立命館高等学校スーパーグローバルハイスクール（SGH）事業
2015 年 12 月 18 日

第 2 回「高校教育のグローバル化を考える」シンポジウム
～

立命館のスーパーグローバルが目指すもの

～

本校は、昨年度より、将来国際的に活躍するグローバルリーダーの育成を目的とした文部科学省のスーパー
グローバルハイスクール（SGH）に指定されました。「平和な社会の実現に貢献できる人材の育成を目指す教育
システムの研究開発」という研究開発課題を掲げ、「貧困の撲滅と災害の防止・対策～世界平和の実現のため
に～」をテーマに、人類のために貢献するという強い使命感、それを実現するための問題解決能力や判断力、
プレゼンテーション力、未知の分野への積極性などを養うべく教育活動を実施しています。
今回、本校の SGH 事業として、昨年度に引き続き第 2 回目となる「Rits Super Global Forum 2015」（RSGF2015）
を催すこととになり、その期間中に、以下の通りシンポジウムを企画いたしました。RSGF では、海外生徒を招聘し、
本校生徒とともに共同してディスカッションや実地体験等を共有することで、様々なグローバル・イシューに
関して課題解決に向かうことの重要性を学びます。今回のシンポジウムでは、そのディスカッションのプロセ
スそのものをご覧いただき、その後、本校の教育実践のみならず、日本の国際教育の方向性やアプローチ、求
められる人材像等について広く教育に携わる皆様と考えていければと思いますので、万障お繰り合わせの上、
ご参加頂きますようよろしくお願い致します。

日時
場所
対象

2016 年 1 月 23 日(土)
12 時 00 分受付開始 12 時 30 分〜16 時 10 分
立命館中学校・高等学校（長岡京キャンパス）
〒617-8577 京都府長岡京市調子 1 丁目 1−1 TEL 075−323−7111
全国の SGH・アソシエイト校関係者および教育関係者

スケジュール

12:00-12:30
12:30-14:30
12:30 -12:35
12:35 -12:55
13:00 -13:40
14:00 -14:30

14:40 -16:10
14:40 -15:30

15:30 -16:00
16:00 -16:10

受付
全体会 ①
於 1F プレゼンテーションルーム
学校長挨拶
[学校長 成山 治彦]
本校 SGH 事業および「Rits Super Global High School Forum 2015」
の概要報告
[副校長 竹中 宏文]
Selection of the presentation by each group の見学
Sharing each group’s idea and Discussion (Pre-Big Assembly)
の見学
於 各教室
＊ディスカッションはすべて英語で行なわれます。
全体会 ②
於 1F プレゼンテーションルーム
基調講演
「SGH で日本の高校が変わる！日本の高校生が変わる！」
文部科学省初等中等教育局国際教育課長
小林万里子 氏
質疑応答および情報交換
閉会挨拶 終了
司会 [SGH 推進機構長 神野 哲次]

お問い合わせにつきましては電話、または、e-mail にて下記までお願いします。
立命館高等学校
神野 哲次（SGH 推進機構長）
、松本美子（事務室）
電話： 075-323−7111、e-mail：sgh2015@fkc.ritsumei.ac.jp
以 上

◎会場案内（立命館中学校・高等学校）
立命館中学校・高等学校は 2014 年 9 月から長岡京市の新キャンパスへ移転いたしました。
〒617-8577 京都府長岡京市調子 1 丁目 1−1
TEL 075−323−7111
ＪＲ
ＪＲ京都駅

徒歩

――――――

ＪＲ長岡京駅

約１１分
阪急
河原町駅

阪急

･････････････
約１５分

阪急

――――――

徒歩

西山天王山駅

約１８分

･････････････
約

６分

※ 校内には駐車場がございません。自家用車でのご来校はご遠慮ください。
※ 本校は 2 足制となっております。上履きのご準備をいただく様お願いします。

※「Rits Super Global Forum 2015」 概要
【１】実施目的
①高校生の視点から、平和な社会の実現に向けて、世界的な課題、特に貧困と災害に関わる課題について考
え、実地体験に基づく経験を共有し、グループによる討議をすることで、課題解決に向かうことの大切さを学
ばせる。
②同年代の高校生が共同で生活する体験を通して、視野を広げ、課題に取り組む姿勢を身につけさせる。
③参加した高校生の友好を深め、将来のグローバルリーダーへの素養を高めるとともに、フォロワーシップを
伴うリーダーシップを身につけさせる。
【２】参加生徒（予定）
本校 GL コース・GJ コース生徒（SGH 事業対象コース）、高雄高級中学 10 名（台湾）、
高雄女子高級中学 10 名（台湾）、フィリピン・サイエンスハイスクール 10 名（フィリピン）、
カンボーン・サイエンスインターナショナルアカデミー5 名（イギリス）、ラッフルズ・インスティテューション 8 名（ｼﾝ
ｶﾞﾎﾟｰﾙ）、GT カレッジ 7 名（香港）、インド・アミティインターナショナル 6 名（インド）
≪RSGF2015 スケジュール≫
DAY.0 1/18(月)

海外生徒来日

DAY.1 1/19(火)

Ice Breaking Activities および Field Work Trip

DAY.2 1/20(水)

午前：ポスターセッション①、特別講演等
午後：開会式、代表生徒によるプレゼンテーション、ポスターセッション②

DAY.3 1/21(木)

午前：ディスカッション
午後：クラス見学、キャンパスツアー、文化交流等

DAY.4 1/22(金)

終日：ディスカッションおよびプレゼンテーション準備

DAY.5 1/23(土)

午前：ディスカッションおよびプレゼンテーション準備
午後：グループ代表選考プレゼン大会（各グループ）およびグループディスカッショ
ンシェアタイムと最終プレゼン準備

DAY.6 1/24(日)

午前：各グループ最終プレゼンおよび全体討議、文化発表
午後：Farewell Party、閉会式

DAY.7 1/25(月)

海外生徒帰国

立命館高等学校 事務室 松本美子 宛
075-323−7123 へ FAX にてご送付ください。
2016 年 1 月 15 日(金)申込締切
第 2 回 「高校教育のグローバル化を考える」シンポジウム 参加申込書
学校・所属機関名
住
学校住所

所

電話・FAX 番号

電

〒

－

－

－

FAX

－

－

話

（漢 字）

氏
名
（ﾛｰﾏ字）

参加者
教
役職
科
メールアドレス

＠

※ 複数で参加される際は、参加者 1 名につき、1 枚の申込書をお送りください。

