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広島県教育委員会

「学びの変革」を
先導的に実践する学校
～グローバルリーダー育成校（仮称）～

平成31年（2019年）4月開校！
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私たちが目指すもの 
「Google先生」という言葉をご存じですか?

「漢字の書き方」「歴史上の出来事」「算数の公式」「自然の成り立ち」「英文の意味」…。インターネットで質問すれば、学校の先

生が知らないことでも、「世界一物知りな先生」である、いわゆる「Google先生」なら教えてくれます。

では、もう学校は要らないのでしょうか?

私たちは、そうは思いません。
インターネットで検索できることの多くは、「過去の知識」、つまり、「かつて誰かが発見した、その時点での常識」です。

しかし、「常識」は、時代とともに変化するものです。

そして社会は、私たちの想像を遥かに超えるスピードで変化しています。例えば、今や必需品である携帯電話。日本で初めて発

売されたのは、わずか30年前のことです。また、仕事でも生活でも、利用しない日はないインターネット。およそ20年前には、

日本の普及率は、1割にも満たない状況でした。Googleが誕生したのも、同じく約20年前のことです。

そして現在、最先端の人工知能は、高校生向けの模試で、偏差値65以上のスコアを叩き出すに至りました。今後、5年以内に東

京大学の合格レベルに達し、30年後には、人間の知能を超えるとまで言われています。

30年後…いま10歳の子供たちが40歳になったとき、世の中がどうなっているか、想像できますか。少なくとも「過去の知識」

の量を競っても、もはや人間は人工知能に太刀打ちできない。そんな時代がすぐそこまで来ています。その時、社会でたくまし

く活躍するために、子供たちはいま何を学ぶべきか。単に「ドリルの問題を繰り返し、『過去の知識』を暗記すること」だけではな

いのは明らかではないでしょうか。

人には、人工知能にはできないことができます。それは、知識を活用し、他の人たちと力を合わせること
によって、「新しい知識」を生み出し、そして、「新しい未来」を創造すること。
私たちが目指す「学びの変革」は、今後ますます予測がつかなくなる未来に向けて、子供たちに
「新しい未来を創造する力」を育むものです。

新しく設置するこの学校では、全国に先駆けて、こうした教育に取り組んでいきます。

生徒たちは、大崎上島の豊かな自然に抱かれた、全寮制の学び舎で、国際色豊かな教職員、温かい地域の方々、そして、世界中

から集まったかけがえのない仲間たちと、ともに学び、笑い、泣き、成長していきます。このような環境の中、「グローバルな
視野」と「地域に根差した心」の双方を育み、「様々な人々と協働して、実社会の『答えがひとつではない問
題』を発見・解決できる力」を培うため、カリキュラムでは、「プロジェクト学習」を積極的に導入するなど、多くの活動が生
徒自身の主体性に委ねられます。自分たちの持つ可能性を信じ、生徒たちは、自ら「学びの旅」へと出発するのです。

また、中学校段階から実践的な英語教育を行い、高校からは、たくさんの留学生を迎え、多くの授業を英語で展開します。

中2、高1では、全生徒が海外研修に参加。国際標準の教育プログラムにより、卒業後は、日本のみならず、海外の大学にも

進学できます。

生徒一人一人に、世界・日本・広島、そして何より自分自身の「より善い未来を創造できる力」を育むこ
と。それが、この学校の目指すゴールです。

「未来に向かう学び」と「世界へと続く扉」が、ここにはあります。
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多様性あふれる学習環境

世界中から集まった仲間や先生とともに
「世界へと続く扉」を開こう！

全寮制での学習・生活
異年齢の仲間や留学生との共同生活を通して、
国境を越えた強い絆を形成するとともに、

グローバルマインドを育みます。

国際バカロレア・
ディプロマプログラム（IBDP）※
「より良い、より平和な世界を築くことに
貢献する、探究心、知識、思いやりに富んだ
若者の育成」というIBの理念を基にした

教育を実践します。

●全校生徒の約２割が留学生
●国際経験豊富な教員

育成する
人材像

夢
を
カ
タ
チ
に
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生徒自身が描く「将来の活躍のステージ」に向けて
海外や国内の大学等へ進学できるカリキュラムを用意し、

