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“AFP World Academic Archive”が 

提供する先端的教育プログラム
EdTech導入補助金　令和元年度補正　先端的教育ソフトウェア導入実証事業

株式会社 クリエイティヴ・リンク　2021年2月15日

AFPWAAは、幅広いジャンルと年代を網羅したフォトストックやニュース映像が
自由に利用できる教育機関向けのデータベースサービスです

コンテンツContents

Concept

ImageForum VideoForum AFP-Direct（注＊専用アカウントによるオプションサービス）
報道写真を中心とする世界最大級のデジタルフォト
アーカイブ。世界各国の通信社や、専門性に特化した
フォトエージェンシーとの提携による“Par tner 
photos”（注＊有料アカウントによるサービス）の素材と合わ
せて、幅広いジャンルと年代を網羅したビジュアルデ
ータが豊富に収蔵されています。

世界150ヵ国から24時間365日体制で提供されるグ
ローバルニュースのビデオ映像を、6ヵ国語で配信し
ています。（英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、
ポルトガル語、アラビア語）。全文のスクリプトが併記
されているので、語学教材にも最適です。

あらゆるジャンルの最新のニュース記事が、どのメデ
ィアよりも速く閲覧できます。報道機関のみならず、
各国の政府機関や政財界、金融界、シンクタンクなど
でも活用されているAFP通信の基幹サービスは、世
界情勢や動向をオンタイムに知るための最強のツ
ールです。

創立1835年。世界で最も長い歴史を持つフランス・AFP通信
（Agence France-Presse）の報道用データベースが、日本の教育機関
を対象にアカデミック価格で利用できるようになりました。
世界各国13,000社を超えるメディアに配信されている報道写真、
ニュース映像、ニュース記事とそのアーカイブに、インターネットで
アクセスできるサービスです。

約170年前から今日まで、AFPが取材した報道写真を中心とする約
1000万枚のフォトストックや100,000点以上のニュース映像など、
世界最大級の収蔵数を誇るアーカイブからは、様々な学問分野や
研究テーマに対する検索が可能です。
ビジュアル資料、語学教材としてはもちろん、写真・映像・記事を横
断的に検索することで、既存の研究書などでは得られない過去か
ら現代までの客観的事実が検証できます。

写真や映像は閲覧・検索･印刷だけでなくワンクリックでデータのダウン
ロードが可能です。
すべてのデータがアカデミックユースでの著作物二次利用許諾済み。
学生のレポートや論文、発表資料はもとより教科書、副読本といった出版
物などにも、煩雑な手続きなしで転用することができるのも大きなメリッ
トです。

通信社のデータベースを
アカデミック価格で

すべてのデータが
著作物二次利用許諾済み

フォトストックと、
万点のニュース映像10

1000万枚を超える

データベース
サービス案内

PHOTOS                                              VIDEOS・ VIDEOGRAPHICS        TEXT STORIES
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株式会社　クリエイティヴ・リンク
【会社概要】 

会社名　株式会社クリエイティヴ・リンク （Creative Link Corporation）　www.clc.net 
所在地　〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目 11-36-820  
代表取締役会長　實方 克幸 
代表取締役社長　木呂子 義之 
取締役　フィリップ・マソネ（Agence France-Presse）/ ステファン・ブランシェット（Agence France-Presse） 
　　　　ポール・ハーディ 
設立　1985年8月8日 
資本金　1億円 
事業内容　ニュース、コンテンツ、各種情報の企画、制作、編集、翻訳、提供業務 
　　　　　デジタルメディアの企画、制作、編集、翻訳、運営業務 
　　　　　広告・宣伝、イベント、セールスプロモーションの企画、制作、実施及び広告代理店業 
AFPBB News　www.afpbb.com 
AFP World Academic Archive　www.afpwaa.com

http://www.clc.net
http://www.afpbb.com
http://www.afpwaa.com/
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AFP World Academic Archive
【教育機関向けオンラインデータベースサービス】

　“AFP World Academic Archive”とは、フランスAFP通信が世界各国のマスメディアに配信している
4000万枚の報道写真、40万点のニュース映像、リアルタイムで配信されている報道記事・アーカイブに
インターネットでアクセス出来る教育期間向けオンラインサービスです。 
　AFP World Academic Archiveが提供する教育プログラムは。日本の先進的な教育機関において高い
評価を得ています。大学・高校における英語学習プログラム、高校生が参加するSDGsワークショップ、

クオリティの高いデジタル素材を活用したオンライ
ン講座（JMOOC）などに活用されています。 
今回の実証事業では外国通信社のDBを活用するこ
とにより、ITリテラシーの学習、国際感覚、グロー
バルな英語体験を実現します。
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AFP World Academic Archive
【販売価格】

お問合せ・お申込み

ご利用いただけるかた ダウンロードできるデータ ダウンロード数の上限 料　金コンテンツ

〒105-0001　東京都港区虎ノ門5-11-2　オランダヒルズ森タワー

詳細はAFPWAAウェブサイトで
www.afpwaa.com

E-mail：info@afpwaa.com

学則による収容定員数 年間利用料金

A プラン
B プラン
C プラン
D プラン

1,000人未満

1,001～10,000人

10,001～20,000人

20,001～50,000人

¥1,000,000

¥1,500,000

¥2,000,000

¥3,000,000

例えば学生数
5,000人の学校なら、
１人あたりの
年間利用料金は

¥300

＊料金表の価格はすべて税抜き表示です
＊50,001人以上はお問い合わせください。

●利用料金は年額固定制です。閲覧・検索・印刷・ダウンロードに個別の料金はかかりません。
（注＊ダウンロードについては一部有料のコンテンツもあります。）

●教育・研究機関のグローバルIPアドレス内でアカウント（ユーザーＩＤとパスワード）を管理し、ユーザーを認証します。
●ImageForum、VideoForumについては同時アクセス数は無制限です。
　すべての学生・教職員が学内のネットワークからインターネットでデータベースにアクセスできます。
●ImageForum、VideoForumのすべてのデータの閲覧・検索と画面印刷ができます。
●アカウントを取得すると、ダウンロードおよび検索の履歴、表示設定、ライトボックスなどのページ機能が使えます。
●画像、映像のダウンロードについては下記の表を参照してください。

年間利用料金／学則による収容定員数を基準にした料金体系Price

Contact

サービス内容Service

利用推奨環境当ウェブサイトを快適にご利用いただくために、下記の環境を推奨しています
【推奨ＯＳ】 Windows XP、Vista、7／Macintosh OS X 以降
【推奨画面表示解像度】 1,280×1,024ピクセル以上
【推奨ブラウザ】 基本的にInternet Explorer、Firefox、Safariなど一般的なブラウザの最新バージョンと、
その一つ前のバージョンに対応しています。お使いのブラウザが対応しているかどうかの確認は、

AFPWAAウェブサイト内の「利用環境テスト」をご利用ください。
【ビデオ映像の再生環境】 Windows Media Video、Adobe Flash 、QuickTime
＊上記の環境範囲内であっても、ブラウザとOSの組合せにより、一部表示の不具合や各種機能がご利
用になれない場合があります。

株式会社クリエイティヴ・リンク

＊AFP-Directのご利用を申し込むと、ImageForumのAFP高解像度画像とPartner photosもダウンロードできるようになりますが、サービスを利用しなければ料金が請求されることはありません。  　

2014年4月1日版

ImageForum

ImageForum

AFP-Direct

VideoForum
学生・教職員

スタンダード画像（長辺512pixel／96dpi相当）

すべての映像データ（320×240pixel）

AFP高解像度画像
（長辺2,000pixcel以上／300dpi相当）

Partner photos
（長辺2,000pixcel以上／300dpi相当）

ご利用いただけるかた ダウンロードできるデータ ダウンロード数の上限 料　金コンテンツ

1アカウントあたり
1ヵ月3,000点
（1日の上限100点）

無料

【学生・教職員のみなさんが最初に取得していただくアカウントでできること】

【教職員のかただけが追加でご利用いただけるオプションサービス（一部有料）】 別途お申込みが必要です
 　

教職員
（学生は利用できません）

１アカウントあたり
１ヵ月100点

ダウンロード1点
￥3,000

追加アカウントの
発行
1アカウントにつき
￥50,000
（年間利用料金）

Ａプラン＝10アカウント
Ｂプラン＝15アカウント
Ｃプラン＝20アカウント
Ｄプラン＝30アカウント

（契約プランごとに
アカウント数の利用上限あり）教職員

Tel：0120（021）311（受付時間　平日10：00～17：00）

・AFP Forumは、教育・研究機関が発行している在籍者のメールアドレスでアカウント（ユーザーＩＤとパスワード）を管理し、ユーザーを
認証します。
・初めてご利用される方は。AFP Forum の新規登録が必要です。
・すべての学生・教職員は AFP Forum にインターネットを通じてデータベースにアクセスできます。但し、個別アカウントの同時アクセス
は出来ません。
・AFP Forumのすべてのデータの閲覧・検索と画面印刷ができます。
・ダウンロードおよび検索の履歴、表示設定、ライトボックスなどのページ機能が使えます。
・PHOTOS、VIDEOS、 GRAPHICS、TEXT STORIES のダウンロード権限については下記の表を参照してください。

