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広島叡智学園中学校・高等学校（仮称）の学校説明会の開催について 

 

 

 このことについて，別紙のとおり報告します。 

 

 

 

平成30年１月12日 

 

 

広島県教育委員会教育長  下 﨑  明  

 

 

 

 



 

 

 

広島叡智学園中学校・高等学校（仮称）/ Hiroshima Global Academy（HiGA） 

～平成 29年学校説明会の開催について～（報告） 

 

平成 30 年１月 12日  

学びの変革推進課  

 

１ 学校説明会の概要 

(1) 日時等 

   ①平成 29年 12月３日（日）広島国際会議場（広島市） 

   ②  同  12月９日（土）三次ふれあい会館（三次市） 

   ③  同  12月 16日（土）県立ふくやま産業交流館（福山市） 

 

(2) 参加人数等                              (単位：人) 

区 分 
参加申込数 参加者数 

 保護者 児童  保護者 児童 

① 広島国際会議場 593 374 219 420 276 144 

②三次ふれあい会館 180 114 66 147 86 61 

③県立ふくやま産業交流館 188 118 70 165 99 66 

合 計 961 606 355 732 461 271 
 

 （参考）参加申込者の居住地 

区 分 広島県内 広島県外（国内） 海 外 

①広島国際会議場 562 28 3 

②三次ふれあい会館 169 11 - 

③県立ふくやま産業交流館 180 6 2 

合 計 911（約 94%） 45（約 5%） 5（約 1%） 

 

 (3) 内 容 

会 場 時 間 内  容 

広島国際

会議場の

み実施 

10：00 

～12：00 

国際バカロレア（IB）フォーラム 

（テーマ）国際バカロレア教育で広島から世界へ羽ばたこう！ 

（講 師）坪谷・ニュウエル・郁子氏（国際バカロレア日本大使） 

３会場で

同内容を

実施 

13：00 

～14：00 

広島叡智学園中学校・高等学校説明会 

（説明者）学びの変革推進課長 

※説明内容は別紙のとおり 

14：00 

～16：00 

IB 学習体験会 

（テーマ）国際バカロレア教育の１コマを体験。 

  ※国際バカロレア(IB)フォーラム及び学校説明会の動画を県教委 HPで公開中。 

 

 

 



 

 

 

２ 参加者アンケート 

 (1)学校説明会の総合的な満足度       (2)説明内容の満足度 

 

 

 

 

 

 

 (3)配布資料の満足度            (4)スタッフの対応の満足度 

 

 

 

 

 

 (5)HiGAへの入学意向 

 

 

 

 

 

 

 

 (6)HiGAの特徴で期待している点 

項 目 
評 点 

説明会ｱﾝｹｰﾄ H29.9調査 

生徒たちがチャレンジする機会や失敗する経験を重視 81.5% ②37.0% 

生徒たちの好奇心に基づく「探究的な学び」 70.8% ⑥25.2% 

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能力」の育成 55.4% ①39.0% 

他の生徒とのディスカッションや協働活動を積極的に実施 49.2% ⑬17.6% 

国際バカロレア・ディプロマプログラム（IBDP）の導入 47.7% ④34.9% 

プレゼンテーション・映像作成・演劇など、多様な表現活動 47.7% ⑰10.9% 

生徒たちの「新たな価値」（イノベーション）の創造を重視 46.2% ⑪18.8% 

多様な学習活動を実施可能な学校施設 40.0% ⑤28.2% 

多数の外国人留学生（高校ではクラスの同級生の 1/3 が外国人留学生） 38.5% ⑫17.6% 

広島・日本・世界の課題を発見し、その解決に取り組み「プロジェクト学習」 35.4% ⑨21.7% 

自然豊かで人間味あふれる大崎上島での生活 32.3% ⑦24.6% 

国際経験豊富な教師陣 30.8% ⑩21.4% 

「平和で持続的な社会づくり」を牽引できるリーダーの育成 29.2% ⑮15.0% 

中高一貫校 27.7% ③36.4% 

全寮制（年齢・国籍を超えた生徒との共同生活） 21.5% ⑭16.7% 

ICT機器（タブレット、ラップトップ PC等）の日常的な活用 18.5% ⑧24.3% 

休日や放課後における地域住民と連携した活動 13.8% ⑯14.7% 

   ※評点：選択肢から複数回答，”選択肢の回答数/有効回答数計×100”で集計 
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 (7) HiGAへの進学を検討する上での不安点 

