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SGH 研究発表会のご案内

時下、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より本校の教育活
動に対するご支援・ご協力を賜り、誠に有り難うございます。
本校は、設立以来、外国語教育及び、国際理解教育に力を注いできました。2000 年にイマージョン･
プログラム(IP)を導入、2003 年には文部科学省より SELHi 指定を受け、より高度な外国語教育を目
指してまいりました。2009 年には、国際バカロレア（IB）機構からディプロマプログラムの正式認定
を受け、関西初の IB 一条校となりました。それ以来、IB コースでは、世界で活躍する人材育成を目
指し、国際レベルのグローバル教育実践を行っています。
さらに 2014 年度より、文部科学省のスーパーグローバルハイスクール(SGH)に認定され、IM（イ
マージョン）コースを中心にグローバル人材育成に向けた教育実践と、それに関わる研究に取り組ん
でいます。本校は、
「社会貢献とイノベーションの志で問題解決に挑む人材育成」を研究開発テーマに
掲げ、4 つの研究課題を追究すべく、SGH の取り組みを実践しています。
つきましては、別紙のとおり５年間の活動成果を報告する SGH 研究発表会を開催する運びとなり
ました。ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、ぜひご来校の上、課題研究および授業における
取り組みについて、ご指導・ご助言を賜りますようお願い申し上げます。
また当日は、今夏開催させて頂きました「高校生 SR サミット FOCUS」の第２弾として「AFTER
FOCUS」を開催致します。全国の高校 10 校をウェブ会議システムで繋ぎ、夏の FOCUS 後のプロジ
ェクトの進展状況について交流を行う予定です。この取り組みにつきましても公開致しますので、併
せてご参加頂けますと幸いです。
記
１.

実施日時：2019 年１月 25 日(金)・26 日（土）

２.

実施会場：立命館宇治中学校・高等学校

３.

実施内容：公開授業

別紙参照

生徒によるポスター発表・口頭発表
講演会「これからの国際理解教育について」

広島大学名誉教授 二宮 皓氏

SGH 推進指導委員によるパネルディスカッション
４.

申込方法および、お問い合わせの連絡先
本校ウェブサイト(http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/)の「SGH 研究発表会のご案内」からアクセス
し必要事項をご記入の上、送信をお願い致します。
恐れ入りますが 2019 年 1 月 18 日(金)までにお申し込みください。
お問い合わせにつきましては下記の連絡先にお願い致します。
連絡先電話番号：0774-41-3000(代表)

SGH 推進機構長：武部

恵子

SGH 担当職員

浩司、中村

：近藤

真央子
以上

別紙
【スケジュール】
校

時

内

11:45～12:15

受

12:15〜12:30

開会の挨拶および各種連絡事項

容

付
＠大会議室

公開授業
12:30～13:20

IB コース

Theory of Knowledge

（２年）＃IB コア科目

IM コース

World History

（３年）＃イマージョン教育

IM コース

GLS 2

nd

（２年）＃カンボジア研修旅行

ポスターセッション
①研究課題１：【課題研究】
・Global Leadership Studies「課題研究発表」

25 日（金）

②研究課題２：【PBL 型授業】
・IB CORE（TOK＋EE+CAS）
13:30～14:20

・歴史、物理（TOK 要素含む）
③研究課題３：【海外派遣】
・GCP(Global Challenge Program)
・短期・長期留学派遣プログラム
④研究課題４：【海外受入】
・短期・長期留学生受入