【アカウントを取得すると出来ること】

コンテンツ ご利用いただけるかた ダウンロードできるデータ ダウンロード数の上限 料金（税抜き）

PHOTOS
スタンダード画像
長辺 512pixel
（96dpi 相当）

GRAPHICS
学生・教職員

スタンダード画像
長辺 512pixel
（96pixel 相当）

1アカウントあたり
１ヵ月 300 点 無料

VIDEOS
すべての映像データ

（320 × 240pixel ～ 1280 × 720pixel)

VIDEOGRAPHICS
すべての映像データ

（320 × 240pixel ～ 1280 × 720pixel)

TEXT STORIES TEXT

【高解像度ダウンロードサービスは有料。別途お申し込みが必要です。】

【2015.09.01】
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¥2,000,000

¥3,000,000

例えば学生数
5,000人の学校なら、
１人あたりの
年間利用料金は

¥300

＊料金表の価格はすべて税抜き表示です
＊50,001人以上はお問い合わせください。

●利用料金は年額固定制です。閲覧・検索・印刷・ダウンロードに個別の料金はかかりません。
（注＊ダウンロードについては一部有料のコンテンツもあります。）

●教育・研究機関のグローバルIPアドレス内でアカウント（ユーザーＩＤとパスワード）を管理し、ユーザーを認証します。
●ImageForum、VideoForumについては同時アクセス数は無制限です。
　すべての学生・教職員が学内のネットワークからインターネットでデータベースにアクセスできます。
●ImageForum、VideoForumのすべてのデータの閲覧・検索と画面印刷ができます。
●アカウントを取得すると、ダウンロードおよび検索の履歴、表示設定、ライトボックスなどのページ機能が使えます。
●画像、映像のダウンロードについては下記の表を参照してください。

年間利用料金／学則による収容定員数を基準にした料金体系Price

Contact

サービス内容Service

利用推奨環境当ウェブサイトを快適にご利用いただくために、下記の環境を推奨しています
【推奨ＯＳ】 Windows XP、Vista、7／Macintosh OS X 以降
【推奨画面表示解像度】 1,280×1,024ピクセル以上
【推奨ブラウザ】 基本的にInternet Explorer、Firefox、Safariなど一般的なブラウザの最新バージョンと、
その一つ前のバージョンに対応しています。お使いのブラウザが対応しているかどうかの確認は、

AFPWAAウェブサイト内の「利用環境テスト」をご利用ください。
【ビデオ映像の再生環境】 Windows Media Video、Adobe Flash 、QuickTime
＊上記の環境範囲内であっても、ブラウザとOSの組合せにより、一部表示の不具合や各種機能がご利
用になれない場合があります。

株式会社クリエイティヴ・リンク

＊AFP-Directのご利用を申し込むと、ImageForumのAFP高解像度画像とPartner photosもダウンロードできるようになりますが、サービスを利用しなければ料金が請求されることはありません。  　

2014年4月1日版

ImageForum

ImageForum

AFP-Direct

VideoForum
学生・教職員

スタンダード画像（長辺512pixel／96dpi相当）

すべての映像データ（320×240pixel）

AFP高解像度画像
（長辺2,000pixcel以上／300dpi相当）

Partner photos
（長辺2,000pixcel以上／300dpi相当）

ご利用いただけるかた ダウンロードできるデータ ダウンロード数の上限 料　金コンテンツ

1アカウントあたり
1ヵ月3,000点
（1日の上限100点）

無料

【学生・教職員のみなさんが最初に取得していただくアカウントでできること】

【教職員のかただけが追加でご利用いただけるオプションサービス（一部有料）】 別途お申込みが必要です
 　

教職員
（学生は利用できません）

１アカウントあたり
１ヵ月100点

ダウンロード1点
￥3,000

追加アカウントの
発行
1アカウントにつき
￥50,000
（年間利用料金）

Ａプラン＝10アカウント
Ｂプラン＝15アカウント
Ｃプラン＝20アカウント
Ｄプラン＝30アカウント

（契約プランごとに
アカウント数の利用上限あり）教職員

Tel：0120（021）311（受付時間　平日10：00～17：00）

・AFP Forumは、教育・研究機関が発行している在籍者のメールアドレスでアカウント（ユーザーＩＤとパスワード）を管理し、ユーザーを
認証します。
・初めてご利用される方は。AFP Forum の新規登録が必要です。
・すべての学生・教職員は AFP Forum にインターネットを通じてデータベースにアクセスできます。但し、個別アカウントの同時アクセス
は出来ません。
・AFP Forumのすべてのデータの閲覧・検索と画面印刷ができます。
・ダウンロードおよび検索の履歴、表示設定、ライトボックスなどのページ機能が使えます。
・PHOTOS、VIDEOS、 GRAPHICS、TEXT STORIES のダウンロード権限については下記の表を参照してください。

【アカウントを取得すると出来ること】

コンテンツ ご利用いただけるかた ダウンロードできるデータ ダウンロード数の上限 料金（税抜き）

PHOTOS
スタンダード画像
長辺 512pixel
（96dpi 相当）

GRAPHICS
学生・教職員

スタンダード画像
長辺 512pixel
（96pixel 相当）

1アカウントあたり
１ヵ月 300 点 無料

VIDEOS
すべての映像データ

（320 × 240pixel ～ 1280 × 720pixel)

VIDEOGRAPHICS
すべての映像データ

（320 × 240pixel ～ 1280 × 720pixel)

TEXT STORIES TEXT

【高解像度ダウンロードサービスは有料。別途お申し込みが必要です。】

【2015.09.01】
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 EdTech 導入補助金実証事業における課題
【課題１】 最新ICT環境を活用した英語学習を体験する。

　AFP通信が英語で配信しているニュースビデオを使った語学学習プログラム。 
　AFP通信のオンラインデータベースサービス（英語版）を活用することにより、生
徒たちは最新ICT環境による英語学習、グローバルな視点に立ったAFP通信の国際感
覚をリアルタイムに体験する。 
　「AFP World News Report 5（成美堂刊）」を副教材として活用し、国際人とし
て必要な英語コミュニケーション能力を育成する。

AFPWAAは、幅広いジャンルと年代を網羅したフォトストックやニュース映像が
自由に利用できる教育機関向けのデータベースサービスです

コンテンツContents

Concept

ImageForum VideoForum AFP-Direct（注＊専用アカウントによるオプションサービス）
報道写真を中心とする世界最大級のデジタルフォト
アーカイブ。世界各国の通信社や、専門性に特化した
フォトエージェンシーとの提携による“Par tner 
photos”（注＊有料アカウントによるサービス）の素材と合わ
せて、幅広いジャンルと年代を網羅したビジュアルデ
ータが豊富に収蔵されています。

世界150ヵ国から24時間365日体制で提供されるグ
ローバルニュースのビデオ映像を、6ヵ国語で配信し
ています。（英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、
ポルトガル語、アラビア語）。全文のスクリプトが併記
されているので、語学教材にも最適です。

あらゆるジャンルの最新のニュース記事が、どのメデ
ィアよりも速く閲覧できます。報道機関のみならず、
各国の政府機関や政財界、金融界、シンクタンクなど
でも活用されているAFP通信の基幹サービスは、世
界情勢や動向をオンタイムに知るための最強のツ
ールです。

創立1835年。世界で最も長い歴史を持つフランス・AFP通信
（Agence France-Presse）の報道用データベースが、日本の教育機関
を対象にアカデミック価格で利用できるようになりました。
世界各国13,000社を超えるメディアに配信されている報道写真、
ニュース映像、ニュース記事とそのアーカイブに、インターネットで
アクセスできるサービスです。

