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令和元年度「Ｔ－ＧＡＰ」実践報告 

今野良祐 吉岡昌悟 対﨑加奈子 斉藤真吾 

 藤井未也子 岩井香奈 井上卓也 中臺昇一 

 

生徒自らが社会課題を設定し、その解決に向けてアクションを起こす、課題解決型の探究学習は近

年の学校教育の一大潮流である。本校ではSGHに指定されて以来、２年次においてグループで身近な

社会における課題を発見し、解決学習に取り組む「T-GAP（Tsukusaka Global Action Programme）」と

いう授業を開発してきた。本論は、令和元年度に行われた実践について報告する。 

 

 キーワード：課題解決型学習、社会課題、ソーシャルアクション、アクティブラーニング 

 

１．はじめに 

１－１ 「Ｔ－ＧＡＰ」の位置付け 

 「 T-GAP 」 は Tsukusaka Global Action 

Progremme（※生徒向けには Project と称する）

の頭文字を取ってつけられたもので、本校が SGH

を実施するにあたって開発された科目の１つで

ある。今年度も引き続き、本校のキャリア教育・

課題解決型学習の基幹を担うものとして実施さ

れる運びとなった。前年度までは学校設定教科

「国際科」（２単位）として開講されていたが、今

年度は教育課程の改編にともなって科目名はそ

のままに、教育課程上は「総合的学習の時間」と

して実施された。 

本校のカリキュラム開発上の重点として３年

間を通じた全校的なキャリア教育の取り組みが

挙げられる。１年次「産業社会と人間（以下、「産

社」）」、２年次「T-GAP」、３年次「卒業研究（以

下、「卒研」）」の一連の流れの中でキャリア形成に

資する基礎的、汎用的能力1を総合的に育成するこ

とが目指されている。そして、そうした能力の中

でも、近年では「課題対応能力」に注目が集まっ

ている。 

特に、今年度は SGH の発展型である WWL（ワ

ールド・ワイド・ラーニング）事業が構想され、

その初年度にあたる。その中で、本校は国内外フ

 
1 中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・

職業教育の在り方について（答申）」（平成 23 年 1 月）

では基礎的、汎用的能力として「人間関係形成・社会形

ィールドワークを取入れた体系的な探究型カリ

キュラムを開発する役目を担っている。SDGs の

「課題解決」を目指し、「国際 FW」や「高校生国

際SDGs会議」などの種々の取り組みを持ちつつ、

今後も 3 年間を通じた「産社」から「卒研」まで

の流れは、全校的に行われる課題対応能力の育成

の基幹となるものである。 

２年次「T-GAP」は、生徒たちが社会課題を発

見・設定し、高校生ができる解決策を考え、グル

ープで「ソーシャル・アクション」として実行す

ることに重きを置く。このような課題設定・調査・

計画・実行・検証のサイクルを経験することで、

「卒業研究」への連接を担っている。 

授業は、隔週土曜日（１～３時間目）に開講し、

基本的には２年次担任団の教員８名で担当した。 

 

