
平成 28 年 9 月 27 日 

京都市立堀川高等学校 

第 18 回教育研究大会（SGH 中間報告会）要項 

 

1. 目的 本校の最高目標は「自立する 18 歳を育成する」である。その最高目標に向け，本校 SGH

構想では「しなやかさ」と「したたかさ」を兼ね備えた青年の育成を掲げ、実践を行っている。

この実践について，発表を行う。なお本年度は，SGH研究開発指定の第 3年次を迎える。

本大会では，本校 SGH 構想の実現に向け，意思疎通能力向上指導法や教養の獲得・活

用に関する取組の計画と試行を経た，現時点での成果について発表を行い，それらに対

する指摘，意見，批判等を受け，次年度の研究開発に活かす。 

2．テーマ      「しなやかさ」と「したたかさ」を備えた青年の育成 

3. 日時        平成 28年 11月 17日（木） 10:00～17:00 

4. 会場        京都市立堀川高等学校 

〒604‐8254 京都市中京区東堀川通錦小路上る四坊堀川町 622‐2 

URL http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/horikawa/ 

5. 参加対象 学校関係者，教育関係者 

6. 参加費         無料 

7. プログラム    

＊各会場は当日お知らせします。 

 

 

 

 

8. 内容 

 全体会Ⅰ       （10：00～10：30）              

校長挨拶 

京都市教育委員会御挨拶 
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課題研究発表 



公開授業Ⅰ（教科）   （10：55～11：45）          

講座名 単元（予定） 授業者 クラス 

コミュニケーション

英語 
“Four Skills-Integrated 

Instruction” 
森田 大助 

1 年 1・2 組（普通科） コミュニケーション

英語 
“Effective Use of CALL 

System” 
岩見 正樹 

コア・イングリッシュ “Inquiring Grammar” 芹澤 和彦 

世界史 A 「急変する人類社会」 村井 昂介 1 年 3 組（探究学科群） 

化学 「ネパールの生活と化学」 金田 将裕 1 年 4 組（探究学科群） 

 

公開授業Ⅱ（教科）   （11：55～12：45）         

講座名 単元（予定） 授業者 クラス 

保健体育 「オリンピックと国際理解」 
木村 彰吾 

畑  和美 
1 年 1 組（普通科） 

保健体育 「オリンピックと国際理解」 
清水 嘉久 

奥山 洋平 
1 年 2 組（普通科） 

化学 「ネパールの生活と化学」 金田 将裕 1 年 3 組（探究学科群） 

世界史 A 「急変する人類社会」 吉谷 智美 1 年 4 組（探究学科群） 

  

公開授業Ⅰ・Ⅱ（探究基礎） (10：55～12：45)          

講座名 内容 授業者 クラス 

言語・文学ゼミ 

STEP（1 年生後期）の活動 

各ゼミで探究のための専門的技能

を身につける 

橋本 麻衣 ・ 工藤 純心 

1 年 5・6 組 

（探究学科群） 

人文社会ゼミ 板倉 悠里子・ 福中 翔大 

国際文化ゼミ 廣瀬 智子 ・ 雁木 聡 

物理ゼミ 安川 隆司 ・  阿部 博之 

化学ゼミ 今﨑 善正 ・  更家 信 

生物学ゼミ 森口 裕之 ・  杉本 容子 

地学ゼミ 貴村 仁  ・  中村 圭吾 

情報科学ゼミ 妹尾 敬  ・  栁瀬 大輔 

数学ゼミ 和泉 信彦 ・  田島 智博 

 

課題研究発表               (10：55～12：45)   

 発表内容「探究基礎・自主ゼミ・海外研修について」 2年（普通科・探究科） 

 

全体会Ⅱ                (14：25～15：45) 

「堀川高校 SGH取組の成果と課題」 堀川高校 研究部   

 

講演                    (16：00～17：00) 

「グローバル人材の育成について（仮）」 山極壽一氏（京都大学総長） 

 

 



9. 交流会 

 全体会Ⅱの終了後，交流会を催します。申込書に交流会の欄がありますので，参加・不参加の旨 

をご記入ください。 

時間：18 時 30 分より 

場所：アークホテル （〒604-8811 京都府京都市中京区壬生賀陽御所町 1） 

会費：4500 円程度を予定しています 

 

10.申込方法    （申込案内の請求） 

参加には申込が必要です。参加を希望される方は，まずメールにて「申込案内」をご請求ください。その際に

は，以下の項目についてご記入ください。  

 

送付先    kenkyu2016req*horikawa.edu.city.kyoto.jp  (*を@にかえてください) 

件 名 申込案内請求：（学校名）  （代表者氏名）  

本 文     1．氏名 

2．E‐mailアドレス 

3．住所 

4．学校・機関名 

5．所属 

6．電話番号 

 

請求期日は 10月 27日（木）です。 

ご記入のアドレスに「申込案内」を後日お送りします。「申込案内」に示された手順に従って申し込みください。 

なお，過去３か年までの教育研究大会に参加いただいた高等学校，および SGH・アソシエイト校には，こちら

から学校あてに「申込案内」をお送りいたします（10 月上旬予定）。「申込案内」の到着後，示された手順に従

って申し込みください。 

 

11．問い合わせ先  京都市立堀川高等学校  研究部  瀬戸口，村石，村井 

MAIL kenkyu2016info*horikawa.edu.city.kyoto.jp  (*を@にかえてください)  

TEL  075‐211‐5351   FAX  075‐211‐8975 