生徒の夢の実現につながる力を育みます。

詳しくはP.5～6へ

中2・高1では全生徒が海外研修に参加。
英語で「自分の考え」を堂々と発信し、
多様な視点で議論できる力や
実践的な英語力を育成します。

実践的な英語学習

詳しくはP.4へ

国際機関等と連携して実社会の課題解決に
挑戦し、将来、様々なフィールドで活躍する

ために必要な力を身に付けます。

プロジェクト学習

詳しくはP.4へ

詳しくはP.4へ

社会の持続的な平和と発展に向け、
世界中のどこにおいても、

地域や世界の「より善い未来」を
創造できるリーダー

※導入に際しては、申請から認定までに、関心校、候補校、認定校の段階があり、各段階には明確に区別された申請項目とタイムラインがあります。
どのプログラムにおいてもIB認定校を目指すすべての学校はこの各段階を経る必要があり、IBが認定の可否に関する裁量を有しています。

交流・協働が自然と生まれる環境で
「未来に向かう学び」を始めよう！
●ＩＣＴ機器の日常的な活用
●多様な「学び」をデザインできる教員



国内外の知識や
情報を習得・収集し、

分析・統合することにより、
新しい価値を創造

できる

目指す｢未来｣の
実現に向けて、異なる文化や
価値観を持つ人々とも
力を合わせることが

できる

自分の考えを
日本語と英語で相手に

分かりやすく
伝えられる

｢グローバルな視野｣と
｢地域に根差した心｣の双方を
持ち、広島や世界の問題解決に

向けて行動できる

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/
site/global-manabinohenkaku-
actionplan/oecd-zentaischool.html

これまでの活動の様子は、こちらの
ショートムービーをご覧ください! 
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主体的な学びを促す
学習活動と学習環境
「もっと知りたい！」「～できるようになりたい！」と、生徒の知的好奇心を高めるために、

生徒の思いや願い、考えなどを大切にしながら、それぞれの生徒に合った

学習内容や効果的な指導方法を取り入れ、学習活動を組み立てていきます。

こんな力が
身に付きま

す！

全校生徒の
約２割が留学生

国際経験豊富な
教員

世界中から集まったたく
さんの留学生とともに
学び合い、多様な見方
や考え方を養います。

海外の国際バカロレア
認定校での指導経験を
有する教員や、外国籍の
教員など、多彩な教員が
チームを組んで指導に
当たります。

 世
界の
いたる所に通じています！ 

広島県では全県をあげて教育の国際化を推進しており、既に15の国・地域における120校と
のネットワークを持っています。世界各国の様々な機関とも連携し、本校新設に向けた準備や
教育モデルの開発を進めています。広島県教育委員会の

グローバル
ネットワーク

本校の新設に先駆けて、国
内外の大学や教育研究機
関等と連携して「広島創生
イノベーションスクール」
を実施しています。

世界中から集まった仲間や先生とともに
「世界へと続く扉」を開こう！

交流・協働が自然と生まれる環境で
「未来に向かう学び」を始めよう！

ＩＣＴ機器の
日常的な活用

多様な「学び」を
デザインできる教員

ＩＣＴ機器を日常的に活
用しながら、プレゼン
テーションやディスカッ
ションなど、様々な学習
活動を行うことができる
教室で学びます。

世界の先進校等で１年
以上研修を受けるなど、
国内外の最先端の知見
を修得した教員が、生徒
の「学びに向かう意欲」
を引き出します｡



実体験を通して社会課題に
触れ、人々のニーズを把握する

体験活動

1 共感
ニーズをもとに

「ありたい姿」と現実との
間のギャップを考える

2 課題設定
ギャップを埋める

解決策のアイデアを出す

3 アイデア創出

多様な表現方法も
活用しながら、解決策を

創造する
演劇・動画・プレゼンetc…

試行・検証
解決策に実際に取り組み、

改善するための振り返りを行う。

実行・振り返り5
4

［総合的な学習の時間で実施］
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国際機関等と
連携した国際協働型
プロジェクト学習！

高校では
留学生と一緒に少人数
グループで活動！

社会問題の
解決手法を学び、
問題解決能力を
身に付けます！

海外大学でも通用する実践的な

英語コミュニケーション力を習得
高校では留学生と一緒にほとんどの授業を英語で受けます。そのために必要な英語力は
充実した学習プログラムにより、中学の3年間で着実に身に付きます。

