
事業分野 事業分類

事業名

事業内容（できる限り具体的に記載してください。）

事業スケジュール（実施時期等がわかるよう記載してください。）

歳出予算（単位：千円）

見積額 基金充当額

2,923千円

287千円 3,953千円

1,483千円

175千円

172千円

4,484千円

その他添付資料の有無 担当部署

　別紙参照

「京丹後市韓哲・まちづくり夢基金」運用益等活用事業

教育 拡充・拡大

グローバル人材育成事業～グローバルリーダーを育てるために～

【趣旨】
　グローバル社会で活躍できるグローバルリーダーの育成のため、それぞれの段階に応じた事
業を実施することで、下記の力を身につけることを目指す。
　●Open Handed～思いやりの心～
　　・自分のよさや相手のよさを認め、お互いの強みを引き出そうとすることができる
　　・郷土への誇りと愛情をもつとともに、他国の歴史と文化を尊重することができる
　●Design～未来をつくり出す力～
　　・様々なことに興味をもち、新しいことに挑戦することができる
　　・長い時間軸でものごとを考え、新しい未来（価値）をつくり出すことができる
　●Bridge～世界とつながるコミュニケーション力～
　　・外国語を使って、自分の考えや思いを伝え合うことができる

13,477千円 13,377千円

（見積額の主な内訳） 使用料及び賃借料

報償費 負担金､補助及び交付金

委託料

有 教育委員会事務局学校教育課

旅費

需用費

役務費

資料１

海外に派遣し、一般家庭での生活体験や現地の学校に通い、学校生活を体験。

AIによる英語発音矯正アプリを活用した英語学習を実施。発音矯正だけでなく、英語でのやり取りに自信をもてる生徒

の育成。京丹後市立中学2年生対象（446人）。

5 中学生海外派遣 中2

6 英語力向上アプリ 中2

定員

60人

20人

30人

15人

15人

全員

内容

CIR・ALTとの英語による国際交流会。年2回を想定。

CIR・ALTや高校生ボランティア等との連携による国際交流会。夏休み期間中に1泊2日で開催。

事業名 対象

1 Kyotango English Days 小3・4

2 Kyotango English Camp 小5・6

3 ｽﾋﾟｰﾁ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｺﾝﾃｽﾄ 小中学生

4 オンライン留学 中1

テーマに基づき、小学生はスピーチ、中学生はプレゼーションを行うコンテストの開催。

外国とのオンライン交流を開催。事前研修を含む4回で構成。

7 丹後学×STEAM教育推進 中3・高2 32人
デザイン思考を用いたSTEAM教育（Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics）プログラムの開

発および運営。専門的な研究機関および大学等と連携し、丹後学をはじめ本市の特色を組み込んだプログラムを実施。

今回の追加内容



京丹後市グローバルリーダー育成事業
中学1年：オンライン交流 中学2年：海外派遣事業（ホームステイプログラム） 中学3年及び高校2年：SKY Labo
【学校教育課程とつないで】英語スピーチコンテスト（現在計画中）

京丹後グローバルリーダー育成プロジェクト 京丹後市教育委員会

京丹後市の中高生が、京丹後の市のよさ、
本質を掘り起こし、しなやかな発想で

このまちの未来をデザインするプログラム開発

目指す教育（京丹後市教育振興計画）

目指す子ども像（学校教育改革構想）

心豊かにたくましく 幸福な未来を切り拓く力を育む教育
ふるさとへの愛着と誇りを持ち 新しい価値をつくり出す力を育む教育

将来に夢と希望をもって 生き生きと学ぶことのできる子ども

【全国学力・学習状況調査】（R3年5月に国語と数学で実施）

・「学力」➜（記述式問題を含み、知識・理解にとどまらず活
用能力を図る学力テスト）

平均正答率は全国と同等
・「質問紙」➜肯定的回答が全国を下回る項目

・「自分にはよいところがある」
・「将来の夢がある」
・「自分の思っていることや感じていることをき
ちんと言葉で表わせている」
・「自分と違う意見について考えるのは楽しい」
➜肯定的回答が全国と同等か上回る項目
・「自分で決めたことはやり遂げる」
・「失敗を恐れず挑戦する」
・「人の役に立つ人間になりたい」
・「地域の行事に参加している」