約170年前から今日まで、AFPが取材した報道写真を中心とする約
1000万枚のフォトストックや100,000点以上のニュース映像など、
世界最大級の収蔵数を誇るアーカイブからは、様々な学問分野や
研究テーマに対する検索が可能です。
ビジュアル資料、語学教材としてはもちろん、写真・映像・記事を横
断的に検索することで、既存の研究書などでは得られない過去か
ら現代までの客観的事実が検証できます。

写真や映像は閲覧・検索･印刷だけでなくワンクリックでデータのダウン
ロードが可能です。
すべてのデータがアカデミックユースでの著作物二次利用許諾済み。
学生のレポートや論文、発表資料はもとより教科書、副読本といった出版
物などにも、煩雑な手続きなしで転用することができるのも大きなメリッ
トです。

通信社のデータベースを
アカデミック価格で

すべてのデータが
著作物二次利用許諾済み

フォトストックと、
万点のニュース映像10

1000万枚を超える

データベース
サービス案内

PHOTOS                                              VIDEOS・ VIDEOGRAPHICS        TEXT STORIES
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 EdTech 導入補助金実証事業における課題

　生徒ひとりひとりが、自分でAFP通信のオンライン
データベースサービス（英語版）のアカウントを取得
する。次に課題（例えばSDGsテーマ）ごとに、それ
に関連した写真や動画を探して研究レポートを作成す
る。 
　次のステップとして研究レポート報告会を実施。こ
のような学習プロセスを通じて、生徒のプレゼンテー
ションスキル、デスカッション能力を育成する。 
　最終的な目標は「生徒自身が自ら思考するクリティ
カルシンキング」を身につけてゆくことにある。 
以上、提案した学習プログラムを通じて、教師と生徒
は知識習得に偏った従来型授業からの脱却を目指す。

【課題 2】 高校生の批判的思考能力「クリティカルシンキング」を育成する。
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 EdTech 導入補助金実証事業における課題
【課題 3】 生徒たちの学習成果をインターネット（AFPBB News）で発信
し、他の教育機関へ先進的教育プログラムとして広く公開する。

　今回の教育プログラムで高校生が制作したレポート
をAFPBB News（AFP通信日本語版ニュースサイ
ト）の「ＡＦＰ×教育」に掲載し公開する。 
　AFP通信が提供するデジタルコンテンツは、アカデ
ミックユースでの著作物２次利用許諾済み。著作権法
第35条に於ける許諾範囲を超えた領域（インターネッ
トでの公開、教科書福読本デジタル教材等）での掲載
に煩雑な許諾手続きは不要。今後さらに増えるであろ
うオンライン講座への活用等にも極めて有効である。
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【2020年度 EdTech導入実証事業にご協力いただいた教育機関】

岡山理科大学附属高等学校 
国際バカロレアコース１年生（１５名）、インターナショナルコース2年生（４名） 

指導　松浦美和先生・木村容子先生

埼玉県立和光国際高等学校 
外国語科3年生２クラス（81名）指導　藤澤さとみ先生

早稲田大学本庄高等学院 
3年生　英語２クラス（90名）　指導　赤塚祐哉先生
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岡山理科大学附属高等学校 
国際バカロレアコース１年生（１５名）、インターナショナルコース2年生（４名） 

指導　松浦美和先生・木村容子先生

【目的】 
　AFP World News Report 5 Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)の教
材を用いて、国際連合が提案している持続可能な開発目標Sustainable Development Goalsのそ
れぞれのゴールに介在する問題とは何か、AFP のニュース映像や英文を読み、最新の情報を知る。
また本校の協定校であるフィリピンのUniversity of Baguio High Schoolと国際交流のプログラム
の”Sustainable Understanding for Glocal Outcomes and Innovation Program”を通して、そ
れぞれの目標を達成するために生徒が何が出来るか、自ら考え、ディスカッションを通し、異なる
意見にも耳を傾け、他者の考えを尊重しながら、diversity mindを広げ、critical thinking skillも
養う。毎週IB入門Ⅱ（2時間）を利用し、実施した。 

【AFP World Academic Archive 利用期間】 
2020年9月1日～2020年12月31日  

【流れ】 
１．グループでSDGsについて調べ、SDGｓとは何か知る。 
　ポスター発表　　9月23日　　言語―日本語
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２．各自興味のあるゴールについて調べ、発表　　言語―英語9月30日 

３．興味関心を持ったゴールのカテゴリー別にグループを作る。10月7日　言語―英語 

４．AFP　World News Report 5の教材を各グループで学習10月7日、14日　言語―英語　Lesson 2 　Zero Hunger  
　　P13～P17 各自予習→グループで答え合わせ　10月7日　言語―英語 
　　P18  Discussion 10月14日、21日　言語―英語 
　 
　Lesson 3 　Good Health & Well-being 
　　P19～P23 各自予習→グループで答え合わせ　10月7日　言語―英語 
　　P24  Discussion 10月14日、21日　言語―英語 

　Lesson 5 　Gender Equality  
　　P31～P41 各自予習→グループで答え合わせ　10月7日　言語―英語 
　　P42  Discussion 10月14日、21日　言語―英語 

　Lesson 8 　Decent Work & Economic Growth  
　　P49～P53 各自予習→グループで答え合わせ　10月7日　言語―英語 
　　P54  Discussion 10月14日、21日　言語―英語 

CERTIFICATE OF
PARTICIPATION

SUGOI Program

Sustainable Development Goals

(Planning Phase).
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　Lesson 14 　Life Below Water  
　　P85～P89 各自予習→グループで答え合わせ　10月7日　言語―英語 
　　P90  Discussion 10月14日、21日　言語―英語 
・そのゴールの背景にはどんな問題が介在しているのか、AFPのリソースを使ってリサーチを行い、ディスカッションを行った。 
・問題を改善し、ゴールを達成するための具体案をグループで考えた。 

５．フィリピンバギオ大学附属高等学校の生徒とSDGSのゴールについて、Google meetでそれぞれ話し合いの機会を設ける
（グループディスカッション予定）言語―英語　　10月30日、12月２日 
10月30日は主にお互いの学校の紹介のみとなった。 
12月２日は本校生徒がＡＦＰ等のリソースを使って以下のGoalについて各グループで 
バギオ大学附属高校生対象にオンラインで英語で説明を行った。 
Zero Hunger,　 Good Health & Well-being,　 Gender Equality,　 Decent Work & Economic Growth,　 Life Below 
Water 
その後5つのグループに別れ、本校の生徒とバギオ大学附属高校生徒とディスカッションを行った。 
12月9日、12月16日　以下のGoalに繋がる地元の取り組みを地元の新聞を利用し、 
リサーチをし、発表を行った 
Zero Hunger,　 Good Health & Well-being,　 Gender Equality,　 Decent Work & Economic Growth,　 Life Below 
Water
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６．グループ発表　google meet のJambboard等利用し、本校生徒とフィリピンの生徒との合同発表を行う予定である。
1月末予定 

【感想】 
 フィリピンのバギオ大学付属校との国際交流にＡＦＰのリソースは大変有益であった。教育目的でリソースを使用する場
合、著作権の問題も生じず、本校の生徒のみならず、他国の交流校とも共有できる点が最大のメリットである。 
　ＡＦＰのリソースと地元のリソースを使い、think globally, act locallyのglocalの考えを養うことにも繋がる。 
教材については現地の生の英語を聞くことで、普段使用している教科書の音声とはかなり違うということが分かり、様々な
独特なイントネーションや発音の英語の発音があることを学んだ、いい機会になったが、ディクテイションは難しかったよ
うだ。

2020.10.30IB取材撮影 2020.12.02IBオンライン授業2020.10.14IBプレゼンテーション(SDGｓについて)
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【第一回目のプレゼンテーション】 
2020年10月7日（水）～10月28日（水）毎週水曜日　15:30-17:00 

