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1890年 京都府中学校 開校（日本最古の旧制中学校）
1900年 京都府第二中学校 開校

初代校長 中山再次郎（第一高等学校、東京帝大）

１ はじめに

盛んな課外活動
・スキー 関西のスキー王
・硬式野球 第１回全国中等学校優勝野球大会
・楽隊部 日本のスクールバンドの草創期

起源



1984年 京都府立鳥羽高等学校 開校

課 程：全日制、定時制

学科（全日制）：普通科、グローバル科

規模（全日制）：２５学級、生徒数1000名

現在



学校の強み

（１）冷泉流和歌で培う言語力・表現力

（２）地元グローバル企業の協力態勢

（３）千年の都「京都」の智恵

→ 伝統・文化の正しい理解・継承・発展

→ 海外で働く意味を考えさせる人づくり

→ 歴史と価値観、日本と世界を考える地の利



2 SGH概要



教
科
横
断
的
な
学
び

鳥
羽
の
学
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

グローバル・コミュ
ニケーションⅠ

イノベーション探究Ⅲ（３年次）
ユニバーサルプログラム

●「鳥羽グローバル・サミット」の開催
●英語による研究グループ論文作成

グローバル・コミュ
ニケーションⅢ

イノベーション探究Ⅱ（２年次）
グローバル・ジャスティスプログラム

●３領域に分かれた研究グループでの課題研究
●全国フォーラム等でのポスターセッション
●日本語による研究グループ論文作成

ソーシャル・インテ
リジェンス

京都の風土・世界
の風土

グローバル・コミュ
ニケーションⅡ

イノベーション探究Ⅰ(１年次)
地域再発見プログラム

●研究グループによる協働探究学習
●プレゼンテーション形式の校内発表会

学校設定科目 イノベーション探究ⅠⅡⅢ ３年間の流れ 特色ある取組

京の智を探究

グローバル・イシューを探究

世界へ発信

高大社連携

グローバル
思考力コンテスト

海外インターンシップ

海外高校生・大学生
とのワークショップ

伝統・文化
（和歌・華道・茶道）

海外フィールドワーク
（韓国、上海、台湾）

3(1) 開発したカリキュラムの特徴



3(1) 開発したカリキュラム①
平成27・28年度入学生 普通科 (理数人文G）


文部科学省発表

		平成27・28年度入学生　普通科（理数人文Ｇ）教育課程 ヘイセイ ネンド ニュウガクセイ フツウ カ リスウ ジンブン キョウイク カテイ

																																																				学校設定科目 ガッコウ セッテイ カモク										総合的な学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン

				単位数 タンイスウ

		年次 ネンジ												5										10										15										20										25										30

		1				国語総合 コクゴ ソウゴウ										現代社会 ゲンダイ シャカイ				数学Ⅰ スウ ガク								数学Ⅱ スウ ガク		数学A スウ ガク				化学基礎 カ ガク キソ				体育 タイ イク						保健 ホケン		芸術Ⅰ ゲイジュツ				コミュニケーション英語Ⅰ エイゴ								グローバル・コミュニケーションⅠ				家庭基礎 カテイ キソ				ソーシャル・インテリジェンス				ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ探究Ⅰ タンキュウ		ＬＨＲ

		2		G
理 リ		現代文B ゲン ダイ ブン				古典B コテン				京都の風土
世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド				数学Ⅱ スウ ガク						数学Ⅲ スウ ガク				数学B スウ ガク				生物基礎
地学基礎 セイ ブツ キソ チ ガク キソ				物理基礎
生物基礎 ブツ リ キ ソ セイ ブツ キ ソ				物理
生物 ブツリ セイブツ				化学 カガク						体育 タイイク				保健 ホ ケン		芸術 ゲイ ジュツ		コミュニケーション英語Ⅱ エイゴ								グローバル・コミュニケーションⅡ				ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ探究Ⅱ タンキュウ		ＬＨＲ

				G
文 ブン		現代文B ゲン ダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史Ｂ ニホンシ				京都の風土
世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド				数学Ⅱ スウ ガク						数学B スウ ガク						地学基礎 チ ガク キソ				生物基礎 セイ ブツ キソ

		3		G
理 リ		現代文B ゲンダイ ブン				古典B コテン				地理B チリ										数学Ⅲ スウ ガク						数学探究Ⅲ スウガク タンキュウ						物理
生物 ブツリ セイブツ								化学 カガク						体育 タイイク				コミュニケーション英語Ⅲ エイゴ								グローバル・コミュニケーションⅢ				ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ探究Ⅲ タンキュウ		ＬＨＲ

				G
文 ブン		現代文B ゲンダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホン シ				歴史探究 レキシ タンキュウ				倫理 リンリ				政治・経済 セイジ ケイザイ				数学探究Ⅱ スウガク タンキュウ						理科探究 リカ タンキュウ







グローバル科

		平成29・30年度入学生　専門学科「グローバル科」教育課程 ヘイセイ ネンド ニュウガクセイ センモン ガッカ カ キョウイク カテイ

																																				学校設定教科「グローバル」 ガッコウ セッテイ キョウカ																専門科目「英語」 センモン カモク エイゴ										総合的な学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン

				単位数 タンイスウ

		年次 ネンジ												5										10										15										20										25										30										35

		1				国語総合 コクゴ ソウゴウ										現代社会 ゲンダイ シャカイ				総合数学 ソウゴウ スウガク												数学Ⅱ スウ ガク		化学基礎 カ ガク キソ				体育 タイ イク						保健 ホケン		音楽Ⅰ
美術Ⅰ
書道Ⅰ オンガク ビジュツ ショドウ				総合英語 ソウゴウ エイゴ								グローバル・コミュニケーションⅠ				家庭基礎 カテイ キソ				ソーシャル・インテリジェンス				第2外国語 ダイ ガイコクゴ		イノベーション探究Ⅰ タンキュウ		ＬＨＲ

		2		G
理 リ		現代文B ゲン ダイ ブン				古典B コテン				京都の風土
世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド				数学Ⅱ スウ ガク						数学Ⅲ スウ ガク				数学B スウ ガク				生物基礎
地学基礎 セイ ブツ キソ チ ガク キソ				物理基礎
生物基礎 ブツリ キソ セイブツ キソ				物理G
生物G ブツリ セイブツ				化学G カガク						体育 タイイク				保健 ホ ケン		芸術G
家庭G ゲイジュツ カテイ		英語理解 エイゴ リカイ								グローバル・コミュニケーションⅡ				第2外国語 ダイ ガイコクゴ		イノベーション探究Ⅱ タンキュウ		ＬＨＲ

				G
文 ブン		現代文G ゲン ダイ ブン						古典G コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホン シ				京都の風土
世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド				数学Ⅱ スウ ガク						数学B スウ ガク						地学基礎 チ ガク キソ				生物基礎 セイ ブツ キソ

		3		G
理 リ		現代文B ゲンダイ ブン				古典B コテン				地理B チリ										数学Ⅲ スウ ガク						数学探究Ⅲ スウガク タンキュウ						化学G カガク						物理G
生物G ブツリ セイブツ								体育 タイイク				英語理解 エイゴ リカイ								グローバル・コミュニケーションⅢ				イノベーション探究Ⅲ タンキュウ		ＬＨＲ

				G
文 ブン		現代文G ゲン ダイ ブン						古典G コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホン シ				歴史探究 レキシ タンキュウ				倫理 リンリ				政治・経済 セイジ ケイザイ				数学探究Ⅱ スウガク タンキュウ						理科探究 リカ タンキュウ

		※　第2外国語…中国語、韓国語、フランス語より選択 ダイ ガイコクゴ チュウゴクゴ カンコクゴ ゴ センタク





パーフェクトガイド

		コース紹介 ショウカイ

																																												理数人文コース　… リスウ ジンブン



				一　年　次 イチ トシ ツギ



																																												理数人文コースＧ　… リスウ ジンブン







				二・三年次 ニ サン ネンジ																																								文科スポーツコース　… ブンカ







																																												スポーツ総合専攻　… ソウゴウ センコウ





								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34

		理数人文
コース リスウ ジンブン		1年 ネン		ＲＪ		国語総合 コクゴ ソウゴウ										現代社会 ゲンダイ シャカイ				数学Ⅰ スウ ガク								数学Ⅱ スウ ガク		数学A スウ ガク				化学基礎 カ ガク キソ				体育 タイ イク						保健 ホケン		芸術Ⅰ ゲイジュツ				コミュニケーション英語Ⅰ エイゴ								英語表現Ⅰ エイゴ ヒョウゲン				家庭基礎 カテイ キソ				社会と情報 シャカイ ジョウホウ				総合的な
学習の時間 ソウ ゴウ テキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

				2年 ネン		理数 リスウ		現代文B ゲン ダイ ブン				古典B コテン				地理B チリ				数学Ⅱ スウ ガク						数学Ⅲ スウ ガク				数学B スウ ガク				生物基礎
地学基礎 セイ ブツ キソ チ ガク キソ				物理基礎
生物基礎 ブツリ キソ セイブツ キソ				物理
生物 ブツリ セイブツ				化学 カガク						体育 タイイク				保健 ホ ケン		コミュニケーション英語Ⅱ エイゴ										英語表現Ⅱ エイ ゴ ヒョウ ゲン				総合的な
学習の時間 ソウ ゴウ テキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

						人文 ジンブン		現代文B ゲン ダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ						日本史B ニホン シ						数学Ⅱ スウ ガク						数学B スウ ガク						地学基礎 チ ガク キソ				生物基礎 セイ ブツ キソ

				3年 ネン		理数 リスウ		現代文B ゲンダイ ブン				古典B コテン				世界史A セカイ シ				地理B チリ						数学Ⅲ スウ ガク						数学探究Ⅲ スウガク タンキュウ						物理
生物 ブツリ セイブツ								化学 カガク						体育 タイイク				コミュニケーション英語Ⅲ エイゴ								英語表現Ⅱ エイ ゴ ヒョウ ゲン				総合的な
学習の時間 ソウ ゴウ テキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

						人文 ジンブン		現代文B ゲンダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホン シ				歴史探究 レキシ タンキュウ				倫理 リンリ				政治・経済 セイジ ケイザイ				数学探究Ⅱ スウガク タンキュウ						理科探究 リカ タンキュウ





								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34

		理数人文
コース G リスウ ジンブン		1年 ネン		Ｇ		国語総合 コクゴ ソウゴウ										現代社会 ゲンダイ シャカイ				数学Ⅰ スウ ガク								数学Ⅱ スウ ガク		数学A スウ ガク				化学基礎 カ ガク キソ				体育 タイ イク						保健 ホケン		芸術Ⅰ ゲイジュツ				コミュニケーション英語Ⅰ エイゴ								グローバル・
コミュニケーションⅠ				家庭基礎 カテイ キソ				ソーシャル・
インテリジェンス				ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ探究 タンキュウ		ＬＨＲ

				2年 ネン		理数 リスウ		現代文B ゲン ダイ ブン				古典B コテン				京都の風土
世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド				数学Ⅱ スウ ガク						数学Ⅲ スウ ガク				数学B スウ ガク				生物基礎
地学基礎 セイ ブツ キソ チ ガク キソ				物理基礎
生物基礎 ブツ リ キ ソ セイ ブツ キ ソ				物理
生物 ブツリ セイブツ				化学 カガク						体育 タイイク				保健 ホ ケン		芸術 ゲイ ジュツ		コミュニケーション英語Ⅱ エイゴ								グローバル・
コミュニケーションⅡ				ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ探究 タンキュウ		ＬＨＲ

						人文 ジンブン		現代文B ゲン ダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史Ｂ ニホンシ				京都の風土
世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド				数学Ⅱ スウ ガク						数学B スウ ガク						地学基礎 チ ガク キソ				生物基礎 セイ ブツ キソ

				3年 ネン		理数 リスウ		現代文B ゲンダイ ブン				古典B コテン				地理B チリ										数学Ⅲ スウ ガク						数学探究Ⅲ スウガク タンキュウ						物理
生物 ブツリ セイブツ								化学 カガク						体育 タイイク				コミュニケーション英語Ⅲ エイゴ								グローバル・
コミュニケーションⅢ				ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ探究 タンキュウ		ＬＨＲ

						人文 ジンブン		現代文B ゲンダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホン シ				歴史探究 レキシ タンキュウ				倫理 リンリ				政治・経済 セイジ ケイザイ				数学探究Ⅱ スウガク タンキュウ						理科探究 リカ タンキュウ





								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		スポーツ
総合専攻 ソウゴウ センコウ		1年 ネン				国語総合 コク ゴ ソウ ゴウ										現代社会 ゲンダイ シャカイ				数学Ⅰ スウ ガク						数学A スウ ガク				体育 タイ イク						保健 ホ ケン		芸術Ⅰ ゲイジュツ				コミュニケーション英語Ⅰ エイゴ								英語表現Ⅰ エイ ゴ ヒョウ ゲン				社会と情報 シャ カイ ジョウホウ				スポーツⅠ・Ⅱ・Ⅲ						総合的な
学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

				2年 ネン				現代文B ゲンダイ ブン				古典B コテン						世界史B セカイシ								数学Ⅱ スウガク								生物基礎 ナマ ブツ キ ソ				コミュニケーション英語Ⅱ エイゴ										家庭基礎 カテイ キソ				保健 ホ ケン		体育 タイ イク						スポーツⅠ・Ⅱ・Ⅲ						総合的な
学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

				3年 ネン				現代文B ゲンダイ ブン						古典B コテン				日本史B ニホンシ								政治・経済 セイジ ケイザイ				科学と人間生活 カ ガク ニンゲン セイカツ				コミュニケーション英語Ⅲ エイゴ								英語表現Ⅱ エイ ゴ ヒョウ ゲン				選択科目群Ⅰ センタク カモク グン				選択科目群Ⅱ センタク カモク グン				体育 タイ イク						スポーツⅠ・Ⅱ・Ⅲ						総合的な
学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ





								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32

		文科
スポーツ
コース ブンカ		1年 ネン				国語総合 コク ゴ ソウ ゴウ										現代社会 ゲン ダイ シャ カイ				数学Ⅰ スウ ガク						数学A スウ ガク				化学基礎 カ ガク キ ソ				生物基礎 セイ ブツ キ ソ				体育 タイ イク						保健 ホ ケン		芸術Ⅰ ゲイジュツ				コミュニケーション英語Ⅰ エイゴ								英語表現Ⅰ エイ ゴ ヒョウ ゲン				社会と情報 シャカイ ジョウホウ				総合的な
学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

				2年 ネン				現代文B ゲンダイ ブン				古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホン シ				数学Ⅱ スウガク								地学基礎 チ ガク キ ソ				体育 タイ イク						保健 ホ ケン		コミュニケーション英語Ⅱ エイゴ								英語表現Ⅱ エイ ゴ ヒョウ ゲン				家庭基礎 カテイ キソ				スポーツⅠ・Ⅱ・Ⅲ						総合的な
学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

				3年 ネン				現代文B ゲンダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホンシ						政治・経済 セイジ ケイザイ				数学B スウガク				体育 タイ イク						コミュニケーション英語Ⅲ エイゴ								英語表現Ⅱ エイ ゴ ヒョウ ゲン				選択科目群Ⅰ センタク カモクグン				選択科目群Ⅱ センタク カモクグン				選択科目群Ⅲ センタク カモクグン				総合的な
学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ



				※		芸術＝音楽・美術・書道から選択 ゲイジュツ オンガク ビジュツ ショドウ センタク



グローバルな視野をもって社会に貢献する自律した人間



パーフェクトガイド (2)

		コース紹介 ショウカイ

																																												理数人文コース　… リスウ ジンブン



				一　年　次 イチ トシ ツギ



																																												理数人文コースＧ　… リスウ ジンブン







				二・三年次 ニ サン ネンジ																																								文科スポーツコース　… ブンカ







																																												スポーツ総合専攻　… ソウゴウ センコウ





理数

人文

理数人文コース
 
 

Ｇ
英語･ＩＣＴスキル
 
 

ＲＪ
応用する力
 
 

スポーツ
総合専攻

競技力と学力
 

週34時間（土曜日授業含む）

週31時間

文科スポーツ
コース

 学習と部活動
 

週32時間

グローバルな視野をもって社会に貢献する自律した人間

理数G

人文G





専門学科「グローバル科」
グローバル・リーダーの育成をめざして

■ 探究活動をとおした課題解決能力の育成
■ 幅広い教養と深い専門性
■ 理系・文系ともに難関国公立大学進学や

海外の大学への進学
■ 週35時間授業（土曜授業含む）

ＳＧＨ指定校としての取組の継承・発展をはかり、平成29年４月開設

21世紀型教育で、
グローバル・リーダーとしての資質を育む



3(1) 開発したカリキュラム②
平成29・30年度入学生 専門学科「グローバル科」


文部科学省発表

		平成27・28年度入学生　普通科（理数人文Ｇ）教育課程 ヘイセイ ネンド ニュウガクセイ フツウ カ リスウ ジンブン キョウイク カテイ

																																																				学校設定科目 ガッコウ セッテイ カモク										総合的な学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン

				単位数 タンイスウ

		年次 ネンジ												5										10										15										20										25										30

		1				国語総合 コクゴ ソウゴウ										現代社会 ゲンダイ シャカイ				数学Ⅰ スウ ガク								数学Ⅱ スウ ガク		数学A スウ ガク				化学基礎 カ ガク キソ				体育 タイ イク						保健 ホケン		芸術Ⅰ ゲイジュツ				コミュニケーション英語Ⅰ エイゴ								グローバル・コミュニケーションⅠ				家庭基礎 カテイ キソ				ソーシャル・インテリジェンス				ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ探究Ⅰ タンキュウ		ＬＨＲ

		2		G
理 リ		現代文B ゲン ダイ ブン				古典B コテン				京都の風土
世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド				数学Ⅱ スウ ガク						数学Ⅲ スウ ガク				数学B スウ ガク				生物基礎
地学基礎 セイ ブツ キソ チ ガク キソ				物理基礎
生物基礎 ブツ リ キ ソ セイ ブツ キ ソ				物理
生物 ブツリ セイブツ				化学 カガク						体育 タイイク				保健 ホ ケン		芸術 ゲイ ジュツ		コミュニケーション英語Ⅱ エイゴ								グローバル・コミュニケーションⅡ				ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ探究Ⅱ タンキュウ		ＬＨＲ

				G
文 ブン		現代文B ゲン ダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史Ｂ ニホンシ				京都の風土
世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド				数学Ⅱ スウ ガク						数学B スウ ガク						地学基礎 チ ガク キソ				生物基礎 セイ ブツ キソ

		3		G
理 リ		現代文B ゲンダイ ブン				古典B コテン				地理B チリ										数学Ⅲ スウ ガク						数学探究Ⅲ スウガク タンキュウ						物理
生物 ブツリ セイブツ								化学 カガク						体育 タイイク				コミュニケーション英語Ⅲ エイゴ								グローバル・コミュニケーションⅢ				ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ探究Ⅲ タンキュウ		ＬＨＲ

				G
文 ブン		現代文B ゲンダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホン シ				歴史探究 レキシ タンキュウ				倫理 リンリ				政治・経済 セイジ ケイザイ				数学探究Ⅱ スウガク タンキュウ						理科探究 リカ タンキュウ







グローバル科

		平成29・30年度入学生　専門学科「グローバル科」教育課程 ヘイセイ ネンド ニュウガクセイ センモン ガッカ カ キョウイク カテイ

																																				学校設定教科「グローバル」 ガッコウ セッテイ キョウカ																専門教科「英語」 センモン キョウカ エイゴ										総合的な学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン

				単位数 タンイスウ

		年次 ネンジ												5										10										15										20										25										30										35

		1				国語総合 コクゴ ソウゴウ										現代社会 ゲンダイ シャカイ				総合数学 ソウゴウ スウガク												数学Ⅱ スウ ガク		化学基礎 カ ガク キソ				体育 タイ イク						保健 ホケン		音楽Ⅰ
美術Ⅰ
書道Ⅰ オンガク ビジュツ ショドウ				総合英語 ソウゴウ エイゴ								グローバル・コミュニケーションⅠ				家庭基礎 カテイ キソ				ソーシャル・インテリジェンス				第2外国語 ダイ ガイコクゴ		イノベーション探究Ⅰ タンキュウ		ＬＨＲ

		2		G
理 リ		現代文B ゲン ダイ ブン				古典B コテン				京都の風土
世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド				数学Ⅱ スウ ガク						数学Ⅲ スウ ガク				数学B スウ ガク				生物基礎
地学基礎 セイ ブツ キソ チ ガク キソ				物理基礎
生物基礎 ブツリ キソ セイブツ キソ				物理G
生物G ブツリ セイブツ				化学G カガク						体育 タイイク				保健 ホ ケン		芸術G
家庭G ゲイジュツ カテイ		英語理解 エイゴ リカイ								グローバル・コミュニケーションⅡ				第2外国語 ダイ ガイコクゴ		イノベーション探究Ⅱ タンキュウ		ＬＨＲ

				G
文 ブン		現代文G ゲン ダイ ブン						古典G コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホン シ				京都の風土
世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド				数学Ⅱ スウ ガク						数学B スウ ガク						地学基礎 チ ガク キソ				生物基礎 セイ ブツ キソ

		3		G
理 リ		現代文B ゲンダイ ブン				古典B コテン				地理B チリ										数学Ⅲ スウ ガク						数学探究Ⅲ スウガク タンキュウ						化学G カガク						物理G
生物G ブツリ セイブツ								体育 タイイク				英語理解 エイゴ リカイ								グローバル・コミュニケーションⅢ				イノベーション探究Ⅲ タンキュウ		ＬＨＲ

				G
文 ブン		現代文G ゲン ダイ ブン						古典G コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホン シ				歴史探究 レキシ タンキュウ				倫理 リンリ				政治・経済 セイジ ケイザイ				数学探究Ⅱ スウガク タンキュウ						理科探究 リカ タンキュウ

		※　第2外国語…中国語、韓国語、フランス語より選択 ダイ ガイコクゴ チュウゴクゴ カンコクゴ ゴ センタク







パーフェクトガイド

		コース紹介 ショウカイ

																																												理数人文コース　… リスウ ジンブン



				一　年　次 イチ トシ ツギ



																																												理数人文コースＧ　… リスウ ジンブン







				二・三年次 ニ サン ネンジ																																								文科スポーツコース　… ブンカ







																																												スポーツ総合専攻　… ソウゴウ センコウ





								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34

		理数人文
コース リスウ ジンブン		1年 ネン		ＲＪ		国語総合 コクゴ ソウゴウ										現代社会 ゲンダイ シャカイ				数学Ⅰ スウ ガク								数学Ⅱ スウ ガク		数学A スウ ガク				化学基礎 カ ガク キソ				体育 タイ イク						保健 ホケン		芸術Ⅰ ゲイジュツ				コミュニケーション英語Ⅰ エイゴ								英語表現Ⅰ エイゴ ヒョウゲン				家庭基礎 カテイ キソ				社会と情報 シャカイ ジョウホウ				総合的な
学習の時間 ソウ ゴウ テキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

				2年 ネン		理数 リスウ		現代文B ゲン ダイ ブン				古典B コテン				地理B チリ				数学Ⅱ スウ ガク						数学Ⅲ スウ ガク				数学B スウ ガク				生物基礎
地学基礎 セイ ブツ キソ チ ガク キソ				物理基礎
生物基礎 ブツリ キソ セイブツ キソ				物理
生物 ブツリ セイブツ				化学 カガク						体育 タイイク				保健 ホ ケン		コミュニケーション英語Ⅱ エイゴ										英語表現Ⅱ エイ ゴ ヒョウ ゲン				総合的な
学習の時間 ソウ ゴウ テキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

						人文 ジンブン		現代文B ゲン ダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ						日本史B ニホン シ						数学Ⅱ スウ ガク						数学B スウ ガク						地学基礎 チ ガク キソ				生物基礎 セイ ブツ キソ

				3年 ネン		理数 リスウ		現代文B ゲンダイ ブン				古典B コテン				世界史A セカイ シ				地理B チリ						数学Ⅲ スウ ガク						数学探究Ⅲ スウガク タンキュウ						物理
生物 ブツリ セイブツ								化学 カガク						体育 タイイク				コミュニケーション英語Ⅲ エイゴ								英語表現Ⅱ エイ ゴ ヒョウ ゲン				総合的な
学習の時間 ソウ ゴウ テキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

						人文 ジンブン		現代文B ゲンダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホン シ				歴史探究 レキシ タンキュウ				倫理 リンリ				政治・経済 セイジ ケイザイ				数学探究Ⅱ スウガク タンキュウ						理科探究 リカ タンキュウ





								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34

		理数人文
コース G リスウ ジンブン		1年 ネン		Ｇ		国語総合 コクゴ ソウゴウ										現代社会 ゲンダイ シャカイ				数学Ⅰ スウ ガク								数学Ⅱ スウ ガク		数学A スウ ガク				化学基礎 カ ガク キソ				体育 タイ イク						保健 ホケン		芸術Ⅰ ゲイジュツ				コミュニケーション英語Ⅰ エイゴ								グローバル・
コミュニケーションⅠ				家庭基礎 カテイ キソ				ソーシャル・
インテリジェンス				ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ探究 タンキュウ		ＬＨＲ

				2年 ネン		理数 リスウ		現代文B ゲン ダイ ブン				古典B コテン				京都の風土
世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド				数学Ⅱ スウ ガク						数学Ⅲ スウ ガク				数学B スウ ガク				生物基礎
地学基礎 セイ ブツ キソ チ ガク キソ				物理基礎
生物基礎 ブツ リ キ ソ セイ ブツ キ ソ				物理
生物 ブツリ セイブツ				化学 カガク						体育 タイイク				保健 ホ ケン		芸術 ゲイ ジュツ		コミュニケーション英語Ⅱ エイゴ								グローバル・
コミュニケーションⅡ				ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ探究 タンキュウ		ＬＨＲ

						人文 ジンブン		現代文B ゲン ダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史Ｂ ニホンシ				京都の風土
世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド				数学Ⅱ スウ ガク						数学B スウ ガク						地学基礎 チ ガク キソ				生物基礎 セイ ブツ キソ

				3年 ネン		理数 リスウ		現代文B ゲンダイ ブン				古典B コテン				地理B チリ										数学Ⅲ スウ ガク						数学探究Ⅲ スウガク タンキュウ						物理
生物 ブツリ セイブツ								化学 カガク						体育 タイイク				コミュニケーション英語Ⅲ エイゴ								グローバル・
コミュニケーションⅢ				ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ探究 タンキュウ		ＬＨＲ

						人文 ジンブン		現代文B ゲンダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホン シ				歴史探究 レキシ タンキュウ				倫理 リンリ				政治・経済 セイジ ケイザイ				数学探究Ⅱ スウガク タンキュウ						理科探究 リカ タンキュウ





								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		スポーツ
総合専攻 ソウゴウ センコウ		1年 ネン				国語総合 コク ゴ ソウ ゴウ										現代社会 ゲンダイ シャカイ				数学Ⅰ スウ ガク						数学A スウ ガク				体育 タイ イク						保健 ホ ケン		芸術Ⅰ ゲイジュツ				コミュニケーション英語Ⅰ エイゴ								英語表現Ⅰ エイ ゴ ヒョウ ゲン				社会と情報 シャ カイ ジョウホウ				スポーツⅠ・Ⅱ・Ⅲ						総合的な
学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

				2年 ネン				現代文B ゲンダイ ブン				古典B コテン						世界史B セカイシ								数学Ⅱ スウガク								生物基礎 ナマ ブツ キ ソ				コミュニケーション英語Ⅱ エイゴ										家庭基礎 カテイ キソ				保健 ホ ケン		体育 タイ イク						スポーツⅠ・Ⅱ・Ⅲ						総合的な
学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

				3年 ネン				現代文B ゲンダイ ブン						古典B コテン				日本史B ニホンシ								政治・経済 セイジ ケイザイ				科学と人間生活 カ ガク ニンゲン セイカツ				コミュニケーション英語Ⅲ エイゴ								英語表現Ⅱ エイ ゴ ヒョウ ゲン				選択科目群Ⅰ センタク カモク グン				選択科目群Ⅱ センタク カモク グン				体育 タイ イク						スポーツⅠ・Ⅱ・Ⅲ						総合的な
学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ





								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32

		文科
スポーツ
コース ブンカ		1年 ネン				国語総合 コク ゴ ソウ ゴウ										現代社会 ゲン ダイ シャ カイ				数学Ⅰ スウ ガク						数学A スウ ガク				化学基礎 カ ガク キ ソ				生物基礎 セイ ブツ キ ソ				体育 タイ イク						保健 ホ ケン		芸術Ⅰ ゲイジュツ				コミュニケーション英語Ⅰ エイゴ								英語表現Ⅰ エイ ゴ ヒョウ ゲン				社会と情報 シャカイ ジョウホウ				総合的な
学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

				2年 ネン				現代文B ゲンダイ ブン				古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホン シ				数学Ⅱ スウガク								地学基礎 チ ガク キ ソ				体育 タイ イク						保健 ホ ケン		コミュニケーション英語Ⅱ エイゴ								英語表現Ⅱ エイ ゴ ヒョウ ゲン				家庭基礎 カテイ キソ				スポーツⅠ・Ⅱ・Ⅲ						総合的な
学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ

				3年 ネン				現代文B ゲンダイ ブン						古典B コテン						世界史B セカイ シ				日本史B ニホンシ						政治・経済 セイジ ケイザイ				数学B スウガク				体育 タイ イク						コミュニケーション英語Ⅲ エイゴ								英語表現Ⅱ エイ ゴ ヒョウ ゲン				選択科目群Ⅰ センタク カモクグン				選択科目群Ⅱ センタク カモクグン				選択科目群Ⅲ センタク カモクグン				総合的な
学習の時間 ソウゴウテキ ガクシュウ ジカン		ＬＨＲ



				※		芸術＝音楽・美術・書道から選択 ゲイジュツ オンガク ビジュツ ショドウ センタク



グローバルな視野をもって社会に貢献する自律した人間



パーフェクトガイド (2)

		コース紹介 ショウカイ

																																												理数人文コース　… リスウ ジンブン



				一　年　次 イチ トシ ツギ



																																												理数人文コースＧ　… リスウ ジンブン







				二・三年次 ニ サン ネンジ																																								文科スポーツコース　… ブンカ







																																												スポーツ総合専攻　… ソウゴウ センコウ





理数

人文

理数人文コース
 
 

Ｇ
英語･ＩＣＴスキル
 
 

ＲＪ
応用する力
 
 

スポーツ
総合専攻

競技力と学力
 

週34時間（土曜日授業含む）

週31時間

文科スポーツ
コース

 学習と部活動
 

週32時間

グローバルな視野をもって社会に貢献する自律した人間

理数G

人文G





イノベーション探究Ⅱ

① 研究計画書 Ver.２ ＝ ポスター

② ポスターセッション評価票

③ 研究計画書 Ver.３ ＝ 研究ノート

3(2) 教材・評価方法



3(2) ① 研究計画書 Ver.２＝ ポスター

ポスターセッション（中間発表会）
後に、評価を反映させて
研究計画書 Ver.3に昇華させる。

研究計画書 Ver.2＝
研究プロセスを「見える
化」したポスター

当初のリサーチクエスチョン(ＲＱ)

掘り下げるためのＲＱ
＝当初のＲＱを明らかにするための小さな問い

具体化されたＲＱ



3(2) ②ポスターセッション評価票



研究ノート
第１章に

研究計画書 Ver.３
＝ 研究ノートに向けて

研究ノート
第２章に

研究ノート
第３章に

研究ノート
表題に

3(2) ③ 研究計画書 Ver.3 ＝ 研究ノート



韓国・ハンヨン高校との協働研究
日韓共通の課題である伝統家屋の保
存問題について、京都の町家・韓国
ソウルの北村をフィールドとした協
働研究を実施

3(3)実践事例① SGH海外研修
海外の高校・大学との協働研究

＜実施先、連携先＞
◇韓国・ソウル ハンヨン高校
◇中国・上海 復旦大学、復旦大学附属中学、

上海市嘉定一中
◇台湾 國立台湾大学、台中市台中工業高級中等学校
◇シンガポール NUS（シンガポール国立大学)



片岡製作所 海外インターンシップ
●事前学習として、京都本社にてインターン
シップを実施

●海外事業所でのインターンシップ、現地職
員へのインタビュー調査等を実施

3(3)実践事例②
京都・海外を結んだインターンシップ

＜実施先、連携先＞
◇韓国・ソウル 株式会社韓国片岡、一般財団法人自治体国際化協会

(CLAIR)
◇中国・上海 上海片崗貿易有限公司、村田機械上海工場、

オムロン上海、日本貿易振興機構(JETRO)
◇台湾 台湾片岡股份有限公司
◇シンガポール ホリバ・インスツルメンツ、シンガポール政府観光

局、
外務省在シンガポール JAPAN CREATIVE CENTRE



「仮説検証のための指標」

■ 研究開発の３つの仮説に基づく指標設定

■ アンケート・外部検定等による多様な評価

■ ４点満点の総合評価による定量化

4 研究開発の成果について




Sheet1

		（ウ）仮説を検証するための指標 カセツ ケンショウ シヒョウ



		目的 モクテキ		未来を見すえた新たな価値を創り出す価値創造力、異文化コミュニケーションを通じて課題に取り組む協働力、困難な課題と向き合い解決する突破力、多様な価値観を尊重する寛容力、幅広い見識を持ち広い視野で社会を俯瞰する教養力を備え、持続可能な豊かな社会を創造することに貢献するグローバル・リーダーを育成する。



		仮説１ カセツ		総合的な学習の時間「イノベーション探究ⅠⅡⅢ」及び学校設定科目「グローバル・コミュニケーションⅠⅡⅢ」等は、課題の発見・分析能力、多文化協働による主体的な課題解決能力を高める手段として有効である。







				分野 ブンヤ														評価規準（SGH対象生徒に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウ セイト シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ

		1		イノベーション探究Ⅰ タンキュウイチ														校内課題研究発表会でＡ評価 コウナイ カダイ ケンキュウ ハッピョウカイ ヒョウカ														90.0		4		43.8%		2		97.3%		4				0.9729166667		0.4375						97.2916666667		43.75

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														33.0		2		31.3%		2		91.8%		4				0.9180327869		0.3131147541						91.8032786885		31.3114754098

		2		イノベーション探究Ⅱ タンキュウ														ポスターセッションでＡ評価 ヒョウカ														－		－		29.9%		2		80.8%		4				80.8%		0.2985347985						80.7692307692		29.8534798535

																		日本語論文がＡ評価 ニホンゴ ロン ブン ヒョウカ														－		－		論文作成中 ロン ブン サクセイチュウ																		0		0

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		23.2%		1		87.4%		4				87.4%		0.231884058						87.4396135266		23.1884057971

		3		イノベーション探究Ⅲ タンキュウ														英語論文がＡ評価 エイゴ ロンブン ヒョウカ														－		－		－		-		－		-												0		0

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		－		-		－		-												0		0

		4		グローバル・コミュニケーションⅠ														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														23.3		1		17.4%		1		80.1%		4				80.1%		0.1742160279		0.6271777003				80.1393728223		17.4216027875

		5		グローバル・コミュニケーションⅡ														Socratic Seminar でＡ評価														－		－		26.6%		2		－		2												0		0

																		授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		29.6%		2		83.8%		4				83.8%		0.2961702128				0.5421276596		83.829787234		29.6170212766

		6		グローバル・コミュニケーションⅢ														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		－		-		－		-												0		0

		7		ソーシャル・インテリジェンス														授業アンケート各項目「あてはまる」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														43.7		2		45.5%		2		90.8%		4				90.8%		0.4546218487						90.8403361345		45.4621848739

		8		京都の風土・世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド														課題研究発表でＡ評価 カダイ ケンキュウ ハッピョウ ヒョウカ														－		－		集計中 シュウケイチュウ																		0		0

																		授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		23.3%		1		87.1%		4				0.8706240487		23.3%						87.0624048706		23.2876712329

																																																						0		0

																		仮説１の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														2.25				1.67				3.78														0		0

																																																						0		0

		仮説２ カセツ		京都府海外サテライト校への中期留学等の方策は、新しい視座と高い言語能力を確立する上で有効である。																																																		0		0

																																																						0		0

																																																						0		0

				分野 ブンヤ														評価規準（SGH対象生徒に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウ セイト シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド																		0		0

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ														0		0

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ												0		0

		1		中期留学 チュウキ リュウガク														参加者に占める英検準２級以上取得者数 サンカシャ シ エイケン ジュン キュウ イジョウ シュトク シャ スウ														100		4		66.7%		3		-		3												0		0

		2		海外研修（インターンシップを含む） カイガイ ケンシュウ フク														参加者に占める英検準２級以上取得者数 サンカシャ シ エイケン ジュン キュウ イジョウ シュトク シャ スウ														50.0		3		44.0%		2		-		2												0		0

																		国別アンケート各項目「そうである」の平均 クニベツ カク コウモク ヘイキン														81.5		4		76.6%		4		93.1%		4				93.1%		0.7661290323						93.1451612903		76.6129032258

		3		海外の大学生とのワークショップ カイガイ ダイガク														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														63.3		3		39.6%		2		87.6%		4				87.6%		0.3955223881						87.6119402985		39.552238806

		4		英検 エイケン														H27入学生(現2年)準２級以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン ジュン キュウ イジョウ														17.5		1		53.8%		3		-		3												0		0

																		H28入学生(現1年)準２級以上（対象125名） ニュウガクセイ ゲン ネン ジュン キュウ イジョウ														－		－		26.4%		2		-		2												0		0

		5		GTEC														H27入学生(現2年)Ａ２（485点）以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン テン イジョウ														23.8		1		－		-		-		-												0		0

																		H28入学生(現1年)Ａ２（485点）以上（対象123名） ニュウガクセイ ゲン ネン テン イジョウ														－		－		19.5%		1		-		1												0		0

		6		外部模試 ガイブ モシ														H27入学生(現2年)Ａ２以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン イジョウ														26.3		2		29.1%		2		-		2												0		0

																		H28入学生(現1年)Ａ２以上（対象126名） ニュウガクセイ ゲン ネン イジョウ														－		－		10.4%		1		-		1												0		0

																																																						0		0

																		仮説２の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														2.57				2.22				2.44														0		0

																																																						0		0

		仮説３ カセツ		鳥羽の学びネットワークを活用したリベラルアーツ教育は、広い視野でグローバル社会を俯瞰できる教養力を育成するために有効である。																																																		0		0

																																																						0		0

																																																						0		0

				分野 ブンヤ														評価規準（対象者に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウシャ シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド																		0		0

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ														0		0

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ												0		0

		1		JICA関西 カンサイ														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														45.2		2		60.0%		3		95.3%		4				95.3%		0.6						95.2941176471		60

		2		高校生ビジネスプラン・グランプリ コウコウセイ														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														データなし				55.0%		3		96.0%		4				96.0%		0.55						96		55

		3		グローバル思考力コンテスト シコウリョク														アンケート各項目「そうである」の平均 カク コウモク ヘイキン														データなし				31.4%		2		85.2%		4				85.2%		0.3137114142						85.2117731515		31.3711414214

		4		生徒アンケート（１月） セイト ガツ														１、２年のQ19、Q20で「そう思う」の平均 ネン オモ ヘイキン														42.5		2		46.8%		2		81.3%		4				0.8131067961		0.4684466019						81.3106796117		46.8446601942

		5		教員アンケート（１月） キョウイン ガツ														各項目「思う」の平均 カク コウモク オモ ヘイキン														8.3		1		41.5%		2		77.8%		4				41.4705882353		77.8						41.4705882353		77.7941176471

		6		学校経営計画 ガッコウ ケイエイ ケイカク														学習指導領域「十分達成できた」の平均 ガクシュウ シドウ リョウイキ ジュウブン タッセイ ヘイキン														4.2		1		4.2%		1		70.4%		3												0		0



																		仮説３の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														1.50				2.17				3.83

















報告書用

		仮説検証のための指標 カセツ ケンショウ シヒョウ



		仮説１ カセツ						総合的な学習の時間「イノベーション探究ⅠⅡⅢ」及び学校設定科目「グローバル・コミュニケーションⅠⅡⅢ」等は、課題の発見・分析能力、多文化協働による主体的な課題解決能力を高める手段として有効である。





				分野 ブンヤ														評価規準（SGH対象生徒に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウ セイト シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ

		1		イノベーション探究Ⅰ タンキュウイチ														校内課題研究発表会でＡ評価 コウナイ カダイ ケンキュウ ハッピョウカイ ヒョウカ														33.2		2		43.8		2		97.3		4		33.2467532468		97.2916666667		43.75

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														33.0		2		31.3		2		91.8		4				91.8032786885		31.3114754098

		2		イノベーション探究Ⅱ タンキュウ														ポスターセッションでＡ評価 ヒョウカ														－		－		29.9		2		80.8		4				8076.9%		29.8534798535

																		日本語論文がＡ評価 ニホンゴ ロン ブン ヒョウカ														－		－		30.9		2		92.6		4				92.5925925926		30.8641975309

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		23.2		1		87.4		4				8744.0%		23.1884057971

		3		イノベーション探究Ⅲ タンキュウ														英語論文がＡ評価 エイゴ ロンブン ヒョウカ														－		－		－		－		－		－				0		0

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		－		－		－		－				0.0%		0

		4		グローバル・コミュニケーションⅠ														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														23.3		1		17.4		1		80.1		4				8013.9%		17.4216027875		0.6271777003

		5		グローバル・コミュニケーションⅡ														Socratic Seminar でＡ評価														－		－		26.6		2		87.3		4				87.3417721519		26.582278481

																		授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		29.6		2		83.8		4				8383.0%		29.6170212766				0.5421276596

		6		グローバル・コミュニケーションⅢ														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		－		－		－		－				0.0%		0

		7		ソーシャル・インテリジェンス														授業アンケート各項目「あてはまる」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														43.7		2		45.5		2		90.8		4				9084.0%		45.4621848739

		8		京都の風土・世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		23.3		1		87.1		4				0.0%		0

																																														87.0624048706		2328.8%

																		仮説１の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														1.75				1.70				4.00						0.0%		0

																																														0.0%		0

		仮説２ カセツ						京都府海外サテライト校への中期留学等の方策は、新しい視座と高い言語能力を確立する上で有効である。																																						0		0.0%

																																														0		0.0%

				　資格取得と外部模試についてはＢ評価を設定していないため、Ａ・Ｂ欄にＡと同様の評価のみを記載した。 シカク シュトク ガイブ モシ ヒョウカ セッテイ ラン ドウヨウ ヒョウカ キサイ																																										0		0.0%

				分野 ブンヤ														評価規準（SGH対象生徒に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウ セイト シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ						0.0%		0

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ				0.0%		0

		1		中期留学 チュウキ リュウガク														参加者に占める英検準２級以上取得者割合 サンカシャ シ エイケン ジュン キュウ イジョウ シュトク シャ ワリアイ														100		4		66.7		3		－		3				0.0%		0

		2		海外研修
（インターンシップを含む） カイガイ ケンシュウ フク														参加者に占める英検準２級以上取得者割合 サンカシャ シ エイケン ジュン キュウ イジョウ シュトク シャ ワリアイ														50.0		3		44.0		2		－		2				0.0%		0

																		国別アンケート各項目「そうである」の平均 クニベツ カク コウモク ヘイキン														81.5		4		76.6		4		93.1		4				0.0%		0

		3		海外の大学生とのワークショップ カイガイ ダイガク														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														63.3		3		39.6		2		87.6		4				9314.5%		76.6129032258

		4		実用英語技能検定(英検) ジツヨウ エイゴ ギノウ ケンテイ エイケン														H27入学生(現2年)準２級以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン ジュン キュウ イジョウ														17.5		1		53.8		3		－		3				8761.2%		39.552238806

																		H28入学生(現1年)準２級以上（対象125名） ニュウガクセイ ゲン ネン ジュン キュウ イジョウ														－		－		26.4		2		－		2				0.0%		0

		5		GTEC														H27入学生(現2年)Ａ２（485点）以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン テン イジョウ														23.8		1		43.8		2		－		2				0.0%		0

																		H28入学生(現1年)Ａ２（485点）以上（対象123名） ニュウガクセイ ゲン ネン テン イジョウ														－		－		19.5		1		－		1				0.0%		0

		6		外部模試 ガイブ モシ														H27入学生(現2年)Ａ２以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン イジョウ														26.3		2		29.1		2		－		2				0.0%		0

																		H28入学生(現1年)Ａ２以上（対象125名） ニュウガクセイ ゲン ネン イジョウ														－		－		10.4		1		－		1				0.0%		0

																																														0.0%		0

																		仮説２の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														2.57				2.20				2.40						0.0%		0

																																														0.0%		0

		仮説３ カセツ						鳥羽の学びネットワークを活用したリベラルアーツ教育は、広い視野でグローバル社会を俯瞰できる教養力を育成するために有効である。																																						0.0%		0

																																														0		0.0%

																																														0		0.0%

				分野 ブンヤ														評価規準（対象者に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウシャ シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド										0		0.0%

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ						0.0%		0

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ				0.0%		0

		1		JICA関西 カンサイ														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														45.2		2		60.0		3		95.3		4				0.0%		0

		2		高校生ビジネスプラン・グランプリ コウコウセイ														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														データなし				55.0		3		96.0		4				9529.4%		60

		3		グローバル思考力コンテスト シコウリョク														アンケート各項目「そうである」の平均 カク コウモク ヘイキン														データなし				31.4		2		85.2		4				9600.0%		55

		4		生徒アンケート（１月） セイト ガツ														１・２年のQ19、Q20で「そう思う」の平均 ネン オモ ヘイキン														42.5		2		46.8		2		81.3		4				8521.2%		31.3711414214

		5		教職員アンケート（１月） キョウショクイン ガツ														各項目「思う」の平均 カク コウモク オモ ヘイキン														8.3		1		41.5		2		77.8		4				81.3106796117		46.8446601942

		6		学校経営計画 ガッコウ ケイエイ ケイカク														学習指導領域「十分達成できた」の平均 ガクシュウ シドウ リョウイキ ジュウブン タッセイ ヘイキン														4.2		1		4.2		1		70.4		3				77.8		41.4705882353

																																														0.0%		0

																		仮説３の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														1.50				2.17				3.83
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Sheet1

		（ウ）仮説を検証するための指標 カセツ ケンショウ シヒョウ



		目的 モクテキ		未来を見すえた新たな価値を創り出す価値創造力、異文化コミュニケーションを通じて課題に取り組む協働力、困難な課題と向き合い解決する突破力、多様な価値観を尊重する寛容力、幅広い見識を持ち広い視野で社会を俯瞰する教養力を備え、持続可能な豊かな社会を創造することに貢献するグローバル・リーダーを育成する。



		仮説１ カセツ		総合的な学習の時間「イノベーション探究ⅠⅡⅢ」及び学校設定科目「グローバル・コミュニケーションⅠⅡⅢ」等は、課題の発見・分析能力、多文化協働による主体的な課題解決能力を高める手段として有効である。







				分野 ブンヤ														評価規準（SGH対象生徒に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウ セイト シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ

		1		イノベーション探究Ⅰ タンキュウイチ														校内課題研究発表会でＡ評価 コウナイ カダイ ケンキュウ ハッピョウカイ ヒョウカ														90.0		4		43.8%		2		97.3%		4				0.9729166667		0.4375						97.2916666667		43.75

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														33.0		2		31.3%		2		91.8%		4				0.9180327869		0.3131147541						91.8032786885		31.3114754098

		2		イノベーション探究Ⅱ タンキュウ														ポスターセッションでＡ評価 ヒョウカ														－		－		29.9%		2		80.8%		4				80.8%		0.2985347985						80.7692307692		29.8534798535

																		日本語論文がＡ評価 ニホンゴ ロン ブン ヒョウカ														－		－		論文作成中 ロン ブン サクセイチュウ																		0		0

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		23.2%		1		87.4%		4				87.4%		0.231884058						87.4396135266		23.1884057971

		3		イノベーション探究Ⅲ タンキュウ														英語論文がＡ評価 エイゴ ロンブン ヒョウカ														－		－		－		-		－		-												0		0

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		－		-		－		-												0		0

		4		グローバル・コミュニケーションⅠ														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														23.3		1		17.4%		1		80.1%		4				80.1%		0.1742160279		0.6271777003				80.1393728223		17.4216027875

		5		グローバル・コミュニケーションⅡ														Socratic Seminar でＡ評価														－		－		26.6%		2		－		2												0		0

																		授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		29.6%		2		83.8%		4				83.8%		0.2961702128				0.5421276596		83.829787234		29.6170212766

		6		グローバル・コミュニケーションⅢ														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		－		-		－		-												0		0

		7		ソーシャル・インテリジェンス														授業アンケート各項目「あてはまる」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														43.7		2		45.5%		2		90.8%		4				90.8%		0.4546218487						90.8403361345		45.4621848739

		8		京都の風土・世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド														課題研究発表でＡ評価 カダイ ケンキュウ ハッピョウ ヒョウカ														－		－		集計中 シュウケイチュウ																		0		0

																		授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		23.3%		1		87.1%		4				0.8706240487		23.3%						87.0624048706		23.2876712329

																																																						0		0

																		仮説１の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														2.25				1.67				3.78														0		0

																																																						0		0

		仮説２ カセツ		京都府海外サテライト校への中期留学等の方策は、新しい視座と高い言語能力を確立する上で有効である。																																																		0		0

																																																						0		0

																																																						0		0

				分野 ブンヤ														評価規準（SGH対象生徒に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウ セイト シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド																		0		0

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ														0		0

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ												0		0

		1		中期留学 チュウキ リュウガク														参加者に占める英検準２級以上取得者数 サンカシャ シ エイケン ジュン キュウ イジョウ シュトク シャ スウ														100		4		66.7%		3		-		3												0		0

		2		海外研修（インターンシップを含む） カイガイ ケンシュウ フク														参加者に占める英検準２級以上取得者数 サンカシャ シ エイケン ジュン キュウ イジョウ シュトク シャ スウ														50.0		3		44.0%		2		-		2												0		0

																		国別アンケート各項目「そうである」の平均 クニベツ カク コウモク ヘイキン														81.5		4		76.6%		4		93.1%		4				93.1%		0.7661290323						93.1451612903		76.6129032258

		3		海外の大学生とのワークショップ カイガイ ダイガク														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														63.3		3		39.6%		2		87.6%		4				87.6%		0.3955223881						87.6119402985		39.552238806

		4		英検 エイケン														H27入学生(現2年)準２級以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン ジュン キュウ イジョウ														17.5		1		53.8%		3		-		3												0		0

																		H28入学生(現1年)準２級以上（対象125名） ニュウガクセイ ゲン ネン ジュン キュウ イジョウ														－		－		26.4%		2		-		2												0		0

		5		GTEC														H27入学生(現2年)Ａ２（485点）以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン テン イジョウ														23.8		1		－		-		-		-												0		0