１－２ 本年度までの「T-GAP」の運用と課題 

 前述のように「T-GAP」は、SGH を実施するに

あたって開発された科目の１つであるが、その蓄

積の中で、申し送られてきた課題を順次挙げてい

きたい。 

 【H30 年度（24 期生）】 

  ①アクション実施までのスケジュールが過 

密であったこと 

  ②（研究的な）リサーチスキルの指導不足 

成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キ

ャリアプランニング能力」の４つの能力に整理されてい

る。 
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  ③教員が「レール」を敷き過ぎることの弊害 

 【H29 年度（23 期生）】 

  ①評価指標とフィードバック体制の開発 

  ※H28 年度（22 期生）課題の申し送りなし 

 前年度、前々年度の本科目の運用には若干の異

同がある。「課題解決学習」「卒研への連接」とい

う骨子は、共通するが、それぞれ運用の仕方、重

点項目が異なっている。前々年度の「T-GAP」は、

生徒を全体で４つのグループに分け、ある程度、

生徒の意欲と発達段階に応じたプログラムを準

備したのが特徴である。D のグループには「グロ

ーバル」な諸課題までを射程におさめ考えさせ、

C のグループは「福島」での F．W．をもとに課

題解決に臨み、B は PDCA サイクルを１から回

し、社会課題に取り組むこと、A はある程度既存

の社会貢献活動に取り組むことまでを課されて

いた。（つまり、ABCD の順で段階を置く。） 

 一方、前年度の「T-GAP」は「アクション」が

「Ⅰ」と「Ⅱ」の二段構えで実施されている点に

特徴があり、最初から２学期に自分たちにとって

身近な場で何らかの課題解決を目指して取り組

む活動を最終目標である「アクションⅡ」として

据え、その課題設定が妥当かアドバイスを受け、

活動の実施に必要となる知識やスキルを習得す

ることを目的に、当該の社会課題を扱う外部団体

を探し、夏季休業中に訪問することを「アクショ

ンⅠ」として課すという構成になっていた。 

 いずれも運用にあたっては生徒のセーフティ

ネット（生徒がうまく指導にのれなかった時のた

めの手立て）が考えられているわけだが、前々年

度に関しては、最初から段階に応じて生徒の選択

を通じて負担感を軽減する、一方、前年度に関し

ては、「アクション」に至るまでに丁寧に時間をか

けることによって負担感を軽減するというよう

に手段が異なっている。これらの知見を踏まえて、

本年度の「T-GAP」を構想した。 

 

１－３ 本年度の基本計画 

（１）「T-GAP」の目的 

まず、本年度の科目のねらいを次のように設定

した。 

①社会課題を設定し、解決の為の方策を考え、 

実行すること（計画作成の過程・質、実行力） 

②目的に向けて、他者に働きかけ、協働するこ 

と（グループ活動、他団体との折衝など） 

③活動内容を適切な様式で表現すること（プレ 

ゼンテーション、レポートの作成などの質） 

 ねらいは前年度、前々年度とほとんど異なると

ころがないが、今年度の特徴としては③に多様な

発表機会を設け、推奨したことである。 

（２）本年度の「T-GAP」の概要 

 本年度の授業について、概要を以下にまとめて

おく。年間計画は【資料①】に示した。 

【運営体制など】 

・変則隔週土曜日の１～３限（２単位）。 

・担当教員は８名で、夏休み以降は担当として１

人の教員が５～７グループ、約 20 名ほどの生徒

を担当した。 

・全員が行う主な発表機会としては以下のような

ものがある。 

①活動計画書とその審査（６月末～７月初） 

②中間報告会（９月、夏季休業中の成果報告）

③個人報告書（11 月、個人による成果報告書）

④最終報告会（12 月、ポスターセッション） 

これに団体によって、代表に選ばれての発表や、

外部団体（マイプロなど）での発表が加わる。 

【評価とフィードバックの体制】 

・評価物としては次のようなものが挙げられる。 

各種プリント、活動の記録、事業計画書類一式、

事業審査のパフォーマンス、ヒアリング、中間報 

告会レジュメ・発表、最終報告会ポスター、個人

報告書、外部団体での発表 

 

２．指導の実際 

（１）カナダ校外学習成果発表会（３月末～４月

はじめ） 

 本年次は 1 年次の終わりに「カナダ校外学習」

の機会が設けられている。その中で「個人研究」

として、それぞれが課題を設定し、現地で「何ら

かの調査」をすることになっていた。その成果は
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春休み期間にまとめることとし、今年度の「T-