項 目 
評 点 

説明会ｱﾝｹｰﾄ H29.9調査 

本当にこのような学校を教育委員会が実現できるのか 38.5% ⑤19.9% 

学費や寮費等の額はいくらぐらいになるのか 35.4% ②57.2% 

親元を離れた全寮制の生活が大丈夫か 33.8% ①62.5% 

大学入試は大丈夫か 33.8% ③47.8% 

安全性は大丈夫か（犯罪、医療、災害） 33.8% ⑨13.2% 

その他 26.2% ④24.9% 

我が子の英語力で大丈夫か 18.5% ⑦14.1% 

我が子の学力（英語力を除く）で大丈夫か 13.8% ⑩12.6% 

子供が希望するかどうか 10.8% ⑥16.1% 

現時点では、まだ子供と離れたくない 4.6% ⑪2.3% 

受験対策のために、あまり時間を使いたくない 3.1% ⑧13.8% 

   ※評点：選択肢から複数回答，”選択肢の回答数/有効回答数計×100”で集計 

 

 

３ 今後の予定 

期日（予定） 内 容 

平成 30年２月 24日 ○学習体験会の追加開催 

 会場：広島国際会議場 

 内容：「国際バカロレア（IB）教育」の１コマを体験 

  （※基本的には，平成 29年 12月の体験会と同内容） 

平成 30年５月 ○平成 30年度学校案内の公表 

○入学者選抜実施要項の公表 

平成 30年６月 ○平成 30年度学校説明会・授業体験会の開催 

 

 

４ その他 

 ○平成 29年度学校説明会の動画掲載 URL 

  （https://www.youtube.com/watch?v=RveHSUf4HO4&feature=youtu.be） 

 

 

 ○公式 Facebookページで最新情報を発信中 

  （https://www.facebook.com/higa.ed.jp/） 

 

 



広島叡智学園中学校・高等学校（仮称）学校説明会 

～説明内容について～ 

 

１ 説明資料 

  別添資料（パワーポイント資料）をスクリーンに投影し，説明 

 

２ 説明内容（要旨） 

項 目 内 容 

参加型ワーク実施 
○児童と保護者の協働ワークショップ 

 （※「好きなこと」と「好きじゃないこと」の違いを親子で一緒に考えるワーク） 

学校概要 

○学校基本情報 

 課程・学科，学校規模，通学区域等の紹介 

○学校理念 

育成する人材像，コンセプト，学校の６つの特色等の紹介 

学校が目指す姿 

○学びの変革 

 広島版「学びの変革」アクション・プラン等の紹介 

○主体的な学び 

 先行き不透明な社会で求められる「主体的な学び」について説明 

教育内容 

○広島創生イノベーションスクール 

 事業概要や生徒の感想の紹介，活動の様子がわかる動画上映等 

○カリキュラム概要 

 カリキュラムの５つの特色，未来創造科等の紹介 

学校施設 

○寮生活 

 寮施設のパース図を活用して寮生活のイメージを説明 

 ※H31.4 の開校時には，施設の一部は未完成である旨も説明 

○学校施設全般 

 学校施設のパース図の紹介，工事計画の説明等 

学校で働く教員 ○多彩な教員チーム 

生徒募集 

○入学者選抜 

 検査内容（概要）の紹介等 

 ※１次検査から２次検査への通過者の想定数（80 人）も説明 

費用 

○学費・寮費等 

 検討状況の紹介等 

※学費（授業料，海外研修旅行積立金等），寮費（食費，光熱水費

等），いずれも５万円程度をベースに検討している旨を説明 

メッセージ 

○広島叡智学園が目指すこと 

 ※「広島で一番，テストの点数が良い学校」ではなく，「日本で一番，英

語を上手に話せる学校」でもなく，「世界で一番，楽しい学校」「世界で

一番，子供たちが輝いている学校」を目指すものであること等を説明 

 

３ 個別相談 

  学校概要を説明後，個別相談を実施（相談件数：計 293 件） 

別紙 



広島叡智学園 学校説明 

 