【その他学力診断テスト等】

・CRT➜（基礎基本を問う問題、国・数・社・理・英で実施）
平均正答率は、全教科全国を上回る。
(R3年4月)

・STEAM分野への進学
➜近隣には府立高校機械創造科、国立工業高等専門
学校があるが、積極的な進路先となっていない。

創造性への自信をつける
➜学びへの意欲
自己肯定感の向上
キャリアに対する意識変革

STEAM分野の学力向上
地域の素地の活用
➜地域創生

京丹後市の中学生の実態

SKY Labo プログラム

SKY Labo と協働で、新し
い可能性を創造するプログラ
ムの開発を進める
「STEAM×デザイン思考
×SDGs」を体験し、創造性
に対する自信を育成する

2022

2023

2024

2025
2026

2027 ～

・SKY Laboと協働で京丹後市の素材を生かしたプログラムを開発
・サポート企業、デザインコーチ・デザインアンバサダーに協力いただける大学等との連携
・市内中学校との連携、教員の参加

・京丹後市独自の運営スタート

・峰山高等学校の女子生徒3名が参加
・「解のない問いへの挑戦に喜びを得た」「自分の意見を
伝える大切さを実感した」「デザイン思考が身についた」
「自分の視野が広がり、進路への意欲が沸いた」等の感
想をもった。

SKY Labo 2021 の実績
・ELSA Speak（アプリ）の活用により、英語の「聞く力」、「話す力」のレベルアップを
図り、英語でのやり取りに自信をもてる生徒の育成を目指す。

中高生がまちの未来をデザインする !  ❝SKY Laboプログラム❞ を導入
スタンフォード大学の研究者と連携し、デザイン思考を用いた 本市の特徴を組み込んだ 英語によるSTEAM教育プログラムを開発・実施

対象者 ：市内中学生及び高校生
参加人数：32人程度
実施期間：８月～９月頃（延べ6回）

1年目、2年目と研究を進め、SKY Laboプログラムを活用した新しい教育の
実現を目指す。大学教授による分析で、現在の京丹後市の中学生課題克服に
つなげるアドバイスを得、各校で指導に活かす。
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SKY Labo in Kyotango プログラムの開発に向けて ～京丹後市における6日間プログラムと年間のスケジュール（案）～

京丹後市教育委員会

■SKY Laboプログラム推進体制
EBPM推進機能としての体制構築
（学校教育課＋指導室）
3年後の市独自開催を目指した体制構築
→中学校・高等学校の教員組織
→地元企業等の協力体制
→大学連携によるバイリンガル学生の参加体制

整備
（市独自開催の体制構築）

実践
（SKY Laboプログラム）

拡大
（学校教育活動への波及）

■数値目標：将来の夢や目標をもっている生徒
90％以上（令和6年の目標）
※京丹後市教育振興計画より

■市内６中学校でSKY Laboプログラム参加
生徒による報告会の実施
→より多くの生徒に効果を波及させる

■京丹後市の教育、学校での指導・学習内容の
充実（英語・数学・理科・丹後学等）

京丹後市での6日間 SKY Labo プログラム
生徒に見る課題の把握

（創造性への自信、
STEAM分野の学力向上、
地域創生への姿勢）

SKY Laboプログラムの
効果測定・評価による
京丹後市に特化した

よりよいプログラムの開発

全国学力・学習調査
京都府学力診断テスト
学力・生徒の意識の変容を
客観的データにより測定

トロント大学、スタンフォード
大学の教授チームが、
京丹後市の生徒の姿から、
京丹後市の教育の改善点
を分析・フィードバック

EBPMサイクル トロント大学・スタンフォード大学との連携

Day 1

オリエンテーション

集合型＋オンライン

Day 2

京丹後の魅力発見

集合型

Day 4

プログラム①

集合型

Day 5
プログラム②

集合型

Day 6           

プログラム③

集合型

８月６日 ８月11日

9月17日 9月18日 9月19日

京丹後市の中高生に、地域のよさ、素材・本質をていねいに掘り起こした上
で、SKY Labo の発想のメソッド「デザイン思考」を使い、クリエイティブな考え
方を身につけさせたいと考える。

