３．平成29年度事業項目ごとの実施報告
事業テーマ

計画及び数値目標（P）
事業項目
①講演会及び教
員研修会

成果
目標

指標

生徒には、自身と世界
のつながりを考えさ
せ、グローバル社会で
活躍できる自己の実現
に向けて努力する意欲
を高める。
豊かな英語(言語)運用
能力・コミュニケー
ション能力(聞く・話
す・読む・書く技術）
や異文化体験を身につ
けさせて、国際感覚を
養成し、グローバルな
舞台に挑戦する人材を
育成する。
また教員は、教員研修
によってｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材
の現状と必要性及び育
成方法等の知識を深
め、育成能力を向上さ
せる。

生徒
(1)アンケートによる
自己評価
(2)エッセイコンテス
トや弁論大会等への参
加数
(講演等：目指す人材
像、グローバル社会へ
の対応、必要とする知
識、今後の具体的対応
等、生徒及び教員の視
点から目標に向けた考
察や事業前及び事業後
の現状認識を把握し、
目標実現に反映された
か確認するとともに、
具体的に生徒のエッセ
イコンテストや弁論会
等への参加状況を確
認）
教員
(1)アンケートによる
自己評価
(2)研修により習得し
た指導法による指導時
間数
（教員研修：研修報告
の研修成果等、事業前
及び事業後の知識度や
取組みの実践度等を具
体的な指導時間数を含
め、把握し、目標実現
に反映されたか確認）

②韓国テレサ高
校ホームステイ
受け入れ

歴史認識を含め相手国
について事前学習し、
交流によって互いの理
解を深め、相手国への
イメージを改善し、両
国の関係をより良好に
していきたいという意
欲を育成する。

評価（C）
活動

生徒アンケートによる
自己評価
（受入交流：ﾎｽﾄﾌｧﾐ
ﾘｰ、ｶﾙﾁｬｰｼｮｯｸ、英語
(言語)運用能力・コ
ミュニケーション能力
(聞く・話す・読む・
書く技術）、平和への
取組、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化への
取組、交流成果等、双
方の生徒等から意見や
考察を収集し、事業前
及び事業後の交流意欲
の醸成度を把握し、目
標の実現に反映された
か確認）

目標
グローバル人材育成に取
り組む大学や企業、団体
等の職員による生徒対象
の講演及び教員対象の研
修を行う。さらに人権学
習や平和学習において、
他国の現状や歴史的背景
についても知識を深める
とともに、英語以外の教
科においても世界で起き
ている事柄を他人事では
なく自分のこととして考
えるなど、グローバルマ
インドの醸成に取り組
む。また、教員のグロー
バル教育先進校等の視察
研修を実施し、求められ
るグローバル人材像の形
成の現状を把握、比較
し、本校が目指すべきグ
ローバル人材像を確立さ
せ今後の教育・指導の活
性化に資する。

韓国人高校生と一緒に原
爆資料館とハウステンボ
スを訪問し、平和や外交
の歴史について語り合
い、相互理解及び国際交
流の推進に資する。な
お、授業交流において
は、文化比較のみでな
く、同世代の若者とし
て、将来の進路選択につ
いて意見交換を行い、自
分の進路をどのように構
築していくのか考察を深
める機会とする。

活動実績（D）
指標

（講演）
①実施日：6月29日（木）
会場：純心女子高等学校
講師：長岡市国際交流セン
ター長 羽賀 友信氏
対象：純心中学校・純心女
子高校全学年
内容:講演会
（研修）
②実施日：6月29日（木）
会場：純心女子高等学校
講師：（同 上）
対象：純心中学校・純心女
子高校教員
内容：教員対象研究会

（講演・セミナー）
①実施日：6月29日（木）
会場：純心女子高等学校
講師：長岡市国際交流センター長 羽賀友信氏
対象：純心中学校・純心女子高校全学年
内容：グローバル講演会
（研修）
②実施日：6月29日（木）
会場：純心女子高等学校
講師：（同 上）
対象：純心中学校・純心女子高校教員
内容：教員対象研究会

