
平成３０年７月２８日（４日目）の様子 
・朝はすっかり１５名が仲良くなりました（上左）。大村海岸での写真（上右）、発表前にビジターセン

ターで（２段目左）、成果報告会の様子、１５名の方々が来てくれました（２段目右・３段目）、 
 

 



７月２８日の様子２ 

   

島内見学：ウエザーステーションで       夜明け山の戦跡の説明を聞く 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

コペペ海岸で（ウミガメの営巣跡）       コペペ海岸で 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

森林生態系保護地域入口にて         海洋センター（カメセンター）とおがさわら丸の入港 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

閉会セレモニー               １５時３０分定刻に二見港を出港 



平成 30 年 8 月 6 日 
 

第 2 回 島しょ高校生サミット 報告書 
 
期  日 平成 30 年 7 月 25 日（水）～7 月 28 日（土） 
     ※ 移動日を含めると、7 月 23 日～7 月 30 日の行程 
場  所 東京都立小笠原高校 他 
参加生徒 浅沼 優花（全日制） 桝井亜斗夢（定時制） 
引率教員 小野寺裕司（全日制） 玉田 将太（定時制） 
目  的 (1)それぞれの島の良さや他校の取り組みを知り、課題の共有とその改善策を協議し、今後の

活動の活性化を図る。 
(2)相互に思考力・判断力・表現力や課題解決能力を培い、リーダーの在り方を学ぶ。 
(3)島しょ都立高校生の横のつながりを創る。 

 
7 月 23 日（月） 
 八丈島空港発 ANA1896 便にて上京。都内のホテルに宿泊。 
 
7 月 24 日（火） 
  11 時 00 分に竹芝桟橋発のおがさわら丸に乗船。船の中では他校の生徒との交流が早くも始まり、

親睦を深めていた。 
 
7 月 25 日（水） 
  11 時 00 分に小笠原の二見港に到着。台風の影響のため予定を変更し小笠原高校にて学校紹介、テ

ーマ別協議を行う。 
  15 時 30 分、二見港に移動し船の見送り体験を行う。この船で、当初乗船を予定していた日置先生

のほか、サミットに参加予定だった小笠原高校生徒、その他関係者約 10 名が東京へ向け出港。太鼓

や旗など大々的なセレモニーであった。 
  その後前浜にて、懇親会（BBQ）を行った。小笠原高校の PTA の方々が準備してくださった郷土

料理などを食べながら、交流を深めた。また、小笠原高校生徒によるフラダンスの披露があった。 
 
7 月 26 日（木） 
  午前はテーマ別協議の続き、まとめ作業を行った。台風の影響で参加予定であった小笠原高校の生

徒が数名上京したため、当初の人数よりも少ない班があったが、積極的に各自のテーマに沿って議論

していた。 
  午後は小笠原村役場、小笠原支庁、小笠原総合事務所へ表敬訪問を行った。小笠原村役場では、小

笠原諸島の歴史や文化、抱えている課題や今後の展望などを学んだ。小笠原支庁では、小笠原の概要

や小笠原諸島の振興計画、飛行場建設についての現在の状況などについて学んだ。小笠原総合事務所

では、国の機関であることから、対外国についての業務や外来の動植物の侵入阻止策、拡散防止策に

ついて詳しく学んだ。 
 



7 月 27 日（金） 
 午前中に伝統工芸体験（タコノ葉細工）を行い、テーマ別協議の発表を行った。それぞれの班の個

性が反映された協議結果の発表であった。以下に各班の協議結果・発表内容をまとめる。また、午後

は校内見学と、テーマ別協議の発表内容改善、成果発表会のリハーサルを行った。 
 
A 班「魅力ある学校づくり・島づくりに向けて」 
 各島の魅力の広がりが少ないので、SNS を用いて魅力を発信していく。また、来島してくれた人に

自分たちでは気付くことができなかった魅力を発見してもらいを、それを共有していくことにより、

魅力を広げていけるのではないかと考えた。 
 
B 班「魅力ある学校づくり・島づくりに向けて」 
 全国に島の高校について知ってもらうことによって島の魅力を PR できると考えた。そのために、

「SNS で PR」、「島じまんに参加」、「東海汽船と協力して船内で各島の PR 動画を流す」などの取り

組みを行う。 
 
C 班「島しょ高校生に出来ること」 
 現在のインターネットのサイトなどには、「島民の温かさ」、「風習」、「郷土料理」などの島のいい

ところの情報が少ない。また、自分たちも島のことをよく知らないということや島しょ同士のつなが

