
２ 京都高校ＳＧＨ事業の概要 

（１）研究開発の目的 

１ 研究開発名 

国内外の農業問題に挑むグローバルリーダーの育成 

 

２ 研究の目標 

（１）目標   

本校が位置する京築地域は、輸出入の玄関口である苅田港を有しており、日産自動車九州(株)、ＴＯ

ＴＯ(株)、(株)安川電機などのグローバルな企業が立地する一方で、無花果、苺等の果物の生産をはじめ

伝統的に農業が大変盛んな地域でもある。しかしながら、小規模農家が多く、農業従事人口の高齢化が

進行し後継者不足等の問題を抱え、農作物の自由貿易の進展による影響も懸念されている。農業の振興

は地域の活性化にとどまらず、食糧安全保障、自然環境の保全や文化の伝承などにもつながる重要な課

題である。また、国外では、京築地域同様の課題を抱えるのみならず、深刻な食料不足や飢餓に直面し

ている地域や国もある。 

以上のことから、地元行政機関やＪＡ、京都大学、農業事業を展開するイオン(株)等と連携しながら、

農業問題を通して地域とそして世界に目を向け、課題を解決していくグローバルリーダーを育成するこ

とは、将来京築地域を支えていく本校生徒にとって最も適した研究内容であり、その成果を通して以下

の３点が挙げられる。 

①地域や日本、世界の農業問題の解決に取り組むことにより、社会科学的なアプローチの方法や多角

的な視野で物事を考える力が身につく。 

②海外で活躍する人材だけでなく、地域で活躍するグローバルリーダーを育成できる。 

③研究成果を地域に還元することにより、地域産業界の活性化に貢献できる。 

  また、めまぐるしく変化する国際情勢の中で、日本が世界で生き残るだけでなく、存在感やリーダー

シップを発揮し世界に貢献していくために、従来の義務教育、高校教育の範囲を超えたグローバル世界

で活躍できる人材を育てていくことが急務である。 

そこで本校では、「京築地域から日本へ」、「日本から世界へ」、そして「世界のグローバルリーダーへ」

というつながりと広がりを意識し、京築地域や日本が抱える農業問題、課題等を世界的視野に立って研

究し、その課題解決に必要な主体的かつ協働的に行動できる力、批判的思考力や論理的思考力等を有す

るグローバルリーダーの育成方法に関するカリキュラム、プログラム開発を行うことを目標とした。 

 

（２）京都高校グローバルリーダー像 

京都高校が考えるグローバルリーダー像及びグローバルリーダーに必要な資質は以下の通りである。 

グローバルリーダー像 

グローバルな課題に対し、主体的に取り組むとともに、他人の立場、意見を尊重し、解決に導くこ

とができる人 

グローバルリーダーに必要な資質 

  ・飽くなき知的好奇心に従い、自ら物事を探究する力 

・自分の考えを的確に表現するとともに、論理的に考え、他者の意見を取り入れながら意思決定して

いくコミュニケーション能力 

  ・我が国の歴史や文化を愛する心や幅広い教養に基づいた、多様な文化・考えを受容し、理解する力 

  ・自らの経験を踏まえながら、国際社会が抱える様々な課題を発見する力 

・未知の問題に対して果敢に挑むとともに、他者と協働して解決へと導くことができる力 

 

 

 



（２） 令和元年度の取組状況 

ア 研究開発組織の概要 

１ 運営指導委員会 

  年に２回開催し、専門的知見から助言・指導を受け、ＳＧＨ事業の取組を改善した。 

      

 

 

 

 

 

 

２ 校内組織 

 ＳＧＨ推進部を中心に、本校におけるＳＧＨ事業の運営に関して、年間計画及び各プログラムの指導案

立案、各プログラムの進捗状況確認と修正、事業全体及び各プログラムの評価等について審議し、学校全

体でＳＧＨ事業を推進した。第１学年所属教員５名、第２学年５名、第３学年２名、計１２名により毎週

１回会議を開催した。ＳＧＨ推進部に学年主任が所属することで、ＳＧＨ推進部での確定事項・懸案事項

を学年会議にかけ、各学年団全体と共通認識を持ちＳＧＨ事業に取り組む体制をとった。また、情報広報

班主任が所属することで、ＳＧＨの学校内外への広報を強化した。 

 ＳＧＨ推進部での確定事項は月２回開催される運営委員会（校長、教頭、事務長、各校務分掌主任が参

加）に提案し各分掌間の調整等を行い、月１回開催される職員会議にて全教員で情報を共有した。 

 

 