広島県教育委員会事務局 学びの変革推進課 
（Hiroshima Global Academy（HiGA）プロジェクトチームリーダー） 

 

寺田 拓真 



★ご質問は， 

  公式Facebookページにて，随時受付中！ 

  「higa.ed.jp」で検索！ 

  （学校の検討状況も，随時更新中！） 

はじめに 



本題に入る前に・・・ 

ちょっとみんなで 

やってみたいことがあります 



《児童のみなさん》 

 ★ 自分の好きなこと（お父さん・お母さんに言われなく 

  ても，すること）を ３つ 考えてみてください。 

 

 

《保護者の方々》 

 ★ お子さんに好きでいてほしいことを ３つ 考えてみて 

  ください。 

みんなでやってみましょう！《その１》 



《児童のみなさん》 

 ★ 自分の好きじゃないこと（お父さん・お母さんに言わ 

  れないと，しないこと）を ３つ 考えてみてください。 

 

 

《保護者の方々》 

 ★ お子さんにあまり好きでいてほしくないことを ３つ  

  考えてみてください。 

みんなでやってみましょう！《その２》 



《児童のみなさん → 保護者の方々》 

 ★ 「好きなこと３つ」と「好きじゃないこと３つ」を， 

  教えてあげてください。 

 

 

《保護者の方々 → 児童のみなさん》 

 ★ 「好きでいてほしいこと３つ」と「あまり好きでいて 

  ほしくないこと３つ」を，教えてあげてください。 

みんなでやってみましょう！《その３》 



《児童のみなさん ＆ 保護者の方々》 

 ★ 児童のみなさんの「好きなこと３つ」と「好きじゃない   

  こと３つ」では，いったい何がちがうんでしょうか？ 

   いっしょに話し合ってみてください。 

みんなでやってみましょう！《その４》 



アウトライン 

 
 
 
 
２ 本校が目指すもの 
 
 
３ 教育内容（国際協働型ＰＢＬ） 
 
 
４ 寮生活・学校施設・教員 
 
 
５ 生徒募集・適性検査（入学者選抜）・学費等 

 

 
１ 学校概要 



学校の概要 

【開校時期】 平成31年４月１日 
 

【設置場所】 広島県豊田郡大崎上島町大串 
 

【設置形態】 併設型中高一貫教育校  
 

【課程・学科】 全日制課程普通科  
 

【学校規模】 中学校：１学年40人， 

       高等学校：１学年60人（うち外国人留学生20人）  

      （※平成31年度には，中学校１年生のみが入学） 
 

【通学区域】 全県一円 

      （※県外からの入学も認める方向で検討中）  
 

【卒業資格】 日本の高等学校の卒業資格 及び 

       国際バカロレア・ディプロマプログラム（IBDP） 

                         <導入に向けて検討>  



        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活躍できるリーダー 

【 育成する力 】 

様々な場面で活用できる 
 

「知識・技能」の深い理解 

異なる文化・価値観を持つ人々と 
 

「協働する力」 

新しい価値を生み出す 
 

「創造的・批判的思考力」 

目標に向かって 
 

「やり抜く力・自信」 

育成する 
人材 

日本語でも英語でも議論・協働できる 
 

「高い語学力」 

人材像・育成する力 



Diversity（多様性） 

 

これらの特徴をすべて備えた公立学校は， 全国初 ！ 

高校生の1/3（約60人）は 

海外からの留学生 

ｺﾝｾﾌﾟﾄ 

全 寮 制 

国際バカロレア 

ディプロマプログラム 

高校の授業は 

原則英語 

実社会の課題解決に取り組む 

国際協働プロジェクト学習 
国際経験豊富な教師陣 

コンセプト・主な特徴 



アウトライン 

 
 
 
 
２ 本校が目指すもの 
 
 
３ 教育内容（国際協働型ＰＢＬ） 
 
 
４ 寮生活・学校施設・教員 
 
 
５ 生徒募集・適性検査（入学者選抜）・学費等 

 

 
１ 学校概要 



広島叡智学園 

＝
 

「学びの変革」 を先導的に実践し， 

その成果を県内全域に広めることにより， 

県全体の教育水準向上を牽引する学校 

「学びの変革」 



 

