
 

（６）成果の公表・普及 

ア 成果の公表・普及の実施状況 

１ 実施状況 

（１）外部での発表等 

  ①令和元年５月２８日（火） 研究報告会 

   対象：行橋市役所職員 １６名 

②令和元年６月２１日（金） 研究報告会  

 対象：福岡県行橋農林事務所京築普及指導センター職員等 ２３名 

③令和元年７月８日（月） 第２回九州ＳＧＨフォーラム 

 長崎ブリックホールで行われ３年生ＳＧ選択者５名が参加した。

３年生が「Developing Sustainable Agriculture：Our Mini-Farm 

Experience」のテーマで英語によるステージ発表を行った。また、

代表１名がパネルディスカッションでのパネラーを務め、「ＳＧＨで身に付けた力とは何か」「将来

の夢・目標」について他校のパネラーや聴衆と意見を交わした。前日の生徒交流会では互いの学校

の紹介やゲームをしながら交流を深め、他校生徒の将来への強い意志やグローバルなものの考え方

にふれることができ、たいへん良い経験の場となった。   

④令和元年７月２７日（土）２８日（日） 「京大 森里海ラボ in 芦生」 

  京都大学森里海連環学ユニットが進めている高大連携事業の一環である学習会に２学年ＳＧク

ラス３名が参加した。芦生研究林のシカ対策などの見学や森里海連環学に関するグループワークに

参加し、課題研究の成果発表を行った。京都大学の研究者からコメントを受け、その後の研究を充

実させることにつなげることができた。 

  ⑤令和元年１０月１９日（土） 九州大学アカデミックフェスティバル２０１９ 

    「世界に羽ばたく高校生の成果発表会」に２年生ＳＧクラス２名が参加し、「京築神楽の後継者問

題を解決するには」のテーマでポスターセッションを行った。「九州大学未来創成科学者育成プロジ

ェクト（QFC-SP）」の受講生や他のＳＳＨ校、ＳＰＨ校、ＳＧＨ校の発表から大いに刺激を受ける

ことができた。次年度以降はもっと多くの生徒が参加できるよう、学校行事を調整したい。 

  ⑥令和元年１２月２２日（日）全国高校生ＳＧＨフォーラム 

    東京国際フォーラムにて行われた全国高校生ＳＧＨフォーラムに２年生ＳＧクラス４名が参加

した。 

午前中のテーマ別分科会では「格差のない社会をつくるには」

とのテーマで英語によるディスカッションが行われた。グロー

バル課題を解決するには、まず深く知ること、そして多様性を

理解すること、さまざまな人や機関とつながることが大切であ

ることを学んだ。午後のポスター発表では、「To inherit 

significance of Kagura ～respect for nature and promotion of 

community～」とのテーマで英語による発表を行い質疑にも応

じた。生徒は全国の高校生の高いレベルの英語力と課題研究に

ふれ、多くを学び、学習意欲をさらに高めることができた。 

  ⑦令和２年３月２０日（金）２１日（土） 京大 森里海ポスターセッション in 時計台 （予定） 

    京都大学で行われるポスターセッションに２年生ＳＧクラス５名が参加予定。 

  ⑧令和２年３月２０日（金） （仮）ＳＤＧｓインターハイ（予定） 

    北九州市ＳＤＧｓ推進室と北九州市立大学により開催されるポスターセッションに１年生、２年

生ＳＧクラス希望者計１８名が参加予定。   

（２）草の根グローバル活動 

  ５～７月にかけて京築地域の中学校４校で３学年ＳＧ選択者による成果の普及活動（課題研究発表・

学校紹介・海外研修報告）を実施した。 

九州ＳＧＨフォーラム 

パネルディスカッション 

全国高校生 SGHフォーラム 



 

（３）ホームページ 

  情報広報班との連携のもと、ＳＧＨ事業の目的や概要をより分かりやすく再編集した。年間を通して

本校ＳＧＨ事業の活動状況と成果について継続的に発信した。 

 