（研修）
5月27日(土) 次世代教育セミナー (福岡市)
ISAによる国際教育、各種ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ紹介
（教員のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育ｾﾐ
ﾅｰ・先進校視察研修）実施 対象：教員1名
6月22日(木) 先進校視察（佐世保市）
日：7月～翌年3月
聖和女子学院中学高・学校 対象：教員6名
対象：教員７名程度
10月28日(土) 共創ワークショップ（大阪市）
グローバルICT教育 対象：教員1名
11月25日(土) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育セミナー(福岡市)
実例紹介、研究発表 対象：教員1名
2月2日(金)～3日(土) 大阪府能勢町
府立能勢高等学校SGH研究発表会
能勢ささゆり学園教育発表会
対象：教員2名
2月17日(土) 静岡県三島市
日本大学三島高等学校「＃徹底公開＠日大三
島」
県グローバルハイスクール事業成果発表会
対象：教員3名
（講演・セミナー）
③実施日：8月10日（木）
会場：純心女子高等学校
講師：NGOユイマール創始者 照屋朋子氏
株式会社ペンダコ代表取締役 日賀優一氏
対象：高1高3希望者、教員、卒業生(約70名)
内容：講演会・ワークショップ(ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ)
④実施日：1月4日(木)～6日(土)
会場：純心女子高等学校
講師：本校教諭・長崎大学留学生
対象：高1、２、３ （約50名）
内容：異文化理解ワークショップ、英検対策他

改善点（A）

成果目標に対する評価

活動目標に対する評価

総合評価

生徒
講演会後の生徒アンケート結果からは、
講演を通じ生徒たちが自らの置かれた環
境に関する客観的な理解を深め、学力や
コミュニケーション能力が地域社会やより
広い世界と関わるための重要な手立てで
あることについて改めて認識し、より積極
的かつ自律的に努力できるようになったこ
とを確認できた。

計画されていた講演会や活動、研修会
への参加はおおむね実現できた。指導
に関しては、個人のレベルでは授業での
実践の改善など前進がみられるもの
の、学校全体の取り組みとしては昨年度
末と同様にまだ十分ではない。
また例年通り外部コンクールや弁論大
会への参加だけでなく、高校生向け国内
外の各種研修に多くの生徒が参加した。

英語科や国際教育委員会に属する職
員だけではなく、キャリア教育委員会、
ICT教育委員会などの、校内の多くの
職員がグローバル教育に関する関心を
深め、それぞれの立場で何をどのよう
に進めていくのか理解が進んで生徒へ
の指導に活かされつつある。特に本校
の創立理念の一つである「隣人愛」は、
より良い人間関係、社会を形成していく
ための普遍的な価値であり、理想的な
グローバル社会実現のために不可欠な
要素であることが職員間で確認された
意義は大きい。
具体的には、生徒への動機づけとし
ても新たな企画は常に必要だが、すで
に実施されている授業や学校行事のな
かにグローバルな意義を再発見し、生
徒に意識させ、生徒自身の成長へとつ
なげなくてはならない。

評価

評価

教員
年度末の教員アンケート結果からは、教
員の資質として生徒の論理的思考力や表
現力、探究心などを一層育むために、知
識の伝達だけに止まらず、学ぶことと社会
のつながりをより意識し、英語運用能力を
バランス良く育むための授業実施に重要
性がさらに意識されていることが分かっ
た。特に実際の授業の中での実施状況・
指導時間数に関しては外国語授業の84％
においてグローバル教育を意識した教育
実践が行われている。また全教員が内外
の研修や個人的な研鑽によって資質向上
に努めることができたと解答した。