																		H28入学生(現1年)Ａ２（485点）以上（対象123名） ニュウガクセイ ゲン ネン テン イジョウ														－		－		19.5%		1		-		1												0		0

		6		外部模試 ガイブ モシ														H27入学生(現2年)Ａ２以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン イジョウ														26.3		2		29.1%		2		-		2												0		0

																		H28入学生(現1年)Ａ２以上（対象126名） ニュウガクセイ ゲン ネン イジョウ														－		－		10.4%		1		-		1												0		0

																																																						0		0

																		仮説２の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														2.57				2.22				2.44														0		0

																																																						0		0

		仮説３ カセツ		鳥羽の学びネットワークを活用したリベラルアーツ教育は、広い視野でグローバル社会を俯瞰できる教養力を育成するために有効である。																																																		0		0

																																																						0		0

																																																						0		0

				分野 ブンヤ														評価規準（対象者に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウシャ シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド																		0		0

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ														0		0

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ												0		0

		1		JICA関西 カンサイ														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														45.2		2		60.0%		3		95.3%		4				95.3%		0.6						95.2941176471		60

		2		高校生ビジネスプラン・グランプリ コウコウセイ														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														データなし				55.0%		3		96.0%		4				96.0%		0.55						96		55

		3		グローバル思考力コンテスト シコウリョク														アンケート各項目「そうである」の平均 カク コウモク ヘイキン														データなし				31.4%		2		85.2%		4				85.2%		0.3137114142						85.2117731515		31.3711414214

		4		生徒アンケート（１月） セイト ガツ														１、２年のQ19、Q20で「そう思う」の平均 ネン オモ ヘイキン														42.5		2		46.8%		2		81.3%		4				0.8131067961		0.4684466019						81.3106796117		46.8446601942

		5		教員アンケート（１月） キョウイン ガツ														各項目「思う」の平均 カク コウモク オモ ヘイキン														8.3		1		41.5%		2		77.8%		4				41.4705882353		77.8						41.4705882353		77.7941176471

		6		学校経営計画 ガッコウ ケイエイ ケイカク														学習指導領域「十分達成できた」の平均 ガクシュウ シドウ リョウイキ ジュウブン タッセイ ヘイキン														4.2		1		4.2%		1		70.4%		3												0		0



																		仮説３の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														1.50				2.17				3.83

















報告書用

		仮説検証のための指標 カセツ ケンショウ シヒョウ



		仮説１ カセツ						総合的な学習の時間「イノベーション探究ⅠⅡⅢ」及び学校設定科目「グローバル・コミュニケーションⅠⅡⅢ」等は、課題の発見・分析能力、多文化協働による主体的な課題解決能力を高める手段として有効である。





				分野 ブンヤ														評価規準（SGH対象生徒に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウ セイト シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ

		1		イノベーション探究Ⅰ タンキュウイチ														校内課題研究発表会でＡ評価 コウナイ カダイ ケンキュウ ハッピョウカイ ヒョウカ														33.2		2		43.8		2		97.3		4		33.2467532468		97.2916666667		43.75

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														33.0		2		31.3		2		91.8		4				91.8032786885		31.3114754098

		2		イノベーション探究Ⅱ タンキュウ														ポスターセッションでＡ評価 ヒョウカ														－		－		29.9		2		80.8		4				8076.9%		29.8534798535

																		日本語論文がＡ評価 ニホンゴ ロン ブン ヒョウカ														－		－		30.9		2		92.6		4				92.5925925926		30.8641975309

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		23.2		1		87.4		4				8744.0%		23.1884057971

		3		イノベーション探究Ⅲ タンキュウ														英語論文がＡ評価 エイゴ ロンブン ヒョウカ														－		－		－		－		－		－				0		0

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		－		－		－		－				0.0%		0

		4		グローバル・コミュニケーションⅠ														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														23.3		1		17.4		1		80.1		4				8013.9%		17.4216027875		0.6271777003

		5		グローバル・コミュニケーションⅡ														Socratic Seminar でＡ評価														－		－		26.6		2		87.3		4				87.3417721519		26.582278481

																		授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		29.6		2		83.8		4				8383.0%		29.6170212766				0.5421276596

		6		グローバル・コミュニケーションⅢ														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		－		－		－		－				0.0%		0

		7		ソーシャル・インテリジェンス														授業アンケート各項目「あてはまる」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														43.7		2		45.5		2		90.8		4				9084.0%		45.4621848739

		8		京都の風土・世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		23.3		1		87.1		4				0.0%		0

																																														87.0624048706		2328.8%

																		仮説１の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														1.75				1.70				4.00						0.0%		0

																																														0.0%		0

		仮説２ カセツ						京都府海外サテライト校への中期留学等の方策は、新しい視座と高い言語能力を確立する上で有効である。																																						0		0.0%

																																														0		0.0%

				　資格取得と外部模試についてはＢ評価を設定していないため、Ａ・Ｂ欄にＡと同様の評価のみを記載した。 シカク シュトク ガイブ モシ ヒョウカ セッテイ ラン ドウヨウ ヒョウカ キサイ																																										0		0.0%

				分野 ブンヤ														評価規準（SGH対象生徒に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウ セイト シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ						0.0%		0

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ				0.0%		0

		1		中期留学 チュウキ リュウガク														参加者に占める英検準２級以上取得者割合 サンカシャ シ エイケン ジュン キュウ イジョウ シュトク シャ ワリアイ														100		4		66.7		3		－		3				0.0%		0

		2		海外研修
（インターンシップを含む） カイガイ ケンシュウ フク														参加者に占める英検準２級以上取得者割合 サンカシャ シ エイケン ジュン キュウ イジョウ シュトク シャ ワリアイ														50.0		3		44.0		2		－		2				0.0%		0

																		国別アンケート各項目「そうである」の平均 クニベツ カク コウモク ヘイキン														81.5		4		76.6		4		93.1		4				0.0%		0

		3		海外の大学生とのワークショップ カイガイ ダイガク														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														63.3		3		39.6		2		87.6		4				9314.5%		76.6129032258

		4		実用英語技能検定(英検) ジツヨウ エイゴ ギノウ ケンテイ エイケン														H27入学生(現2年)準２級以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン ジュン キュウ イジョウ														17.5		1		53.8		3		－		3				8761.2%		39.552238806

																		H28入学生(現1年)準２級以上（対象125名） ニュウガクセイ ゲン ネン ジュン キュウ イジョウ														－		－		26.4		2		－		2				0.0%		0

		5		GTEC														H27入学生(現2年)Ａ２（485点）以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン テン イジョウ														23.8		1		43.8		2		－		2				0.0%		0

																		H28入学生(現1年)Ａ２（485点）以上（対象123名） ニュウガクセイ ゲン ネン テン イジョウ														－		－		19.5		1		－		1				0.0%		0

		6		外部模試 ガイブ モシ														H27入学生(現2年)Ａ２以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン イジョウ														26.3		2		29.1		2		－		2				0.0%		0

																		H28入学生(現1年)Ａ２以上（対象125名） ニュウガクセイ ゲン ネン イジョウ														－		－		10.4		1		－		1				0.0%		0

																																														0.0%		0

																		仮説２の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														2.57				2.20				2.40						0.0%		0

																																														0.0%		0

		仮説３ カセツ						鳥羽の学びネットワークを活用したリベラルアーツ教育は、広い視野でグローバル社会を俯瞰できる教養力を育成するために有効である。																																						0.0%		0

																																														0		0.0%

																																														0		0.0%

				分野 ブンヤ														評価規準（対象者に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウシャ シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド										0		0.0%

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ						0.0%		0

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ				0.0%		0

		1		JICA関西 カンサイ														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														45.2		2		60.0		3		95.3		4				0.0%		0

		2		高校生ビジネスプラン・グランプリ コウコウセイ														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														データなし				55.0		3		96.0		4				9529.4%		60

		3		グローバル思考力コンテスト シコウリョク														アンケート各項目「そうである」の平均 カク コウモク ヘイキン														データなし				31.4		2		85.2		4				9600.0%		55

		4		生徒アンケート（１月） セイト ガツ														１・２年のQ19、Q20で「そう思う」の平均 ネン オモ ヘイキン														42.5		2		46.8		2		81.3		4				8521.2%		31.3711414214

		5		教職員アンケート（１月） キョウショクイン ガツ														各項目「思う」の平均 カク コウモク オモ ヘイキン														8.3		1		41.5		2		77.8		4				81.3106796117		46.8446601942

		6		学校経営計画 ガッコウ ケイエイ ケイカク														学習指導領域「十分達成できた」の平均 ガクシュウ シドウ リョウイキ ジュウブン タッセイ ヘイキン														4.2		1		4.2		1		70.4		3				77.8		41.4705882353

																																														0.0%		0

																		仮説３の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														1.50				2.17				3.83
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Sheet1

		（ウ）仮説を検証するための指標 カセツ ケンショウ シヒョウ



		目的 モクテキ		未来を見すえた新たな価値を創り出す価値創造力、異文化コミュニケーションを通じて課題に取り組む協働力、困難な課題と向き合い解決する突破力、多様な価値観を尊重する寛容力、幅広い見識を持ち広い視野で社会を俯瞰する教養力を備え、持続可能な豊かな社会を創造することに貢献するグローバル・リーダーを育成する。



		仮説１ カセツ		総合的な学習の時間「イノベーション探究ⅠⅡⅢ」及び学校設定科目「グローバル・コミュニケーションⅠⅡⅢ」等は、課題の発見・分析能力、多文化協働による主体的な課題解決能力を高める手段として有効である。







				分野 ブンヤ														評価規準（SGH対象生徒に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウ セイト シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ

		1		イノベーション探究Ⅰ タンキュウイチ														校内課題研究発表会でＡ評価 コウナイ カダイ ケンキュウ ハッピョウカイ ヒョウカ														90.0		4		43.8%		2		97.3%		4				0.9729166667		0.4375						97.2916666667		43.75

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														33.0		2		31.3%		2		91.8%		4				0.9180327869		0.3131147541						91.8032786885		31.3114754098

		2		イノベーション探究Ⅱ タンキュウ														ポスターセッションでＡ評価 ヒョウカ														－		－		29.9%		2		80.8%		4				80.8%		0.2985347985						80.7692307692		29.8534798535

																		日本語論文がＡ評価 ニホンゴ ロン ブン ヒョウカ														－		－		論文作成中 ロン ブン サクセイチュウ																		0		0

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		23.2%		1		87.4%		4				87.4%		0.231884058						87.4396135266		23.1884057971

		3		イノベーション探究Ⅲ タンキュウ														英語論文がＡ評価 エイゴ ロンブン ヒョウカ														－		－		－		-		－		-												0		0

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		－		-		－		-												0		0

		4		グローバル・コミュニケーションⅠ														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														23.3		1		17.4%		1		80.1%		4				80.1%		0.1742160279		0.6271777003				80.1393728223		17.4216027875

		5		グローバル・コミュニケーションⅡ														Socratic Seminar でＡ評価														－		－		26.6%		2		－		2												0		0

																		授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		29.6%		2		83.8%		4				83.8%		0.2961702128				0.5421276596		83.829787234		29.6170212766

		6		グローバル・コミュニケーションⅢ														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		－		-		－		-												0		0

		7		ソーシャル・インテリジェンス														授業アンケート各項目「あてはまる」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														43.7		2		45.5%		2		90.8%		4				90.8%		0.4546218487						90.8403361345		45.4621848739

		8		京都の風土・世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド														課題研究発表でＡ評価 カダイ ケンキュウ ハッピョウ ヒョウカ														－		－		集計中 シュウケイチュウ																		0		0

																		授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		23.3%		1		87.1%		4				0.8706240487		23.3%						87.0624048706		23.2876712329

																																																						0		0

																		仮説１の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														2.25				1.67				3.78														0		0

																																																						0		0

		仮説２ カセツ		京都府海外サテライト校への中期留学等の方策は、新しい視座と高い言語能力を確立する上で有効である。																																																		0		0

																																																						0		0

																																																						0		0

				分野 ブンヤ														評価規準（SGH対象生徒に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウ セイト シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド																		0		0

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ														0		0

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ												0		0

		1		中期留学 チュウキ リュウガク														参加者に占める英検準２級以上取得者数 サンカシャ シ エイケン ジュン キュウ イジョウ シュトク シャ スウ														100		4		66.7%		3		-		3												0		0

		2		海外研修（インターンシップを含む） カイガイ ケンシュウ フク														参加者に占める英検準２級以上取得者数 サンカシャ シ エイケン ジュン キュウ イジョウ シュトク シャ スウ														50.0		3		44.0%		2		-		2												0		0

																		国別アンケート各項目「そうである」の平均 クニベツ カク コウモク ヘイキン														81.5		4		76.6%		4		93.1%		4				93.1%		0.7661290323						93.1451612903		76.6129032258

		3		海外の大学生とのワークショップ カイガイ ダイガク														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														63.3		3		39.6%		2		87.6%		4				87.6%		0.3955223881						87.6119402985		39.552238806

		4		英検 エイケン														H27入学生(現2年)準２級以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン ジュン キュウ イジョウ														17.5		1		53.8%		3		-		3												0		0

																		H28入学生(現1年)準２級以上（対象125名） ニュウガクセイ ゲン ネン ジュン キュウ イジョウ														－		－		26.4%		2		-		2												0		0

		5		GTEC														H27入学生(現2年)Ａ２（485点）以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン テン イジョウ														23.8		1		－		-		-		-												0		0

																		H28入学生(現1年)Ａ２（485点）以上（対象123名） ニュウガクセイ ゲン ネン テン イジョウ														－		－		19.5%		1		-		1												0		0

		6		外部模試 ガイブ モシ														H27入学生(現2年)Ａ２以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン イジョウ														26.3		2		29.1%		2		-		2												0		0

																		H28入学生(現1年)Ａ２以上（対象126名） ニュウガクセイ ゲン ネン イジョウ														－		－		10.4%		1		-		1												0		0

																																																						0		0

																		仮説２の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														2.57				2.22				2.44														0		0

																																																						0		0

		仮説３ カセツ		鳥羽の学びネットワークを活用したリベラルアーツ教育は、広い視野でグローバル社会を俯瞰できる教養力を育成するために有効である。																																																		0		0

																																																						0		0

																																																						0		0

				分野 ブンヤ														評価規準（対象者に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウシャ シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド																		0		0

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ														0		0

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ												0		0

		1		JICA関西 カンサイ														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														45.2		2		60.0%		3		95.3%		4				95.3%		0.6						95.2941176471		60

		2		高校生ビジネスプラン・グランプリ コウコウセイ														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														データなし				55.0%		3		96.0%		4				96.0%		0.55						96		55

		3		グローバル思考力コンテスト シコウリョク														アンケート各項目「そうである」の平均 カク コウモク ヘイキン														データなし				31.4%		2		85.2%		4				85.2%		0.3137114142						85.2117731515		31.3711414214

		4		生徒アンケート（１月） セイト ガツ														１、２年のQ19、Q20で「そう思う」の平均 ネン オモ ヘイキン														42.5		2		46.8%		2		81.3%		4				0.8131067961		0.4684466019						81.3106796117		46.8446601942

		5		教員アンケート（１月） キョウイン ガツ														各項目「思う」の平均 カク コウモク オモ ヘイキン														8.3		1		41.5%		2		77.8%		4				41.4705882353		77.8						41.4705882353		77.7941176471

		6		学校経営計画 ガッコウ ケイエイ ケイカク														学習指導領域「十分達成できた」の平均 ガクシュウ シドウ リョウイキ ジュウブン タッセイ ヘイキン														4.2		1		4.2%		1		70.4%		3												0		0



																		仮説３の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														1.50				2.17				3.83

















報告書用

		仮説検証のための指標 カセツ ケンショウ シヒョウ



		仮説１ カセツ						総合的な学習の時間「イノベーション探究ⅠⅡⅢ」及び学校設定科目「グローバル・コミュニケーションⅠⅡⅢ」等は、課題の発見・分析能力、多文化協働による主体的な課題解決能力を高める手段として有効である。





				分野 ブンヤ														評価規準（SGH対象生徒に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウ セイト シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ

		1		イノベーション探究Ⅰ タンキュウイチ														校内課題研究発表会でＡ評価 コウナイ カダイ ケンキュウ ハッピョウカイ ヒョウカ														33.2		2		43.8		2		97.3		4		33.2467532468		97.2916666667		43.75

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														33.0		2		31.3		2		91.8		4				91.8032786885		31.3114754098

		2		イノベーション探究Ⅱ タンキュウ														ポスターセッションでＡ評価 ヒョウカ														－		－		29.9		2		80.8		4				8076.9%		29.8534798535

																		日本語論文がＡ評価 ニホンゴ ロン ブン ヒョウカ														－		－		30.9		2		92.6		4				92.5925925926		30.8641975309

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		23.2		1		87.4		4				8744.0%		23.1884057971

		3		イノベーション探究Ⅲ タンキュウ														英語論文がＡ評価 エイゴ ロンブン ヒョウカ														－		－		－		－		－		－				0		0

																		授業アンケート各項目「できた」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		－		－		－		－				0.0%		0

