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青翔開智中学校・高等学校



Vision どんな人材を育てるか

鳥取・日本・世界の 
ヒーローになる人材

誰かの味方



建学の精神

探究
私立学校である青翔開智中学校・高等学校は 
「建学の精神」をもとに全ての学校活動を構築しています。 
学校に関わる全ての人はこの「建学の精神」に従って行動します。

共成 飛躍



探究
自分だけの武器

共成
仲間の助け

飛躍
変身する

この中でも特に大切にしている精神は探究



創造力をスパークさせ 

鳥取そして世界の課題を 
発見し解決する

自分だけの武器で何に挑む？



デザイン思考

Empathize 
共感

Define 
問題提起

Ideate 
創造

Prototype 
プロトタイプ

Test 
テスト

スタンフォード大学 d.school で提唱された 
５ステップを探究学習に導入



探究が大切なので 
「探究基礎」という 
授業を作りました



青翔開智の学びは探究が主軸

ビ 
ジ 
ョ 
ン

探究基礎



中３

中２

中１ 鳥取市に魅力的な○○を創ろう

課題解決型職場体験

SDGsで社会問題解決ゼミ
データサイエンス×デザイン思考×SDGs

デザイン思考

プランニング、収支計算、プレゼンテーション
アントレプレナーシップ

高１ 人口減少をデザイン思考とAIテクノロジーで解決する
AI&IoT ブロックチェーン

学校の課題解決
鳥取青年会議所

高３ 
高２

個人探究→修了論文の執筆
担当教員を付けディスカッション

テキストマイニング



中１ あおば公園をもっと魅力的な公園に

探究基礎の授業 令和３年度



探究基礎の授業 令和３年度

中２ 課題解決型職場体験



コンビニに提案したタバコポイ捨ての解決策



中３ 鳥取の社会課題解決とSDGs

探究基礎の授業 令和３年度



高1 人口減少問題をテクノロジーで解決

探究基礎の授業 令和３年度



プロトタイプ

AIを使ったゴミ判別アプリ

市役所のゴミ分別の電話対応をどう解決するか



高２ 個人研究スタート

探究基礎の授業 令和３年度



高校３年生が執筆する修了論文



生徒全員が学問にふれ 
研究を体験する



進学先と探究基礎修了論文（R03年度卒一部抜粋）
大学名 学部・学科 探究で執筆した論文タイトル
Sunway 
大学＊

Advertising 
and Branding

消費者行動に影響する価値をテキストマイニング技術で 
明らかにする事は可能か 

～購買行動に最も有効な価値次元の導出～

お茶の水
女子

文教育・ 
言語文化

中等教育に演劇を取り入れることでグローバル人材に必要な 
異文化理解を深めることは可能か

富山 薬学・薬学科 人工甘味料は保存料的観点において砂糖より優れているのか

北里 海洋生命科学 生物発光の光学利用によってLED照明のブルーライトによる睡眠の質の
低下を減少させることは可能か～新幹線車内の照明を想定して～     

日本 文理・哲学 校則を変える手段を手に入れることで生徒の帰属意識は高まるか

*はファウンデーションコース



課題発見・課題解決・論文執筆のための様々な支援を提供

学校図書館の支援

新聞から情報抽出 商圏レポートの活用

県立図書館で本探し 図書の分類を知る ディベートの資料提供

参考文献の書き方



通常授業でも探究



探究スキルラーニング
通常授業（国・数・理・社・英・実技）

批判的 
思考

論理的 
思考

情報リテラ
シー

データサイ
エンス

課題 
設定

表現力

探究スキル

探究スキルラーニング
教科書

探究基礎

デザイン思考
創造力 
課題発見 
課題解決

探究の「質」を高めるために通常授業がある



探究基礎のアウトプットの質を高めるために

世界史 絵画が歴史に与えた影響

数学 鳥取の気象データで観光プランを作成

英語 ジブリ映画のシーン紹介

その他の授業はホームページで公開中



気象庁の気温データで鳥取旅行を計画！

データ 
サイエンス

中学１年　数学
代表値やヒストグラムなどデータをまとめ
その特徴を知る方法を学ぼう！
データをもとに鳥取旅行にオススメの時期
を提案する観光リーフレットを作成！

探究基礎のアウトプットの質を高めるために



クリティカル 
シンキング

情報 
リテラシー

メディアリテラシー　～新聞記事を読み比べよう～

同じできごとなのに，新聞によって 