評価

４

３

２

１

４

３

２

１

４

３

２

文部科学省は平成29年度には新
たなSGH指定校の採用を見送るな
ど、全国的な取り組みとして一部に
活動の縮小傾向もあり、外部での
研修会数も減少している。しかし情
勢として今後ますます社会のグロー
バル化は避けられず、グローバル
教育の必要性はいささかも減じるこ
とはない。従って本校でもより内容
の濃い有意義な教育活動へと発展
させるよう今後努力する。
一教科としてグローバル教育が存
在するわけではないので、英語授
業や関連行事以外でも、生徒への
恒常的な働きかけや動機づけとな
るような行事等の実施は今後必要
である。また教科横断的な取り組み
も有効であることは他校の事例から
明らかなので、本校での研究や実
施が今後の課題である。
授業や行事などの教育活動の中
で本校のグローバル教育理念をど
う顕在化させ、生徒に気づかせてい
くのか、現在は主として教員各個人
的な努力が中心だが、３年間もしく
は６年間の見通しの中で、各教科、
各学年、学校全体で共有し体系化
させていく努力を継続する必要があ
る。

１

実施日：11月4日～8日
ホームステイ交流、およびその他の交流がで
会場：原爆資料館、ハウス きなかったため中止。
テンボス
対象：高校1、2年生 20名
内容：平和、歴史学習
なお、授業交流では、多く
のクラスへの訪問を計画
し、高校全体への波及効果
を高める。また、滞在時間
も限られており、本校生徒
との交流時間を確保するた
め、福岡で出迎えを行い、
長崎までの車中で本校教員
から本校の概要や長崎の地
理、文化等について、事前
説明を行う。

韓国テレサ高校は本校の姉妹
校であり、両校ともホームステ
イ交流の復活を希望し、今後の
新たな交流の形についても検討
している。平成30年度は本校か
らのホームステイ派遣はすでに
断念しているが、受け入れに関
して前向きであることを先方に
伝えて、先方でも検討中であ
る。歴史認識を深め、実際に交
流を行うことはグローバルな人
材育成のために非常に重要であ
るため、今後も海外、特に同世
代との交流を大切に発展させて
いく。

評価

４

３

２

１

評価

４

３

２

１

評価

４

３

２

１

事業項目

成果
目標

③英語の多聴多 英語の読解力とリスニ
ング力を向上させる。
読

教員研修によって、多
聴多読の現状と必要
性及び教育方法等の
知識を深め、教員の指
導能力を向上させる。
また、英語(言語)運用
能力・コミュニケーショ
ン能力(聞く・話す・読
む・書く技術）の向上に
とどまらず、文学を楽し
み、音声の聞きとりに
より表現力の向上を目
指し、豊かな感性を磨
き、「心豊かな人」づく
りを行う。

④ハウステンボス英 英語を話す自信を付
語研修
けさせ、積極的にコ
ミュニケーションを
図る態度を育てる。

活動

活動実績（D）

指標

目標

指標

英検、GTEC、模擬試験
などの外部試験の結果
の確認、及び生徒の授
業以外での多聴多読延
べ時間数の確認や、読
書記録ノートの作成によ
り多読用図書に記載され
る英単語の、各生徒の
読了累計語数を確認
（英検：生徒の準2級以
上の資格合格率を前年
度と比較する。
(前年度比：準2級以上の
合格者10%増）
ＧＴＥＣ及び模擬試験：成
績を前回の受験時と比
較する。
(前年度比：平均点数10%
増）
事業前及び事業後の英
語の読解力とリスニング
力を把握し、目標達成に
反映されたか確認）（教
員研修：研修報告の研
修成果等の実践状況
（具体的な指導時間数を
含む）、事業前及び事業
後の知識度や指導力等
を把握するとともに、生
徒の多聴多読への取組
実績及びその量等（①の
指標も含む。）を把握し、
目標実現に反映された
か確認）

英語の授業で多聴多読を
行う。また、教員の多聴多
読先進校の視察研修を実
施する。本校での多聴多読
の効果及び他校での教育
の成果を把握し、今後の教
育・指導の活性化に資す
る。なお、中学、高校の一
貫した英語教育として、中
学校から高校２年生までの
全クラスにおいて、授業ま
たは朝読書や放課後など
の時間に多読を実施する。
さらに、英語(言語)運用能
力・コミュニケーション能力
(聞く・話す・読む・書く技術）
に加えて、コミュニケーショ
ン能力を高める観点から、
一部のクラスにおいて、英
字新聞を活用し、世界で起
きている事象に目を向けさ
せ、自分で考え、意見を持
ち、それを表現できるよう、
取組を進める。また、表現
力向上のためにブックレ
ポートやブックレビューなど
を学年に応じて英語で作成
することに取り組む。昼休
みの校内放送で英語による
放送を実施する中で、多読
用書籍の音声ＣＤを使用す
ることで、リスニング力の向
上も目指す。