		4		グローバル・コミュニケーションⅠ														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														23.3		1		17.4		1		80.1		4				8013.9%		17.4216027875		0.6271777003

		5		グローバル・コミュニケーションⅡ														Socratic Seminar でＡ評価														－		－		26.6		2		87.3		4				87.3417721519		26.582278481

																		授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		29.6		2		83.8		4				8383.0%		29.6170212766				0.5421276596

		6		グローバル・コミュニケーションⅢ														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		－		－		－		－				0.0%		0

		7		ソーシャル・インテリジェンス														授業アンケート各項目「あてはまる」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														43.7		2		45.5		2		90.8		4				9084.0%		45.4621848739

		8		京都の風土・世界の風土 キョウト フウド セカイ フウド														授業アンケート各項目「そうである」の平均 ジュギョウ カク コウモク ヘイキン														－		－		23.3		1		87.1		4				0.0%		0

																																														87.0624048706		2328.8%

																		仮説１の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														1.75				1.70				4.00						0.0%		0

																																														0.0%		0

		仮説２ カセツ						京都府海外サテライト校への中期留学等の方策は、新しい視座と高い言語能力を確立する上で有効である。																																						0		0.0%

																																														0		0.0%

				　資格取得と外部模試についてはＢ評価を設定していないため、Ａ・Ｂ欄にＡと同様の評価のみを記載した。 シカク シュトク ガイブ モシ ヒョウカ セッテイ ラン ドウヨウ ヒョウカ キサイ																																										0		0.0%

				分野 ブンヤ														評価規準（SGH対象生徒に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウ セイト シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ						0.0%		0

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ				0.0%		0

		1		中期留学 チュウキ リュウガク														参加者に占める英検準２級以上取得者割合 サンカシャ シ エイケン ジュン キュウ イジョウ シュトク シャ ワリアイ														100		4		66.7		3		－		3				0.0%		0

		2		海外研修
（インターンシップを含む） カイガイ ケンシュウ フク														参加者に占める英検準２級以上取得者割合 サンカシャ シ エイケン ジュン キュウ イジョウ シュトク シャ ワリアイ														50.0		3		44.0		2		－		2				0.0%		0

																		国別アンケート各項目「そうである」の平均 クニベツ カク コウモク ヘイキン														81.5		4		76.6		4		93.1		4				0.0%		0

		3		海外の大学生とのワークショップ カイガイ ダイガク														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														63.3		3		39.6		2		87.6		4				9314.5%		76.6129032258

		4		実用英語技能検定(英検) ジツヨウ エイゴ ギノウ ケンテイ エイケン														H27入学生(現2年)準２級以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン ジュン キュウ イジョウ														17.5		1		53.8		3		－		3				8761.2%		39.552238806

																		H28入学生(現1年)準２級以上（対象125名） ニュウガクセイ ゲン ネン ジュン キュウ イジョウ														－		－		26.4		2		－		2				0.0%		0

		5		GTEC														H27入学生(現2年)Ａ２（485点）以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン テン イジョウ														23.8		1		43.8		2		－		2				0.0%		0

																		H28入学生(現1年)Ａ２（485点）以上（対象123名） ニュウガクセイ ゲン ネン テン イジョウ														－		－		19.5		1		－		1				0.0%		0

		6		外部模試 ガイブ モシ														H27入学生(現2年)Ａ２以上（対象80名） ニュウガクセイ ゲン ネン イジョウ														26.3		2		29.1		2		－		2				0.0%		0

																		H28入学生(現1年)Ａ２以上（対象125名） ニュウガクセイ ゲン ネン イジョウ														－		－		10.4		1		－		1				0.0%		0

																																														0.0%		0

																		仮説２の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														2.57				2.20				2.40						0.0%		0

																																														0.0%		0

		仮説３ カセツ						鳥羽の学びネットワークを活用したリベラルアーツ教育は、広い視野でグローバル社会を俯瞰できる教養力を育成するために有効である。																																						0.0%		0

																																														0		0.0%

																																														0		0.0%

				分野 ブンヤ														評価規準（対象者に占める割合） ヒョウカ キジュン タイショウシャ シ ワリアイ														平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド										0		0.0%

																		25％未満を１、25％以上を２、50％以上を３、75％以上を４と評価 ミマン イジョウ イジョウ イジョウ ヒョウカ														Ａのみ				Ａのみ				Ａ・Ｂ						0.0%		0

																																数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ		数値％ スウチ		評価 ヒョウカ				0.0%		0

		1		JICA関西 カンサイ														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														45.2		2		60.0		3		95.3		4				0.0%		0

		2		高校生ビジネスプラン・グランプリ コウコウセイ														参加者アンケート各項目「そうである」の平均 サンカシャ カク コウモク ヘイキン														データなし				55.0		3		96.0		4				9529.4%		60

		3		グローバル思考力コンテスト シコウリョク														アンケート各項目「そうである」の平均 カク コウモク ヘイキン														データなし				31.4		2		85.2		4				9600.0%		55

		4		生徒アンケート（１月） セイト ガツ														１・２年のQ19、Q20で「そう思う」の平均 ネン オモ ヘイキン														42.5		2		46.8		2		81.3		4				8521.2%		31.3711414214

		5		教職員アンケート（１月） キョウショクイン ガツ														各項目「思う」の平均 カク コウモク オモ ヘイキン														8.3		1		41.5		2		77.8		4				81.3106796117		46.8446601942

		6		学校経営計画 ガッコウ ケイエイ ケイカク														学習指導領域「十分達成できた」の平均 ガクシュウ シドウ リョウイキ ジュウブン タッセイ ヘイキン														4.2		1		4.2		1		70.4		3				77.8		41.4705882353

																																														0.0%		0

																		仮説３の総合評価（４点満点） カセツ ソウゴウ ヒョウカ テン マンテン														1.50				2.17				3.83
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「１人１役SGH」 → 教職員・学校とも変容①


297報告用

		■		回答方法 カイトウ ホウホウ		４思う　３やや思う　２やや思わない　１思わない　０わからない

								H28.1月 ガツ		H28.7月 ガツ		H29.2月 ガツ		H29.7月 ガツ		過年7月
増減 カネン ガツ ゾウゲン

				質問 シツモン		内容 ナイヨウ		平均値 ヘイキンチ		平均値 ヘイキンチ		平均値 ヘイキンチ		平均値 ヘイキンチ

				①		学校全体として体制を整え、組織的に取り組んでいると思いますか。		2.0		2.8		3.2		3.2		0.4

				②		ＳＧＨ事業の実施により、御自身の意識の変容がみられましたか。		2.7		2.5		3.0		3.1		0.5

				③		教育課程の編成は、５つの力を育てるのに適切だと思いますか。		1.4		2.1		2.9		3.0		0.8

						※  育む５つの力…価値創造力・協働力・突破力・寛容力・ 教養力

				④		イノベーション探究ⅠⅡの取組によって、現代社会に対する関心と深い教養、論理的思考力、批判的思考力、コミュニケーション能力、問題解決能力、行動力を育成していると思いますか。		1.8		2.2		3.1		3.1		1.0

				⑤		ＳＧＨによる取組が、課題の解決に向けて主体的・協働的に学ぶ授業になっており、学校全体の授業改善になっていると思いますか。		1.9		2.3		2.8		3.0		0.7

				⑥		外国語教育に関する取組は、課題研究との関連性が明確であり、研究課題に取り組むために必要な能力を向上させるための効果的な取組となっていると思いますか。		1.2		1.9		2.5		2.9		0.9

				⑦		英語等も含めたグループワーク、ディスカッション、論文作成、プレゼンテーション、探究型学習、またフィールドワークや成果発表等のための海外研修等が、課題研究を実施するための効果的な取組となっていると思いますか。		2.3		2.7		3.0		3.2		0.5

				⑧		地域や学校の特性を生かした鳥羽の学びネットワーク等の取組は、課題研究を中心とした学校全体の取組として効果的に行われていると思いますか。		2.1		2.2		2.8		3.1		0.9

				⑨		次の３つの仮説に基づく成果や課題の分析が適切に行われていると思いますか。		1.1		1.9		3.0		3.1		1.2

						①  総合的な学習の時間「イノベーション探究ⅠⅡⅢ」及び学校設定科目「グローバル・コミュニケーションⅠⅡⅢ」等は、課題の発見・分析能力、多文化協働による主体的な課題解決能力を高める手段として有効である。

						②  京都府海外サテライト校への中期留学等の方策は、新しい視座と高い言語能力を確立する上で有効である。

						③  鳥羽の学びネットワークを活用したリベラルアーツ教育は、広い視野でのグローバル社会を俯瞰できる教養力を育成するために有効である。

				⑩		校外向けの発表会や説明会・ＨＰ・パンフレット等を用いて、研究成果の普及に積極的に取り組んでいると思いますか。		1.7		3.1		3.6		3.6		0.5

						全平均 ゼン ヘイキン		1.8		2.4		3.0		3.1		0.7
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		■		回答方法 カイトウ ホウホウ		４思う　３やや思う　２やや思わない　１思わない　０わからない

								H28.1月 ガツ		H28.7月 ガツ		H29.2月 ガツ		H29.7月 ガツ		過年7月
増減 カネン ガツ ゾウゲン

				質問 シツモン		内容 ナイヨウ		平均値 ヘイキンチ		平均値 ヘイキンチ		平均値 ヘイキンチ		平均値 ヘイキンチ

				⑧		地域や学校の特性を生かした鳥羽の学びネットワーク等の取組は、課題研究を中心とした学校全体の取組として効果的に行われていると思いますか。		2.1		2.2		2.8		3.1		0.9

				⑨		次の３つの仮説に基づく成果や課題の分析が適切に行われていると思いますか。		1.1		1.9		3.0		3.1		1.2

						①  総合的な学習の時間「イノベーション探究ⅠⅡⅢ」及び学校設定科目「グローバル・コミュニケーションⅠⅡⅢ」等は、課題の発見・分析能力、多文化協働による主体的な課題解決能力を高める手段として有効である。

						②  京都府海外サテライト校への中期留学等の方策は、新しい視座と高い言語能力を確立する上で有効である。

						③  鳥羽の学びネットワークを活用したリベラルアーツ教育は、広い視野でのグローバル社会を俯瞰できる教養力を育成するために有効である。

				⑩		校外向けの発表会や説明会・ＨＰ・パンフレット等を用いて、研究成果の普及に積極的に取り組んでいると思いますか。		1.7		3.1		3.6		3.6		0.5

						全平均(①～⑩） ゼン ヘイキン		1.6		2.4		3.1		3.2		0.9



H28.5月実施

H29.2月実施

・②どのように意識がかわればよいのか？　日々試行錯誤。
・どうせやるならポジティブにやりましょう！という雰囲気があればいいのですが。
・項目：「０：わからない」　は必要ないと思う。
・新しい取り組みをするのなら別の何かを減らすことを検討してほしい。生徒にも教員にも負担が大きすぎるように　思う。
・どんな授業で何が行われていて、どう評価されているかをわかっていないのとどの行事が当てはまるのかがわかっていなかったので回答しにくいです。よくわからないところが多いです。
・組織的には難しい。学校全体を意識しすぎていて広げ過ぎている。（時間的にも人的にも）必要なところで関わればよいと思う。アンケート集計などだけにかかわることが全体とはならない。自らかかわれることを探すことも必要なのでは。それぞれの分野（教科）の特徴を踏まえるべき。
・学校全体として役割分担できているのが2年次の大きな成果

(1)　全体に平均値は上がった。５月時のアンケート調査で「０：わからない」の回答が３割を超えた⑥⑨をはじめ、
　　　③④⑧でもその数値は減少し、SGHの活動の基本的な意識化ができてきたと思われる。


 
     質問ごとの達成度
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		平成28年度　第１回鳥羽高校SGH研究開発に関する教職員アンケート結果について ヘイセイ ネンド ダイ カイ トバ コウコウ ケンキュウ カイハツ カン キョウショクイン ケッカ

						42643

								SGHリベラルアーツ研究グループ ケンキュウ

		1		実施時期 ジッシ ジキ		平成28年１月実施　（回答数54名） ヘイセイ ネン ガツ ジッシ カイトウ スウ メイ

						平成28年７月実施　（回答数71名） ヘイセイ ネン ガツ ジッシ カイトウスウ メイ

		2		回答方法 カイトウ ホウホウ		４思う　３やや思う　２やや思わない　１思わない　０わからない

		３		結果 ケッカ				H28.1月 ガツ		H28.7月 ガツ		増減 ゾウゲン

				質問 シツモン		内容 ナイヨウ		平均値 ヘイキンチ		平均値 ヘイキンチ

				①		学校全体として体制を整え、組織的に取り組んでいると思いますか。		2.0		2.8		0.8

				②		ＳＧＨ事業の実施により、御自身の意識の変容がみられましたか。		2.7		2.5		▲ 0.2

				③		教育課程の編成は、５つの力を育てるのに適切だと思いますか。		1.4		2.1		0.7

						※  育む５つの力…価値創造力・協働力・突破力・寛容力・教養力

				④		イノベーション探究ⅠⅡの取組によって、現代社会に対する関心と深い教養、論理的思考力、批判的思考力、コミュニケーション能力、問題解決能力、行動力を育成していると思いますか。		1.8		2.2		0.4

				⑤		ＳＧＨによる取組が、課題の解決に向けて主体的・協働的に学ぶ授業になっており、学校全体の授業改善になっていると思いますか。		1.9		2.3		0.4

				⑥		外国語教育に関する取組は、課題研究との関連性が明確であり、研究課題に取り組むために必要な能力を向上させるための効果的な取組となっていると思いますか。		1.2		1.9		0.7

				⑦		英語等も含めたグループワーク、ディスカッション、論文作成、プレゼンテーション、探究型学習、またフィールドワークや成果発表等のための海外研修等が、課題研究を実施するための効果的な取組となっていると思いますか。		2.3		2.7		0.4

				⑧		地域や学校の特性を生かした鳥羽の学びネットワーク等の取組は、課題研究を中心とした学校全体の取組として効果的に行われていると思いますか。		2.1		2.2		0.1

				⑨		次の３つの仮説に基づく成果や課題の分析が適切に行われていると思いますか。		1.1		1.9		0.8

						①  総合的な学習の時間「イノベーション探究ⅠⅡⅢ」及び学校設定科目「グローバル・コミュニケーションⅠⅡⅢ」等は、課題の発見・分析能力、多文化協働による主体的な課題解決能力を高める手段として有効である。

						②  京都府海外サテライト校への中期留学等の方策は、新しい視座と高い言語能力を確立する上で有効である。

						③  鳥羽の学びネットワークを活用したリベラルアーツ教育は、広い視野でのグローバル社会を俯瞰できる教養力を育成するために有効である。

				⑩		校外向けの発表会や説明会・ＨＰ・パンフレット等を用いて、研究成果の普及に積極的に取り組んでいると思いますか。		1.7		3.1		1.4

		質問ごとの評価分布 シツモン ヒョウカ ブンプ

																		４思う　３やや思う　２やや思わない　１思わない　０わからない

																質問 シツモン		4		3		2		1		0

																①		11.3		63.4		18.3		7.0		0.0

																②		12.7		52.1		18.3		11.3		5.6

																③		14.1		35.2		21.1		8.5		21.1

																④		16.9		43.7		8.5		2.8		28.2

																⑤		4.2		56.3		21.1		2.8		15.5

																⑥		8.5		42.3		14.1		2.8		32.4

																⑦		19.7		59.2		5.6		1.4		14.1

																⑧		7.0		49.3		18.3		2.8		22.5

																⑨		11.3		42.3		7.0		4.2		35.2

																⑩		33.8		54.9		2.8		0.0		8.5

		４　分析 ブンセキ

		(1)		・多くの質問で、平均値は上がってきている。　 オオ シツモン ヘイキンチ ア

				・特に①⑨から、学校全体の体制として整備され、組織的にとりくみつつあること。　また、校外への広報にも積極的な取り組みがなされてきていると考えられる。 コウホウ



		(2)		・⑥⑨は、1月に比べてポイントは良く伸びているが、更なるアップを望みたい。特に、「０：わからない」と回答した教職員が3割を超える。これは、アンケート中の「適切かどうか」、「効果があるかどうか」などを測る具体的な項目が明確になっておらず、全体に共有されていない可能性があるのではないだろうか。活動内容が教職員全体には今一つ浸透していないこともあるかもしれない。 ガツ クラ ヨ ノ サラ ノゾ







		(3)		・③④⑧も(2)と同様の傾向にあるように思われる。 ドウヨウ ケイコウ オモ

				・特に③は、教育課程編成の基盤を問う項目だが、「０：わからない」と「２：やや思わない」がそれぞれ21.1%と4割強を占めている。一考を要する。 トク キョウイク カテイ ヘンセイ キバン ト コウモク オモ