りが少ないという問題点がある。各島、観光協会などにバックアップしてもらい、「島しょ連携サイ

ト」を作成し運用することにより、自分たちも島のことをよく知ることができるとともに、観光に来

ようと考えている人々に情報を提供することができる。それにより観光業の振興につながると考えた。 
 
D 班「島しょ地域の防災」 
 災害前には、都立高校で必ず行っている宿泊防災訓練で、各島の状況に合わせた訓練や知識の習得

を行う。また、SNS などにより、各島の状況を把握することや島民への情報発信をしていくことで、

災害に対する準備を行う。 
 災害が起こったときには各島で協力し、情報を共有し物資のやり取りなどを行って互いに助け合う。

また、電波が使えなくなった時は、町役場などと協力して高校生が率先してポスターや資料を作成し

島民への情報発信などを行うことが必要である。 
 
 

7 月 28 日（土） 
  9 時 00 分よりビジターセンター会議室において、一般向けの成果報告会を行った。保護者や観光

客の方などが生徒の発表を聞いていた。昨日の発表から改善を重ね、内容はより深く、発表はスムー

ズに行うことができていた。 
  成果報告会後、ツアー会社の車に分乗し島内見学を行った。ウミガメの生態についての説明や、自

然遺産としての小笠原の価値や取り組みについて学んだ。自由行動では各自昼食をとり、海岸等の散

策を楽しんだ。 
  15 時 30 分発のおがさわら丸乗船し、おがさわらを後にした。 
 



7 月 29 日（日） 
  15 時 30 分に竹芝桟橋に到着。都内に宿泊。 
 
7 月 30 日（月） 
 羽田空港発 ANA1893 便にて八丈島に帰島。解散。 
 
 
まとめ 
＜生徒の活動に関すること＞ 
・ 台風による影響で行程が大幅に変更されたが、生徒たちは柔軟に対応していた。 
・ 初めて会う生徒同士という環境でうまく協議ができるか不安な気持ちでいたが、行きのおがさわ

ら丸ですでに交流を深めることができていたので、テーマ別協議では初めから活発に協議するこ

とができていた。 
・ それぞれの島の特徴などは異なっても、「島しょに住む高校生」という同じ環境で生活している生

徒たちの間で、横のつながりができたことがよかったと感じた。 
・ それぞれの島の課題を共有し、その解決策を模索する中で様々な考え方や価値観があることを学

ぶことができた。 
 

＜行事の運営等に関すること＞ 
・ 台風による影響で行程が大幅に変更された。自然現象であるのでどうしようもないことではある

が、そもそも台風が多い時期に船での移動を主とするこの行事を行うことが疑問である。また、

この行事に参加する予定であった小笠原高校の生徒、首都大学東京の関係者、明治大学の関係者

等が、台風による影響で早々に帰ってしまったことは残念でならない。 
・ 島しょ校長会主催にもかかわらず、校長の参加が開催校の小笠原高校の校長のみであったことに

違和感を覚えた。ほとんどの高校が 7 泊 8 日の行程であり、引率の教員の負担が大きいと感じた。

また、勤務時間を超えて生徒指導を行っているにも関わらず、調整休などの手当も支給されてい

ないことも教員の負担が大きいと感じる要因である。部活動の合宿と同じ扱いであるとのことだ

が、そもそも部活動の合宿は 3 泊 4 日ないし 4 泊 5 日程度であるのに対し、今回の行事は 7 泊 8
日であり、さらにはそのうちの 2 日は船中泊（24 時間の航路）であることから引率教員の疲労は

相当のものであると考えられる。今の体制では手当等を支給できないというのであれば、教員の

心身の健康を確保できる体制が整うまでこの行事は開催すべきではないと考える。主催している

管理職は負担を伴わず、引率教員にのみ負担を強いているこの構造をどうにかしてほしい。 



 
懇親会での小笠原生徒によるフラの披露（前浜） グループ別協議の発表準備の様子① 
  

 
発表準備の様子②               発表準備の様子③ 
 

 
村役場訪問の様子               村役場訪問で質問する生徒 
 
 
 



村役場にて（７月２６日） 

 
小笠原支庁にて                  支庁長に質問する生徒 

 
 
 
 
 
 
 



小笠原支庁長と（７月２６日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
小笠原総合事務所長からのお話し       業務課長からの説明 

 
 
 
 
 
 
 
 



小笠原総合事務所前で（７月２６日） 
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１ 学校（団体）の概要 

 