 

 

 

【ＯＵＴＰＵＴ】 

～できる 
【ＩＮＰＵＴ】 

知 識  

 

 

 

【ＯＵＴＰＵＴ】 

～できる 
学
力
観 【ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ４要素の向上】 

「活用・協働」 ⇒ 深い知識の習得＋ス キ ルの育成 

「 ～で き る 」 ⇒ 学びに価値を認め，意欲・態度が向上 

活用・協働  

知識の習得 ⇒ ○ 
知識の活用 ⇒ △ 
学 習 意 欲 ⇒ △ 

   これまでの『知識ベースの学び』に加え，『コンピテンシーの育成を

目指した主体的な学び』を促す教育活動を積極的に推進  

【これまで】産業化社会 【これから】知識創造社会 

【ＩＮＰＵＴ】 

知 識 

POINT：何を知っているか 
POINT：知識を活用し，協働して 
     新たな価値を生み出せるか 

「学びの変革」 

平成26年12月19日 「広島版 『学びの変革』 アクション・プラン」 策定 

★ 課題発見・解決学習 

★ 異文化間協働活動 



◆ とても綺麗な企画書を作成して提案してくる若手社員がいる。確かに， 

 いろんなところからいろんなものを持ってきて綺麗にまとめる力はあるが， 

 それについて，「あなたはどう思うか」とその人自身の考えを深く掘り下げる 

 ように聞くと，そこで止まってしまうケースが結構ある。 

  自分の考えをしっかり持てる教育が大切。 

 

◆ 今の日本は受け身の教育。これからは，情報を分析し，本当に正しいのかと 

 いうことを多面的に見ながら考え，それを意見交換しながら，よりよい解決方法 

 を見出すということが必要。日本人は議論する力が非常に弱い。 

 

◆ 答えのない課題は，現実社会の中で非常に多い。学校教育の中で，常に答えが 

 ある問題を解いているというところから脱却していくことが大切。 

 

◆ 失敗から学ぶことが大切。 

  しかし，今の学校は「子供たちに失敗をさせないように」という教育をして 

 いないか。 

検討会議での議論① 



◆ 異文化体験は「楽しかった」だけではいけない。異文化を理解することの 

 難しさを，身をもって知ることが重要なのではないか。 

  そのためには，異文化の人と一緒に活動する中で，相手を理解することや， 

 相手に理解してもらうことの大変さや失敗を経験することが大切。 

 

◆ 日本・広島がどういう国・地域であるかを知り，語ることはとても重要。 

  多様な価値を受け入れる側がしっかり確立されていなければいけない。 

  それを踏まえて，異文化の人，海外の人と交流・協働すれば，異文化理解にも 

 深みが出る。 

検討会議での議論② 



Olatility （激動） Ｖ 

Ｕ 

Ｃ 

Ａ 

World 

ncertainty （不確実） 

omplexity （複雑） 

mbiguity （あいまい） 



【データ①】 

 現在の小学生たちの 約     ％ は，将来，「現在はまだ，存在すらして 

いない仕事」に就く可能性がある。 

（米ニューヨーク市立大学キャシー・デビッドソン教授の研究） 

 

【データ②】 

 今後１０～２０年程度で，日本の労働人口の約     ％の仕事が自動化 

され，ＡＩ（人工知能）に雇用を奪われる可能性がある。 

（株式会社野村総合研究所，英オックスフォード大学マイケル・Ａ・オズボーン准教授らの研究） 

 

【データ③】 

 国立情報学研究所が開発したロボットが，一昨年６月の「進研マーク模試」 

（全国約４４万人の高校３年生が受験）を受験したところ， 

 

ロボットの数ⅡＢの偏差値は        ， 

 