GAP」の最初の時間に発表を行った。 

ここで、こうした活動を設定するねらいは、 

①探究学習の初歩を経験し（「失敗」を含め）得 

た課題や知見を相互にフィードバックするこ 

とで「探究」が主となる「T-GAP」の導入とす 

ること 

②難度の高い「海外での調査」を先に経験する 

ことによって、本年度、「国内で」の活動にかか 

る心理的な負担を相対的に軽減し、諸活動の活 

性化を促すこと 

 である。果たして、生徒は様々な知見を得たが、

その全体的な課題は次のようにまとめられた。 

 ①研究目的が不明瞭であること（「何を明らか 

にしたいのか」が不明確） 

 ②F.W.で得たデータの分析方法が不適切であ 

ること（「客観性」をどう確保するか） 

③多く、「研究」というよりは、「調べ学習」に 

留まっていること 

 いずれも、「探究活動」「研究活動」の際に陥り

がちなことばかりであり、この時点でこれらのこ

とを意識できたことは大変有意義であったと思

われる。また、その前段階として「事前準備（調

査）」「時間の確保」がいかに大事か、ということ

も生徒から多数挙がったところである。これらの

反省をとりまとめ、全体にフィードバックした上

で「T-GAP」をスタートした。 

 

（２）講演・「社会課題を知る」「解決のための取

り組みを知る」（５月） 

「T-GAP」のキックオフとして、まず、各種の

社会課題としてどのようなものがあり、どのよう

な解決のための取り組みがあるのかを、グローバ

ルな視点あるいは高校生としての取り組みを、講

演を中心に「知る」ことから始めた。まず、最初

に高校生の視点から社会課題を解決する取り組

みを促し、またその発表の場として展開されてい

る「マイプロジェクトアワード関東事務局」を代

表して竹田和広氏（一般社団法人ウィルドア代表）

に講演をお願いした。本年度の取り組みの特徴と

して、外部での発表の場を積極的に設けること、

があり、「マイプロジェクトアワード」を全体に紹

介する意図もあった。 

続いて、年次担任団より各種の NPO・NGO 団

体の活動や探し方を紹介する講演、また、実際の

NGO 活動に参加した際の経験談をもとに講演を

お願いした。 

 

（３）「活動計画」「審査」（６月～７月はじめ） 

 PDCA サイクルについて説明をした上で、６月

を P（Plan）の時期と定め、生徒には次のような

手順で計画を進めてもらった。 

①まず、発起人が事業申請書を申請する。ここ 

では「事業」の概要を示す。 

②申請書はそのまま、一定期間、公募掲示板に 

掲示される。 

③①と同時に発起人は「事業計画書」を受け取 

り、こちらの作成を目指す 

④事業計画書が完成した段階で「事務局」に提 

出する（書類審査） 

⑤書類審査に通過した後に「審査会」を設定 

 ⑥「審査会」に通過した後に、その団体に担当 

教諭が決められ、相談のもと計画に沿って「ア 

クション」の実施を目指す。 

 「公募」期間を設定したことには２つのねらい

がある。ひとつは、生徒が自主的にグループを編

成し、活動するにあたって、個人的な人間関係に

依拠することが大いにあり、その是正に一役買う

ことを期待して、である。その中には、あまりグ

ループを組むことを好まない生徒であっても、目

的や役割をはっきり期待される中であれば、グル

ープに参加し易くなったり、互いに認め合ったり

することが期待できると考えたからである。もう

ひとつは、単純に、グループ相互の情報共有を進

めることで、隣接する課題に取り組む同士で情報

交換をしたり、あるいは合併したりということが

あっても良いと考えていた。 

 実際に、グループの作成にあたっては、勿論、

普段の人間関係がベースになっていることが多

いが、普段は見られないメンバーの組み合わせや、
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グループをなかなか組まない生徒が目的を共有