14:30～15:20
8:45～
9:15〜
10:15〜11:15

本校の SGH 研究開発および公開授業の概要説明および今後の展開
受

付

生徒による口頭発表会
基調講演「国際的通用性の高い教育を求めて」
広島大学名誉教授

二宮皓氏

パネルディスカッション
＜パネリスト＞
広島大学名誉教授
二宮皓氏
京都大学 理事補(教育担当)
高等教育研究開発推進センター長・教授
26 日（土）

11:15〜12:15

飯吉透氏
妙心寺塔頭

春光院

副住職

川上全龍氏
株式会社ソーシャルプロデューサー

代表取締役会長

小関道幸氏
＜司会＞
宝塚大学看護学部

准教授

浮田恭子氏
12:30

閉

会

13:30〜
13:40〜16:00
16:00

開会の辞
After FOCUS
（公開）

生徒報告会
閉会

公文教育研究会
10 校から発表

鳥居健介様

【講師およびパネリスト紹介】
広島大学名誉教授

二宮皓氏

京都大学（理事補） 高等教育研究開発推進センター長・教授
妙心寺塔頭

春光院

副住職

飯吉透氏（本校 SGH 運営指導委員）

川上全龍氏（本校 SGH 運営指導委員）

株式会社ソーシャルプロデューサー

代表取締役会長

小関道幸氏（本校 SGH 運営指導委員）

浮田恭子氏（本校 SGH 運営指導委員）

宝塚大学看護学部准教授

【Global Leadership Studies 課題研究テーマ一覧】
テーマ一覧

発表形式

1

ラオス教育支援プロジェクト

現地小学校との授業交流

口頭発表

2

ラオス産業支援プロジェクト

一村一品の販売活動を通した支援

口頭発表

3

宇治市における異文化交流イベント

4

Wakka プロジェクト

5

差別や偏見のない社会を目指して

ポスター

6

高齢者の健康寿命を伸ばす運動ワークショップ

ポスター

7

小学生にスマホ依存の怖さと外遊びの重要性を伝える

ポスター

8

親子のコミュケーションを高めるためには

ポスター

9

１０代が選挙への関心を高め、日本の未来をより良く

ポスター

10

ラオスと日本のゴミ問題の比較から見えてくる未来のグローバル社会の課題

ポスター

キャンドルナイトを通して

世界の１０代をつなぎ，教育を変える

口頭発表
口頭発表

【高校生 SR サミット FOCUS と AFTER FOCUS 概要】
８月８日、９日に九州、大分県、立命館アジア太平洋大学（APU）で「高校生 SR サミット“FOCUS”」
を開催しました。
（SR は Social Responsibility 社会的責任の略）SGH 校だけでなく、社会課題の解決に
向けてレベルの高い取り組みを行っている学校、実業系の学校など、多様性に富んだ 11 校の高校から
生徒が集いました。初日に自分たちのプロジェクトを発表し、それを土台として他校の生徒や APU の
学生と共に多様な視点から話し合い、新しいプロジェクトへと進化・発展させていきました。多くの
企業様にもご参加頂き、産学協働プロジェクトとして成功を収めました。
AFTER FOCUS では FOCUS でブラッシュアップされたアイデアを持ち帰った後、半年間に渡って
どのようにプロジェクトが進展したのかを報告し合います。インターネット会議システムを利用した
報告会となり，見学は自由ですのでお時間がございましたら様子をご覧ください。
FOCUS 参加校およびテーマ一覧
学校名

テーマ一覧

国立明石工業高等専門学校

Student Ambassadors ～アカシとセカイをつなぐ Mindset～

武庫川女子大学附属高等学校

世界の「あい」でつながる！世界の「あい」をつなげる！

愛媛県立三崎高等学校

みさこう、最高、さあ行こう～愛媛の最西端から最先端の取組を～

宮崎県立飯野高校

京町・吉田温泉郷活性化プロジェクト

筑波大学附属視覚特別支援学校

高校生鯛カフェ

福岡雙葉高等学校

ミライを創る

青翔開智中学校・高等学校

人口減少を AI 用いて解決

岩田高等学校

生徒で創る地域、国際貢献

東明館高等学校

子供たちの安全を私たちの手で守る！

愛媛にも海外にも広めよう！

【所在地・アクセス】
立命館宇治中学校・高等学校
住

所

：〒611-0031

京都府宇治市広野町八軒屋谷 33 番１

電 話 番 号 ：0774-41-3000（代表）

FAX：0774-41-3555

交通アクセス

６.

その他

（１）お車でのご来校について
本校には来校者用駐車場がありません。周辺の路上はもちろんのこと、隣接する宇治市植物公園
駐車場や太陽が丘等もご利用にはなれませんので、お車でのご来校はご遠慮ください。
（２）昼食について
当日は昼食の用意がございませんので、各自でご持参下さいますようお願い致します。
（食堂・購
買がございますが、生徒の昼休みと重なっており、混雑が予想されます。尚、徒歩 5 分のところ
にセブンイレブンがあります。）

