
Ｇ１未来創造探究 みらたん 

（総合的な探究の時間）宜野湾高校 
令和３年度 No.００２（令和３年４月２１日（水）実施） 

２回目のみらたんは【マイプ

ロの先輩に学ぶ】をテーマに

ゲスト山田果凜さん（大阪大

学２年生、㈱Familic取締役社

長Tobira Cafe経営）をお招

きして講話及び質疑応答を行

いました。講話中に多くのプ

ロジェクトの取り組み方や在

り方生き方のヒントを与えてく

れました。中でも「できるかで

きないかじゃなく、どうしたら

できるか」「実践こそ最大の

学び」「小さなことでもやって

みた方がいい」「何を得たの

か次のステップにどう活かす

か自分は何がしたいのか」

「世界が動くのは１００人が頷

いた時より、１人が覚悟を決

めた時」印象に残った言葉で

す。出会った人から得た経験

や言葉を聞き流さず、大切に

する方と感じました。この学び

を皆さんも活かして、マイプロ

という手段から自分の在り方

生き方を考えると期待します。 

本時の目的 

ﾏｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに取り組んでいる方の事

例を聞き主体性を持って探究を続け

るためのﾎﾟｲﾝﾄを掴む 

本時の目標 

①ﾏｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを行うときの評価軸

（学びのﾎﾟｲﾝﾄ）を理解する 

②評価軸の視点を持った上で事例を

聞き自分のﾏｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに活かす

ための学びを得る 

 本時の振り返り項目 

①先輩のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて聞いて

みて「面白い！」と感じたこと、ﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄ内容の質問など 

②自分のﾏｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを行う際に活

かしたい「学びﾎﾟｲﾝﾄ」と「もっとこ

こが知りたい！（質問）」 

③本日の授業を通して得た気づき

（感じたこと・考えたこと）、学び

（知ったこと・深まったこと） 

【傾聴力・学びに向かう力】本日の

授業をしっかり目・耳・心を整え

て、取り組むことができましたか？ 
 

●3：目・耳・心を集中

させ、十分な取り組

みができた 

●2：ある程度は取り

組むことができた 

●1：心が散漫な状態

で、あまり取り組めな

かった 

 【主体性】本日の授業で学ぶこと

に興味や関心を持って取り組むこ

とができましたか？ 
 

●3：興味や関心を

持って取り組むこ

とができた 

●2：ある程度は興

味や関心を持っ

て取り組むことが

できた 

●1：全く興味や関心を持って取り組めなかった 
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生徒の振り返りより（１年１組） 