AFP World News Report 5 Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)の教材を用いて、国際連合が提案
している持続可能な開発目標Sustainable Development Goalsのそれぞれのゴールに介在する問題とは何か、AFP の
ニュース映像や英文を読み、最新の情報を知る。 
　具体的には、 
＊Lesson 11　Sustainable Cities and Communities　Bike, walk, or use public transportation 
　実際にテキストのP.67・68・69を読み、ビデオを視聴した後、AFPニュースを検索するとフィンランドの 
CitiCapの取り組みが見つかりました(住み続けられるまちづくり)。また、下記のリンクから生徒に見せた写真や動画を入
手しました（注：現在はリンク参照不可）。 
http://www.afpforum.com/AFPForum//Redirect.aspx?
ext=515DED14D111C796530CEAD48E3B77282ADFA53CEE89C4D0C5940A59E9C9C07AF4D21CDF20CFF
C31&mui=1 
　これらを材料に、本校生徒（インターナショナルコース２年生４名）とスリランカ(Sputnik International Education 
centre)の学生とグループを３つ作り、日本語・英語の両方を使って、それぞれ意見を出し合って、まとめたものをプレゼ
ンテーションしました。

http://www.afpforum.com/AFPForum//Redirect.aspx?ext=515DED14D111C796530CEAD48E3B77282ADFA53CEE89C4D0C5940A59E9C9C07AF4D21CDF20CFFC31&mui=1
http://www.afpforum.com/AFPForum//Redirect.aspx?ext=515DED14D111C796530CEAD48E3B77282ADFA53CEE89C4D0C5940A59E9C9C07AF4D21CDF20CFFC31&mui=1
http://www.afpforum.com/AFPForum//Redirect.aspx?ext=515DED14D111C796530CEAD48E3B77282ADFA53CEE89C4D0C5940A59E9C9C07AF4D21CDF20CFFC31&mui=1
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【先生方がこの授業を行ってみての総合評価、今後の課題など】 
　スリランカの学生（その日によって多少増減はあるが、だいたいスリランカの学生は１０人くらい）からは、まず食生活
について焦点を当てた発表だった。 
　自分たちの食べるものは自分たちで賄う。家の裏庭には必ず食べられる色んな種類のフルーツの木が植えられており、
畑には野菜が栽培されている。また、灌漑システムも昔から最寄りの川より水を引くという現代的なものではないが、役割
は十分果たせるものを利用している。できるだけ、無駄を省き質素に生活しているスリランカと比べ、日本は自給率約３
８％と輸入に頼らなければならないという立場でありながら、一方余剰の食糧を廃棄しているという現実をしっかりと受け
止められたのではと推測する。 
　太陽光を利用したエネルギーの開発という考えはあるが、まだまだ実用化には到っていない。移動手段はあまり発達して
いないので、便利はよくない。 
　国自体それほど豊かではないが、税金が安く特に教育については、大学まで無料である。しかし、大学まで進学する人は
少ない。個人の収入も低いが、物価が安いので、預貯金もでき生活するのに不自由は感じない。 
お互いの生活様式の比較をしながら、お互いの国の良いところ・改善すべきところなどが改めて認識できる時間になってい
たようである。　　
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【第二回目のプレゼンテーション】 
＊2020年12月2日（水）～12月16･23日（水）毎週水曜日　15:30-17:00 
＊だいたいスリランカの学生は１０人くらい 
　まず、AFP World News Report 5 Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)の教材のLesson1　No 
Poverty Donate what you don’t use　の動画を見て、内容を解釈し、アフリカの社会について考える。 
＊各生徒が興味を持ったゴールを選び、なぜそのゴールを選んだのか？から次の発展的な課題までを発表する。 

生徒への指示内容は以下の通りである。 
１．SDGｓの目標で調べてみたいものを選ぶ。 
２．どうしてこの目標を選んだのか、その理由や社会背景を説明。 
３．自分が調べてみたいことを書く。 
４．調べる前に、仮説や予想を立てる。 
５．どうやって調べるのか書く（動画・写真・データなどを利用します）。 
６．調べて分かったデータや資料をまとめる。 
７．自分の仮説や予想が正しかったかどうか理由とともに書く。 
８．結論+今後どんな課題があるのかも書く。
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○グループ① 
　貧困をなくすという取り組みの中で、日本とスリランカが協働で実施している『介護技能実習生プログラム』という画期
的な取り組みを紹介してくれた。それは、日本が財政面の支援をはじめに行い、専門的な技術面や言語における準備をスリ
ランカ国内で実施後、来日して超高齢化社会の日本の支援をスリランカの若者にしてもらい、日本で３年程の就労後日本が
出資した分を返済するというものである。日本で３年程の経験を積むことで、日本語の習得や介護の経験もスリランカへ
戻った際にはかなりの財産となり、まさにウィンウィンのプログラムといえるのではと、思われました。このプログラムが
是非成功してくれることを願っています。 
　また、このプログラムの追跡調査もできるといいのではと考えている。 

○グループ①の評価については、 
＊英語と日本語で言語を決めて発表の方がよいのでは。 
＊介護技能実習生プログラムに興味がわきました。 
＊このプログラムだけに焦点を当てて詳しい発表をしてもらっても良かった。 
＊このプログラムのおかげでスリランカと日本の関係がさらに発展していくことを願っている。 
＊自分の意見をもう少し入れて発表した方が良いと思う。 
＊みんなに分かりやすく簡単な言葉で発表した方がよいと思う。よく調べてあります。分かりにくいです。 
＊GOOD.　This presentation is useful and good.　　などでした。



18

○グループ② 
　１６番目のゴールの中の平和についての発表になりました。そのためのGender equality, Quality education, Decent 
work and economic growthについての発表でした。 特に、スリランカは2009年までの約３０年間の内戦の末、今の勝
ち取った平和を知っている国なので、平和の有り難さを実感している。学生たちからすれば、幼かった頃のあまりはっきり
した記憶ではないようだったが、それでも結局身近な人たちと仲良く生活できることが、しいては世界平和につながってい
くという結論に到った。 

○グループ②の評価については 
　ジェンダー差別をなくすことの大切さが伝わってきた。内戦が続いた国で生活する人たち、特に小さな子供たちの写真を
見ると悲しくなった。戦争を経験した人々だからこそ、平和の大切さがよく分かっている。このゴールを選んだ理由の一つ
であろう。ジェンダーについての国による捉え方について、両国の意識調査を実施してみたい。
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○グループ③ 
　飢餓を減らしていくために、まずは身の回りの家庭内の食品ロスについてのアプローチだった。 
1日の食品ロスが１人あたり１３２グラム、年間４８キログラムという数字を見て驚いた。また、世界の生産量の約３分の
１は廃棄されている（年間）。対策としては、まず自分が食べられるだけ買う、食べられるだけ調理する、食べれるだけを
注文する、余ったものはフードドライブへ寄付する、などの意見がだされていたが、これらを広く世界に知ってもらうこと
が、とても重要だと感じた。身近なところから無駄を省き、１人ひとりができることを確実に実行していくことで、飢餓で
苦しんでいる人たちを救うことが出来ると考えている。 

○グループ③の評価については 
　スリランカの果物の話しだけではなく、日本の果物についても話が聞きたかった。日本の果物と違って、栄養価がただ単
に果糖やビタミンだけではなく、免疫力を上げたり、血圧を下げたり、骨密度をあげたり、ガンになりにくい成分が多いこ
とがわかった。家庭内の食品ロスを減らすために、人々の意識を変えていく必要があると思った。
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① ”AFP World Academic Archive” を活用した授業を通じて、自分が
最も感銘を受けた写真や世界の仲間たちとシェアしたい写真を一枚選ぶ。   
②その写真にタイトルをつける。（英語または日本語）  
③その写真を選んだ理由を書く。（英語または日本語） 

【AFPWAA エドテックワークショップ】
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埼玉県立和光国際高等学校 
外国語科3年生２クラス（81名）指導　藤澤さとみ先生

【１．埼玉県立和光国際高等学校の概要】 
 本校は全国初の公立の国際高校としてスタートし、今年度 34 年目を迎えている。各学年に普通科6クラス、外国語科2ク
ラスがあり、全校で24クラスの構成となっている。 

 教育理念として「国際社会で必要とされるグローバルリーダーの育成」を掲げ、本校の特色である外国語や地球規模の課
題についての学習・国際交流・海外研修等のグローバル教育を充実させるだけでなく、国際人を目指すうえで必要なさまざ
まな力を育成することを目標としている。 

 学校活動では、生徒は幅広い学習や多彩な活動を通して考えを深め、主体的に行動する力を身につけ、将来は地域や国際
社会でリーダーシップを発揮し活躍することを期待されている。