するグループに入って最後まで活動する様子な

どが見ることができた。 

一方で、事業計画書の作成はかなり難航した。

特に「社会課題」の設定は難しく、そこに至るま

での適切な資料集めや調査が、上手くいっていな

い様子が散見された。また、課題を発見しても、

それに対して、自分たちが「できること」の適切

な「第一歩」を見出すことが難しかったようであ

る。このあたりの課題は「卒業研究」でも必ず経

験することなので、ここで生徒に考えてもらうこ

とは、ねらいとするところなのだが、一方で、毎

年もう少し適切なやり方はないものかと考えて

しまう。少なくとも、リサーチスキルの習得に関

しては一考の余地があると考える。 

結果的に本年度は、全 49 団体ですべての生徒

が事業を立ち上げることができた【資料②】。これ

は、一年次の阿賀町校外学習の裏番組（7 月 16～

19 日）として、学年で持つ時間がまとまって取れ

たことが要因としては大きい。この期間に外部団

体として「教育と探求社」にも入ってもらい、主

に事業が立ち上がらない団体、十数団体に対して

ブラッシュアップをしてもらったことや、審査を

粘り強く行ってもらったことによって結果的に

「立ち上げれてしまった」という側面があるよう

に思う。このことに関しては「課題」の項目に述

べたい。一学期の終わりには、生徒一人一人に対

して「ヒアリング」を実施した（「ヒアリング」に

ついては本校研究紀要第 56 集掲載の『平成 30 年

度「産業社会と人間」実践報告』をご参照いただ

きたい）。これによって、メンバーの一人一人がグ

ループとしての目的と自分の役割を共有してい

るかをはかり、フィードバックの機会にすること

が目的となる。 

 

（４）第１次アクション期と中間報告（７月～９

月） 

 夏季休業は、先述の通り、各団体が各担当教諭

と連絡をとりながらそれぞれ「アクション」を起

こしていく時期として設定された。そのように実

施できた順調な団体がある一方で、この時期に該

当する施設や団体と連絡をとり、あるいは訪問を

させていただく中で計画が大きく変更され、もっ

と多くの同種の施設に訪問しないと実態や課題

がわからない、などさまざまな新たな「発見」が

ある団体も多かった。つまり、D（Do）の段階で

現実的な諸課題との違いに気づき、C（Check）、

計画が見直された団体も半数以上あった。これも、

PDCA のサイクルを考える上では非常に適切な

学びで、中間報告会の段階では、この修正をどの

ようにした（しようと思う）かが多く報告されて

いた。なお、この中間報告会では「フィードバッ

ク」に重点を置き、質疑をやや変則で行った。発

表を終えたグループの人数だけ聴衆の班を作り、

「相互質問（相談）会」の形式を作り、グループ

の一人一人が様々な意見をなるべく持ち帰れる

ようにしたのである。 

 

（５）再アクション・再リサーチ期（１０月～１

１月はじめ） 

 中間報告の反省、あるいは成果を受けて、一度

全体で担当教諭と面談をする機会を設けた。その

うえで今後の方針を決定してもらった。ここでは、

大きく３つの方針に分かれる。ひとつは順調に推

移しているグループに関しては、すでに PDCA の

サイクルを１周は終えているので、このまま「個

人報告書」「最終報告会」の準備に移行してもらう

ことも可能であり、実際にそのように進めたグル

ープも一定数あった。もうひとつは、順調かそう

でないかに関わらず、再度の継続したアクション

を計画するグループである。一般に、そうした複

数のサイクルを周回しているグループは非常に

厚みを持った良い活動ができている。一度目のア

クションが何らかの理由で不調に終わっていて

も、粘り強い取り組みによってその失敗をきちん

と補っているからである。最後は、PDCA のサイ

クルは回しきれなかったものの、その失敗の原因

を分析し、「個人報告書」として残すことで「卒業

研究」につなげていくことを選ぶグループである。 
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（６）個人報告書（１１月中旬） 

 「個人報告書」に関しては、【資料③】の個人報

告書の手引きを参照いただきたい。3 年次で取り

組む「卒業研究」を見据えて、論文としての書き

方を中心に据えている。 

 

（７）最終発表会と代表者発表（１２月はじめ） 

 全員が発表する最後の機会が、「最終発表会」で

ある。ポスターセッションの形式で全 49 団体の

発表を実施した。当日は免許状更新講習の会場に

もなっており、外部の先生方に対して発表する機

会にも恵まれた。教員評価と生徒の相互評価を加

える中で、12 月末の代表者発表のグループを選出

した。 

 最終発表会以降は「T-GAP」をふり返りながら、

次年度の「卒業研究」への接続が主となる（「プレ

卒研」と生徒には称している）が、一方で、グル

ーの中には継続的に取り組みや発表を続ける団

体もある。本校主催の「高校生国際 ESD シンポ

ジウム」や「研究大会」での発表や先述の「マイ

プロジェクトアワード関東サミット」などでの発

表である。 

 