																【自由記述】

																・SGH校にもかかわらず、英語の時間数が少ない。

																・SGHの「ビジネスリーダー」という目標とカリキュラムおよび生徒の実態とがかい離しているように思われます。

																　（例えば、政治・経済を履修できるのは3年次であるのに、ビジネスプランなど企画立案させるのは1年次(SGH）など・・・）

																・体制は整備されてきている。あとは、教職員個々がSGH事業を成功させ、生徒の能力を伸ばし、教職員自身と鳥羽をレベルアップさせるという意識を持つことが大切。

																・一部会議に出ている人しか参画できないのは好ましくない。レベルアップのためにも広く参画できるように。

																・校内施設の貧弱さが大きな障害になっています。各教室でIT、Wi－Fi、映像が使えない。京都市の一般中学より遅れており、学校公開がマイナスにつながっています。　生徒一台のパソコン,IT、AV教室の増設が不可欠、施設でグローバル水準に。Gクラスは、（生活、授業、部活）を全て英語化するくらい徹底しないと英検2級すら突破できない。

																・一部の先生の過重負担になるようで申し訳なく思います。

																・育成能力を一度に聞いているが、それでよいのか。効果を測るものは？生徒の自己評価、実施者、他者評価などとこの全体のアンケートはどう関連付けられているのか。
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		平成28年度　第１回鳥羽高校SGH研究開発に関する教職員アンケート結果について ヘイセイ ネンド ダイ カイ トバ コウコウ ケンキュウ カイハツ カン キョウショクイン ケッカ

																														42643

																														SGHリベラルアーツ研究グループ ケンキュウ

				表１　　SGH研究開発に関する教職員アンケート項目別結果（２７年度との比較） ヒョウ ケンキュウ カイハツ カン キョウショクイン コウモクベツ ケッカ ネンド ヒカク



						①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩

				27年度
平均
(28.1月） ネンド ヘイキン ガツ		2.0		2.7		1.4		1.8		1.9		1.2		2.3		2.1		1.1		1.7

				28年度
平均
（28.7月） ネンド ヘイキン ガツ		2.8		2.5		2.1		2.2		2.3		1.9		2.7		2.2		1.9		3.1

				　

				表２　SGH研究開発に関する教職員アンケート項目ごとの評価分布 ヒョウ ケンキュウ カイハツ カン キョウショクイン コウモク ヒョウカ ブンプ



				項目 コウモク		4		3		2		1		0

				①		11.3		63.4		18.3		7.0		0.0

				②		12.7		52.1		18.3		11.3		5.6

				③		14.1		35.2		21.1		8.5		21.1

				④		16.9		43.7		8.5		2.8		28.2

				⑤		4.2		56.3		21.1		2.8		15.5

				⑥		8.5		42.3		14.1		2.8		32.4

				⑦		19.7		59.2		5.6		1.4		14.1

				⑧		7.0		49.3		18.3		2.8		22.5

				⑨		11.3		42.3		7.0		4.2		35.2

				⑩		33.8		54.9		2.8		0.0		8.5

				【自由記述】

				・SGH校にもかかわらず、英語の時間数が少ない。

				・SGHの「ビジネスリーダー」という目標とカリキュラムおよび生徒の実態とがかい離しているように思われます。

				　（例えば、政治・経済を履修できるのは3年次であるのに、ビジネスプランなど企画立案させるのは1年次(SGH）など・・・）

				・体制は整備されてきている。あとは、教職員個々がSGH事業を成功させ、生徒の能力を伸ばし、教職員自身と鳥羽をレベルアップさせるという

				　意識を持つことが大切。

				・一部会議に出ている人しか参画できないのは好ましくない。レベルアップのためにも広く参画できるように。

				・校内施設の貧弱さが大きな障害になっています。各教室でIT、Wi－Fi、映像が使えない。京都市の一般中学より遅れており、学校公開が

				　マイナスにつながっています。　生徒一台のパソコン,IT、AV教室の増設が不可欠、施設でグローバル水準に。Gクラスは、（生活、授業、部活）を

				　全て英語化するくらい徹底しないと英検2級すら突破できない。

				・一部の先生の過重負担になるようで申し訳なく思います。

				・育成能力を一度に聞いているが、それでよいのか。効果を測るものは？生徒の自己評価、実施者、他者評価などとこの全体のアンケートは

				　どう関連付けられているのか

				　＜アンケート結果から＞ ケッカ

				1		　表１及びグラフ１より、多くの平均値は上がってきている。　 ヒョウ オヨ オオ ヘイキンチ ア

						特に①⑨から、学校全体の体制として整備され、組織的にとりくみつつあること。　また、校外への広報に コウホウ

						も積極的な取り組みがなされてきていると考えられる。 セッキョクテキ ト ク カンガ

				2		　グラフ１より、⑥⑨は、1月に比べてポイントは良く伸びているが、更なるアップを望みたいところではないだろうか。 ガツ クラ ヨ ノ サラ ノゾ

						　そこで、表2及びグラフ２を見ると⑥⑨は「０：わからない」と回答した教職員が3割を超える。 ヒョウ オヨ ミ カイトウ キョウショクイン ワリ コ

						　これは、アンケート中の「適切かどうか」、「効果があるかどうか」などを測る具体的な項目が明確になっておらず、 チュウ テキセツ コウカ ハカ グタイテキ コウモク メイカク

						　全体に共有されていない可能性があるのではないだろうか。 カノウセイ

						　また、一方で、活動内容が教職員全体には今一つ浸透していないこともあるかもしれない。

				3		　③④⑧も"２ "と同様の傾向にあるように思われる。 ドウヨウ ケイコウ オモ

						　特に③は、教育課程編成の基盤を問う項目だが、「０：わからない」と「２：やや思わない」がそれぞれ21.1% トク キョウイク カテイ ヘンセイ キバン ト コウモク オモ

						　と4割強を占めている。一考を要する。 ワリ キョウ シ イッコウ ヨウ



4	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	3	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	2	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	1	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	0	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	27年度平均(28.1月）	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	2	2.7169811320754715	1.3962264150943395	1.8301886792452831	1.8867924528301887	1.2264150943396226	2.2830188679245285	2.0754716981132075	1.0943396226415094	1.6603773584905661	28年度平均（28.7月）	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	2.788732394366197	2.5492957746478875	2.1267605633802815	2.183098591549296	2.3098591549295775	1.9154929577464788	2.6901408450704225	2.1549295774647885	1.9014084507042253	3.056338028169014	





4	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	11.267605633802818	12.676056338028168	14.084507042253522	16.901408450704224	4.225352112676056	8.4507042253521121	19.718309859154928	7.042253521126761	11.267605633802818	33.802816901408448	3	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	63.380281690140848	52.112676056338024	35.2112676056338	43.661971830985912	56.338028169014088	42.25352112676056	59.154929577464785	49.295774647887328	42.25352112676056	54.929577464788736	2	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	18.30985915492958	18.30985915492958	21.12676056338028	8.4507042253521121	21.12676056338028	14.084507042253522	5.6338028169014089	18.30985915492958	7.042253521126761	2.8169014084507045	1	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	7.042253521126761	11.267605633802818	8.4507042253521121	2.8169014084507045	2.8169014084507045	2.8169014084507045	1.4084507042253522	2.8169014084507045	4.225352112676056	0	0	28.2 

32.4 

35.2 



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	0	5.6338028169014089	21.12676056338028	28.169014084507044	15.492957746478872	32.394366197183103	14.084507042253522	22.535211267605636	35.2112676056338	8.4507042253521121	

２　やや思わない

１　思わない



 287報告０

		平成28年度　第１回鳥羽高校SGH研究開発に関する教職員アンケート結果について ヘイセイ ネンド ダイ カイ トバ コウコウ ケンキュウ カイハツ カン キョウショクイン ケッカ

						　　　　　　　　　　SGH研究開発に関する教職員アンケート項目別結果（２７年度との比較） ケンキュウ カイハツ カン キョウショクイン コウモクベツ ケッカ ネンド ヒカク

						①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩

				4		11.3		12.7		14.1		16.9		4.2		8.5		19.7		7.0		11.3		33.8

				3		63.4		52.1		35.2		43.7		56.3		42.3		59.2		49.3		42.3		54.9

				2		18.3		18.3		21.1		8.5		21.1		14.1		5.6		18.3		7.0		2.8

				1		7.0		11.3		8.5		2.8		2.8		2.8		1.4		2.8		4.2		0.0

				0		0.0		5.6		21.1		28.2		15.5		32.4		14.1		22.5		35.2		8.5

				27年度平均(28.1月） ネンド ヘイキン ガツ		2.0		2.7		1.4		1.8		1.9		1.2		2.3		2.1		1.1		1.7

				28年度平均（28.7月） ネンド ヘイキン ガツ		2.8		2.5		2.1		2.2		2.3		1.9		2.7		2.2		1.9		3.1















		　　　SGH研究開発に関する教職員アンケート項目ごとの評価分布 ケンキュウ カイハツ カン キョウショクイン コウモク ヒョウカ ブンプ



		項目 コウモク		4		3		2		1		0

		①		11.3		63.4		18.3		7.0		0.0

		②		12.7		52.1		18.3		11.3		5.6

		③		14.1		35.2		21.1		8.5		21.1

		④		16.9		43.7		8.5		2.8		28.2

		⑤		4.2		56.3		21.1		2.8		15.5

		⑥		8.5		42.3		14.1		2.8		32.4

		⑦		19.7		59.2		5.6		1.4		14.1

		⑧		7.0		49.3		18.3		2.8		22.5

		⑨		11.3		42.3		7.0		4.2		35.2

		⑩		33.8		54.9		2.8		0.0		8.5



4	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	11.267605633802818	12.676056338028168	14.084507042253522	16.901408450704224	4.225352112676056	8.4507042253521121	19.718309859154928	7.042253521126761	11.267605633802818	33.802816901408448	3	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	63.380281690140848	52.112676056338024	35.2112676056338	43.661971830985912	56.338028169014088	42.25352112676056	59.154929577464785	49.2	95774647887328	42.25352112676056	54.929577464788736	2	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	18.30985915492958	18.30985915492958	21.12676056338028	8.4507042253521121	21.12676056338028	14.084507042253522	5.6338028169014089	18.30985915492958	7.042253521126761	2.8169014084507045	1	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	7.042253521126761	11.267605633802818	8.4507042253521121	2.8169014084507045	2.8169014084507045	2.8169014084507045	1.4084507042253522	2.8169014084507045	4.225352112676056	0	0	28.2 

32.4 

35.2 



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	0	5.6338028169014089	21.12676056338028	28.169014084507044	15.492957746478872	32.394366197183103	14.084507042253522	22.535211267605636	35.2112676056338	8.4507042253521121	4	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	3	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	2	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	1	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	0	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	27年度平均(28.1月）	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	2	2.7169811320754715	1.3962264150943395	1.8301886792452831	1.8867924528301887	1.2264150943396226	2.2830188679245285	2.0754716981132075	1.0943396226415094	1.6603773584905661	28年度平均（28.7月）	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	2.788732394366197	2.5492957746478875	2.1267605633802815	2.183098591549296	2.3098591549295775	1.9154929577464788	2.6901408450704225	2.1549295774647885	1.9014084507042253	3.056338028169014	　SGH研究開発に関する教職員アンケート項目ごとの評価分布

＜アンケート項目＞

①　 学校全体として体制を整え、組織的に取り組んでいるか。
②　 SGHの事業により、御自身の意識の変容がみられたか。
③　 教育課程の編成は、5つの力を育てるのに適切か。
　　　　　　（価値想像力　協働力　突破力　寛容力　教養力）
④　 イノベーション探究ⅠⅡの取り組みは、現代社会に対する関心と深い
　　　教養、論理的思考力、批判的思考力、コミュニケーション能力、問題
　　  解決能力、行動力を育成しているか。
⑤　SGHによる取り組みが課題の解決に向けて、主体的、協働的に学ぶ授業
　　  になっているか。学校全体の授業改善になっているか。
⑥　外国語教育ー課題研究との関連性が明確で、研究課題に取り組むため
        に必要な能力を向上させる効果的な取り組みになっているか。
⑦   英語を含めたグループワーク、ディスカッション、論文作成、プレゼンテー
　　 ション、探究型課題　、またフィールドワークや成果発表等のための海外
　　 研修等が課題研究を実施するための効果的な取り組みになっているか。　
⑧　地域や学校の特性を生かした鳥羽の学びネットワーク等の取り組みは、
　　 課題研究を中心とした学校全体の取り組みとして、効果的な取り組みと
　 　なっているか。　
⑨　３つの仮説に基づく成果や課題の分析が適切に行われているか。
　　　A　総合的な学習の「イノベーション探究ⅠⅡⅢ」及び学校設定科目の
　　　　　「グローバル・コミュニケーションⅠⅡ　Ⅲ」等は、課題の発見、分析能
　　　　　力、多文化協働による主体的課題解決能力を高める手段として有効。　
　　　B　京都府海外サテライト校への中期留学等の方策は、新しい視座と高い
　　　　　言語能力を確立するうえで有効。
　　　C　鳥羽の学びネットワークを活用したリベラルアーツ教育は、広い視野
　　　　　でのグローバル社会を俯瞰できる教養力を育成するために有効。
⑩　校外向けの発表会や説明会・HP・パンフレット等を用いて、研究成果の普
　　 及に積極的に取り組んでいるか
　　　　　
　



29年度7月実施

		分掌 ブンショウ		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩

		1		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4

		2		3		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		3		4		4		4		4		3		3		4		4		4		4

		4		4		3		3		3		3		3		4		4		3		4

		5		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		6		3		2		3		0		0		0		3		3		0		3

		7		2		3		0		0		3		3		3		3		3		3

		8		4		3		3		3		3		3		3		3		3		4

		9		3		1		2		0		3		0		3		3		2		4

		10		4		3		0		4		0		3		3		0		0		4

		11		3		4		3		4		4		4		4		4		4		4

		12		3		4		3		3		4		3		4		3		4		4

		13		3		4		3		4		3		3		3		3		3		4

		14		3		0		0		3		0		0		0		0		0		3

		15		4		3		3		0		3		3		0		3		3		3

		16		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		17		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		18		4		4		3		3		3		4		4		3		4		3

		19		4		4		3		3		3		4		4		3		4		4

		20		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		21		3		3		3		4		3		3		3		4		4		4

		22		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		23		2		4		4		4		3		4		4		4		4		4

		24		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1

		25		3		4		3		0		3		0		0		3		0		0

		26		1		2		2		3		2		2		3		2		2		3

		27		4		0		3		4		3		3		3		4		3		4

		28		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0

		29		3		4		4		4		3		4		4		4		4		4

		30		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4

		31		4		3		4		4		4		4		4		4		4		4

		32		3		3		3		4		3		3		3		3		3		4

		33		2		2		4		4		3		0		3		0		3		4

		34		3		3		2		2		3		3		3		3		3		3

		35		3		4		4		3		3		3		3		4		4		4

		36		2		3		2		3		0		0		3		0		3		3

		37		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		38		4		4		3		4		4		4		4		3		4		4

		39		3		3		1		2		2		3		4		3		2		3

		40		4		3		3		4		3		3		4		4		4		4

		41		3		3		3		3		3		0		0		0		3		3

		42		3		0		3		3		3		3		3		3		3		3

		43		4		4		3		3		3		3		4		3		3		3

		44		4		3		3		4		3		4		4		3		4		4

		45		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3

		46		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		47		3		2		3		4		4		3		3		3		3		4

		48		4		4		3		4		4		4		4		4		3		4

		49		3		3		4		3		3		3		4		3		3		4

		50		3		3		3		4		3		3		4		3		3		4

		51		3		3		4		3		3		4		4		3		3		4

		52		3		4		3		4		4		4		4		3		4		4

		53		3		4		4		4		3		3		4		3		3		4

		54		4		0		2		3		3		3		3		3		3		4

		55		2		3		3		3		2		0		0		3		3		3

		56		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		57		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		58		3		3		0		3		3		2		3		3		0		3

		59		4		4		3		4		3		4		4		3		3		4

		60		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		61		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3

		62		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3

		63		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		64		3		4		3		4		3		3		3		4		3		4

		65		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		66		3		1		0		2		1		2		0		0		2		4

		67		4		4		3		4		4		4		3		4		4		4

		68		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		69		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4

		70		4		3		4		3		3		3		3		3		3		4

		71		3		3		3		0		0		0		3		3		3		3

		72		3		0		3		3		3		3		3		4		3		4

		73		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3

		74

		75		3		4		4		4		4		3		4		4		3		4

		76		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		77		4		4		3		4		4		3		4		4		4		4

		78		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		79		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		80		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		81		3		4		3		3		3		3		3		4		4		3

		82		3		3		0		3		0		0		3		0		3		4

																										項目 コウモク		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩

		平均 ヘイキン		3.2		3.1		3.0		3.1		3.0		2.9		3.2		3.1		3.1		3.6				平均 ヘイキン		3.2		3.0		2.9		3.1		2.8		2.5		3.0		2.8		3.0		3.6