２ 成果と課題 

今年度はＳＧＨ事業を通して連携してきた京都大学や北九州市立大学から課題研究の成果発表の場を

新たに提供していただくこととなった。これらへの参加は九州大学アカデミックフェスティバルも含め、

京築から日本全国、そして世界へ研究成果を発信できる貴重な機会である。また、生徒にとっても他校の

レベルの高い課題研究にふれるとともに、研究に情熱を注ぐ同年代の姿から得るものはたいへん大きい。

今後は、これらへの参加を視野に入れた年間プログラムの立案と、参加したあとの校内への還元方法を再

検討したい。定期的に各教室での掲示物による広報や全校集会における報告などを工夫の余地はある。 

昨年度の九州ＳＧＨフォーラムでは、グローバルな課題をローカルに落とし込み、自分たちにできるこ

とは何かを追究した点が評価された。今年度も自分たちにできることを実践したが、その解決策が有効で

あることの根拠を示すまでには至らなかった。解決策を提案するに至るまでの論理展開に加え、実践後の

検証を充実させる必要がある。全国高校生ＳＧＨフォーラムでは、企業との連携や海外での仮説検証など

他校の高いレベルの課題研究やネイティブ並みの英語力に大いに刺激を受けた。ＳＧＨの指定が終了する

ため企業との連携などは難しくなるだろうが、学年間で研究を継続することによって実践・検証に取り組

むことを推進したい。また、英語によるプレゼンテーション指導にはかなりの時間を要する。今後も、こ

のような発表会へ参加することが可能ならば、英語科との連携のもと計画的な指導が必要である。 

ＳＧＨの指定は終了するが、情報広報班との連携のもと、今後も本校における探究活動について成果の

普及・広報を行っていきたい。 

 

イ ５年次研究発表会 

 

１ 目的 

スーパーグローバルハイスクール事業の研究開発の実践報告及び生徒課題研究の発表を行うことによ

り、研究によって得られた成果を広く校内外で共有し、 今後のグローバル人材育成教育の充実・発展に寄

与する。 

 

２ 内容  

（１）日程  令和元年１２月２０日（金）１２：４５～１５：３０ 

（２）会場  福岡県立京都高等学校 体育館、１年生・２年生教室 

（３）対象  １年生、２年生ＳＧクラス 

（４）参加者 運営指導委員会３名、京都大学２名、九州産業大学２名、福岡県行橋農林事務所３名、行

橋市役所３名、フィールドワーク関係者５名、高等学校・中学校２４名、保護者２９名 

（５）実施内容 

①開会行事                   １２：４５～１３：００         

    ・校長挨拶 

    ・県教育委員会挨拶 

②第１部：全体会                １３：００～１４：３０ 

・令和元年度ＳＧＨ研究概要報告   

    ・第２学年ＳＧクラス生徒課題研究発表   

     「持続可能な農業の実現に向けて」 代表３グループ（日本語） 

     ＳＧＨ全国高校生フォーラム発表内容 代表１グループ（英語） 

   ・海外研修報告（２年ＳＧクラス参加者） 

          「シンガポール・マレーシア研修」 

   ・パネルディスカッション（卒業生３名、在校生３名） 



 

     「課題研究を通して身に付けた力とは何か」「それを今後どう活かすか」 

・講評   

  ③第２部：２学年課題研究成果発表・1学年中間発表      １４：４５～１５：３０ 

         ポスターセッション 

（６）評価の方法 

  ・ポスターセッションにてルーブリックによる生徒相互評価 

  ・校外からの参加者によるアンケート 

（７）参加者によるアンケートより（集計枚数３０枚） 

 

 

 

 

 

＜感想＞ 

・４年前にも参加したが、最終年ということもあり、内容がかなり濃く、素晴らしい活動をされてい

ると感じた。ただ、コンポストや竹炭などは４年前も提案されており、実際に使用したり、地域で

つかってもらうといった「地域とのつながり」になる一歩踏み込んだ活動報告が聞けるとなお良か

った。 

・プレゼンテーションを見て、話し方や姿勢、スライドなどから発表準備にたいへん力を入れている

印象を受けた。それぞれの課題に対して様々な視点を持って研究に取り組んでいる点に驚かされた。 

・例年以上に実践に重きを置いた発表になっており、見応えのあるものばかりだった。パネルディス

カッションはもう少し在校生の決意や今後のことが聞けると良かった。 

・パネルディスカッションでは卒業生が各大学でさらに自身の興味関心を追い求めている姿を見るこ

とができた。また、このような場で堂々と語れるというのは SGH の活動が本当に質の高いものだ

ということだろう。 

・学校の立地から生じる研究として非常に身近なテーマが多く、研究に向かう姿勢も熱心で成果が十

分に伝わった。今後は研究から導いた結論をいかに実践につなげるかが大切だろう。今後も考える

ことを継続してほしい。 

 