３．本年度の成果と課題 

（１）成果について 

 ①外部発表の契機を増やしたこと 

 ②連携する（お世話になった）団体の延べ数が 

増加したこと（【資料④】） 

 ③審査会・報告会・報告書など各種評価のルー 

ブリックなどをある程度整えられたこと 

 ④「記述」に関してある程度指導の枠組み（手 

引き・サンプルなど）を整えられたこと 

 ⑤Classi のアンケート機能を用いて、未把握に 

なりがちな個人個人の活動や学習段階をある 

程度把握 し、フィードバックに努めたこと

（生徒現況調査の活用） 

（２）課題について 

 ①アクション実施までのスケジュールが過密 

であったこと 

 ②（研究的な）リサーチスキルの指導不足 

 ③ある程度教員の促しが必要な生徒も事業が 

立ち上げられたために、企画を推進しきれず負 

担感が大きかったであろうこと。特に人数が少 

ない団体でその傾向が顕著であったこと。  

 

 概して、前々年度の課題意識には応えられたも

のの、前年度の課題を持ち越してしまった形であ

る。また、新たな課題として、負担感・課題量を

どう軽減するか、「活動」の適切な配分は大変悩ま

しい問題である。 

 順調に進められる生徒に関して言えば、カナダ

校外学習の課題研究で取り組んだ研究テーマや

３年次で取り組む卒業研究、そして高校卒業後の

進路を見据えてプロジェクトの社会課題（活動テ

ーマ）を設定する者も多くみられ、T-GAP として

の授業期間が終了した後も、継続して活動してい

る等、T-GAP での取り組みが卒業研究や進路意識

の醸成への原動力となっていることを改めて認

識させられる。 

本校は生徒「全員」に対して、３年間を通じた

教育活動として、課題解決学習を設定している。

こうした取り組みは全国でもそう多くないであ

ろうと考えられる。その根幹には多様な体験を通

して多様な学びを保証するという総合学科とし

ての基本的な姿勢があるわけだが、教育活動であ

る以上、あらゆる生徒がなるべく多くの学びがで

きるような仕組みを考究しなくてはならない。そ

の意味で、「T-GAP」はまだまだこれからの研究が

必要な科目であることは間違いない。この報告が

次年度以降の取り組みに何らか資するところが

あるようにと願っている。同時に、今年度の 25 期

の生徒たちが「産社」、「T-GAP」で学んだことを活

かしながら本校での学びを完成させることを期

待して、引き続き指導していきたい。 

 

参考文献 

中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・

職業教育の在り方について（答申）」（平成 23 年 1

月） 

『筑波大学附属坂戸高等学校研究紀要』第 40～56集 
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【資料①】 

令和元年度 T-GAP 年間指導計画 

 

 

【資料②】プロジェクト団体一覧（2019 年 12 月末現在） 

回 月日 時間数 単元 内容 備考

1 4月13日 3 校外学習成果発表会 ｶﾅﾀ成果発表・振り返り

2 4月27日 3 T-GAPガイダンス① T-GAP活動の流れ、評価説明

3 5月11日 3 講演会・ワークショップ マイプロジェクト関東事務局竹田様講演

4 5月25日 3 T-GAPガイダンス② アクションの実際、NPO・NGOの探し方

5 6月8日 3 GAPグループ活動① 課題設定、ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ作成 審査会①

6 6月15日 3 GAPグループ活動② 課題設定、ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ作成 審査会②

7 7月6日 3 GAPグループ活動③ 課題設定、ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ作成 審査会③

