7） 

 

中日新聞（2020/2/19） 
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中日新聞（2020/3/18） 

 

静岡新聞（2020/3/19） 
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＜テレビ放送＞ 

 

 

SBSテレビイブアイ（特集にて放送） 

 

 

SBSテレビイブアイ（特集にて放送） 
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NHKテレビ「シブ 5時」(2019/11/29) 

 

 

SBSテレビ「元気！しずおか人」（2020/3/8） 
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＜その他メディア記事＞ 

 

マイナビ 進路のミカタ 
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