３ 成果と課題 

ＳＧＨ指定５年次の１２月までの研究開発内容について普及・広報するとともに多くの方々から貴重な

指導や助言を受けることができた。 

２年生はプレゼンテーション練習の成果を発揮し、はつらつとステージ発表を行った。また、アンケー

ト調査、街頭調査、インタビュー調査に加え、自らが考えた解決策の実践と検証に取り組む班もあり研究

内容に深まりが見られた。昨年度からの継続研究に取り組んだ班は海外研修先での実践や公的施設におけ

る検証まで取り組むことができており、生徒の関心が過去の研究と類似であるならば今後も研究の継承に

取り組ませたい。スライド資料、ポスターいずれも年々、聴衆の興味を引きつける工夫が向上し、情報量

も豊富であった。ただし、全体的に京築地域の活性化や、日本農業の振興といったローカルな課題に着目

した研究が多かった。その際も海外との比較の観点を導入し、グローバルな視点を忘れないよう指導した

い。さらに、グローバルな課題にも目を向けさせ、海外研修の成果を研究に反映できることが望ましいだ

ろう。アンケート調査は多くの班が取り組んだが、校内の生徒を対象としたものがほとんどであった。研

究にあてることのできる時間の都合上、難しいかもしれないが、調査対象の幅を広げ、対象者数を増やし

たい。また、例年の傾向として参考文献がインターネットからの情報に偏っていることが課題であった。

今年度はやや改善されたが今後も書籍・新聞等での調査をさらに充実させる必要がある。 

１年生は今年度から中間発表となった。関心のあるＳＤＧｓの３つの目標から研究テーマを設定し、テ

ーマ設定の理由と今後の研究計画について発表した。「農業」から「ＳＤＧｓ」に幅を広げたことで設定さ

れたテーマは多岐にわたり高校生らしく興味深いものも多かった。一方、発表の様子から課題研究への興

味関心や内容自体についての理解に個人差が感じられた。今後あと１年間にわたり研究が継続されるため、

表１　第１部全体会　　課題研究成果発表

良い やや良い　 やや悪い 悪い
発表内容 27 3 0 0

プレゼンテーション 26 4 0 0

評価
質問事項

表２　第２部　ポスターセッション

良い やや良い　 やや悪い 悪い
発表内容 16 4 0 0

プレゼンテーション 16 4 0 0

評価
質問事項



 

いかにして生徒全員に研究への熱意を持たせていくか工夫を講じる必要がある。より一層、教科学習や進

路学習との関連を強めることも重要であろう。なお、過去に出されたテーマと同様のものに取り組もうと

している班については研究の継承を推奨したい。 

今年度から実施したパネルディスカッションでは、卒業生が課題研究で身につけた力をどう活かしてい

るかを具体的に話してくれ、ＳＧＨの成果は高校卒業後に活かされていることを生徒教員共々実感でき、

課題研究への意欲を大いに高めることができた。在校生がもっと意見を出し、聴衆も参加できるようする

など改善すべき点があるが、今後もこのような場の設定を検討したい。 

講評にて、九州大学副島先生から、問題意識が明確で解決策がユニークかつ具体的であること、今後の

課題も示されていることを評価していただいた。また、「知らなかったことがわかることにより幸せや喜び

をもたらすこと」「次に何をすべきかという気づきを与えてくれること」が研究の意義だとの言葉は生徒の

励みになった。さらに、京都大学服部先生の「身近なことへの気づきが社会や世界的な問題とつながって

いる」「ＳＧＨで身に付いた力は知識・技能・プレゼン力・視野の広がりなど汎用的な力であり、研究のゴ

ールはここではなく今後に活かされること」との言葉に、私たち教員が日頃の教育活動の中でこれら汎用

的な力を生徒に意識させ、さらに伸長させるべきことを強く感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 草の根グローバル活動 

 

１ 目的 

  ・研究成果を近隣の小中学校等で発表することにより、研究成果を地域に還元する。 

  ・生徒に地域で活躍するグローバルリーダーとしての素養を身につけさせる。 

・本校が地域のグローバル教育コミュニティづくりのセンター的役割を担い推進する。 

 

２ 内容 

（１）日程及び実施場所（対象中学生） 

    令和元年５月３１日（金） 行橋市立今元中学校（３年生６０名） 

         ６月２１日（金） 行橋市立仲津中学校（３年生４３名） 

         ７月１２日（金） 行橋市立中京中学校（３年生７９名） 

         ７月１６日（火） 行橋市立長峡中学校（３年生７３名） 

（２）対象 ３学年ＳＧ選択者７８名 

（３）実施内容 

  次の３項目についてプレゼンテーションと質疑応答を行った。 

    ①本校ＳＧＨ事業概要説明 

    ②海外研修の報告 

③課題研究の成果発表（消費者教育の重要性） 



 

    ④課題研究の成果発表（持続可能な農業の実現を実現するために） 

（４）評価の方法 

中学生および中学校教員へのアンケートをし、上記４項目の発表内容についてあてはまる評価を回答

してもらった。 

回答方法：良い・やや良い・やや悪い・悪い （４段階評価） 

 

３ 成果と課題  

（１）アンケート結果 

  中学校４校におけるアンケート回答生徒合計２４３人の８５％以上が４項目いずれについても発表

の内容について「良い」と回答した。 

   

 

 

 

  

                             （人） 

                                   