8 7月16日 3 GAP活動計画書〆切 全グループが提出 審査会④

9 ～7/19 3 ヒアリング①

10 9月14日 3 GAP中間報告準備 GAP発表会のガイダンス及び準備

11 9月28日 3 GAP中間報告会 グループごとに中間報告 保護者参観有

12 10月12日 3 GAP中間報告反省会①

13 10月26日 3 GAP中間報告反省会②

14 11月9日 3 ヒアリング②

15 11月16日 3 活動報告書（個人）作成 個人報告書を作成・提出する

16 12月7日 3 T-GAP最終報告会 グループごとに最終報告会 免許更新講習授業公開

17 12月21日 3 プレ卒研① ＴーＧＡＰ最終報告会代表者発表

18 1月25日 3 プレ卒研② ＴーＧＡＰ反省会・卒研キックオフ

19 2月8日 3 プレ卒研③

20 2月14日

3月学年末後

GW

冬期休業（宿題：卒業研究構想）

T-GAP活動報告ステージ発表

卒研個人テーマ　構想発表会

夏期休業（GAP活動を実践する）

中間報告を受けて、再アクション、再
リサーチ等、深める時間とする。また、

最終報告会の準備。
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【資料③】 個人報告書の手引き（冒頭ページの一部分） 

 

 

通番 プロジェクト団体名 社会課題とアクションの概要

l Agriculchildren 農業の衰退や活気のある地域コミュニティづくりの改善に貢献したい！

2 BOZE 子どものスポーツ離れを解消したい！

3 Cat-Ch ボール投げて小学生の体カ・運動能力の向上を図りたい！

4 FOT Classiを活用して先生の仕事を効率化してもらいたい！

5 gemma LGBTに配慮した制服改革を！

6 G—食 日本人の野菜不足を解消したい！

7 H&M メディカルメイクて生活の質を上げたい！

8 Hot Life 高齢者の孤独によって引き起こされる問題を緩和したい！

q ICT農業布教会 ICTて農家を助けたい！

10 Indirectly happy 乳児院・児童養護施設に対する誤解を払拭したい！

I I Let's eat well-balanced! 「新型栄養失調」を改善したい！

12 litchi これていいのか令和のプラック校則！

13 Make Win-Win 生徒が主になり授業を提案し、先生と授業をつくりたい！

14 miau! 保護猫の譲渡数を上げたい！

15 mimi 高齢者の生活の不便さ解消を！

16 NEOM 新しい道徳の授業を！

17 nyanかつ 野良猫をゼロに！

18 P（プラ） レジ袋削減！

1q P3's 地産地消の理解度向上！

20 Plaformers プラスチック問題に対する当事者意識を向上させたい！

21 Project for Unraveling Biodiversity Grief 身近な環境保全活動に貢献したい！

22 Quatre S Innovation ドローンて持続可能な林業を！

23 Rel activity 子供たちの「楽しく学べる居場所づくり」を！

24 Save the baby 高校生に虐待についての正しい知識を身につけてもらいたい！

25 Stulum SDGsのインフルエンサーに！

26 TAPP 動物の殺処分を減らしたい！

27 TSUBASA 体と心が休める空間、安心して暮らせる空間をつくりたい！

28 Tsukusaka Rainbow Pride LGBTへの偏見や差別を無くしたい！

2q 色のない色はない劇団 芸術（演劇）離れを食い止めたい！

30 厩神信仰団体 ホースセラピーを広めたい！

31 亮れぬは無駄だが役に立つ 食品ロスを減らしたい！

32 園芸福祉委員会 植物の力て人に生きがいを与えたい！

33 KAKINE BRAKER 学生と企業の人との間の垣根を壊したい！

34 環境教育社 子供たちの環境への意識を向上させたい！

35 キカイ広め隊 第二次産業を活性化したい！

36 君のミライのMusic 雅楽て音楽のバリアフリー化を！

37 キャップ隊 エコキャップ運動を見直す！

38 原点回帰 子どもたちに昔遊びを知ってもらいたい！

3q コネクト 母親が抱える家事・育児の負担を軽減したい！

40 好き嫌いをなくし隊 子どもの野菜嫌いによる栄養不足を無くしたい！

41 スポニティ 地域交流のツールとしてのスポーツの役割を探りたい！

42 ファミリーサポートプロジェクト おもちゃの寄付て家庭の負担を軽減したい！

43 フェアトレード認知度向上委員会 フェアトレードをもっと知ってもらいたい！

44 フリーファミリー 子どもや高齢者が共存てきる場所を提供したい！

45 文化財防衛隊 子供たちに文化財に関心を持ってもらいたい！

46 ペヤングば一てい一 若者の政治への関心を高めたい！

47 ほわいとにんぐ アニメーターの低賃金、重労働を改善したい！

48 ぽんてりんぐ 医療的ケア児とその家族が住みやすい世の中にしたい！

4q ランドる 小学生のランドセルの重さを改善したい！
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個人報告書の手引き 
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T-GAP (25期生） 201町 10/26