伝え方に違いがありそうだよ？
情報をまとめて整理してみよう！ 
情報をまとめるコツも伝えます！

探究基礎のアウトプットの質を高めるために

中学３年　国語



青翔開智の「育てたい資質」と「評価項目」
階層 1 階層 2 階層 3 タグ

探　究

課題設定
疑問・課題を見出すことができる 
課題解決に必要な仮説を立てることができる 1

課題解決に必要な調査の設計をすることができる 2

情報リテラシー
仮説の検証に必要となる適切な情報を集めることができる 3
思考ツールを活用して集めた情報を分析することができる 4
仮説を検証するために収集した情報を適切に管理することができる 5

クリティカル 
シンキング

情報の信ぴょう性を主体的に判断することができる 6
多角的・客観的な視点を持ち自らの判断を内省することができる 7

ロジカル 
シンキング

ものごとを筋道立てて考えることができる 8
帰納・演繹を使って仮説検証をすることができる 9

データサイエンス
データを統計的に処理することができる 10
統計的に処理されたデータを考察することができる 11

表現

資料作成等に必要となるアプリケーションを活用することできる 12
デバイスやアプリをコントロールするためにプログラミングを活用することができる 13
思考を視覚的に表現することができる 14
思考を的確な文章で表現することができる 15
成果物を使って共感を得る発表をすることができる 16

知識・概念 領域分野に関する知識・概念が形成されている 17

共　成

セルフコントロール
公共の精神や社会規範の意識を持っている 18
状況を判断してとるべき行動を選択しようとする 19

まきこみ力
チームでの取り組みを主導しリーダーシップを発揮しようとする 20
他者に共感しそのことを表現しようとする 21
求心力（図らずとも人がよってくる・信頼されている）がある 22

帰属意識
成果を他者へ還元しようとする 23
社会（チーム）を構成している一員であるという意識をもっている 24

ボーダレス感覚
国際感覚が身についている 25
他者を受容し敬意を持って接しようとする 26
広い視野で物事をみようとする 27

飛　躍

バイタリティ

好き・やりたいという気持ちを持っている 28
意外性を大切にし他者の期待・想像を超える結果を出そうとする 29
既存のものを組み合わせて新しいものを創り出そうとする 30
答えのないものに対し自身なりの答えを見つけようとする 31
継続力・持続力をもっている 32

ビジョン
ものごとの判断や行動に自分がどうありたいかをもっている 33
学ぶことへの意味・意義をもっている 34
自身のことを客観的に理解しようとする 35

アントレプレナー 
シップ

失敗を恐れず何事にもチャレンジしようとする 36
どんな環境や状況においても心の余裕を持ち楽しさを見出そうとする 37

令和２年版

探究スキルラーニングの授業作り

授業作りに司書教諭・学校図書館司書が加わる

スキル タグ A B C

○クリティカル・シンキング 
多角的・客観的な視点を持ち自ら
の判断を内省することができる。

7
登場しているもの・色・描かれてい
る場所を多角的な視点で具体的に書
けている。

登場しているもの・色・描かれてい
る場所を簡潔に書くことができる。

書かれている情報は、登場している
もの・色だけである。

○クリティカル・シンキング 
多角的・客観的な視点を持ち自ら
の判断を内省することができる。 7

自分なりに絵の解釈ができ、どこを
見てその意見を持ったか書いた後、
他者との対話を経た上で自分の意見
を深めることができる。

自分なりに絵の解釈ができ、どこを
見てその意見を持ったか書くことが
できる。

自分なりの意見を持つことはできる
が、どこを見てその意見を持ったか
は書かれていない。

○表現 
思考を的確な文章で表現すること
ができる。 15

自分が見たこと・解釈を豊富な表現
を用いて英語で発表することができ
る。

自分が見たこと・解釈を簡潔な英語
で発表することができる。

自分が見たこと・解釈を意味が通る
英語で発表することができない。

高１コミュ英「対話型鑑賞  in English 」
目標1 : 絵をじっくり見て書かれている情報を多角的な面から見ることができる。【クリティカル・シンキング】 
目標2：絵を見て自分なりの解釈ができ、対話を通して自分の判断を内省できる。【クリティカル・シンキング】 
目標3：鑑賞したアートについて豊富な表現を使用し英語でプレゼンすることができる。【表現】 