世界史Ｂの偏差値は        だった。 

６５ 

４９ 

６５．８ 

６６．５ 



変化の激しい，先行き不透明な社会の中にあっても， 

生涯にわたって主体的に学び続け， 

社会や自分自身の「より善い未来」を 

創造することができる力 



放っておいたら， 

子供たちはしないこと 

放っておいても， 

子供たちはすること 
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勉 強 

どうすれば子供たちは，主体的に学ぶのか？ 



放っておいたら， 

子供たちはしないこと 

放っておいても， 

子供たちはすること 
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勉 強 

どうすれば子供たちは，主体的に学ぶのか？ 



「学び」が楽しくて， 

 自分の成長に繋がるものと感じていて， 

  かつ「学び方」が分かっていれば， 

   子供たちは「主体的に学び続ける」のでは？ 

「楽しいことをしたい！」 

という気持ち 

「成長したい！」 

という気持ち 

「しんどいけど，楽しい」＝「たのしんどい学び」 

どうすれば子供たちは，主体的に学ぶのか？ 



アウトライン 

 
 
 
 
２ 本校が目指すもの 
 
 
３ 教育内容（国際協働型ＰＢＬ） 
 
 
４ 寮生活・学校施設・教員 
 
 
５ 生徒募集・適性検査（入学者選抜）・学費等 

 

 
１ 学校概要 



◆ 県内13校の国公私立高校生約90名が参加。 
      県内企業・NPO・大学等と連携し， 
   「広島創生」に向けた様々な活動に取り組む。 

◆ 海外パートナースクールとして， 
    ・アメリカ（ハワイ州，ニューヨーク州，テキサス州） 

    ・インドネシア 

    ・ニュージーランド 

    ・フィリピン（セブ） 

 の15校から約50名の生徒が参加。 

◆ 昨年夏には，全生徒がハワイに集まり， 

  社会課題の解決策について議論。 

 （グローバルスクール in ハワイ） 

（高校生が作成したフリーペーパー） 

（真珠湾訪問） 

「広島創生イノベーションスクール」（H27-29） 



◆生徒企画イベント＠シャレオ，県民文化センター（7/29） 
   > 海外生徒とともに「2030年のより善い未来」の実現に向けた 
     イベントを開催 
 

◆国際共同宣言発表＠国際会議場（7/30） 

       > 海外生徒とともに共同宣言を議論・発表 

本年夏，海外生徒約３０名を広島に迎え， 

「グローカルスクール in 広島」を開催 

主なプログラム 

「広島創生イノベーションスクール」（H27-29） 



【高校２年生・男子】 

 

 私たちは平和について考えている。 

 

 平和といっても様々な平和がある。 

 

 今回の活動で，改めて広島や日本だけに注目せず，世界に視野を広げてみると，

国の様々な過去や，様々な境遇があることを実感できた。 

 

 日本だけに目を向けていると，戦争のことならただただ「原爆を落とされた」と

いったような事実しか目に入ってこないが，フィリピンや真珠湾などに視野を広げ

てみると，日本が攻撃を仕掛けていたり，また，関係のないフィリピンなどを戦場

として戦っていたりしていることがわかる。 

 

 また，生活環境などにおいても，日本に住んでいては想像もできないような劣悪

な環境で過ごしている人もいる。そういった人たちが本当に平和なのだろうかとい

うことについても考えさせられた。 

生徒の感想 



【高校３年生・女子】 
 

 交流の中で，漢字について，ルームメイトのスィッドニーから質問があった。 

 それは，「私の名前は漢字でどう書くのか」というものだった。 

 私たちは，辞書で良い意味を持つ漢字を調べ，それぞれの漢字が持つ意味を英語

で説明した。スィッドニーはとても喜んでくれた。 

 

 私は何度か，自分の名前の漢字が好きではないと思った事があったし，画数が多

くて面倒くさいと思った事もあった。 

 しかし，自分の名前は両親がたくさんの意味を込めて私のためだけにつけてくれ

た名前なので，これからは感謝の気持ちを込めて，自分の名前と向き合おうと思っ

た。 

 

 すると再びスィッドニーから質問があり，「amikaの漢字はどう書くのか」と言

われた。 

 私は名前をノートに書いて教えると，自ら私の書いた字を一生懸命真似して書い

てくれた。 

 難しいと言いながらも最後まで書いてくれて，私はとても嬉しかった。 

 名前を書いてもらったノートは宝物になった。 

 

 

生徒の感想 



・１人１人の生徒が主役 

・失敗こそ最高の学び 

・３つの観点からの学び 

 （Competency based, Inquiry based, Project based） 

・社会全体が私たちの学び舎 

・多様な学習を可能とする学習環境 

 