0．はじめに

この「手引き」は 25期生T-GAPの「個人報告書」の書き方を指南する為のものてすが、書き方につい

ては「研究論文」に準拠しています。したがって、みなさんがこれから臨む「卒業研究」や、あるいは大学や

企業などて求められる「レポート」の書き方てもあります。こうした論文・報告書は、自分や周囲の人だけが

目を通すものてはなく、 「公（おほやけ）」のものとして書くものてす。誰が読んても恥ずかしくない書き方

を目指しますが、まずは、みなさんはお世話になった外部の人たちも読むことを想定して書くのが良いだろう

と思います。同時に、この機会にしつかりとした作法を身に付け、それぞれの進路に活かしてくれることを願

っています。ぜひ頑張ってください。

l．個人報告書の構成について

研究論文にはいくつかの「項目」がありますが、今回の「個人報告書」もその項目に準拠して構成します。

具体的には以下の「目次」に挙げられたらのようなかたちで報告をまとめて下さい。なお、今回の報告書ては

「目次」を付ける必要はありません。

（研究・活動の全容を要約する項目。抜粋。）

（活動動機、解決したい社会課題は何か

（自分たちが設定した事業）

（設定した社会課題と事業目的の意義について述べる項目てす。）

（設定した社会課題について定義する）

（その社会課題に対する研究やアプローチ（事例）をまとめる）

（自分たちの事業の内容について報告する項目てす）

（活動を行う前段階て実施したことを述べる。 PDCAの「D」 「C」)

（実施、または企画した活動の報告。 POCAの rA」)

（活動した結果を客観的な指標をもとに評価する。）

（自分たちの事業の成果をまとめる項目てす）

（事業全体の成果を考察・評価し、まとめる）
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【資料④】  

【25 期生 T-GAP2019 お世話になった＆ご協力いただいた皆様】 

NPO 法人・社会教育団体様 

若葉ナーシングホーム，グループホーム暖家鶴ヶ島，康保会玉淀園，カルテット児童養護施設，いわつき乳児院，あい

の実(児童養護施設)，児童養護施設さんあい，ニチイケアセンター千代田，若葉デイサービスセンター，NPO 法人園芸福

祉普及協会 粕谷芳則様，NPO 法人カローレ，NPO 法人桑の実クラブ マルベリー，NPO 法人 Baby ぽっけと，NPO

法人くき CAP 増田知巳様，NPO 法人ぱぱとままになるまえに 西出博美様，NPO 法人キッズドア代表 渡辺由美子

様，ＮＰＯ法人 Chance For All 代表理事 中山勇魚様，NPO 法人にゃいるどはーと代表 東江ルミ子様，NPO 法人動

物シェルター「Rencontrer Mignon」，NPO 法人 mamacare，NPO 法人鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会 細貝光