【２．実施コース】 
　外国語科 3学年81名 

【３．実施授業 】 
時事英語  3単位  
ALT とのティーム・ティーチング授業 2単位・日本人インストラクター単独授業  1単位 
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【４．時事英語 授業の目的】 
　ニュースを通じて今日世界が直面している課題を知り、調査と議論を通じて問題を多角的に分析する。国内外の新聞・雑
誌等多様なメディアを利用した情報収集により諸問題についての理解を深め、世界をより良くするための具体策を探るとと
もに、将来の自己実現に資するものとする。  
1.英語でニュースを読み、視聴して内容を理解することができる。  
2.理解したニュースを要約し、意見交換をすることができる。  
3.報道の異なる背景と多様な視点について学び、課題解決の方策を検討することができる。 
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【5．時事英語の年間計画】

Unit 1 Globalization – Positive and Negative Impacts

Unit 2 Science and Technology – Industry and Innovation

Unit 3 Unconventional Careers: Developing New Business Models

Unit 4 Embracing Differences

Unit 5 Culture and Language

Unit 6 Geopolitics

Unit 7 International Relations – World Trade, Wars and Conflicts

Unit 8 Leadership – World Leaders / Populists

Unit 9 The Future of the World 
Human Rights, Social Security, Citizenship

Unit 10 Being the Change in the World
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【６．利用サービスおよび教材】 
①通年  
 ・CNN News around the World      朝日出版社  

②9月～12月  
・AFP 通信のオンラインデータベースサービス AFP World Academic Archive  
 ・副教材          AFP World News Report 5（成美堂刊）  
  
【７．AFP World Academic Archive 授業実施期間】 

2020年9月1日～2020年12月25日 
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【８．授業開催時期と内容】
時期 トピック 授業内容

9月 Food Culture
①生徒は AFP 通信のオンラインデータベースサービス（英語版）のアカウントを取得し、情報検索実習として、各自の卒業論文に関連する情
報の検索を行った。  
②生徒は、グループごとに割り当てられた国の食文化について、与えられた設問をもとにリサーチを行った。各国の地理的条件や宗教・文化・
歴史も含めたリサーチを行い、発表活動と質疑応答・意見交換を行った。 

10月 Embracing  
Differences

AFP World News Report 5 から、本校のトピックに合致するレッスンを選択し、リサーチとプレゼンテーション活動を行った。  
Lesson 10 Raise your voice against discrimination  
①LGBT の権利や各国での状況、差別や偏見、人々が抱える様々な課題について調査し、意見発表・意見交換を行った。  
②社会的マイノリティ・宗教・民族等、身近に存在するが見えていない差別などの課題について、ニュースを通じて学び意見交換を行った。 

11月 Leadership ‒  World 
Leaders /  Populists 

世界のリーダーについて調査し、「良きリーダーとは？」という問いを念頭に置きながら生徒はプレゼンテーションと意見交換を行った。  
①生徒はグループごとに、割り振られた国の指導者について指定の項目ごとに調査（指導者・政治・経済・パンデミックへの対応等）。調査
は、CIA, AFP を中心にオンラインでのリサーチを行った。  
②Google Slides を利用してグループごとに発表用資料を作成し、プレゼンテーションを行った。

12月 Being the Change  
in the World 

＜活動１＞  
世界のパンデミックの現状を調査し、医療従事者をはじめ＜活動１＞ 世界のパンデミックの現状を調査し、医療従事者をはじめするエッセン
シャルワーカーの存在への意識を高めるとともに、仲間へのメッセージを込めたポスターとビデオの制作を行った。AFP のウェブサイトで写
真を選択し、英語及び各自の第2外国語でのメッセージ作成を行っている。  
＜活動２＞  
① ”AFP World Academic Archive” を活用した授業を通じて、自分が最も感銘を受けた写真や世界の仲間たちとシェアしたい写真を一枚選
ぶ。   
②その写真にタイトルをつける。（英語または日本語） ③その写真を選んだ理由を書く。（英語または日本語） 
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【９．授業形式】   
 各トピックでは、基本的に次の流れに沿って授業を進めた。

1 イントロダクション 関連するビデオや教員のプレゼンテーションによる話題の導入 

2 ブレインストーミング レッスン前のトピックに関する生徒の認識等を、Jamboard や Coggle を利用して調査・意見交換する。 

3 リ サ ー チ 
生徒は基本的に 13 のグループに分けられる。トピックに基づきグループごとに課題が割り当てられ、設
問に答える形でリサーチを行う。リサーチを行いながら、Google Slides を利用し発表資を随時まとめ
る。

4 プレゼンテーション グループごとに発表を行う。発表後に質疑応答と意見交換とを行い、発表者・聴衆ともに反省点を次回
プレゼンテーションに活かす。
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【10．授業中に行った副教材テキスト、レポート、演習（プレゼンテーションへの評価）】   
  本校「時事英語」のシラバスに従って副教材テキスト”AFP World News Report 5”からレッスンを選択し、レッスンの
本文とそれに関連する教材（ニュースウェブサイト）等からの資料をもとにテストを作成、各レッスンのプレゼンテーショ
ンとともに評価を行った。  
  
①テキストの内容理解  
 定期考査で計測を行った。  
  
②プレゼンテーションの評価  
・英語 英語としての正確さ（内容が正確に伝わっているか）、発音等  
・内容 選択資料の適切さ、理解の正確さ、設問への正対、エビデンスの有無、論理性等  
・発表 協力、準備、練習、聴衆とのインタラクション等  
・スライド  内容のわかりやすさ、効果等  

  本校では実用英語技能検定の受験を奨励しており、2020年度は準1級取得者数も3年生のみで19名（外国語科16名・普
通科3名）と、順調に英語力を伸ばしている。もちろんこの英語力の伸びは本授業によるものだけではなく、他の英語基幹
科目や他教科で学んだ知識や経験などあらゆるものが寄与していると考えているが、やはり最新の情報を自由に利用して言
語学習ができることの意義は大きい。
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【11．教員の授業総合評価と今後の課題】   
　生徒は、将来的に大学・企業においてや起業などの過程で、さまざまな形でリサーチとプレゼンテーションを行う機会が
ある。その準備として、AFP World Academic Archive を利用することは、あらゆる今後の活動の基礎となるだろうと考
えている。以下に、データベースを利用して良かった点および今後の課題について述べる。  
  
①良かった点  
①-１ クオリティが高く臨場感ある写真の効果  生徒は興味のあるものであれば、自ら読む。当然ながら、全ての生徒が同
一のものに同時に関心を抱くことは少ない。その難しさの中で、特定のトピックに基づいて多くのインパクトある写真デー
タから必要な写真を探す活動は、生徒の「何が起こっているのか、何の写真なのか、説明を読みたい」というモチベーショ
ンを上げるために役立った。日本の新聞であればさまざまな意味や事情で報道されない、そして掲載しない写真・記事を目
にすることで、世界の現実を知ることがある。その意味で、海外通信社のデータベースを使用できることは意義が大きかっ
た。  
  
①-２ 自律的な Reading 活動への効果的な誘導  データベースを参照している間にも新たに投稿されるニュースは、刻一刻
と変化する情報や社会を目で見たり、感じ取ったりすることができる。これは、時事問題に関心の高い生徒にとっては特に
魅力的であったことがアンケート調査からわかっている。  
  
①-３ リサーチ方法の学習  各自が求める情報を得るためのキーワードの選び方や、視点を変えて記事検索を行うなどの技術
を学ぶことにより、効率的にリサーチをする上での基本的なスキルを身につけることができた。 
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①-４ “Reliable sources” の選び方  
　本校外国語科の生徒は、１年次からの「英語表現」という科目の総まとめとして、卒業論文に取り組む。各自の選択した
トピックについて調査を行い、解決策を社会に提示するという、「提案型」の卒業論文である。  
 その過程では、ディベートの手法を使い執筆準備を行う。まず問題の現状分析を行い、次に自分の提示する解決策がいかに
有効に機能し、課題解決をより望ましい形で実現できるか、また、その課題を解決することの重要性を論ずることが求めら
れる。執筆の際には、調査・研究結果や実際の事例・データなど、信頼できるエビデンスを付して論文を展開させていくこ
とが求められている。  
　この“Reliable sources” について理解し、情報を正確に読み込み分析し、応用へとつなげることは、論文完成への１つ
の不可欠なスキルである。これを「英語表現」のみならず他の科目との連携で繰り返し学習することが、生徒の自律学習を
助け、持続的な成長を促すことになる。生徒を情報の海に訓練なく放り出すのではなく、内容の充実した１つのデータベー
スを利用することで、そこに引用されるさまざまな研究機関・政府機関などからの情報を吟味する活動を通して、生徒が情
報を見極め取捨選択する技術を学ぶことができることは、意義が大きい。  
  