①5カ国語喋れる男の子がすごいと思っ

た。また、不登校だったのに、そこから立

ち直り、自分への課題を見つけたことが

すごいと思う。 

②しっかりとした目的をもつ。 

③「できるorできない」ではなく、「どうした

いか」に着目していこうと思った。 

 生徒の振り返りより（１年2組） 
①自分の身近なことだけでなく世界中の問題などを

解決することは大変だと思ったけどその問題を解決

したりしたら達成感はすごいと思うし僕達は普段貧

困などに悩む子供たちの存在を知りながら行動す

ることが出来なかったけどこれからはそういったこと

を無くしたいしそのためにどうすればいいのかをこ

の時間を使って考えたいと思いました。 

②どこに行けばそういった活動ができるのか。 

③僕達は日本という平和な国に生まれ両親のおかげ

でここまでやりたいことなどをやらせてもらったので

ぼくはやりたいことができない子供たちや勉強した

くても出来ない子供たちのことを考えたら勉強した

くないという考えや授業中に居眠りなど絶対に出来

ないなと思いました。これからは今の環境に感謝し

て今この一瞬一瞬に感謝しながら生きていこうと思

ったしこの環境やここまで支えてくれた人に感謝し

たいです。これからはぼくが感謝される側になれた

らなと思いました。 

 生徒の振り返りより（１年3組） 
①15歳の時からボランティア活動をしていると聞

いてすごいと思いました 

②『できる、できない』じゃなく『どうしたいか』の

努力を怠らずマイプロジェクトを行っていきたい 

③『できる、できない』じゃなくて『どうしたいか』

の努力と聞いて僕もなにかする前に『できる、

できない』などと決めつけていたので、『どうし

たいか』を考えて考動していきたいです 

 生徒の振り返りより（１年4組） 
①自分で世の中を変えようとして起業という考え

に至るまでの経緯などが面白い 

②私はいつもあと一歩のところで勇気が足りない

ので勇気の出し方が知りたい 

③世の中が変わらないなら自分自身で変える、と

いう人任せにしない考えがすごくかっこよくて私

ももっと人を世の中を変えられるような人になり

たいです。 

生徒の振り返りより（１年5組） 

①世界には、ご飯を食べれない子、私たち

が当たり前にしている事が出来ない子が

たくさんいる中でこの子達が当たり前に

ご飯を食べれたり、当たり前当たり前に

している事が出来るようにするにはどう

すればいいかと考えるのが面白いと感じ

ました。 

②いっぱい失敗しても、マイプロジェクトで

自分が出来る事をとことん考えていく事

が大切だと学びました。 

③マイプロジェクトは自分達のまわりにあ

るんだという事を知ったし、世界的な問

題でも私たちがそれを改善するためにど

うすればいいか考え、実行できるという

事を感じました。 

生徒の振り返りより（１年6組） 

①他の国や地域と自分の住んでいる地域

との相違点や、独自の問題について自分

達自らの手で解決していくという達成感

なども感じることができるプロジェクトな

ので面白そうだなと思いました。 

②自分が本当にしたくて、本当に最後まで

諦めないかということを活かしたい。 

③今回の授業を通して感じた事は自分たちが

思っている「空想」と、本当に起こっている

「現実」とのギャップの差が生まれ、最初は

プロジェクトに参加する際には理解などに

苦しむと思うけど、考えていくうちに、理解で

き、解決まで持っていくと幸福感が得られる

ので、相手、共に自分にも良い企画になって

いるのではないかなと思いました。 

 生徒の振り返りより（2年１組） 

①課題は意外と身近にありそうだと思った。知

人の困事から課題は見つけられそう。 

②マイプロの目標や根本を忘れずに、自分は

何をしたかったのか何になりたいのかをよく

考えて進めていきたいです。 

③自分が思っている以上の価値を出すことが

出来ると知れたので、頑張っていきたい。 

 生徒の振り返りより（2年4組） 

①自分のやりたいことを､実際に海外に行

って､子供達にボランティアをするのが面

白いと思った。 

②やりたいと思ったことを、どんなに小さな

ことでも挑戦することを学んだ。 

③学んだことは､目的と手段を見極めるこ

とが大切だと思った。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の振り返りより（2年2組） 

①少年との出会いをきっかけに、自分のことに

気づいていく過程が、聞いて面白かった。 

②「できるできない」で考えるのではなく、「ど

うしたいか」で考えることが大切だと思いま

した。それから、その一時だけの活動ではな

く、継続的かつ実用的に活動を続けるため

の体力、忍耐力も必要だな、と感じました。 

③1歩ずつ、でも確かに活動を通して得ら

れることを吸収し、それを身近なところや

世界のどこかに役立てられるといいな、

と思いました。そして、「自分」が「どうし

たいか」を考えて、目的や手段を構成し

ていくことで、より面白い内容になってい

くのかな、と思うともう少し本格的、主体

的になるのかな、と感じました。 

生徒の振り返りより（2年3組） 
①今はコロナの影響もあって、活動できる範囲は

狭いけれど、その中で自分には何ができるのか

考えて身近なところからアクションしていけたら

面白いと思いました。 

②本来の目的と手段が入れ違ってしまわないよう

に「誰に対してのプロジェクトなのか」というこ

とを考えてそれを意識しながら、活動できるよう

にしたい。 

③コロナ禍ということもあり、どんなアク

ションができるのか、どんなアクション

をしたらいいのか、行き詰まってしまう

こともあると思いますが、その中でも

自分が今できることを探していくこと

が大切なんだと改めて気づかされまし

た。 

 生徒の振り返りより（１年4組） 
③授業を通して山田果凜さんが活動する際、その

活動に取り組むことに大切なことの『目的と手

段が入れ違いを生み出さないため「誰のため」

「なんで」を何度も認識,・『できるできない』じ

ゃないで『どうしたいか』へ努力・実践こそ最大

の学びを大切にしていると聞いて大切にしてい

るのは今後の自分の人生にも大切にしていけ

るようにしたいと強く感じました。 

 生徒の振り返りより（１年6組） 
①中学3年ぐらいの若い時からそういう取り組みをし

ててすごいと思いました。 

②自分の関心があることを大学で学ぶのもいいけど、

それより実行してみることの方がたくさん学べる。 