実施日：英語の授業及び
放課後
会場：純心女子高等学校
CALL教室
対象：中学全学年、高校１
年生全クラス、高校２年国
公立及び文英コース、３年
生・文英コース生徒
内容：多聴多読
（教員の多聴多読セミナー
参加・先進校視察研修）
実施日：７月～翌年３月
対象：教員６名程度

生徒アンケートによ
る自己評価
（英語(言語)運用能
力・コミュニケー
ション能力(聞く・話
す・読む・書く技
術）、積極的会話
等、事業前及び事業
後の生徒の英語の会
話能力や取組み姿
勢、自信度を把握
し、目標実現に反映
されたか確認）

イングリッシュスクエア
で英語研修を実施する。
英語の実践能力やコミュ
ニケーション能力を向上
させる。英語学習に対す
る動機付けとするのはも
ちろん、これ以降も自発
的に学び続けるように工
夫し、授業だけでなく日
常的に英語に触れる機会
を増やし、実践の場とす
るなど、一時的な効果と
ならないよう努める。な
お、受入人数の関係か
ら、参加するのは１クラ
スに限定されるが、他の
クラスについても英語に
触れる機会を増やす観点
から、様々な機会に英語
に接する時間を増やすな
どの工夫を行う。例：英
語や国際関係の掲示物、
生徒作品を校内に多く展
示する。ネイティブス
ピーカーの外国人教師に
よる「イングリッシュ・
ランチ」を英会話授業の
ないクラスで実施し、グ
ローバルな興味関心を高
める。

実施日：6月26日(月）
会場：イングリッシュスクエ
ア
対象：高校２年生文英コー
ス生徒
内容：英語研修
10:30-12:00
「シチュエーション英語」
12:55-13:55
「街頭英語」
14:05-15:05
「ワークショップ」
15:15
「修了式」

実施日：英語の授業及び放課後
会場 ：純心女子高等学校CALL教室
対象 ：中学全学年、
高校１年生全クラス、
高校２年国公立及び文英コース、
３年生・文英コース生徒
内容：多聴多読
11月2日～3日 九州多読セミナー
福岡女学院中高
対象：教員1名
3月30日 英語４技能育成ワークショップ&セミ
ナー
本校江角記念館
内容：多聴多読他英語教育講習会
講師：福岡女学院中高教諭 坂本彰男氏
対象：本校教員、他校教員

実施日：6月26日(月）
会場：イングリッシュスクエア
対象：高校２年生文英コース生徒(29名）
内容：英語研修
研修は、コーディネーター１名、ネイティヴ英
語講師４名で進められた。
10時半より12時まで、実際的な生活場面に
対応するため「シチュエーション英語」を実施
された。
12時55分より13時55分まで、「シチュエー
ション英語」を発展させた「街頭英語」を実施
し、より実践的なコミュニケーション能力を身
につけた。
14時05分から15時05分まで、「ワークショッ
プ」を実施する。A～Dの４グループがそれぞ
れのテーブルに分かれ、８人でひとつのテー
マについてのサーベイ・調査を行う。自分自
身の考えを出し合い、疑問点についてはネイ
ティヴ英語講師に英語で質問しながら、作業
を進める。最終的にはプレゼンテーションの
実施まで到達する、密度の濃い活動となっ
た。
15時15分からは「修了式」が実施される。諸
活動の中で、最も顕著な活動が認められた生
徒には特別な修了証が贈られた。