①-５ コピーライト教育 　 
　AFP通信から提供するデジタルコンテンツは、アカデミックユースでの著作物２次利用が許されている。著作権法第 35 
条における許諾範囲をこえた領域（本校での今回の事例は、ポスター・ビデオの作成や学校ホームページでの公開等）での
掲載に煩雑な許諾手続きが不要な点も、著作権教育のイントロダクションとして最適であった。生徒のアンケート結果に
も、この点を心配することなく発表準備を行えた点が良かったことが挙げられている。
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 授業内の発表活動では、生徒はフリー素材のイラストや写真などを用いることが多い。AFP World Academic Archive 
を利用し、外部へ向けて情報やメッセージを発信する機会を作ることで、教員・生徒ともに著作権について実践的に学ぶ機
会となり、将来の発信活動に向けて必要なスキルの基礎を身につけることにもつながった。  

②今後の課題  
  
②-１ 生徒に1人1台のデバイスと学校の Wi-Fi 環境を整備することの必要性  現在のコロナウィルスによるパンデミックで
は、オンライン学習の必要性が急激に増している。そのような状況下で、埼玉県の県立高校では校内においてさえも生徒が
コンピュータやタブレットを利用できる機会が限られている。オンライン上のデータベースを生徒が自分のペースで自由に
活用するためにも、ハード面の整備が必須である。これと同時に、学校ネットワークのセキュリティを高めながら生徒が使
用できる Wi-Fi の環境を急ぎ整える必要もある。昨年後半から埼玉県も動き始めてはいるが、運用面で課題が多い。  
また日本の ICT 教育は、欧米の ICT 教育と比較すると大きく出遅れている。教育段階の早期にコンピュータやタブレッ
ト、インターネットを活用した授業を開始する国々に比べて、日本の生徒は、スマートフォンにはなじみがあるが学習に利
用するコンピュータやタブレット、基本的なソフトウェアの使用に関する習熟が進まない。家庭教育に差がある中で、学校
教育が生徒の ICT 活用の基本環境を整備することは、今後教育の質を高め社会の持続的発展を実現していくうえで必要最低
限の条件であると考える。  
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②-２ 教科間の連携とメンテナンス・サポート体制整備の必要性  
 ICT 活用の授業では、生徒間のスキルや情報の格差拡大を実感することが多い。スキルも学力も多様な生徒が混在する授
業で ICT を十分に活用していくためには、指導者側が十分なスキルを身につけていることと同時に、指導内容の教科・科
目間連携も必要である。そのために本校では、全教科・科目の指導項目を一覧できる資料を作成し、科目相互の連携がし
やすい環境を整えつつある。 さらに学校での ICT 活用を進めるためには、シンガポールで導入されているように、ネット
ワークやコンピュータの保守管理にあたる担当者を各学校に少なくとも１名は配置することが必要だと考える。教員が授
業・分掌・部活動等多くの役割を担いながら学校のネットワークやデバイスの管理にあたることは、非効率的であるととも
に一部の職員に過度の負担をかけることになっており、働き方改革につながらない。  
 　ICT 活用を効率的かつ効果的に進めていくために、教育現場の実情を正しく把握し、必要な手立てを先んじて講じる先
見性が日本の教育にも望まれる。  
  
②-３ 生徒のデータベースを使用した学習状況の把握  
　AFP がフランスの通信社であるだけに、日本の国内ニュースや生徒が扱う卒業論文の話題については情報が必ずしも十分
でない点はあるが、リサーチの基本技術習得と記事のリーディングやビデオの視聴を通じての英語理解力の育成は、今後生
徒がリサーチ範囲を広げ、情報の信頼性を吟味しながら的確な現状分析を行い、課題の解決策を模索しながら自己実現を
し、グローバルリーダーとなり、社会で生きていくことの強固な基盤となる。 その基礎作りを確実なものとするために、こ
のデータベースを利用したコースについて、カリキュラムを充実させていくことが必要である。個々の生徒の課題への取り
組みやデータベースを利用した学習状況をインストラクターが随時把握しデータ化することができれば、指導を効率的かつ
効果的に行っていくことができると考える。



32

【12．おわりに】 
　海外通信社のデータベースを、学習者向けでありつつリアルタイムに情報がアップデートされる形で利用できることは、グ
ローバルリーダー育成の目標を掲げる本校と本校生徒にとって有益であった。  
　今後は、多様化する学びの形に適したサービスの充実とともに、学校現場のハード面やネットワーク・デバイス等のメンテ
ナンス面等さまざまな課題がスピード感をもって解消され、生徒の発展的な学びのサポートとなることを望む。 
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2020年12月　＜活動１＞  

世界のパンデミックの現状を調査し、医療従事者を
はじめ＜活動１＞ 世界のパンデミックの現状を調査
し、医療従事者をはじめするエッセンシャルワーカー
の存在への意識を高めるとともに、仲間へのメッ
セージを込めたポスターとビデオの制作を行った。
AFP のウェブサイトで写真を選択し、英語及び各自
の第2外国語でのメッセージ作成を行っている。 

Being the Change  in the World
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Being the Change  in the World 
2020年12月　＜活動 2＞  

① ”AFP World Academic Archive” を活用した授業を通じて、自分が
最も感銘を受けた写真や世界の仲間たちとシェアしたい写真を一枚選ぶ。   
②その写真にタイトルをつける。（英語または日本語）  
③その写真を選んだ理由を書く。（英語または日本語） 

【AFPWAA エドテックワークショップ】
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早稲田大学本庄高等学院 
3年生　英語２クラス（90名）　指導　赤塚祐哉先生

【概要】 
　本実践は、大学附属校に在籍する高等学校３年生を対象とした英語授業における、英語運用力と批判的思考力を高める試
みである。そのための教材として、AFP通信が提供するオンライン画像・動画コンテンツ「AFP World Academic 
Archive」及びAFP通信の配信素材を基にした英語学習教材「AFP World News Report 5」を活用した。教育方法として、
国際バカロレア教育プログラムにおける授業「知の理論」の枠組みを参考としつつ、エルダー(L.Elder)・ポール(R.Paul)の
批判的思考教育の考え方を取り入れた。本実践の参加者は90名で、実践の期間は2020年９月上旬から12月上旬の３か月
間、計35単位時間であった。授業ではSDGsをテーマとし、食料問題やジェンダー、技術革新について取り扱い、題材に関
連した問いを投げかけ、それらについて話したり、書いたりしながら応答することを繰り返した。加えて、実践の最終段階
では、SDGｓに関連したプレゼンテーション課題を課し、本実践に参加しての感想や学びについて、英語で振り返り課題を
課した。その結果、英語の語彙力や話すこと（発表・やりとり）、書くことの力が向上した実感をもっていることが分かっ
た。また、表面的な意見・考えに留まらずに、多面的・多角的な視点で英文を構成していく批判的思考への気づきが認めら
れた。