イ 研究の概要 

京都大学（ＩＣＴを活用した遠隔教育システム）や地元行政機関、大学、農業関連企業等との連携のも

と、世界的視野に立って「持続可能な社会の実現」につながる農業を核とした現代社会の諸問題を追究し、

その課題解決に必要な主体的かつ協働的に行動できる力、批判的思考力や論理的思考力等を有するグロー

バルリーダーの育成方法に関するプログラムの開発を行った。 

研究はフィールドワークを中心に生徒が京築地域の農業事情等を調査するとともに、日本及び海外研修

先であるシンガポール・マレーシアの農業問題や「持続可能な社会の実現」に向けた取組を学び、京築地

域に紹介・還元をする形で進めた。その過程において、生徒は専門性の高い大学教員等からの指導・助言

を通して農業及び地域の振興策をグループで追究し、同時に、学校設定科目を通して、現代社会及び地域

の文化・歴史についての幅広い教養と英語コミュニケーション力の習得、そしてディベートなどの協働的

な学習に取り組んだ。さらには海外研修、インテンシブトレーニングを通して自分とは異なる他者を受容

する姿勢を育んだ。 

 

 

ウ 研究の内容 

１ 課題研究の取り組み 

京築地域や日本が抱える農業問題を世界的な視野に立って研究するとともに、京築地域への還元方策

を研究する。学年の進行に従い、以下の課題研究に取り組んだ。 

 

①地域農業・産業振興策研究 

②日本及び環太平洋地域における農業事情・振興策研究 

③京築地域の農業振興策研究 

氏名 所属・職名（令和２年３月現在） 

梶山 千里 福岡女子大学 理事長・学長 

副島 雄児 九州大学 副理事 

飯田 史也 福岡教育大学 学校教育ユニット 教職教育院副院長 留学生専門教育教員教授 

植村 吏香 ＪＩＣＡ九州 所長 



項目 対象学年 研究の内容 

地域農業・産業 

振興策研究 
１年全員 

興味・関心のある持続可能な開発目標（SDGs）に応じて４つのコー

スに分かれ、以下の学習を行った。 

（１）探究基礎 

（２）課題研究セミナー 

（３）グループごとの研究テーマの検討 

（４）文献・資料等の読解・分析 

（５）発表資料作成 

（６）中間発表会 

（７）ふり返り・研究計画再考 

（８）フィールドワーク等各種調査 

日本及び環太平洋

地域における農業

事情・振興策 

研究 

２年SGクラス 

生徒の興味・関心に応じて１３グループを編成し、以下の学習を行

った。 

（１）課題研究に向けた基礎講座 

（２）課題研究セミナー 

（３）遠隔講義 

（４）グループごとの研究テーマの検討 

（５）文献・資料等の読解・分析、フィールドワーク等各種調査 

（６）レポート・発表資料作成 

（７）研究発表会 

（８）ふり返り 

京築地域の農業 

振興策研究 
３年SG選択者 

第２学年で取り組んだ研究を発展させて、以下の学習を行った。 

（１）課題研究のふり返り、発表内容についての討議 

（２）発表資料作成 

（３）行橋市役所職員への発表 

（４）福岡県行橋農林事務所職員への発表 

（５）ふり返り 

学校設定科目 

SG英語運用 
２年 SGクラス 

自己表現活動を中心とした、以下の学習を行った。 

（１）英会話演習 

（２）農業に関する語彙 

（３）英語プレゼンテーション作成・発表 

（４）簡易ディベート演習 

シンガポール・マ

レーシアにおける 

海外研修 

２年 SGクラス 

選抜２０名 

シンガポール・マレーシアを訪問する海外研修として、以下の学習を行

った。 

（１）参加生徒の募集・選考 

（２）事前指導 

（３）現地高校・大学、グローバル企業、農村への訪問 

（４）事後指導・レポート作成 

インテンシブトレ

ーニングキャンプ 
２年 SGクラス 

JICA九州の協力のもと、以下の学習を行った。 

（１）事前指導 

（２）プレゼンテーション資料作成・リハーサル 

（３）外国人研修生へのプレゼンテーション及び文化交流 

（４）ふり返り 

研究発表会 
１年全員 

２年 SGクラス 

高等学校、連携大学、官公庁やフィールドワーク受け入れ先をはじめと

した地域の方々に広く呼びかけ１年間の成果発表（１学年は中間発表）

を行った。 

 



２ 課題研究以外の取り組み 

   