		4		32		35		26		38		24		26		37		32		31		53

		3		37		30		41		32		45		40		36		39		39		25

		2		9		7		5		3		3		4		0		1		4		0

		1		3		4		3		1		3		0		1		1		1		1

		0		0		5		6		7		6		11		7		8		6		2

		合計人数 ゴウケイ ニンズウ		81		81		81		81		81		81		81		81		81		81

		4		39.5		43.2		32.1		46.9		29.6		32.1		45.7		39.5		38.3		65.4

		3		45.7		37.0		50.6		39.5		55.6		49.4		44.4		48.1		48.1		30.9

		2		11.1		8.6		6.2		3.7		3.7		4.9		0.0		1.2		4.9		0.0

		1		3.7		4.9		3.7		1.2		3.7		0.0		1.2		1.2		1.2		1.2

		0		0.0		6.2		7.4		8.6		7.4		13.6		8.6		9.9		7.4		2.5



				①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩

		4		39.5		43.2		32.1		46.9		29.6		32.1		45.7		39.5		38.3		65.4

		3		45.7		37.0		50.6		39.5		55.6		49.4		44.4		48.1		48.1		30.9

		2		11.1		8.6		6.2		3.7		3.7		4.9		0.0		1.2		4.9		0.0

		1		3.7		4.9		3.7		1.2		3.7		0.0		1.2		1.2		1.2		1.2

		0		0.0		6.2		7.4		8.6		7.4		13.6		8.6		9.9		7.4		2.5

								４思う　３やや思う　２やや思わない　１思わない　０わからない

						質問 シツモン		4		3		2		1		0

						①		39.5		45.7		11.1		3.7		0.0

						②		43.2		37.0		8.6		4.9		6.2

						③		32.1		50.6		6.2		3.7		7.4

						④		46.9		39.5		3.7		1.2		8.6

						⑤		29.6		55.6		3.7		3.7		7.4

						⑥		32.1		49.4		4.9		0.0		13.6

						⑦		45.7		44.4		0.0		1.2		8.6

						⑧		39.5		48.1		1.2		1.2		9.9

						⑨		38.3		48.1		4.9		1.2		7.4

						⑩		65.4		30.9		0.0		1.2		2.5

						昨年度７月（比較用） サクネンド ガツ ヒカク ヨウ																						　

								４思う　３やや思う　２やや思わない　１思わない　０わからない																						４思う　３やや思う　２やや思わない　１思わない　０わからない

						質問 シツモン		4		3		2		1		0												質問 シツモン		4		3		4+3		2		1		0		質問 シツモン		４と３

						①		11.3		63.4		18.3		7.0		0.0												①		39.5		45.7		85.2		11.1		3.7		0.0		①		85.2		体制の整備　組織的活動 タイセイ セイビ ソシキテキ カツドウ

						②		12.7		52.1		18.3		11.3		5.6												②		43.2		37.0		80.2		8.6		4.9		6.2		②		80.2		教職員の意識の変容 キョウショクイン イシキ ヘンヨウ

						③		14.1		35.2		21.1		8.5		21.1												③		32.1		50.6		82.7		6.2		3.7		7.4		③		82.7		教育課程の編成が５つの力を育むものになっているか キョウイク カテイ ヘンセイ チカラ ハグク

						④		16.9		43.7		8.5		2.8		28.2												④		46.9		39.5		86.4		3.7		1.2		8.6		④		86.4		イノベーション探求は獲得したい能力を育んでいるか タンキュウ カクトク ノウリョク ハグク

						⑤		4.2		56.3		21.1		2.8		15.5												⑤		29.6		55.6		85.2		3.7		3.7		7.4		⑤		85.2		SGHの取り組みは授業改善に影響しているか ト ク ジュギョウ カイゼン エイキョウ

						⑥		8.5		42.3		14.1		2.8		32.4												⑥		32.1		49.4		81.5		4.9		0.0		13.6		⑥		81.5		外国語教育の課題研究等への効果的影響 ガイコクゴ キョウイク カダイ ケンキュウ トウ コウカテキ エイキョウ

						⑦		19.7		59.2		5.6		1.4		14.1												⑦		45.7		44.4		90.1		0.0		1.2		8.6		⑦		90.1		多様な学習形態は、課題研究に効果的か タヨウ ガクシュウ ケイタイ カダイ ケンキュウ コウカテキ

						⑧		7.0		49.3		18.3		2.8		22.5												⑧		39.5		48.1		87.7		1.2		1.2		9.9		⑧		87.7		学びネットワーク マナ

						⑨		11.3		42.3		7.0		4.2		35.2												⑨		38.3		48.1		86.4		4.9		1.2		7.4		⑨		86.4		仮説に基づく成果、課題の分析 カセツ モト セイカ カダイ ブンセキ

						⑩		33.8		54.9		2.8		0.0		8.5												⑩		65.4		30.9		96.3		0.0		1.2		2.5		⑩		96.3		広報 コウホウ





29年度２月実施

		分掌 ブンショウ		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩

		1		2		4		4		3		1		3		3		2		3		4

		2		4		1		3		4		4		4		4		3		4		4

		3		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		5		4		3		3		4		3		3		3		3		4		3

		6		3		3		0		0		3		3		0		0		3		3

		7		4		3		3		3		3		4		4		3		3		4

		8		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4

		9		3		4		2		3		3		2		2		3		3		3

		10		3		4		0		3		2		3		3		2		3		4

		11		3		3		2		2		3		0		3		0		0		3

		12		4		3		3		3		3		3		3		3		3		4

		13		2		3		2		4		2		3		3		2		2		3

		14		4		3		2		3		3		2		3		3		3		4

		15		4		4		3		4		3		3		4		3		3		3

		16		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		17		1		4		1		2		1		2		0		1		1		3

		18		4		4		3		4		4		3		3		4		4		4

		19		3		3		0		0		3		0		3		3		0		4

		20		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3

		21		4		4		4		4		3		4		4		3		4		4

		22		4		4		3		4		3		3		4		4		4		4

		23		3		4		4		4		4		4		4		4		3		4

		24		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4

		25		3		3		3		3		0		0		0		0		3		4

		26		2		2		2		0		2		0		0		4		2		3

		27		4		3		3		4		4		3		4		3		3		4

		28		2		2		2		0		0		0		3		3		0		3

		29		3		3		4		3		4		3		3		4		3		4

		30		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		31		3		3		1		4		3		0		3		0		3		4

		32		4		3		4		4		0		0		0		3		3		4

		33		3		2		2		3		2		2		3		2		3		3

		34		3		3		4		4		4		4		4		4		3		4

		35		4		3		4		4		3		3		0		3		4		4

		36		3		4		3		3		3		4		4		4		4		4

		37		1		4		4		4		3		4		4		4		4		4

		38		4		3		3		4		4		4		4		4		4		4

		39		1		1		4		4		4		4		4		1		4		4

		40		3		1		2		0		3		1		3		3		2		3

		41		3		4		3		4		3		3		4		3		3		4

		42		3		4		4		3		4		3		4		3		4		4

		43		3		3		3		3		3		0		4		3		3		3

		44		3		4		3		4		3		3		3		4		3		4

		45		4		3		3		3		0		0		3		0		0		4

		46		4		3		4		3		3		3		3		3		3		4

		47		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		48		1		1		4		4		3		1		0		0		3		0

		49		4		3		3		3		2		3		4		3		3		4

		50		3		0		1		2		1		1		1		0		1		4

		51		2		1		2		4		2		0		0		0		3		3

		52		3		2		1		1		2		0		2		3		0		4

		53		3		4		4		4		4		4		4		4		4		3

		54		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		55		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3

		56		2		1		2		0		3		2		3		2		2		3

		57		4		2		3		4		4		3		4		4		4		4

		58		2		2		2		2		3		2		3		2		3		3

		59		3		1		3		3		2		0		3		3		2		3

		60		2		4		4		3		3		3		4		4		4		4

		61		3		3		0		0		0		0		3		0		3		3

		62		4		4		4		4		4		4		4		4		4		3

		63		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4

		64		4		4		3		4		4		3		4		4		4		4

		65		3		3		3		3		0		0		0		4		0		4

		66		4		4		4		4		3		4		3		4		4		4

		67		4		3		4		4		4		4		4		4		4		4

		68		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		69

		70

		71																								項目 コウモク		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩

		平均 ヘイキン		3.2		3.0		2.9		3.1		2.8		2.5		3.0		2.8		3.0		3.6				平均 ヘイキン		3.2		3.0		2.9		3.1		2.8		2.5		3.0		2.8		3.0		3.6

		4		29		27		25		33		22		20		29		26		26		45

		3		25		25		23		23		27		24		26		24		28		22

		2		10		8		12		4		10		7		3		7		6		0

		1		4		7		4		1		3		3		1		2		2		0

		0		0		1		4		7		6		14		9		9		6		1

		合計人数 ゴウケイ ニンズウ		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68

		4		42.6		39.7		36.8		48.5		32.4		29.4		42.6		38.2		38.2		66.2

		3		36.8		36.8		33.8		33.8		39.7		35.3		38.2		35.3		41.2		32.4

		2		14.7		11.8		17.6		5.9		14.7		10.3		4.4		10.3		8.8		0.0

		1		5.9		10.3		5.9		1.5		4.4		4.4		1.5		2.9		2.9		0.0

		0		0.0		1.5		5.9		10.3		8.8		20.6		13.2		13.2		8.8		1.5



				①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩

		4		42.6		39.7		36.8		48.5		32.4		29.4		42.6		38.2		38.2		66.2

		3		36.8		36.8		33.8		33.8		39.7		35.3		38.2		35.3		41.2		32.4

		2		14.7		11.8		17.6		5.9		14.7		10.3		4.4		10.3		8.8		0.0

		1		5.9		10.3		5.9		1.5		4.4		4.4		1.5		2.9		2.9		0.0

		0		0.0		1.5		5.9		10.3		8.8		20.6		13.2		13.2		8.8		1.5

								４思う　３やや思う　２やや思わない　１思わない　０わからない

						質問 シツモン		4		3		2		1		0

						①		42.6		36.8		14.7		5.9		0.0

						②		39.7		36.8		11.8		10.3		1.5

						③		36.8		33.8		17.6		5.9		5.9

						④		48.5		33.8		5.9		1.5		10.3

						⑤		32.4		39.7		14.7		4.4		8.8

						⑥		29.4		35.3		10.3		4.4		20.6

						⑦		42.6		38.2		4.4		1.5		13.2

						⑧		38.2		35.3		10.3		2.9		13.2

						⑨		38.2		41.2		8.8		2.9		8.8

						⑩		66.2		32.4		0.0		0.0		1.5

																												　

																														４思う　３やや思う　２やや思わない　１思わない　０わからない

																												質問 シツモン		4		3		4+3		2		1		0		質問 シツモン		４と３

																												①		42.6		36.8		79.4		14.7		5.9		0.0		①		79.4		体制の整備　組織的活動 タイセイ セイビ ソシキテキ カツドウ

																												②		39.7		36.8		76.5		11.8		10.3		1.5		②		76.5		教職員の意識の変容 キョウショクイン イシキ ヘンヨウ

																												③		36.8		33.8		70.6		17.6		5.9		5.9		③		70.6		教育課程の編成が５つの力を育むものになっているか キョウイク カテイ ヘンセイ チカラ ハグク

																												④		48.5		33.8		82.4		5.9		1.5		10.3		④		82.4		イノベーション探求は獲得したい能力を育んでいるか タンキュウ カクトク ノウリョク ハグク

																												⑤		32.4		39.7		72.1		14.7		4.4		8.8		⑤		72.1		SGHの取り組みは授業改善に影響しているか ト ク ジュギョウ カイゼン エイキョウ

																												⑥		29.4		35.3		64.7●		10.3		4.4		20.6		⑥		64.7		外国語教育の課題研究等への効果的影響 ガイコクゴ キョウイク カダイ ケンキュウ トウ コウカテキ エイキョウ

																												⑦		42.6		38.2		80.9		4.4		1.5		13.2		⑦		80.9		多様な学習形態は、課題研究に効果的か タヨウ ガクシュウ ケイタイ カダイ ケンキュウ コウカテキ

																												⑧		38.2		35.3		73.5		10.3		2.9		13.2		⑧		73.5		学びネットワーク マナ

																												⑨		38.2		41.2		79.4		8.8		2.9		8.8		⑨		79.4		仮説に基づく成果、課題の分析 カセツ モト セイカ カダイ ブンセキ

																												⑩		66.2		32.4		98.5		0.0		0.0		1.5		⑩		98.5		広報 コウホウ





28年度7月実施

		分掌 ブンショウ		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩

		1年 ネン		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3

		1年 ネン		4		4		3		3		3		3		3		3		3		3

		1年 ネン		2		2		3		3		3		3		4		3		3		4

		1年 ネン		3		3		4		3		3		4		3		3		4		4

		1年 ネン		1		1		0		0		3		3		0		3		3		3

		1年 ネン		4		3		3		3		3		3		3		3		3		4

		1年 ネン		3		2		0		3		0		3		0		0		3		0

		1年 ネン		3		4		3		4		3		3		3		4		4		3

		2年 ネン		3		2		2		0		2		3		0		2		2		3

		2年 ネン		3		2		0		3		2		2		3		0		3		4		　

		2年 ネン		3		3		3		4		3		3		3		3		3		4

		2年 ネン		4		4		0		4		2		0		3		2		3		3

		2年 ネン		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		2年 ネン		3		0		1		3		3		4		4		3		3		3		SGH校にもかかわらず、英語の時間数が少ない。 コウ エイゴ ジカン スウ スク

		2年 ネン		3		3		3		0		0		3		3		3		3		4

		2年 ネン		3		3		3		2		2		3		3		3		3		3

		3年 ネン		3		3		4		0		3		0		4		0		0		4

		3年 ネン		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3

		3年 ネン		3		2		0		0		0		3		3		0		0		3

		3年 ネン		2		3		3		3		3		0		3		3		0		0

		3年 ネン		2		2		0		0		2		0		0		0		0		3

		3年 ネン		3		0		0		3		0		2		2		0		0		4

		3年 ネン		3		3		4		4		2		3		3		3		3		4

		3年 ネン		3		3		0		3		3		3		3		3		3		4

		3年 ネン		3		4		3		3		4		4		4		2		4		4

		教務総務 キョウム ソウム		3		1		1		1		1		1		0		0		1		0		SGHの「ビジネスリーダー」という目標とカリキュラムおよび生徒の実態とがかい離しているように思われます。（例えば、政治・経済を履修できるのは3年次であるのに、ビジネスプランなど企画立案させるのは1年次(SGH）など・・・） モクヒョウ セイト ジッタイ リ オモ タト セイジ ケイザイ リシュウ ネンジ キカク リツアン ネンジ

		教務総務 キョウム ソウム		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		教務総務 キョウム ソウム		3		4		3		4		3		3		3		3		3		4		体制は整備されてきている。あとは、教職員個々がSGH事業を成功させ、生徒の能力を伸ばし、、教職員自身と鳥羽をレベルアップさせるという意識を持つことが大切。 タイセイ セイビ キョウショクイン ココ ジギョウ セイコウ セイト ノウリョク ノ キョウショクイン ジシン トバ イシキ モ タイセツ

		教務総務 キョウム ソウム		4		4		4		4		4		4		4		4		3		4

		教務総務 キョウム ソウム		2		1		0		0		3		0		0		3		0		4

		教務総務 キョウム ソウム		2		3		4		4		3		0		4		0		3		2

		教務総務 キョウム ソウム		3		3		2		3		4		3		4		3		3		4

		教務総務 キョウム ソウム		3		3		4		4		3		4		4		4		4		4		　

		教務総務 キョウム ソウム		4		4		2		0		3		3		3		0		0		4

		教務総務 キョウム ソウム		3		2		3		3		2		0		3		3		3		3		　

		教務総務 キョウム ソウム		3		3		3		4		3		2		4		3		3		4

		教務総務 キョウム ソウム		4		3		3		3		3		0		3		3		0		4

		教務総務 キョウム ソウム		3		3		3		3		3		2		3		2		0		3

		教務総務 キョウム ソウム		3		3		2		2		3		2		3		2		0		3		一部会議に出ている人しか参画できないのは好ましくない。レベルアップのためにも広く参画できるように。 イチブ カイギ デ ヒト サンカク コノ ヒロ サンカク

		教務総務 キョウム ソウム		3		3		0		0		3		4		4		0		4		3

		教務総務 キョウム ソウム		3		3		3		4		3		2		3		3		2		3

		教務総務 キョウム ソウム		3		3		4		4		0		0		4		4		4		4

		教務総務 キョウム ソウム		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		進路指導 シンロ シドウ		2		4		3		3		3		3		3		2		3		3

		進路指導 シンロ シドウ		2		1		2		0		2		2		3		1		2		3

		進路指導 シンロ シドウ		3		2		4		3		3		3		3		4		3		3

		進路指導 シンロ シドウ		2		1		0		3		0		3		3		0		0		3		　

		進路指導 シンロ シドウ		1		3		1		2		2		0		4		3		4		3

		進路指導 シンロ シドウ		2		3		1		2		3		3		2		2		2		4

		進路指導 シンロ シドウ		3		2		3		0		3		3		3		3		0		3

		進路指導 シンロ シドウ		3		2		2		3		2		2		4		2		3		2		校内施設の貧弱さが大きな障害になっています。各教室でIT、Wi－Fi、映像が使えない。京都市の一般中学より遅れており、学校公開がマイナスにつながっています。　生徒一台のパソコン,IT、AV教室の増設が不可欠、施設でグローバル水準に。Gクラスは、（生活、授業、部活）を全て英語化するくらい徹底しないと英検2級すら突破できない。 コウナイ シセツ ヒンジャク オオ ショウガイ カクキョウシツ エイゾウ ツカ キョウトシ イッパン チュウガク オク ガッコウ コウカイ セイト イチダイ キョウシツ ゾウセツ フカケツ シセツ スイジュン セイカツ ジュギョウ ブカツ スベ エイゴカ テッテイ エイケン キュウ トッパ