35
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【１．英語運用力と批判的思考力を高める試み】 
　本実践は、高等学校における英語授業において、高校生の英語運用力向上と批判的思考力を高めることを目的とした実
践である。批判的思考力は、学習指導要領（平成29・30年告示）においては多面的・多角的に物事や事象を考察する力で
あると説明されており、こうした力は変化の激しい世の中で生きていくために不可欠な力であることが強調されている。一
方、国内の高等学校における英語授業では、これまで英語運用力を高める工夫が数多くなされてきたが、批判的思考力を育
成する試みは僅少であった。 
　批判的思考力を高める教育方法は、これまでにもいくつか検討がなされてきた。例えば、物事や事象を分析したり、評
価したり、新たなアイデア等を創造したりすることを求める問いかけに応答することによって、批判的思考力が高まること
が示唆されてきた（Elder & Paul, 2005; Kennedy, Fisher & Ennis ,1991ら）。加えて、筆者は科学研究費（若手研究・
赤塚科研）による研究を通して、こうした問いかけへの応答は批判的思考力のみではなく、英語運用力の向上にもつながる
ことを指摘した。一方、これまでの実践を通して、英語学習者の動機づけを高める工夫が不可欠であると感じていた。いか
に「問い」を自分事として捉え、実生活・実社会とのつながりを意識させることができるのか、といったことが喫緊の課題
となっていた。
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　そこで着目した教材が、AFP通信が提供するオンライン画像・動画コンテンツ「AFP World Academic Archive」及び
AFP通信の配信素材を基にした英語学習教材「AFP World News Report 5」である。これらの教材は、実社会・実生活の
課題について、リアルな画像と映像、音声を通して、ありのままの社会の様子を学習者に提示することに成功している。編
纂された高等学校検定教科書にはないダイナミックな情報が学習者に伝わり、世の中の動きが肌で感じられる教材である点
を評価した。こうした教材を活用して、本実践では実生活・実社会の課題をどのように解決していけばよいのか、といった
正答が1つとは限らない問いを設定し、それらについて英語で多面的・多角的に探究していく授業スタイルを採用し、英語
運用力と批判的思考力を育む授業展開を行った。本教材を採用する理論的な裏付けとして、実生活・実社会の課題を解決し
ようとする問題解決学習を通して批判的思考力を高めることができる、と主張したResnik & Resnik (1992)の研究を参照
した。 
　教育方法として、国際的視野と批判的思考力を育むことを主目的とする国際バカロレア（IB）教育プログラムにおける
「知の理論（TOK）」の枠組みを参照としつつ、エルダー(L.Elder)・ポール(R.Paul)の分析的質問(analytical question)の
考え方を取り入れた。エルダー・ポールは事象を分析的に捉えるための問いを、学習者に段階を踏んで投げかけることに
よって、批判的思考力が高まることを示した研究者である。なお、IBのTOKでは、学習の成果として授業の最後にプレゼン
テーションを行うが、プレゼンテーションの準備段階において独特のルールが定められている（図1参照）。このルールが
学習者の批判的思考力を高めるとされている。以下、授業概要、生徒の取組、学習の成果について説明する。
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【２．実践内容】 
　本実践は、早稲田大学の附属校である早稲田大学本庄高等学院の第３学年２クラス（計81名）を対象として、2020年９
月上旬～2021年12月上旬の３か月間実施した。授業回数は延べ35単位時間（１単位時間は50分間）であり、授業言語は
英語をメインとして進められた。日本語の使用は細かな説明や指示等にとどめ、教師からの発話及び生徒の発言は原則とし
て英語を使用した。なお、当該校は原則として全員が早稲田大学の各学部に進学することから、大学受験に特化した学習を
行う必要がなく、第３学年とはいえ、時間的・精神的に余裕がある学習者を対象に実践することができた。 
　AFP通信が提供するオンライン画像・動画コンテンツ「AFP World Academic Archive」については、初回取り組み時
に使い方のオリエンテーションを実施し、各自のプレゼンテーション資料として活用するよう促した。AFP通信の配信素材
を基にした英語学習教材「AFP World News Report 5」については、文科省検定教科用図書（外国語）と併用する形で、
「Lesson 2 （飢餓、食料）」、「Lesson 5（ジェンダー）」、「Lesson 9（技術革新）」の３レッスンを取り扱った。 
　それぞれのレッスンでは、リスニング、リーディング活動のほか、内容の理解度を確かめる質問をしたり、内容に関連し
た高次な思考力を求める問い（注1）を投げかけたりし、ペアまたは３人グループで即興で意見・考えを話すこと活動を取
り入れた。加えて、５単位時間ごとに120語以上の英文を作成することを求めた。作成した英文はペアまたはグループで相
互に評価（ピアレビュー）し、英文の内容に多面的・多角的な視点が盛り込まれているのか、エビデンス等に基づき作成さ
れているのか、といった点を学習者同士が確認し合うことを求めた。最後の４単位時間は、学習の成果についてのプレゼン
テーションの時間とした。プレゼンテーション実施にあたり、IBのTOKの枠組みを参考としながら、学習者に以下の指示を
行った。
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注1：Anderson・Krathwohl(2001)はBloom(1956)の理論を基に思考の種類を低次思考力と高次思考力の２つに大別した。低次思考力と

は、記憶・理解・応用といった領域であり、高次思考力は分析・評価・創造といった領域である。本実践では、低次思考力に該当する問

いに加え、高次思考力に該当する問い取り入れた。
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図１　プレゼンテーションの概略

【概略】 
２学期の最後にプレゼンテーションを実施します。SDGｓに関連したテーマで１人あたり３分程度の発表を行います。AFP World Academic Archiveや
AFP World News Report 5、教科書の題材に関連した問いのリスト（１０個）を渡します。そのリストから問いを１つ選び、実物資料（写真や映像、あ
るいは自分が大切にしているモノ）を提示しながら、英語で自分の意見や考えを述べます。発表条件は以下の通りです。 

◆発表にあたっての条件 
①様々な分野の視点から考えることを意識する(Scope) 
②物事を見る視点が人によって異なること、物事を見る視点が時代や社会・文化的背景によって変わってくることを意識する(Perspectives) 
③物事の進め方や方法論、知識を得るために利用するツール（ニュースや雑誌、ネット情報）によって見方・考え方が異なることを意識する(Methods 
and Tools) 
④倫理的な側面（例：ヒューマニズム等）から物事を捉えることを意識する(Ethics) 

◆使用する実物資料の条件（２つ以上） 
・SNSや写真等といったデジタル資料又は実物資料であること 
・実社会・実生活におけるオーセンティックな資料（例：ウェブサイトに掲載されているニュース記事、体育の授業で使ったバスケットボール等） 
・引用元を明確に示すこと 

Dang & Dang (2020)を基に筆者作成
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　続いて、プレゼンテーション実施のきっかけとなる問い（prompts）のリストとして、次の10個を提示した。生徒たちは
以下の10個の問いから1つ選び、プレゼンテーション構成を検討した。 

図2. プレゼンテーション実施のための10個の問い（prompts） 

Exhibition prompts 
1. Why is it so difficult to reduce food loss or food waste? 
2. What ethical considerations are there with the advanced of technology? 
3. How will science change human existence in the next 50-100 years? 
4. What can we do to help make the world a more equitable place? 
5. What does it mean to be a ‘citizens of the world? 
6. How can we fight for a safer and fairer world? 
7. What is the importance of democracy in solving social injustice? 
8. How might stereotypes affect people as they grow up? 
9. How do gender roles define people? 
10. What contributions do the media make towards achieving SDGs? 

Dang & Dang (2020)を基に筆者作成
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　加えて、プレゼンテーション実施にあたり、事前に評価指標（ルーブリック）を提示した。事前に提示することで到達目
標を可視化し、生徒たちがどのように学習に取り組めばよいのかを示した。なお、以下の評価指標は学習指導要領（平成
29・30年告示）を意識しながら、筆者が作成したものである。 
表１. 話すこと（発表）のルーブリック

評価の観点

知識・技能 
How well do you attend to sounds and use appropriate 
sentences? 
発音やイントネーション(＊５)を意識しながら、文脈に沿った
語句・文を適切に使用しているか。 

思考・判断・表現 
How well do you state your 
arguments with reasons, 
and maintain coherency? 
場面や状況に合わせて、意見
や考えに首尾一貫性をもたせ
て話せているか。

主体的に学習に取り組む態度 
How is your presentation 
style? 
聞き手を意識しながら話して
いるか。

評価の基準 Sounds  
音声

Language 
語句・文

Message 
意見・考え・首尾一貫性

Presentation 
プレゼンテーション

十分に達成できている（A）

Your pronunciation and 
intonation are clear　and it 
is easy to understand what 
you are saying. 
発音やイントネーションが明
確であり、かつ何を話してい
るのか聞き取りやすい。

You use vocabulary and 
expressions appropriate to 
the topic. 
タスクに沿った語句・文を適
切に用いている。 

Your sentences are 
understandable. 
意味が十分に通じる英文（＊
６）になっている。 

You state your arguments 
with reasons. 
意見や考えを理由とともに述
べている。 

Your speaking is coherent. 
英文構成に首尾一貫性があ
る。（＊７） 

You often make eye 
contact with the audience. 
アイコンタクトを頻繁にとっ
ている。 

Your voice is clear. 
声が明確である
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概ね達成できている(B)

