
高等学校教育における多様な学び
新時代に対応する力の育成や、生徒の多様な学びのニーズに対応し、
創意工夫を活かした学びを多様な高校で展開

～ ～
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多様な高校教育の取組例①＜理数分野における高大接続の取組＞

◆ 大学教員による学校設定教科「サイエンスリテラシー※」等への支援

・学校設定教科である「サイエンスリテラシー」において、講義・実習を通じて、幅広く科学者
の考え方を学ぶことや主体的な探究活動を通して、論理的考察力や表現力を育成を図る。

・１年次の「サイエンスリテラシーⅠ」においては、大学の教員や研究所の研究者から、直接
講座や課題研究の指導を受ける。多様な体験を通じて２年次の探究活動のテーマ設定や探究
方法につながる考え方や知識を持つことに役立てることをねらいとする。

※課題探究型の学習であり、探究活動の基礎→サイエンス分野の実験・実習→ゼミ形式での主体的な課題研究の実施→
英語によるプレゼンテーションを段階的に実施。
サイエンスリテラシーⅠ（１年次必履修）,Ⅱ（２年次必履修）,Ⅲ（３年次選択科目）

◆ 横浜市立大学チャレンジプログラム

・横浜市立大学と横浜市教育委員会は、教育連携に関する協定の理念に基づき、横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高校の第１期生から、横浜市立大学国際総合科学部理学系への特別入学枠を設定。

・３年次の選択科目である「サイエンスリテラシーⅢ」の取組等を総合的に評価し、合格者を決定。

・合格した生徒に対しては、横浜市立大学国際総合科学部理学系の卒業研究発表会に参加するなど入学前教育として継
続的に指導。（平成29年度は７名が本プログラムにより入学）

先進的な理数系教育を通じて世界を牽引する科学技術人材の育成を図ることを趣旨・目的としたスーパーサイエンスハイスクール
（ＳＳＨ）では、「特に期待される研究開発テーマの例」の一つとして、「高大接続の改善に資する方策の開発」を挙げている。Ｓ
ＳＨにおける高大接続を意識した特色ある取り組みとして、例えば、以下のような事例がある。

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

サイエンスリテラシーⅠ「結晶の生成
と比較対照実験」において、大学
教員とのやりとりの様子
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神奈川県立
横浜国際高校

海外進学に向けた取組

平成20年度に開校した
単位制専門高校
（国際情報科）

気づき、考え、行動するグローバル・リーダー育成の戦略的プログラムの実施

◆課題研究を通じた探究型学習

⇒総合的な学習の時間を中心に、（１）グ
ローバルビジネス、（２）国際平和貢献、
（３）世界の環境問題の３つのテーマを基
に一人一人が課題研究を実施。２年次には
日本語論文、3年次には英語論文を執筆。

◆海外研修・国内研修
⇒海外の大学生や留学生とのディスカッショ

ンやプレゼンテーションによる課題研究

将来の生徒像
グローバル人材と
しての将来像を明
確に持ち、論理的
に日本語・英語で
意見を述べること
ができる。

◆高大連携による専門的授業・講演会や
ピアサポート＊
⇒東京外国語大学と高大連携協定を結ぶ他、慶

応義塾大学、上智大学、横浜市立大学から
も指導・助言を受けながら課題研究活動を
実施（英語による授業や講演を含む）。

＊生徒ひとりひとりの課題研究について、大学院生が助言
したり、大学院生が自身の研究テーマについて話したりす
る企画

◆グローバル・リーダーの明確なビジョ
ンを持つための様々な機会の提供
⇒国際機関（ＪＩＣＡ等）やグローバル企業

による講演、各種サマープログラム、留学
生や訪問団の受け入れ、海外大学に進学し
た卒業生による講演会の実施 等

◆外国語の授業でのディベート活動

⇒外国語（英語）の授業においては、３年間
を通じてディベート活動を実施。英語力の
向上とともに、自分の意見を持ち、意見を
理解してもらうための手法や論理的思考
力・課題分析力を身に付ける。
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海外大学進学者数
平成30年
3月卒業生 8名

(195名中)
平成29年
3月卒業生 11名

(240名中) 3

多様な高校教育の取組例②＜世界で活躍するグローバル人材の育成＞



高校と飯田市と松本大学の３者がパートナーシップ協定を締結し、高校生が地域課題を主体的に考える
「地域人教育」の実施を支援。

多様な高校教育の取組例③＜地域を支える人材の養成＞

地域人教育の仕組 地域人教育のカリキュラム
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※OIDE＝独創(Originality)･想像(Imagination)･工夫(Device)･努力(Effort)長野県立飯田OIDE長姫高校



多様な高校教育の取組例④＜課題を抱える生徒への支援＞

○ 生徒一人一人の能力や特性、興味・関心、進路希望等に応じて学ぶことができるよう、既設
の学校の特色化や多様なタイプの都立学校の開設を推進。

大学, …

短期大…
専門学校, 

22%各種学校, 5%

就職, …

進路準

備・その

他, 28%
卒業者数
172名

Ｈ29 進路状況
学校設定科目「コーピング」

・人間関係のスキルを高める目的で実施する
科目。

＜早稲田大学人間科学学術院と共同してプロ
グラムを開発＞
（学習例）

ストレスを和らげる考え方、リラックス
法、

人間関係を円滑にするコミュニケーション
のスキル 等

様々な課題を持つ生徒のニーズに応える学習活動を実施

多様な単位認定
・英検や漢検、ボランティアも卒業単位として認定
例：英検３級、漢検３級 ⇒１単位

35コマ時間分のボランティア活動 ⇒１単位

充実した教育相談体制
・保健室やスクールカウンセラーのほか、ユースソーシャルワーカーや

メンタルフレンドと呼ばれる、心理学系を専攻する大学院生による相
談体制を整備。

小・中学校時代に不登校経験を持つ生徒や、長期欠席等が原因で高校を中途退学した者等を主に受け入れ
る「チャレンジスクール」として、平成19年に開校した総合学科・三部制(午前部・午後部・夜間部)の
高校。入学者選抜は作文と面接のみで学力検査は行わず、中学校の調査書の提出も不要。