義様 今國喜栄様 柏木美之様 Hero Makers 埼玉，さいたま子ども食堂ネットワーク，赤坂氷川神社雅楽会，鶴ヶ島里山

サポートクラブ代表 小澤邦彦様，北坂戸ぽんわか 平山雄大様 大石多栄子様，オープンフィールドキッズ運営チーム 

岡本行弘様 岡本麗子様 菅原直紀様 鈴木拓海様 岩永たくや様，ときがわカンパニー 風間崇志様，春皐園 町田康

寛様，てぃにー⭐てぃにー，レインボーさいたまの会代表 加藤岳様，学生団体 SustainableGame，動物愛護ふれあいセ

ンター，鶴ヶ島市大橋児童館 館長，ボランティア団体「ひだまりサロン」，子ども食堂「じゃがいも」，子ども食堂コミ

ュニティカフェ｢ひだまり｣ 上蓑礼子様，子ども食堂「ひこうき雲」会長 河野 和様，三芳おなかまこども食堂，千代田

第二わんぱくクラブ，坂戸市はらっぱクラブ，鶴ヶ島市ありんこクラブ，鶴ヶ島市第２ありんこクラブ，富士見市放課後

児童クラブ，つるせ台小学校放課後児童クラブ 内山美樹様，東坂戸三芳野児童センター館長 福吉久雄様，坂戸市千代

田児童センター，ふじみ野市上野台子育て支援センター，環境カウンセラー 上領園子様 

企業様 

ベルク坂戸八幡店，ヤオコーワカバウォーク店，ヤオコー若葉駅西口店，ヤオコー月の輪駅前店，JA いるま野坂戸農産

物直売所，イオンリテール株式会社 環境・社会貢献部 中ノ理子様，保護猫カフェねこかつ川越店 梅田達也様，スエ

トシ牧場代表 藤原直樹様，世界初の野菜スイーツ専門店「イグレック パル ポタジエ」，ルピナス，パン・ケーキ教室

「makana」廣谷様，studio add 代表 加藤茂様，本田技研工業株式会社サスティナビリティ企画部 青木康彰様，Classi

株式会社，トイザらス富士見店，東京おもちゃ美術館，喫茶ぽにーてーる店長 坂口様，角仲林業代表取締役社長 山中

浩義様 

学校・役所関係様 

川越市立大塚小学校，坂戸市立坂戸小学校，坂戸市立南小学校，坂戸市立浅羽野小学校，鶴ヶ島市立栄小学校，鶴ヶ島

市立第二小学校，鶴ヶ島市立藤小学校，鶴ヶ島市立長久保小学校，鶴ヶ島市立南小学校，鶴ヶ島市立第一小学校，坂戸市

立千代田中学校，坂戸市立坂戸中学校，所沢市立所沢中央中学校，ふじみ野市立大井中学校，富士見市立富士見台中学校，

学校説明会に来校された中学生と親御さん，埼玉県内公立・私立高校の公民科教員の皆様，城西大学勝浦ゼミの学生の皆

様、信州大学農学部 加藤正人様，立正大学社会福祉学部社会福祉学科 鈴木浩之様，精密林業計測株式会社 代表取締

役 竹中悠輝様，埼玉県庁福祉部少子化対策局長 内田貴之様，埼玉県庁福祉部こども安全課 服部孝様，坂戸市役所，

新座市役所，坂戸市環境産業部環境政策課 井川紀彦様，富士見市社会福祉事業団 前田明子様，ふじみ野市立子育て支

援センター所長 樋口良江様，鶴ヶ島西市民センター 

筑波大学・本校関係様 

筑波大学附属聴覚支援学校，筑波大学附属大塚特別支援学校 石飛了一先生，工業科：北原立朗先生 工場様，農業科：

渋木陽介先生，白石充先生，梅澤智先生，家庭科：後藤巻子先生，石田光枝先生，萩原香代子先生，福祉科：熊倉悠貴先

生，保健体育科：藤原亮治先生，多田省吾先生，渡會愛梨先生 

 

 

 

 

 

口
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【活動の様子 写真レビュー】 

◇T-GAP キックオフ（5 月 11 日） “社会課題”を知る”～講演会 一般社団法人ウィルドア代表竹田様～ 

 

 

  

  

 

 

 

◇プロジェクト活動の様子（7 月～12 月）※団体名末尾の番号は団体一覧表の通番に対応 

 

 

 

    

 

 

 

  Agricalchildren (1) NEOM (16)                  フリーファミリー (44) 

 

 

 

 

 

 

スポニティ (41) 環境教育社 (34) 文化財防衛隊 (45) 

 

 

 

 

 

 

 

ぽんテリング (48) plaformers (20) 好き嫌いをなくし隊（40） 

◇最終報告会（12 月 7 日ポスターセッション、12 月 21 日代表者発表） 

 

 

 

 

 

 

 

【最終報告会の際に披露した 1 年間の活動ダイジェスト動画（個人での視聴に留めてください！）】 

 麗