Your pronunciation and 
intonation are 
sometimes influenced 
by your mother tongue, 
which sometimes leads 
misunderstandings on 
what you are saying. 
発音やイントネーションが
時々母語の影響を受け、か
つ何を話しているのかはっ
きりしないときもある。

You sometimes use 
vocabulary and expressions 
appropriate to the topic. 
タスクに沿った語句・文を概ね
適切に用いている。 

Your sentences are 
somewhat understandable. 
意味が概ね通じる英文になって
いる。

You state your 
arguments. 
意見や考えを述べている。 

Your speaking is 
somewhat coherent. 
英文構成にある程度の一貫性
がある。 

You sometimes make eye 
contact with the audience. 
アイコンタクトを時々とってい
る。 

Your voice can be heard but 
is sometimes unclear. 
声は聞き取れるものの、ときど
き聞き取れないことがある。

努力を要する (C)

Your pronunciation and 
intonation are strongly 
influenced by your mother 
tongue, which often leads 
to misunderstandings on 
what you are saying. 
発音やイントネーションが母
国語による影響を強く受け、
かつ何を話しているのかはっ
きりしない。

You do not use vocabulary 
and expressions 
appropriate to the topic. 
語句・文がタスクに沿っていな
い。 
Your sentences are difficult 
to understand. 
英文の意味が通じない箇所が大
半をしめる。

You do not state your 
arguments, and 
incoherent. 
意見や考えをある程度述べて
いるが、主張に一貫性があな
い。 

You make little eye contact 
with the audiences. 
アイコンタクトをほとんどとっ
ていない。 
The voice is soft and 
unclear most of the time. 
声が小さく、ほとんど聞き取れ
ない。
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３．授業実践の結果　 
3.1 プレゼンテーション資料から捉える生徒の学び 
　本節では、授業のおわり４単位時間で実施したプレゼンテーションの内容に触れ、資料等から生徒の学びの様子を捉え
る。 
　プレゼンテーションの準備にあたっては、図1に示した要件を意識しながら作成するよう指示した。授業時間内では、準
備時間として2単位時間設定し、英文作成の相談を受け付けたり、資料の引用方法等について個別に相談したりする時間を
設けた。多くの生徒は、自宅での学習を併用して準備にあたった。当初は、図2に示した問いの抽象度が高く、どのように
準備を進めたらよいのか戸惑っている生徒も見られたが、抽象度が高いほど、自分でオリジナルティ溢れるトピックを設定
することができることに気づき、意欲的に準備する生徒が多い印象であった。 
　プレゼンテーションでは、できる限りAFP Academic World Archiveの資料に触れることを求めた。パワーポイントの
枚数は4枚以内、文字のフォントは28ポイント以上とするルールを設け、できるだけ原稿を見ないで話すことを指示した。 
　以下は、AFP Academic World Archiveの資料を活用したプレゼンテーションの例である。図３の生徒は、’What 
does it mean to be a citizens of the world?’ というテーマを選び、現実から目を背けずに他者へ思いを馳せることの重
要性を話した。
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図3. 提示資料の例①（実体験と実社会とを関連づけてプレゼンテーションを実施）

図３のプレゼンテーション資料を示した生徒は、インドで体験した内容とAFP
の写真を使用して、実生活・実社会を結び付けながらプレゼンテーションを実
施した点に特徴がある。
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図4. 提示資料の例②（メディアが提示した資料を比較・対比しながらプレゼンテーションを実施）

図4は、米国大統領選を取り上げ、そこから民主主義の在り方を検討したプレ
ゼンテーションである。米国内のメディアがリリースした資料とAFPの資料を
並べ、他の報道機関の資料との比較・対比を通して読み取れる情報を検討した
点に特徴がある。
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　以上、生徒たちの代表的な学習を２つ取り上げた。このように実体験と実社会とを関連づけたり、メディアがリリースし
た情報との比較・対比したりするプレゼンテーションを行う生徒が複数見られたが、こうした学習によって、物事を多角的・
多面的に捉えることに加え、より多くの語彙や表現力を活用しようとする態度が確認できた。



3.2 振り返り課題から捉える生徒の学び 
　本実践では、授業の最終段階で英語による振り返り課題を課した。1単位時間利用し、語数制限は設けず、①どのような
学び・気づきがあったのか、②どのような技能・態度等が身についたのか、③どのような意識等の変容があったのか、④授
業での学びを実生活・実社会でどのように活用できるのか、の4点について記述するよう求めた。時間内に完成できなかっ
た生徒は、家庭での学習課題とし、後日提出を求めた。本節では、生徒が作成した振り返り課題から、どのような英語技能
が向上した実感をもっているのか、どの程度の意識変容があったのか、の2点について定性的に捉えた。 
　 
　本実践を通して、英語の語彙、話すこと・書くことの両方の技能が向上した、と記述する生徒が全体の8割近くに上った。
加えて、多文化や他者への理解が深まった、とする記述も多くみられた。例えば、図５に示す生徒Aは語彙力の向上につな
がったと認識し、図6に示す課題では、生徒Bは話すことの技能の向上とともに多文化への理解が踏まった、と認識してい
る。 
図5. 振り返り課題（生徒A）

 



図6. 振り返り課題（生徒B）

 

　また、生徒C（図7）では、AFPの各教材を活用してペア・グループ活動によって、一人ひとり違った意見や考え、価値観
をもっていることに気が付いたことが示されている。 

図7. 振り返り課題（生徒C）

 



　生徒D（図8）では、英語を得意とする帰国子女の生徒であるが、トピックについてより深く考えることの大切さを認識
し、そうした認識が物事を多面的・多角的に考える批判的思考力につながっていることを実感したことが確認できる。 

図8. 振り返り課題（生徒D）

 

50



　以下は、英語技能の向上のみならず、学習を通して受けた刺激や意識変容について触れている振り返り課題である。図9
に示す課題（生徒E）は、これまでは自分が他者からどう見られているのか、といったことを気にしていたが、授業を通し
て一人ひとり違った意見や考え、価値観をもっていることに気が付いていった、とする意識変容を述べている。 

図9. 振り返り課題（生徒E）
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　生徒F（図10）は、授業で取り扱った内容について、自宅で家族と会話するなど題材への興味が喚起されたこを示してお
り、本実践が英語学習者の動機づけにつながっていることが示唆される内容となっている。 

図10. 振り返り課題（生徒F）
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４．最後に 
　本実践は、英語運用力と批判的思考力育成を目指し実施されたものであるが、高校生の語彙力向上、書くこと及び話すこ
と（発表・やりとり）の能力の向上を実感していること確認できた。AFP World Academic Archive及びAFP World 
News Report 5を活用したことにより、生徒にとって遠い世界だった事象や現象が、より身近な存在として伝わったこと
により、英語学習への動機が高まったこととも同時に示唆されたことが大きい。今後の課題として、こうしたオーセン
ティックな学習素材を通して、どの程度語彙力が高まるのか、ライティング・スピーキングの力がどの程度向上するのかと
いったことを定量的に分析していく必要がある。
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① ”AFP World Academic Archive” を活用した授業を通じて、自分が
最も感銘を受けた写真や世界の仲間たちとシェアしたい写真を一枚選ぶ。   
②その写真にタイトルをつける。（英語または日本語）  
③その写真を選んだ理由を書く。（英語または日本語） 

【AFPWAA エドテックワークショップ】



　以上、今回のエドテック導入補助金実証事業にご協力いただいた3つの高
等学校に於ける”AFP World Academic Archive”を活用した先進的な教育
プログラムの実例をご紹介いたしました。 
　今回ご協力いただいた岡山理科大学附属高等学校、埼玉県立和光国際高
等学校、早稲田大学本庄高等学院の先生方に深く感謝いたします。 

　日本の中高等学校のICT化推進、オンライン講座等実現に向けて、AFP通
信がご提供するデジタルコンテンツは、英語教育プログラム中心にその他さ
まざまな科目においても有効活用することが可能だと確信しています。

 【最後に】
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“AFP World Academic Archive”が 

提供する先端的教育プログラム 

【お問合せ】 

info@afpwaa.com 

0120-021-311（受付時間 平日10:00～18:00）

EdTech導入補助金　令和元年度補正　先端的教育ソフトウェア導入実証事業
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