【１】特長 及び 規模（対象となる生徒数） 

 ○本校は八丈島唯一の高校である。豊かな自然に恵まれることにより、生徒が理数に対する興味・関

心を高められる環境にある。 

 ○地域による理数教育活動が活発に行われている。小学生から八丈サイエンスクラブに所属し理科研

究が活発に行われている。地元小学校では、平成 27 年度日本学生科学賞文部科学大臣賞（共同）、

中学校において平成 30年度日本学生科学賞日本科学未来館賞受賞している。本校では平成 26年度

に小学生からの継続研究が評価され、北海道大学への推薦入試で合格している。 

 ○本校には科学部が存在しない。少子化が進み、生徒数減少から新部創設ができない状況である。 

  【本研究は 2学年の化学基礎選択者と全校生徒の参加希望者を募り活動を行った。】 

 

【２】これまでの理数教育に関する取組や成果 

○大学との連携：東京海洋大学海洋工学部海事システム工学科及び東京農業大学地域環境科学部森林

総合科学科の研究室訪問実習体験(平成 28 年度) 

 ○科学の祭典ポスター発表生徒１名参加(平成 29 年度) 

 ○パソコン甲子園２名参加優秀賞受賞(平成 28年度) 

 

 

２ 研究・開発の主題 及び 実施計画 

 

【１】研究・開発の主題 

八丈島と八丈小島の自然環境の比較 

 

【２】研究・開発の主題設定の理由 

八丈小島は八丈島の西約 7.5 km に位置しており、かつては人が住んでいたが、1969 年以降無人島と

なっている。2013 年頃より国の特別天然記念物で絶滅危惧種のアホウドリの近縁種であり、IUCN(国際

自然保護連合)のレッドリスト準絶滅危惧種に分類されているクロアシアホウドリの繁殖が確認されて

いる。八丈小島全域が東京都鳥獣保護区特別保護地区の指定を受け世界最北の繁殖地区となる可能性が

高く注目を浴びている。八丈小島は人の従来が少ないことやイタチやヘビなどの外敵が生息しないため

野鳥や固有種の動植物をたくさん観察することができる。本研究では八丈小島での自然観察から八丈島

と八丈小島との自然環境や動植物の比較を行うことを目的とした。また、理科教育という観点からも、

生徒の興味や関心を高めさせる機会となり、生物と環境について考察するよい教材になると考えた。 

 

【３】研究・開発の方法 及び 実施計画 

（１） 理数教育に関する現状と課題 

本校は理数系進学が少ない。（３学年選択授業：数学Ⅲ選択者３名、物理選択者３名、化学選択者７名、

生物選択者１名）日頃の授業等で理数に関する興味・関心を引き出す工夫が必要である。 

（２） 課題解決に向けた仮説 

課題研究、研究者講演、科学ニュースなどの新たな情報を生徒に提供することにより理数系の裾野が広

がり、自己学習、学力の向上につながる。 

（３） 具体的な方策 

八丈島と八丈小島の自然環境の比較、ヤコウタケ（光るキノコ）の単離と培養に関する研究、染料の研

究 

（４） 検証方法（評価方法） 

発表までの定時確認と発表準備状況確認、学校行事への関わり方により行う。 

 

 

 

東京都立八丈高等学校 
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３ 研究・開発の具体的な取組 

 

【取組１】八丈島と八丈小島の自然環境の比較 

（１） 取組のねらい 

集団離島から今年で50周年を迎える八丈小島は2013年頃よりIUCN(国際自然保護連合)のレッドリス

ト準絶滅危惧種に分類されているクロアシアホウドリの繁殖が確認されている。2017 年 11 月に八丈小

島全域が東京都鳥獣保護区特別保護地区に指定を受け、繁殖地として定着すれば世界最北の繁殖地とな

る可能性が高いということで注目を浴びている。 

 八丈小島は、八丈島から約 7.5km と目視でも確認できる小島であるが、上陸したことのない生徒が大

半である。今回、全校生徒に自然観察会の参加者を募り実施した。八丈島と八丈小島との自然環境の比

較や動植物の観察、残存する学校と村落の跡地を歴史的観点から観察することで、当時の生活環境や風

土観測を明らかにすることをならいとする。 

（２） 具体的な内容 

八丈小島で太平山と海岸・旧村落地域に分かれて自然観察を行った。八丈支庁産業課職員（鳥獣保護員）

によるガイドやレクチャーを受けながら自然観察を行った。行程は以下の通りである。 

八重根港(8:15)→八丈小島鳥打港(8:45)→学校跡地(9:20) 