改善点（A）

成果目標に対する評価

活動目標に対する評価

総合評価

本校では英語の読解力とリスニング
力の向上を主たる狙いとした多聴多読
の実践ではあるが、各種研修会等の研
究発表で調査報告があるのと同様に、
書く力での伸びの大きが、本校の英検
CSEスコアからも顕著である。
今年度高校1年全クラスで毎週1時間
の多聴多読授業がCALL室で実施された
が、全く授業で多聴多読を実施できな
かった高校2年文系コース生徒と比較し
た場合、英検CSEスコアでは読解力、聴
解力、書く力のいずれにおいても高校1
年がほぼ全クラスで上回った。中でも
差が大きかったのが書く力でありその
差はCSEスコアで約100点である。
2016年度と2017年度の英検合格実績
を比較すると、「前年比・準２級以上
の合格者10%増」という今年度の目標
は、準２級合格者の減少のため残念な
がら達成できなかった。(合格率で見れ
ば6.1%増加）しかし前年度比4月在籍数
44名減、学校申込受験者実数が93名減
であるにもかかわらず、3級で－4の64
名、準2級で－10の67名、2級では合格
者倍増の34名となった。各級とも一次
試験のみの合格者数も増加した。
GTECのここ３年間の成績推移を見る
と、３技能Basicテストを受験した高1
の国公立コースとⅠ類の結果は、著し
く向上とは言えないものの受験時期も
考慮すると上向きである。高2は異なる
コースの生徒が別のテストを受験した
ため、点数上の比較はできない。高3は
受験者数にばらつきはあるものの国公
立コースの生徒を中心に、一部生徒が
受験し順調に向上傾向を示しており、
様々な学習を重ねた生徒たちが徐々に
成果を示しつつある、ととらえられ
る。
感性を磨き「心豊かな人」づくりを
目指すという点については、年度途中
に実施した多聴多読に関するアンケー
ト調査の結果、いずれも昨年比で「英
語の本を読むのが楽しくなった」で7％
増の89％、「英語を話そうという気持
ちが高まった」で7％増の72％など昨年
よりも肯定的な回答が増えている。ま
た「本を読むのが楽しい」「音を聞く
のが楽しい」など昨年度に続き90％以
上が肯定的であり、目標は概ね達成さ
れている。

九州多読セミナーが本校の学園祭
日程と重なったため、今年度は1名し
か参加できなかった。また校内での
多聴多読関連セミナーも年度末によ
うやく開催の運びとなったが、日程
的に全教員の参加は難しく、目標を
十分達成できなかった。
高校2年生までの全クラスでの多聴
多読授業実施はできなかったが、朝
読書の時間帯や休み時間、放課後に
英語多読が可能となるよう書籍を各
教室に20冊～30冊配置し、ほぼ毎月
新しい本が読めるよう整えた。ただ
しアンケート調査の結果、教室用多
読書籍を読んだことがある生徒は、
多聴多読授業があるクラスで44％、
ないクラスで56％であり、改善の余
地が大きい。教室用多読書籍を利用
する時間としては授業があるクラス
では約7割が朝読書で利用しているの
に対し、ないクラスでは朝読書と休
み時間での利用がそれぞれほぼ同じ4
割であった。また授業の有無にかか
わらず昼休みや放課後の利用が大変
少ない点が特徴的で改善の余地は大
きい。

平成28年度の評価では、生徒の学
習意欲や英語への関心の部分での成
果しか確認できないとし、学力面で
の確認はできず、授業改善の必要性
が報告されていたが、今回は英検CSE
スコアからも多聴多読の成果が少し
ではあるが確認できたようである。
今後さらに確認作業を続け、より多
くの生徒に多聴多読の機会を広げる
努力が求められる。
教員研修、先進校視察に関しては
昨年度以上に厳しい状況であり、反
省点が大きい。
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アンケート調査の結果、「コミュニ
ケーション能力向上が実感できた」
79％、「英語学習のモチベーションが
アップした」75％など、英語運用能力
向上および積極的にコミュニケーショ
ンを図る姿勢の強化につながる肯定的
な評価が確認できた。
生徒は日常の英語学習が実際の言語
使用場面でも有効であることを再確認
し、その後の更なる学習へと動機づけ
られた。