英語による学習や生活環境
●中学校1年次から、英語での授業を段階的に増加
●寮では多国籍な仲間と英語でコミュニケーション

中2・高1で全生徒参加の海外研修
●夏休み等を利用し、海外での研修を実施
　中2…約2週間、高1…約3週間（予定）

英会話&オンライン英会話システム
●ネイティブ講師等による
　英会話の授業を開設
●オンライン英会話
　システムではネイ
　ティブ講師とマン
　ツーマンで学習

（IBDP）※

2Point

所定のカリキュラムを２年間履修し、最終試験を経て所定の成績を収めると、国際的に
認められる大学入学資格（国際バカロレア資格）が取得できるプログラムです。

3Point

広島・日本・世界の問題解決に取り組む

プロジェクト学習
生徒が自ら広島・日本・世界の課題を発見し、仲間と協働して問題解決に取り組む
プロジェクトを企画・実行します。「人の役に立った」という成功体験を積み重ね、
より善い未来をつくり上げたいという意欲が向上します。

1Point

授業で身に
付けた

知識や能力
を総動員し

て

問題を解決
するぞ！

思考力・判断力・表現力等を育む

国際バカロレア・ディプロマプログラム

※導入に際しては、申請から認定までに、関心校、候補校、認定校の段階があり、各段階には明確に区別された申請項目とタイムラインがあります。
　どのプログラムにおいてもIB認定校を目指すすべての学校はこの各段階を経る必要があり、IBが認定の可否に関する裁量を有しています。



全ての生徒が敷地内にある寮で寝食をともにする全寮制です。シェアハウスのような環境で、
中学生、高校生、留学生が共同生活を行ったり、放課後や休日に地域住民と触れ合ったり
しながら、自律心や責任感を育みます。
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［ 異年齢・多国籍の仲間でユニットを構成 ］

1ユニット
10人程度での

生活

寮の生徒会や
ユニット活動

同じ棟で家族のように共同生活をする「ユ
ニット」は、留学生2人を含む中1～高3の
10人です。高1のリーダーと中3のサブ
リーダーが中心となってユニットをまとめ、
全員で協力しながら寮生活を運営します。

学習委員会、生活美化委員会など、生徒に
よる各種委員会が中心となって寮生活を
リードし、イベント等も企画・運営します。ま
た、ユニットごとの活動にも取り組みます。

● ウェルカムパーティ
● スポーツ大会　● 櫂伝馬競漕
● プレゼンテーション大会 など

仲間や地域と家族のように関わり、
自律心や責任感を育む

ユニット
日本人 8人
留学生 2人

バックグラウンドの異なる多
国籍な仲間との共同生活に
より実践的な英語コミュニ
ケーション力を向上。日常的
に異文化に触れ合える環境
が整っています。

例えばこんな
寮イベント

「ユニットタイム」では、リビン
グルームに集まり、1日の出来
事を語り合います。

多国籍な仲間との
共同生活

国境を越えた絆を育む全寮制での共同生活
LIFE

1

ユニット担任の教員は、ハウス
マスター（寮監）と連携し、安
心・安全な生活をサポート。



Activity For Life
（地域と連携した主体的な活動）
地域のお祭りの計画・実行、産業の活性化、伝統
文化の継承など、生徒自身が地域課題の解決に
取り組みます。また、「櫂伝馬競漕」「なぎ太鼓」
「ブルーベリー摘み」など、大崎上島の地域に根
ざした活動や行事にも参加します。

平日の放課後は、主にスポーツ・文化活動や寮での自主学習に取り組みます。例えば、地域で開かれるイベント等を地域の
人々と一緒に計画・実行するなど、地域の活性化に生徒自身が参画します。また、休日には農業・漁業や伝統文化に関する
活動に参加したり、地域においてホームステイしたりします。
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［ 充実した生活を支える環境  ］

休日や放課後における地域での活動

地域への開放を重視しつつも、安全性
は十分に確保します。特に、寮について
は、施設面での対策のみならず、教員に
よるチェックなど、セキュリティに万全を
期します。

安全への取組
もしもの時

も安心

大崎上島の伝統ある「
櫂伝馬」！

息を合わせて櫂を漕
ぐよ

地域の人と協働して
イベントを実施！

ハウスマスター（寮監）や寮母が常駐し、
安全・快適な生活を支援します。

急病やケガなどの際の医療体制は、重
症度に応じて、島内の救急病院（1次）、
救急艇で本土の病院（2次）、ドクターヘ
リで広島市・呉市の病院（3次）にそれぞ
れ移送することを想定しています。