		進路指導 シンロ シドウ		1		4		2		2		2		3		3		2		3		3

		生徒指導 セイト シドウ		2		2		3		0		2		0		0		3		0		3

		生徒指導 セイト シドウ		3		3		3		3		3		0		3		2		0		3

		生徒指導 セイト シドウ		3		3		4		3		3		3		3		3		0		3

		生徒指導 セイト シドウ		4		3		2		0		0		0		0		0		0		4

		生徒指導 セイト シドウ		2		2		2		2		2		2		3		2		2		3

		生徒指導 セイト シドウ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		生徒指導 セイト シドウ		4		3		2		3		2		0		3		0		0		0

		生徒指導 セイト シドウ		3		0		2		4		3		0		3		3		0		3

		生徒指導 セイト シドウ		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		図書 トショ		2		3		0		0		0		0		0		0		0		3

		図書 トショ		3		3		3		0		3		0		3		3		0		3

		図書 トショ		3		3		0		3		3		0		3		3		4		3		一部の先生の過重負担になるようで申し訳なく思います イチブ センセイ カジュウ フタン モウ ワケ オモ

		図書 トショ		3		1		1		0		0		0		2		3		0		3

		保健部 ホケンブ		3		3		2		3		3		0		3		3		0		4

		保健部 ホケンブ		2		3		3		0		3		0		4		3		0		3

		保健部 ホケンブ		3		3		2		0		3		3		3		2		3		4

		保健部 ホケンブ		3		1		2		0		0		3		3		2		0		3

		保健部 ホケンブ		3		3		2		3		3		2		2		3		3		3

		保健部 ホケンブ		3		3		0		3		2		0		3		0		1		3		育成能力を一度に聞いているが、それでよいのか。効果を測るものは？生徒の自己評価、実施者、他者評価などとこの全体のアンケートはどう関連付けられているのか イクセイ ノウリョク イチド キ コウカ ハカ セイト ジコ ヒョウカ ジッシシャ タシャ ヒョウカ ゼンタイ カンレンヅ

		平均 ヘイキン		2.8		2.5		2.1		2.2		2.3		1.9		2.7		2.2		1.9		3.1

		4		8		9		10		12		3		6		14		5		8		24

		3		45		37		25		31		40		30		42		35		30		39

		2		13		13		15		6		15		10		4		13		5		2

		1		5		8		6		2		2		2		1		2		3		0

		0		0		4		15		20		11		23		10		16		25		6

		合計人数 ゴウケイ ニンズウ		71		71		71		71		71		71		71		71		71		71

		4		11.3		12.7		14.1		16.9		4.2		8.5		19.7		7.0		11.3		33.8

		3		63.4		52.1		35.2		43.7		56.3		42.3		59.2		49.3		42.3		54.9

		2		18.3		18.3		21.1		8.5		21.1		14.1		5.6		18.3		7.0		2.8

		1		7.0		11.3		8.5		2.8		2.8		2.8		1.4		2.8		4.2		0.0

		0		0.0		5.6		21.1		28.2		15.5		32.4		14.1		22.5		35.2		8.5





27年度

										①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨		⑩		教科 キョウカ		分掌 ブンショウ

								19		2		4		2		4		2		3		4		3		3		3		英語 エイゴ		1年 ネン

								25		2		0		0		3		0		0		0		3		0		0		国語 コクゴ		1年 ネン

								27		3		2		3		0		3		0		0		4		0		0		保健体育 ホケン タイイク		1年 ネン

								38		1		3		0		3		0		0		3		3		3		0		保健体育 ホケン タイイク		1年 ネン		ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ

								43		1		1		0		3		3		0		0		4		0		4		数学 スウガク		1年 ネン

								44		2		3		0		0		3		0		4		2		0		1		理科 リカ		1年 ネン

								47		0		3		0		0		3		0		0		0		0		0		数学 スウガク		1年 ネン

								51		1		3		0		3		3		3		3		1		2		0		英語 エイゴ		1年 ネン

								5		3		3		0		0		4		3		0		0		0		4		保健体育 ホケン タイイク		2年 ネン

								13		2		3		3		0		0		0		0		0		0		3		数学 スウガク		2年 ネン

								16		2		3		0		0		0		0		0		0		0		0		家庭 カテイ		2年 ネン

								18		3		3		3		3		2		0		3		0		0		0		地歴公民 チレキ コウミン		2年 ネン

								22		1		3		3		3		2		2		3		2		0		2		英語 エイゴ		2年 ネン		ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

								24		2		3		3		3		3		3		3		2		3		2		英語 エイゴ		2年 ネン		グループ

								28		2		3		0		0		0		3		3		0		0		0		国語 コクゴ		2年 ネン

								50		3		4		3		3		4		3		4		3		3		4		数学 スウガク		2年 ネン

								2		2		2		3		3		3		2		2		3		3		3		地歴公民 チレキ コウミン		3年 ネン		グループ

								12		2		0		0		0		0		0		3		0		0		0		数学 スウガク		3年 ネン		グループ

								23		2		3		3		3		0		3		0		0		0		3		国語 コクゴ		3年 ネン		探究 タンキュウ

								39		2		3		2		0		3		2		3		3		0		2		英語 エイゴ		3年 ネン		研究 ケンキュウ

								40		4		3		3		0		3		0		3		3		0		2		国語 コクゴ		3年 ネン		グループ

								46		2		0		0		0		2		0		4		1		0		0		数学 スウガク		3年 ネン

								1		1		3		0		3		3		2		3		3		0		3		理科 リカ		教務総務 キョウム ソウム		鳥羽の学び トバ マナ

								6		3		4		0		3		3		0		3		4		0		3		保健体育 ホケン タイイク		教務総務 キョウム ソウム

								15		0		4		3		3		0		0		3		3		3		0		理科 リカ		教務総務 キョウム ソウム

								17		2		3		2		3		3		0		3		3		0		2		地歴公民 チレキ コウミン		教務総務 キョウム ソウム

								30		3		3		3		4		0		3		3		2		0		0		英語 エイゴ		教務総務 キョウム ソウム

								31		2		4		3		4		4		3		3		4		3		4		地歴公民 チレキ コウミン		教務総務 キョウム ソウム

								33		3		4		3		4		3		3		3		3		4		3		地歴公民 チレキ コウミン		教務総務 キョウム ソウム

								52		2		4		3		3		2		3		3		4		3		4		英語 エイゴ		教務総務 キョウム ソウム		ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

								53		1		4		2		3		3		2		3		2		3		4		英語 エイゴ		教務総務 キョウム ソウム		ﾘｰﾀﾞｰ

								54																						英語 エイゴ		教務総務 キョウム ソウム		育成 イクセイ

								3		4		3		3		3		3		3		3		3		3		3		英語 エイゴ		進路指導 シンロ シドウ

								4		2		2		0		0		0		0		0		2		2		0		国語 コクゴ		進路指導 シンロ シドウ

								21		2		3		0		3		0		0		3		2		0		3		英語 エイゴ		進路指導 シンロ シドウ

								29		3		3		4		4		3		1		2		3		3		2		理科 リカ		進路指導 シンロ シドウ

								36		3		3		1		3		2		2		3		3		2		1		理科 リカ		進路指導 シンロ シドウ

								7		2		3		3		0		3		0		3		3		3		3		保健体育 ホケン タイイク		生徒指導 セイト シドウ

								8		2		0		0		0		4		3		4		3		0		3		保健体育 ホケン タイイク		生徒指導 セイト シドウ

								10		1		3		3		3		2		0		3		3		2		2		数学 スウガク		生徒指導 セイト シドウ		ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ

								11		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		数学 スウガク		生徒指導 セイト シドウ		育成 イクセイ

								14		2		3		0		0		2		0		0		3		2		2		数学 スウガク		生徒指導 セイト シドウ

								20		0		1		0		0		0		0		3		1		0		0		英語 エイゴ		生徒指導 セイト シドウ

								34		1		1		0		1		0		0		0		1		0		2		理科 リカ		生徒指導 セイト シドウ

								45		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		芸術 ゲイジュツ		生徒指導 セイト シドウ

								26		2		3		2		3		3		3		4		3		0		0		国語 コクゴ		図書 トショ

								32		2		3		0		0		0		0		0		3		0		0				図書 トショ

								48		2		3		0		0		0		0		3		0		0		0		芸術 ゲイジュツ		図書 トショ

								9		3		4		2		3		3		3		3		3		3		3				保健部 ホケンブ

								41		3		3		0		2		1		3		3		1		0		2		国語 コクゴ		保健部 ホケンブ

								42		2		4		0		0		3		0		3		2		2		3		芸術 ゲイジュツ		保健部 ホケンブ

								49		2		3		1		2		0		0		2		3		1		0				保健部 ホケンブ

								35		4		3		1		2		3		1		4		1		0		0		無記入 ム キニュウ		無記入 ム キニュウ

								37		2		3		3		4		3		3		3		2		2		3		無記入 ム キニュウ		無記入 ム キニュウ

								平均 ヘイキン		2.0		2.7		1.4		1.8		1.9		1.2		2.3		2.1		1.1		1.7

								4		3		10		1		6		4		0		7		5		1		6

								3		11		31		18		22		22		17		29		22		13		14

								2		26		3		6		3		8		6		3		9		7		10

								1		9		5		4		1		2		2		0		6		1		2

								0		4		4		24		21		17		28		14		11		31		21
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⑤4.256.321.12.815.5
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質問434+3210質問４と３


①42.636.879.414.75.90.0①79.4


体制の整備　組織的活動


②39.736.876.511.810.31.5②76.5


教職員の意識の変容


③36.833.870.617.65.95.9③70.6


教育課程の編成が５つの力を育むものになっているか


④48.533.882.45.91.510.3④82.4


イノベーション探求は獲得したい能力を育んでいるか


⑤32.439.772.114.74.48.8⑤72.1


SGHの取り組みは授業改善に影響しているか


⑥29.435.364.7●10.34.420.6⑥64.7


外国語教育の課題研究等への効果的影響


⑦42.638.280.94.41.513.2⑦80.9


多様な学習形態は、課題研究に効果的か


⑧38.235.373.510.32.913.2⑧73.5


学びネットワーク


⑨38.241.279.48.82.98.8⑨79.4


仮説に基づく成果、課題の分析


⑩66.232.498.50.00.01.5⑩98.5


広報
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⑤32.439.714.74.48.8


⑥29.435.310.34.420.6


⑦42.638.24.41.513.2


⑧38.235.310.32.913.2


⑨38.241.28.82.98.8


⑩66.232.40.00.01.5


４思う　３やや思う　２やや思わない　１思わない　０わからない




image4.emf

【自由記述】


・体制は整備されてきている。あとは、教職員個々がSGH事業を成功させ、生徒の能


力を伸ばし、教職員自身と鳥羽をレベルアップさせるという意識を持つことが大切。


・一部会議に出ている人しか参画できないのは好ましくない。レベルアップのために


も広く参画できるように。


・校内施設の貧弱さが大きな障害になっています。各教室でIT、Wi－Fi、映像が使え


ない。京都市の一般中学より遅れており、学校公開がマイナスにつながっています。


生徒一台のパソコン,IT、AV教室の増設が不可欠、施設でグローバル水準に。Gクラ


スは、（生活、授業、部活）を全て英語化するくらい徹底しないと英検2級すら突破で


きない。


・一部の先生の過重負担になるようで申し訳なく思います。


・育成能力を一度に聞いているが、それでよいのか。効果を測るものは？生徒の自


己評価、実施者、他者評価などとこの全体のアンケートはどう関連付けられている


のか。


・SGH校にもかかわらず、英語の時間数が少ない。


　（例えば、政治・経済を履修できるのは3年次であるのに、ビジネスプランなど企画


立案させるのは1年次(SGH）など・・・）


・SGHの「ビジネスリーダー」という目標とカリキュラムおよび生徒の実態とがかい離


しているように思われます。
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質問434+3210


①42.636.879.414.75.90.0


②39.736.876.511.810.31.5


③36.833.870.617.65.95.9


④48.533.882.45.91.510.3


⑤32.439.772.114.74.48.8


⑥29.435.364.7●10.34.420.6


⑦42.638.280.94.41.513.2


⑧38.235.373.510.32.913.2


⑨38.241.279.48.82.98.8


⑩66.232.498.50.00.01.5


４思う　３やや思う　２やや思わない　１思わない　０わからない






「１人１役SGH」 → 教職員・学校とも変容②



京都府教育委員会
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スーパーグローバルハイスクール

平成29年度SGH管理機関等連絡会
事例報告

平成30年１月19日



生徒に対
するケア
の充実

各高校の

特色化推進

府立高校
全体のレ
ベルアップ

達成したい具体的な目標

①質の高い教育

②教職員の資質向上

③府民の信頼を得る学校運営

④徹底した進路保障

⑤修学の支援

⑥部活動の充実

⑦土曜日の活用

⑧多様な人間力の育成

⑨発信力・広報力の強化

⑩各校独自の施設設備の整備

特色化を進める１０の柱

府立高校特色化推進プラン

魅力あふれる47の特色
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スーパーサイエンスネットワーク京都(９校)
洛北・嵯峨野・桂・桃山・南陽・亀岡・福知山・西舞鶴・宮津

独創的な科学研究により
世界をリードできる
人材の育成

グローバルネットワーク京都(９校)
山城・鳥羽・洛西・東宇治・莵道・城南菱創・西城陽・園部・峰山

グローバルな視点を持ち、
国際社会に発信できる
人材の育成

スペシャリストネットワーク京都(６校)
京都すばる・南丹・農芸・綾部(東)･工業・海洋

社会・経済構造の変化に
対応する真の職業人
（スペシャリスト）を育成

京都フロンティア校(28校)

清明・鴨沂・北稜・朱雀・洛東・北嵯峨・北桑田・東稜・洛水・向陽・乙
訓・西乙訓・城陽・京都八幡・久御山・田辺・木津・須知・綾部・福知
山(三和)・大江･東舞鶴･東舞鶴(浮島)･宮津(伊根)･加悦谷･網野･網
野(間人)・久美浜
※地域創生推進校…特に地域創生、地域連携に重点的に取り組
む学校

学校が自ら設定した
テーマに基づく
先進的な取組を支援

府立高校全体をレベルアップするための仕組み作り
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持続可能な国際社会
への展望

山城ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
～Seize the Day～

山城

ｿｰｼｬﾙ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
で挑む
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｰﾀﾞｰの育成

鳥羽(SGH)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな視点に立った
共生社会の構築
～日本･国際社会のﾘｰﾀﾞｰ育成～

洛西

ﾁｰﾑ莵道でＵＪＩ(宇治)
から世界に羽ばたく

莵道 ｸﾞﾛｰｶﾙな視点に立った
ﾘｰﾀﾞｰの育成
Think globally, act locally

城南菱創

Change myself,
Change the world

西城陽

探究・共同・表現
～学びを深める～

園部

国際感覚をもって社会に
貢献できる生徒の育成

峰山

グローバルネットワーク京都の取組
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なぜｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝなのか

～日本の文化を探究・理
解し、発信する～

東宇治



産官学連携プログラム・論文コンテスト
英語によるプレゼン､ポスターセッション

グローバルネットワーク京都交流会
（ポスターセッション・英語によるプレゼンテーション・論文表彰など）

本年度は２月３日（土）京都工芸繊維大学にて開催予定

・経済団体や国際貢献団体等による講義と問題解決セッション
・大学教授や新聞記者等による論文作成講座
・高校生対象の研究論文コンテスト

論文コンテストに向けての取組

外部審査員による論文審査
論文提出

グローバルネットワーク京都の取組
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国際社会と日本についての研究
国際社会に関する提言作成



○主権者としての高校生育成支援事業

○新入生アシストセミナー

○社会的素養育成支援事業

○わたしの未来づくり支援事業

○高校生地域とつながる事業

○府立高校実力テストの実施

○府立高校「セカンドラーニング教室」設置

○基礎学力補習、進路補習、学習合宿

○大学連携教育プログラム

○大学生教育ボランティア活用事業

28

確かな学力を身につけるための支援事業

府立高校生の夢★を叶える

明日の京都を担う高校生育成支援事業



○府立高校生グローバルチャレンジ事業
◆エディンバラ､オーストラリア等での短期語学研修への一部補助

○府立高校海外サテライト校事業
◆現地での学習を履修単位として認定するなど、安心して留学（２～４ヶ月

程度）できる環境の確保と一部補助

○府立高校生グローバル文化カフェ事業
◆教育旅行等で訪日した外国人高校生等との「おもてなし文化交流」

29

グローバル人材育成支援

伝統文化・京の文化力

○高校生伝統文化事業
◆京都府にゆかりの深い茶道、華道、古典を通しての

伝統文化学習

○高校生「京の文化力」推進事業
◆文化部の育成、京都府高等学校総合文化祭の開催等
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