A コース 太平山登山→山頂(13:30)→下山(14:10)→鳥打港(15:40) 

B コース 学校跡地(13:30)→神社跡地(13:30)→海岸(13:30)→クロアシアホウドリ繁殖地の整備 

→鳥打港(15:30)  
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（３） 成果と課題 

八丈小島の自然の特徴は鳥類にとって天敵となる哺乳類（ヒト、イタチ、ネコなど）が生息しないこ

とや、小島への行き来が少ないため植物相が伊豆諸島本来の姿を保っている。その結果、八丈小島だけ

で見られる陸貝や環境省レッドリストに掲載されている絶滅危惧種が多種生息することが分かった。 

クロアシアホウドリが繁殖を始めたことをきっかけに、今までほとんど手が付けられていなかった八

丈小島の生態系の調査が少しずつ進み始めている現状である。事後のアンケートより「自然観察会に参

加できて良かった」と答えた生徒が 76%。「自然観察会を通じて科学に対する興味・関心が高まり、もっ

と野外活動調査を行い学習を深めたい」と回答した生徒が 64%と肯定的な回答が多かった。生徒の感想

では、小島に外来種を持ち込まないことやむやみに立ち入らないなど私たちの出来ることを行い、動植

物にとっての楽園を大切にしていきたいという意見があった。 

 ＊経費 報償費 37,600 円 一般需要費 82,667 円 使用料及賃借料 149,040 円 

 

【取組２】 全校生徒を対象にした学習会の開催 

（１） 取組のねらい 

 理科嫌い、数学が苦手な生徒に対して、研究者を招聘しての講演会運営をとおして、理科系学習の

興味・関心を高める。 

（２） 具体的な内容 

ザトウクジラは 11 月から 5 月にかけて日本の近海では主に沖縄や小笠原諸島近海へ来遊すること

が知られている。しかし、2015 年冬季から突如八丈島でも大規模な来遊を開始している。なぜザトウ

クジラが八丈島へやってくるようになったのか。八丈町は、2016 年度から東京海洋大学大学院鯨類学

研究室（加藤秀弘 名誉教授、中村玄 助教）と共同で八丈島のザトウクジラの生態調査を行っており、

2016 年度から調査報告の講演会を実施、本校生徒も参加している。今年度の報告内容は①八丈島周辺

における冬季分布に関する情報の収集（八丈島のザトウ回遊状態の季節的変動）②個体識別を行うた

めの自然標識写真の収集（八丈島ザトウの起源を知るため沖縄、小笠原との関係）③鳴音の録音（八

丈島ザトウの生態特性）であり、研究成果の報告が行われた。 

（３） 成果と課題 

 今シーズンの調査では、発見した群、頭数は昨シーズンに比べ倍近くに増加した。また、個体照合

の結果、昨シーズンと今シーズンの二シーズンにわたり確認された個体もおり、八丈島へ繰り返し来

遊している個体がいることが明らかとなった。昨シーズンに引き続き環境要因を含めた定量的な調査

を行えたことにより、ザトウクジラが八丈島周辺海域において、どのような環境条件において多く分

布するのかが少しずつ明らかになってきた。事後アンケートより「クジラ学習会を行い科学に関する

興味・関心が高まった」と答えた生徒が 50%、「もっと深く生物について学習したい」と答えた生徒が

60%と肯定的な回答が多かった。 

      

４ １年間の成果と課題   

 

（１）成果 

【取組１】を実施することにより、理科研究の方法や技術の向上が図れた。また、八丈島特有の生き物

や自然事象を研究テーマに取上げることで八丈島への理解を深化することができ、身のまわりの事象を

科学的に理解することができようになった。【取組２】では研究者講演会により科学者の研究や講演を

聴講する機会が少ない生徒にとって貴重体験となった。理科嫌いな生徒にとっても近年、八丈島に来遊

しているクジラをテーマにすることにより、抵抗なく聴講することができた。研究者との交流を通して

科学が身近なものとしてとらえることができるようになった。アンケートの結果より【取組１、２】に

より「科学に対する興味・関心が増したか」という質問に対して、大変増した、やや増したと答えた生

徒が全体の 50%であり、「授業での観察や実験について、もっと深く学習したい」と答えた生徒が全体の

61%。「授業でのプレゼンテーションを高める学習について、もっと深く学習したい」と答えた生徒が全

体の 62%、「授業での英語で表現する力を高める学習について、もっと深く学習したい」と答えた生徒が

全体の 74%あり、肯定的な回答が多数であった。 

対象生徒の進路希望先と希望数 

<1 学年：理数系進学大学 0名、専門学校 0名>(全体 1名) 