＜中学生の感想＞ 

・海外と日本の農業の違いがわかり、農業に少し興味を持った。ＳＤＧｓについてもよくわかった。 

・農業の後継者問題を解決するため、校庭で作物を育てているということがとてもすてきだと感じた。 

・高校でサツマイモなどを作っているのには驚いた。また、自分たちから積極的に農業をしているのは

すごいことだと思い、自分も積極的に農業に関わることをやっていきたいと思った。 

・世界や未来のことをたくさん考えていて心に響き、今後の生活につなげたいと思った。 

・コミュニケーション能力や積極的に活動することの重要性について知ることができた。 

・英語での説明をきいて私もこれくらいスムーズに話せるようになりたいと思った。見習って少しずつ

でも勉強時間を増やしていきたい。人生のためになることをたくさん学ぶことができた。 

・オーストラリアに行くだけでなく、日本と比べたり、こうして中学生に発表したりしてすごいと思っ

た。今日来てくれた皆さんはみんな堂々としていて格好良かった。 

・英語による説明は何を言っているのかわからないのでやめてほしい。 

・農業にはあまり興味がなかったけれど、話を聞いて、自給することも大切で今後重要になってくると

思った。 

・京都高校の授業や部活動のことをもっと詳しく知りたかった。 

・海外研修の内容では、海外から学ぶ日本の課題を見つけて、それを改善していこうとすることはすご

いなと思った。クイズや質問の時間もあり楽しかった。 

・今日来てくださった方々は、やりたいことを自分たちで実際に活動していて、私も自分から進んで物

事に取り組みたいと思った。今日学んだことを活かして自分の意

見などを積極的に発言していきたい。 

 ＜生徒 ふり返り＞ 

 ・中学生の反応がとても良く、楽しい雰囲気で聞いてもらえた。以前

は淡々と覚えたことを話すような発表だったが身振りや手振りを

入れて聴く人がより楽しく聞けるようなプレゼンテーションをす

ることができるようになったと思う。また、私たち自身がどれだけ

楽しんでいるかにより聴く人の態度も変わることを実感した。 

・農業のよさをもう少ししっかりと伝えないといけなかったと感じ

た。どうしても文字だけでは伝わりにくいので表やグラフを用いる

ことの大切さがわかった。中学生の反応を引き出すため、隣の人と話す時間を作るなどできればよか

った。自分も普段あまり発言できないけれど発表する側からみるとたくさん発言してほしかったので、

これからは自分も積極的に発言できるようになりたい。 

 良い   やや良い やや悪い 悪い 

①学校紹介（英語） ２２２ １８ ３ ０ 

②海外研修報告 ２２６ １６ ０ １ 

③消費者教育の重要性 ２２４ １６ ３ ０ 

④持続可能な農業を実現するために ２２０ ２１ ２ ０ 

行橋市立今元中学校での発表 



 

・発表者だけがただ話すのではなく聴く人を含めた全員が参加できるようなプレゼンテーションをする

ことが大切だということが分かった。 

・自分たちが行ってきた研究を多くの人に伝えるのは楽しく達成感も感じられた。これまでのＳＧＨの

活動で人前に出る楽しさや伝えたいことを相手に分かりやすく伝えることなど人と生活をする上で

大切なことを身に付けることができた。しかしまだまだ未熟なのでこれからもこのような活動には積

極的に参加してさらに自分を磨きたい。 

（２）成果 

  今年度は２年次の春休みから草の根グローバル活動の準備に取り組んだことで、２年次までの研究成

果を振り返り、さらに内容を深めた形で地域に還元することができた。中学生を対象に、どうすれば興

味を持ってもらえるか、内容を理解してもらえるかを生徒自らがアイデアを出し合い、紙芝居やクイズ

などを織り交ぜたプレゼンテーションを作成した。アンケート結果からは国内外の農業問題や京都高校

の取組に関心を持ったことや積極的に社会に関わることの面白さを中学生が学んだことがうかがえ、Ｓ

ＧＨの成果の普及と広報に寄与したといえる。活動を通して、生徒の協働性とプレゼンテーション力を

高めることができ、また、地域で活躍するグローバルリーダーとしての素養を育むことができた。 

（３）課題 

  英語による説明は中学生により評価が分かれた。日本語訳をスライドに入れるなど工夫が必要だった。

予想以上に高校生活や受験勉強のしかたに興味を持っている中学生が多かったので、プログラムにその

ような時間を設定することも検討したい。次年度以降は、高校生がプレゼンテーションを行い、中学生

が質問をする形式に加え、ワークショップ形式で中学生とともに協働で取り組む活動、あるいは中学生

の課題研究に対してアドバイザーとしてかかわる活動等、中学校側の要望も踏まえたうえで連携してい

きたい。活動は校内部活動ＳＧ部を中心に実施していく。その際、本校の情報広報班と密に連携を図り、

事前の広報からアンケート結果へのフィードバックまで計画的に実施していきたい。地域のグローバル

教育の拠点校として今後さらなる可能性を模索していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            令和２年１月２８日（火）朝日新聞朝刊より 