⇒ 未来創造科（国際協働型PBL）を核に， 

 すべての教科等において「たのしんどい学び」を進めます。 

広島叡智学園のカリキュラム 



アウトライン 

 
 
 
 
２ 本校が目指すもの 
 
 
３ 教育内容（国際協働型ＰＢＬ） 
 
 
４ 寮生活・学校施設・教員 
 
 
５ 生徒募集・適性検査（入学者選抜）・学費等 

 

 
１ 学校概要 



広島叡智学園（Hiroshima Global Academy：HiGA）学校施設 



寮（中庭）のイメージ 



２人部屋のイメージ 



ランドリーラウンジのイメージ 



管理棟のイメージ 



寮（リビング）のイメージ 



４つのゾーン 
①スポーツゾーン 
②地域交流ゾーン 
③学習ゾーン 
④生活ゾーン 



カフェトリウムのイメージ 



カフェテリアのイメージ 



「集いの広場」のイメージ 



普通教室のイメージ 



メディアセンターのイメージ 



学びの回廊のイメージ 



半屋外空間のイメージ 



 工事計画 

区分 整備予定施設 供用開始予定 

第１期工事 
教室棟（一部），食堂等，管理棟， 
寮管理棟，寮ハウス棟（一部）など 

平成31年度 

第２期工事 
教室棟（一部），図書メディア棟， 
理科・技術棟，体育館， 
寮ハウス棟（一部）など 

平成32年度 

第３期工事 寮ハウス棟（一部）など 平成34年度 



◆ 海外のＩＢ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。 
 

 ・毎年５名程度の教員を，海外のＩＢ校や大学等に，約２年間派遣し， 

  研修を行っています。 
 

 ・イギリスにある全寮制ＩＢ校，United World College（UWC） of  

  the Atlantic 前 副校長のDavid Booker氏を，半常駐アドバイザー 

  として迎えています。 
 

 ・今後，外国人教員の採用，外部人材の登用，海外の自治体からの教員 

  派遣受入れなども行う予定です。 
 

 ・学識経験者，産業界，国際機関関係者などに，アドバイザーとして 

  ご就任いただいています（現在，約４０名）。 

教員 



アウトライン 

 
 
 
 
２ 本校が目指すもの 
 
 
３ 教育内容（国際協働型ＰＢＬ） 
 
 
４ 寮生活・学校施設・教員 
 
 
５ 生徒募集・適性検査（入学者選抜）・学費等 

 

 
１ 学校概要 



◆ 平成３１年４月に入学する生徒，４０名を募集します。 

 （男女比は，基本的には，１対１を想定しています） 

 

◆ 開校時，中学校２年生以上の生徒募集はありません。 

 

◆ 広島県外在住の方も出願できます。 

 （ただし，今後，県外生の上限人数を設定する可能性があります） 

 

◆ 高校からの入学者については，基本的に，海外からの留学生のみ 

 とし，日本人生徒の募集は予定していません。 

生徒募集 



適性検査（入学者選抜） 

《１次検査》 

◆ 日帰りの記述式検査・面接により，思考力・意欲を評価します。 

 （平成３０年１１月下旬（土日祝日を予定）に，広島市内で実施します） 

 

《２次検査》 

◆ ２泊３日の合宿（協働活動・面接・振り返り文作成等）により， 

 思考力・意欲・協働する力を評価します。 

 （平成３０年１２月下旬（冬休み中を予定）に，江田島市内で実施します） 

 

※ 広島県外での適性検査の実施はありません。 

※ １次，２次を通じて，英語力は検査しません。 

※ 詳細については，来年春公表予定の「入学者選抜実施要項」にて，お知らせ 

 します。 



学費等 

◆ 入学料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 

 学校と同額です。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），寮費などがかかります。 

 

※ 詳細については，来年春公表予定の「学校案内」にて，お知らせします。 



◆ 本校は，「広島で一番，テストの点数が良い学校」を 

 目指すものでは，ありません。 

 

◆ 本校は，「日本で一番，英語を上手に話せる学校」を 

 目指すものでは，ありません。 

 

◆ 私たちは，「私たちの教育を受ける生徒」ではなく， 

 「私たちと一緒に，教育をつくる仲間」を求めています。 

 最後にお伝えしたいこと 
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