 <2 学年：理数系進学大学 2名、専門学校 2名>(全体 6名) 

平成 30 年度選択科目 

<2 学年：選択化学基礎 8名(19%)、数学 B12 名(36%)> 



様式３                                     

 <3 学年：数Ⅲ2名(8.8%)、物理 2名(8.8%)、化学 8名(24%)、生物 1名(2.9%)、理科課題研究 0名(0%)> 

平成 31 年度選択科目 

<2 学年：選択化学基礎 8名(13%)、数学 B15 名(29%)> 

 <3 学年：数Ⅲ2 名(6.1%)、物理 2名(6.1%)、化学 1名(3.0%)、生物 1名(3.0%)、理科課題研究 4名(12%)> 

（２）課題 

生徒の一部は小学生から八丈サイエンスクラブに所属し、中学でも活発な理数教育活動が行われてい

る。近年、サイエンスクラブや中学において日本学生科学賞で受賞している。しかし、活発に行われて

いる理数教育活動も高校では科学部がなく、理科実験や研究にふれる機会が少なくなっている。本校は

部活動加入率も高く、部活動も活発に行われているため、理科研究に興味はあるが、活動できる時間が

少ない。在籍人数も都内の高校に比べ少なく、理科研究に取り組む生徒の人材と活動時間を確保するこ

とが今後の課題である。理科教員中心の運営体制で行ってきたが、学校全体の取り組みとなるように運

営体制を整え、より効果的な取り組みを実施していきたい。 

 

５ 生徒の研究事例 

 

・八丈島と八丈小島の自然環境の比較【2学年 7名、1学年 1名】 

・ヤコウタケ（光るキノコ）の単離と培養に関する研究【2学年 1名】 

・染料の研究【選択化学基礎選択者 8 名】 

 

６ 成果検証シート 

 

 平成２９年度 平成３０年度 

今年度の各種科学コンテスト出展
数・その結果 

科学の祭典 ポスター発表  科学の祭典 ポスター発表  

生徒１名参加 生徒１名参加 

今年度の各種科学オリンピック 
出場生徒数・その結果 

参加なし 参加なし 

  

大学や専門機関との 
連携先・連携項目 

八丈島発光研究所 八丈島ビジターセンター 

発光キノコの発光メカニズム 八丈島の成り立ちや島の気候、 

の解説や単離方法、発光研究の 島の自然や生き物についての 

理解を深めた。 理解を深めた。 

八丈島ビジターセンター  

八丈島の成り立ちや島の気候、  

島の自然や生き物についての  

理解を深めた。  

校外の理数に関するイベントの参
加者数 

参加なし。 八丈小島自然観測会 

  

校外の理系に関する講演会等への
参加者数 

クジラ学習会 クジラ学習会 全校生徒(3 

 学年進学希望者除く) 

進路状況及び進路希望状況 

立命館大学食マネージメント 静岡大学工学部化学バイオ学科 

学部 1 名（推薦） １名（推薦） 

日本薬科大学薬学部薬学科 武蔵野大学教育学部教育学科 

１名（推薦） 理科専攻１名（推薦） 

その他 
都立小笠原高校との交流会に 特になし 

おいて、生物採取調査を実施。  
 



 
 

 
 
 

【実施日：平成 30 年 10 月 8 日（月）】 
 
 
 

  A コース   

     太平山登山、旧村落自然観察等 

 

  B コース 

     旧村落・学校跡地等自然観察、クロアシアホウドリ営巣地 

草刈り等整備ボランティア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八丈高等学校 

 

 



【出発～八丈小島へ（A・B）】 

 

 

 
【鳥打港へ上陸（A・B）】 

 
 
                    １／６ 



【旧集落跡地（A・B）】 

 
【旧学校跡地への道のり（A・B）】 

 
【旧学校跡地（B）】 

 
【旧神社前付近（B）】 

 
２／６ 



 

 
 
【山頂入り口付近まで鳥獣保護員による自然・歴史説明（B）】 

 

 
 
 
 

３／６ 



【昼食（B）】 

 
【クロアシアホウドリ営巣地整備（B）】 

  

  
【太平山登山（A）】 

 
４／６ 



  
 
【太平山登山山頂付近（A）】 

 

 
【太平山登山下山（A）】 

 
 
 
 

５／６ 



【帰港後集合写真（A・B）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６／６ 