ハウステンボスでの英語研修は今
年度も2年生文英コースでのみ実施し
たが、その他さまざまな取り組みを
実施し学校全体で英語学習の内的外
的動機づけを行った。
教室では英字新聞の掲示を引き続
き行い、特にオリンピックなど折々
に注目されるビッグイベントや美し
い風景写真などを紹介する記事を頻
繁に紹介した。また全クラスに英語
多読用図書を20～30冊程度設置し、
ほぼ30日ごとにクラス間を移動して
多く英語読書の機会を持った。
廊下などにある校内複数の掲示板
には授業や長期休暇の課題として作
成した英字新聞の写真付き要約や英
語標語を多数展示した。
イングリッシュランチは高校各ク
ラス1回のみの実施となったが、ネイ
ティブ教員と楽しく英語で交流する
機会となった。
校内英語放送も毎週2回実施され、
製作者にもリスナーにも自然な英語
運用のよい機会となった。

学習動機づけとして、また自信を
付けるために、英語研修が有効であ
ることは、3年間実施した手ごたえだ
けでなく他コースとの英検などの結
果を比較して明らかである。ただし
英語研修の機会は費用や時間の制約
が大きいため、それ以外の手立てが
英語コース・英語選択以外の生徒た
ちのために一層必要である。
動機づけの機会を増やし、生徒が
年間を通じて抵抗なく英語に接し、
より広い視野で自身や周囲を見るこ
とができるよう3年間毎年改善を行っ
た。英語検定の合格実績やCSEスコア
からは、運用能力の改善傾向はみら
れるものの顕著な効果が出たという
ためには、今後一層の研究とより良
い教育活動の実施が必要である。
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さらなる成績向上を目指し効
果的な多聴多読授業の実践、
CALL室以外で図書館、授業外で
の多読活動の充実が必要であ
る。そのために必要となること
は、多聴多読用の書籍の継続的
な購入、教員の資質向上のため
の研修への参加ｙは先進校視
察、CALL室以外(図書館、教室)
での多読や多聴実施のための関
連設備の充実、英語科以外の教
員にも理解を深めてもらい、協
力してもらうことなどが必要と
なろう。
内的動機づけで本を手に取る
という行為が本来アクティブ
ラーニングの要素である自発性
と直結しており、4技能習得に効
果が高いだけでなく、自律的学
習者を育てるキャリア教育に通
じることを全職員に理解しても
らえるよう英語科として努力す
ることが一層必要である。

英語を話す自信を付けさせ、
積極的にコミュニケーションを
図る態度を育てるために、英語
コースや英語選択の生徒達には
これまで同様外部での英語研修
を実施し、さらに発展させる方
策を探ることが可能である。
その他の生徒たちのために、
楽しみながら英語で学習し、発
表し、交流する機会をさらに増
やす必要がある。
具体的には「イングリッシュ
ランチ」の実施も、英会話授業
がなく、英語授業数が少ないク
ラスで重点的に行う、内容をよ
りコミュニケーション活動中心
に変更するなど実施方法改善が
可能である。
間接的な方法だが、教室内外
での英語書籍や掲示物の増加、
英語放送の充実等を通じて全生
徒への効果を狙うことができ
る。
さらに希望者を対象に校内英
語学習会、外部業者による各種
セミナーやプログラムの導入、
CALL室でのオンライン英会話導
入なども導入を検討する。
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総合評価
４

３

２

１

判断理由
平成29年度：計画した活動はほぼ実施できた。目標とするグローバ
ルな人材に関する共通理解も少しずつ得られ、英語4技能習得を目指し
た様々な取り組みも試行錯誤を経て次第に成果を出しつつある。一方
で教員研修の充実や学校全体の活動や教科間の連携、また3年間を見通
した取り組みに関しては今後一層改善の余地がある。
3年間：一般的なグローバルな人材像の把握から始まり、本校が目指
すグローバルな人材像の具体化へと徐々に教員の理解が進み、共有さ
れるようになった。しかし生徒への継続的な意識付けや各教科、コー
ス、学年、各委員会での具体化、さらには教科間、学年間の連携はま
だ十分ではない。英語運用能力向上に関しても今後さらなる努力が必
要である。