ICT環境が整ったメディアセンター（図書室、コンピュー
タ室、グループ学習室等）を放課後や休日にも開放する
ことで、生徒の主体的・探究的な学習を支援します。

自律的な学習を
支援するメディアセンター

地域の人々も利用できる開放的なオープンテラスやカフェトリウムのあ
るコミュニケーションプラザでは、文化交流などのイベントや、広島なら
ではの海や山の恵みを生かし、栄養バランスのとれた食事を楽しむこと
ができ、地域の人々との自然な交流が生まれます。

地域に開かれたコミュニケーションプラザ

LIFE

2



★
大西港

白水港

垂水港

天満（木江）港

神峰山

大崎上島への
アクセス

本校が建設されるのは、白い砂浜が約1キロメートル
も続く大串海岸に隣接する風光明媚なロケーション。
夏には海水浴場としても賑わいます。

平成30年度から生徒の募集スタート！

お問い
合わせ先

広島県教育委員会 Hiroshima Prefectural Board of Education
学びの変革推進課 Learning Innovation Promotion Division
〒730-8514 広島市中区基町9番42号　TEL 082ｰ513ｰ4969（直通）

広島空港 ⇒ 竹原港（バスで約30分）
広島駅 ⇒ 竹原港（バスで約1時間）
竹原港からフェリーで約30分
安芸津港からフェリーで約30分

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/global-manabinohenkaku-actionplan/gl-school.htmlホームページ

広島
呉
安芸津

松山

竹原
福山

しまなみ
海道

瀬戸
大橋

広島県

平成36年に中学校１年生から高校３年生までの全校生徒360人が揃います。
※中学校は各学年50人、高等学校は外国人留学生が20人加わり各学年70人となります。
※日本人生徒が中学校から高校に進学する際の入学者選抜はありません。

●平成31年４月開校に向けて、平成30年度に、中学1年生を50人程度募集します。
●１期生が高校へ進学する平成34年に向けて、平成33年度に、外国人留学生を20人程度募集します。

●入学金及び授業料については、中学校は無償で、高等学校は他の県立高等学校と同額です。
　（入学金：5,650円、授業料：月額9,900円。なお、一定の収入額未満の世帯の生徒に対しては、
　高等学校等就学支援金として、授業料相当額が支給されます。）
●このほか、諸費（教材費、海外研修旅行積立、国際バカロレア関係費等）、寮費などが必要となる予定です。

合宿形式のグループワークなどを通して、子供たちの「意欲・
適性」を多面的・総合的に評価します。

●平成31年３月に小学校又はこれに準ずる学校を
卒業する見込みの者

または、
●平成31年4月に中学校又はこれに準ずる学校の
第1学年への入学対象となる者

日本人生徒 50人程度募集

海外の教育行政機関との協定等を活用して、世界各国から
多様なバックグラウンドを持つ生徒を受け入れます。

外国人留学生 20人程度募集 高等学校
各学年
70人程度

中学校
各学年
50人程度

1期生 の応募資格

●当該学年に在学する者と同等以上の学力がある
と校長判断により認められた者

留学生 の応募資格

生徒募集

美しい大崎上島から、広島の教育を世界へ！
多島美や自然の豊かさから、海外でも注目を浴びる瀬戸内海。そのほぼ中央に位置する大崎上島に、
本校は誕生します。大崎上島には、小学校3校、中学校1校に加え、県立高等学校、国立の高等専門学
校もあります。また、現在、アメリカの大学のキャンパスを誘致する計画も進行中です。大崎上島は、
日本そして世界へ、広島の教育を発進するのにふさわしい環境を有しています。

学校
建設地

学費等

「学びの変革」を先導的に実践する学校の取組への寄附をお願いします。
●広島版「学びの変革」推進寄附金は、ふるさと納税の対象となります。
　詳しくは「広島県教育委員会」HPをご覧ください。

広島県の「学びの変革」を
 応援  できます！

マツダスタジ
アム

約5個分の広
さ！

（豊田郡大崎上島町大串）
学校建設地

建設
予定地

大串海
岸

学びの変革　寄附 検 索
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