エ 研究開発の評価 

１ 生徒の変容 

○生徒アンケートの実施 

    本校が掲げる「グローバルリーダーに必要な資質を構成する能力・態度」を９つの項目（社会問題

に対する関心、論理的思考力、コミュニケーション能力、ＩＣＴ活用能力、課題発見・解決能力、文

化歴史に対する理解、多様性の理解、協働的に取り組む力、リーダーシップ）に分けた上で質問項目

を作成し、「農業に対する関心」の変容について問う項目を追加した上で定量的に伸長具合を測定し、

過年度比較を行った。回答基準は（１：入学時の自分、２：少しだけ向上した、３：向上した、４：

かなり向上した、５：卒業時の自分）の５段階である。 

   対象：１学年全員、２学年ＳＧクラス、３学年ＳＧ選択者 

   時期：令和２年１月 

 ○課題研究におけるルーブリック評価の実施 

    １～３年次における課題研究の成果（発表）を評価する手法としてルーブリック評価を活用した。

この評価では、本校が掲げるグローバルリーダーに必要な資質のうち「課題発見・解決力」「論理的思

項目 対象学年 研究の内容 

学校設定科目 

SG地域文化探究 
１年全員 

郷土への理解を深め地域を愛する心を育てることを目的として、以

下の学習を行った。 

（１）京築の歴史について講義・レポート作成 

（２）連歌について講義・実作・発表・レポート作成 

学校設定科目 

SG現代社会探究 
１年全員 

現代社会の諸課題の解決に向けて積極的に取り組む力を育むことを

目的として、以下の学習を行った。 

（１）農業問題の基礎講座 

（２）新聞を教材としたグループ学習 

（３）現代社会の諸課題をテーマとしたディベート学習 

トップリーダー研修 全学年 世界の最先端で活躍する研究者による講演会を聴講した。 

ホームページによる 

事業の公表 
 

課題研究や講義等の様子や成果について定期的にホームページで公

表した。 

草の根グローバル活動 ３年 SG選択者 
研究成果を地域に還元することを目的として、京築地域の中学校に

てＳＧＨ事業の紹介やこれまでの研究成果発表を行った。 

研修会・各種大会等へ

の参加 
全学年 

・ふくおか高校生知の創造塾（福岡県教育委員会）  

・『未来を変える目標 SDGs アイデアブック』英語版翻訳プロジェ

クト（一般社団法人 Think the earth） 

・第３８回福岡県高等学校 スピーチコンテスト（福岡県高等学校

英語教育研究部会）     

・第１８回聞き書き甲子園（文部科学省、農林水産省他） 

・高校生のためのイングリッシュキャンプ（福岡女子大学） 

・九州大学アカデミックフェスティバル 2019（九州大学） 

・「京都大学 森里海ラボ in  芦生」（京都大学森里海連環学教育

研究ユニット） 

・ＳＧＨ全国高校生フォーラム（文部科学省） 

・第２回九州ＳＧＨフォーラム（長崎県教育委員会） 

・京大 森里海ポスターセッション in 時計台（京都大学・日本財団） 

・ＳＤＧｓインターハイ（北九州市ＳＤＧｓ推進室） 



考力」について、また加えて「プレゼンテーション能力」について、それぞれ評価基準を設けて４段

階で評価しており、昨年度作成したものに文言の修正を行い実施した。 

 ○「グローバル社会で求められる汎用的な資質能力を測る指標」を活用した調査の実施 

    これまでの研究開発を総括した上で、昨年度、生徒の変容を評価する新たな指標を北九州市立大学

の助言を得て開発した。本校が掲げる育成すべき生徒像に対応させる形で８つの資質能力（主体性・

探究心・協調性・コミュニケーション能力・責任感・倫理観・課題発見解決力・チャレンジ精神）に

分類し、さらに倫理観を除く７つの資質能力についてはそれぞれ小分類して質問項目を立てている

（全２９項目）。活動の節目において自己評価し、評価の根拠を記録することにより生徒が自分の強み

と弱みを把握し成長につなげることをねらっている。回答基準は（１：できない、２：あまりできな

い、３：まあまあできる、４：できる）の４段階である。 

対象：１学年全員、２学年ＳＧクラス 

時期：１回目…平成３１年４月、２回目…令和２年１月 

 ○教員対象アンケートの実施 

本校が掲げるグローバルリーダーに必要な資質を構成する９つの能力・態度について、生徒の変容

を教員がどうとらえているか評価する。回答基準は（１：ずいぶん弱まった、２：少し弱まった、３：

変わらない、４：少しは高まっている、５：ずいぶん高まっている）の５段階である。 

対象：本校在籍の教員 

時期：令和２年１月 

 

２ 教員の変容 

○教員対象アンケートの実施 

    ＳＧＨの取り組みへの関わり方、指導方法の改善に向けた意識等を評価する手法として、本校独自

に作成したアンケートを今年度も実施し、教員の意識にどのような変化が見られたか評価した。回答

基準は（１：まったく取り組めていない、２：あまり取り組めていない、３どちらでもない、４ある

程度取り組めている、５：十分取り組めている）の５段階である。 

対象：本校在籍の教員 

   時期：令和２年１月 

 

３ 保護者の意識 

○保護者アンケートの実施 

    保護者の本校ＳＧＨ事業に対する理解、生徒の変容のとらえ方等を評価する手法として、昨年度Ｓ

ＧＨ推進部にて作成したアンケートを今年度も実施した。回答基準は（１：思わない、２：あまり思

わない、３：大体そう思う、４：とてもそう思う）の４段階である。 

対象：１学年、２学年ＳＧクラス保護者 

   時期：令和２年１月 

 

４ その他 

 ○研究発表会の開催 

   ２学年ＳＧクラスが取り組んだ課題研究の成果発表会（代表班についてはステージ発表、その後す

べての班によるポスター発表）及び１学年生徒全員による中間発表（ポスター発表）を行い、各関係

者からの指導・助言を受けた。また、発表の際は聴衆から評価シート（ルーブリック評価及び自由記

述）にコメントをもらいその後の研究の充実に活かした。 

 ○運営指導委員会の開催 

   ６月・１２月の２度、運営指導委員に課題研究等の取組を参観していただくとともにＳＧＨ事業の

推進状況を報告し、今後の取組について指導・助言を受けた。 