東京都立稔ヶ丘高等学校

特徴
豊富な自由選択科目の開設

・生徒一人一人の興味や関心、進路に応じた講
座を選択できるよう、多様な科目を開設

（科目例）
情報・デザイン系列 情報の表現と管理、基礎デザイン、

映像表現、ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ、素描 等

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ系列 ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、経済活動と
法、簿記 等

人間・環境系列 防災技術、栽培と飼育、ｽﾎﾟｰﾂ1・
2、子どもの発達と保育、ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞ
ｻﾞｲﾝ、日本の伝統・文化 等
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○「就業支援プラス事業」では、自己評価だけ
でなく、受入先企業からの評価を受けること
で、他者からの評価を把握し、自己の課題を
明確化。学校においても当該課題を踏まえた
支援プランを実施。

幅広い年齢層、外国につながりのある生徒、知的・
発達障害、不登校経験、経済的困難を抱える生徒 常勤職員に対する生徒数の多さ 「進路未定」が半数以上を占める、

生徒の学習能力の差が大きい 等

神奈川県立厚木清南高等学校
全日制・定時制・通信制の3課程を有するフレキシブルスクール。全日制の学びを中心に異なる課程間の授業を履修し、
生活スタイルや進路希望に応じて柔軟に学び方をデザインすることが可能。

在籍生徒の多様性 校内人的資源の不足 進路決定率の低さ

授業と環境のユニバーサルデザイン化
福祉施策への接続 等

多様な支援体制の構築
「専門医による相談会」の開始

学習支援者制度創設 等

外部資源の活用
一般的な進学／就労支援の再整備

障害等を有する生徒のための就労支援体制の整備 等

進路保障体制の構築

現
状

課
題

取
組
例

○専門医による相談会の実施
思春期の発達障害を診察している精神科医による生

徒・保護者向けの相談会を定期的に実施。

医療連携 ○発達の課題等が疑われる生徒に対して、医療
等外部機関につなげる機会を創出。

○教職員にとっても、医師と日常的に相談でき
る「顔の見える連携」の関係構築を実現

○学校設定科目「キャリアデザイン」の実施
社会で必要な基礎知識を身に付けることを目的とし

て、１年次における国語・数学・英語の基礎的な内容
と、進路に関わる内容を横断的に学ぶ講座を必修化。

※ ハローワーク説明会や企業経営者の講話、大学生との交流 等

○「就業支援プラス事業」の実施
コミュニケーションや独力での就職支援に課題を抱え

る生徒に対して、教職員の付き添いや外部機関と連携し
たインターンシップなどの支援を実施。

就業支援 ○「キャリアデザイン」では、生徒の学習に対
する苦手意識を払拭するとともに、就労に必
要な基礎知識も学ぶことで、今後の学校生活
への良い影響やアルバイト先でのトラブル軽
減に役立つ。
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多様な高校教育の取組例⑤＜課題を抱える生徒への支援＞



AM

通学

AM
通学
面接指導

PM
個別学習
個別指導、ネット自習など

PM

通学

週○日

通学

自宅での個別学習

高等学校段階では、多様な選択肢の中から、生徒は、自身の学習ニーズや生活スタイル
にあわせて学校やコースを選択。

教師との直接の触れ合い
を中心とした体験と実践
を伴う探究的な学びや
EdTech等の導入による
個別最適化された授業を
展開。

全
日
制

通
信
制

通学
（月○日）

伝統的な通信制高校の学
習スタイル。時間や場所
に縛られない自由な学習
を実現。ネット学習, 郵便・メール添削指導、個別指導(学習サポート)など

対面授業と個別学習 の
それぞれの長所を活か
し、集団での学びと個に
応じた学習を実現。

自宅での個別学習

面接指導

多様な学びに対応する高等学校教育①

7

様々な課題を抱える生徒
が日常的に過ごせる「居
場所」を提供。



＜神奈川県立横浜修悠館高等学校＞
・日曜日集中スクーリング
・生徒自らが時間割を組む平日登校講座
・インターネット上で学習・添削指導を受けるIT講座
から、生徒自身が自身の学習スタイルにあわせてコース選択。

・学習管理
（レポート評価、スクーリング出席、試験結果を

マイページに記録。保護者も閲覧可能。）
・メールによる質問
・クラス掲示板
・インターネットテレビ会議システムを利用した

webチャット・ネット授業・ネッ トホームルーム
・レポート教材、レポート学習・提出
など

＜NHK学園高等学校＞
・ネット学習コース：月１～２回ｽｸｰﾘﾝｸﾞ又は集中的なｽｸｰﾘﾝｸﾞ

＋NHK高校講座視聴、ﾈｯﾄﾚﾎﾟｰﾄ添削指導
・ベーシックコース：月１～２回ｽｸｰﾘﾝｸﾞ＋NHK高校講座視聴、レポート添削指導
・登校コース：週３回スクーリング（AM面接指導、PM個別学習等の学習支援）

＋NHK高校講座視聴、レポート添削指導
から、生徒が自身の学習スタイルにあわせてコース選択。

※ 独自のe-Learningシステムを活用

多様な学びに対応する高等学校教育②
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※ 不登校特例課程を有するネット学習コースもあり。