③“できるかできないか”じゃなくて“どうしたいか”が

大事だと思いました。それと“○歳になったら〜やり

たい”じゃなくて今やればいいという言葉をきいて、

たしかにやりたいことは今からやった方がもったい

なくないなと思いました。 

生徒の振り返りより（2年5組） 

①自分が昔行ったことある国の現状からボ

ランティアし、そこからまた別の国の問題

を解決している姿にすごいということ、そ

こから日本に繋げていて面白いと思った 

②前回のマイプロジェクトは「なんで」を何

度も確認せずに浅い内容ばかりだった

ので、もっと確認をして深く追求出来たら 

視野も広がるのかなと思いました 

③私は学生の考えるマイプロジェクトで

は、SDGsなんて出来ないと思ってい

たけど、山田さんの話を聞いて自分た

ちのプロジェクトで大きな問題を解決

することが出来るんだなと思いました。 

生徒の振り返りより（2年6組） 

①海外にでて実際にまわりの課題関心を

プロジェクトにしてて小さいことからどん

どん大きな課題を解決してたのでそこが

すごいな面白いなと思いました。 

②沖縄は賃金が低く、他県と離れているか

らお客さんが県外に比べて来にくいはず

なのにどうして沖縄で起業したのか？ 

③自分もベトナムに行ったときに、5歳ぐらい

の子が裸足で赤ちゃんをおんぶして観光客

にストラップを売っているのを見ました。そこ

で貧困問題を肌で感じました。でもそこで何

もできなかったので後悔しました。自分たち

のような未成年も海外で活動したり、起業し

たりできることにびっくりしました。海外まで

は行かなくても自分の周りの小さなことから

解決していきたいです。 

 生徒の振り返りより（2年5組） 

②マイプロジェクトを行う際に山田さんが

言っていた｢実践こそ最大の学び｣という

言葉を活かし頑張りたい。 

③自分が解決できることじゃないと思うか

ら課題だと気づかないという話を聞い

て、去年の自分はそう思ってたから課題

探しが難しかったんだと気づいた。 

生徒の振り返りより（2年2組） 
①外国のひとりの子供を養子にしたいとお父さんに言

ったときその子供が100人いたらどの基準で1人を

選ぶのかその1人だけを助けてほかの人は？という

ところで深く考えさせられました 

②できるか出来ないかじゃなくてどうしたいのかを考

えることが大事だということがわかりました。 

③実践こそが最大の学びということです。調べ物をす

るだけなら誰でも出来るけど自分で考えたことを実

践していくことが大切なんだなと思いました。 

 

生徒の振り返りより（2年6組） 

①一つの課題から課題解決に向けて動く中で

環境問題、子供、経済、社会の様々な問題

解決に向けて動きだしていくのがすごい、マ

イプロジェクトの醍醐味だと思う。 

②できるできないじゃなくてどうしたいかの

努力、私はそこがすごく弱いので動くこと

をとにかく目指したい。 

 

③私は本当に何がしたいんだろう、自分って

何ができるんだろう。かりんさんの話を聞い

てすごく考えさせられた。外国の子供達の

生々しい話を聞き悲しくなった。自分はそん

な大きいことできるのかな、って考えてしまっ

た。前向きに走り続けるかりんさんがすごく

かっこよかった。一歩踏み出す勇気が必要

だ。実践こそ最大の学びってどの分野にも

通じると思う。頑張っていきたい。 

 生徒の振り返りより（１年6組） 
①現地の人の声を知るってとても大事だと思った。 

②きっかけ。自分はこの課題についてどう思ってどうし

たいかを自分の中ではっきりさせ、マイプロジェクト

を行いたい。 

③かりんさんの言葉の中で「できるできない」ではな

く「どうしたいのか」への努力という言葉が心に残り

ました。この事はマイプロだけではなくて、何をする

時でも大切な事だと思いました。私もかりんさんみ

たいに失敗を恐れずチャレンジしていきたいです。 

 生徒の振り返りより（2年6組） 

①話を聞くまでは、そういう団体に入った方

が自分がしたいことや、人を沢山助ける

事が出来そう！と思っていました。だけ

ど、山田さんのボランティアはボランティ

アという話を聞いて納得しました。確かに

その瞬間の命は助けられるかもしれない

けど不自由ない生活を続けることを援助 

は出来てないと思いました。また、山田さ

んはカフェを通して環境問題や片親の問

題など取り組んでいて凄いと思った。 

②前回、自分は方言について取り組んで発

表をしました。だけど、ただの調べ学習に

なって発表をして活動もやりませんでし

た。それは自分たちが本当に解決したい

事や、興味がある事じゃなかったからだ 

と山田さんの話を聞いて思いました。次

はほんとに自分が興味のある事を取り組

みたいです。 

③去年の総探でも沢山の先生方から言わ

れてきたんですけど、「ただの調べ学習

や発表は誰でも出来る、実践するのが1

番の学習！｣というのを思いながら頑張り

ます！ 

生徒の振り返りより（2年3組） 
①実践こそ最大の学びという言葉が印象に残っ

ていて自分から動くことは素晴らしいと思った。 

②課題が見つからなくても、周りに困っていること

があるかどうか聞いてみたい。 

③実際に動いてみないと分からないことがあるか

ら課題を見つけ実践したい。社会や歴史を変え

るときは100人頷いたときじゃない、1人が覚

悟した時、という言葉がとても印象的でした。 

 生徒の振り返りより（2年4組） 

①その国の言葉が話せるようになってから

その国にいったんですか？ 

②やりたいプロジェクトがあっても、お金や

その国の言葉が話せないなど大きすぎて

どうしていいのかわかりません。 

③できるプロジェクトじゃなくてやりたいプ

ロジェクトをすることが大切とわかった。 

 

 生徒の振り返りより（１年１組） 

①世界の為に自分で会社を作ったことが

面白いと思った 

②気持ちがあればどんな事でも実現でき

ることを知ったから、技術だけじゃなく気

持ちも大事にしていきたい 

③自分の周りの課題だけじゃなく、世界中

の課題を見て考えていてすごいと思った 

 生徒の振り返りより（2年2組） 
①1つ解決していきたいことを見つけてからたくさ

んの色々なところに想像を広げていてすごい！

と思った。子ども食堂をお楽しみ会と称していた

りして尊敬とともに、面白い！参加してみたい！と

思いました！ 

②想像の広げ方や資源の再活用の仕方です 

③歳の近い先輩からお話を聞けて｢こういうことも

できるんだ｣と新しく学ぶことが沢山ありました 