3年間で京丹後市プログラムの開発

各中学校への
趣旨説明と生徒募集

各高等学校への
趣旨説明と生徒募集

地元企業・協力者への
説明と参加依頼

バイリンガルの大学生の
説明会・参加募集

対面で

Day 3

リサーチ

集合型

８月27日
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SKY Labo in Kyotango プログラム 【Day 2 京丹後市リード（案）】

丹後は魅力であふれている！【講話 20分ずつ】
1 機械金属産業従事者
若いころから思い描く、このまちや産業への思いや
希望・願いを語る

2 織物産業従事者
京丹後の伝統、誇りを引き継ぎ、新しいデザイン、
活用方法の模索、伝統産業の未来を語る
３ 福祉・医療従事者
まちの将来の姿を思い描き、福祉の視点で誰一
人取り残さない、人が幸せに暮らす未来を語る
４ 農業従事者
この街に魅力を感じ、経験を活かし、このまちで起
業プログラミングを生かした新しい農業の姿を語る

グループ協議
・講話のフィードバック
・興味・関心のある
アイデアの整理

京丹後市教育委員会

Day 1
SKY Labo
リード

デザイン思考を学ぶ3日間プログラムに向けて
鍵となる概念やプログラムの目的、枠組みの確
認などのオリエンテーションを行う

京丹後市のよさを再
確認する、本質を掘り
起こし、このまちの未来
をデザインする、可能性
について考え始めるきっ
かけを与える

テーマに沿って、講
話を調査をした内容
を基に、交流し学び
を深める

Day 2
京丹後市
リード

Introduction

・オリエンテーションの振り返り
・Day 2のゴールを確認する

Goal:京丹後市のよさを再確認し、
このまちの可能性を掘りおこそう！

Development Summary

・本日のプログラムのリフレクション
・Day 3に向けて準備内容の確認をする
（準備・調査）
・さらに、京丹後市の可能性を発掘しよう
・テーマに係る素材集めをしよう

Day 3
京丹後市
リード

8月11日（木）
9:00～12:00am
場所：大宮庁舎

8月27日（土）
9:00～11:00am
場所：大宮庁舎

Introduction

Goal:このまちの未来をデザインきっかけをえる！

Development Summary

・Day 2の振り返り
・Day 3のゴールを確認する

Activity １:見つけた京丹後市のよさ、可能性に
ついて語ろう！

Activity ２:ユーザー決定とインタビュー準備
（どのような人に何をたずねたいか）

ユーザー【Day 2の4名＋4名】
５ 建築家（士）
６ 味噌・醤油・酒等の職人
７ 鍛冶屋（刀職人）
８ 漁業従事者
９ ちりめん➜メディカルエンジニア
等を想定し、ユーザーを確定する

マッチング
・各グループの要望を
受けて、ユーザーを紹
介する

・本日のプログラムのリフレクション
・SKY Laboプログラムの予告をする
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グローバル人材育成事業～グローバルリーダーを育てるために～事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Kyotango
English Days

Kyotango
English Camp

スピーチ・プレゼン
テーションコンテス
ト

オンライン留学

中学生海外派遣

英語力向上
アプリ

丹後学×STEAM
教育の推進

月1回程度事前研修
現地
研修

選考
面接

派遣生徒決
定・結団式

契約 アカウントを配布し、学校及び家庭で使用

事前研修
オンライン交流

募集・参加
生徒決定

派遣生徒
募集

現地校とスケジュール等調整

現地校と
スケジュール等調整

事業
実施

参加児童
募集

事業
実施

参加児童
募集

事業
実施

参加児童
募集

参加児童生徒募集 発表に向けた練習期間
事業実
施

オンライン・集合型研修
（6日間）

プログラムの開発、生徒募集、広報 プログラムの効果測定・評価、分析、フィードバック、プログラムの再構築等

追加分
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グローバル人材育成事業～グローバルリーダーを育てるために～歳出予算

報償費 旅費 需用費 役務費 委託料
使用料及
び賃借料

補助金 合計

Kyotango English 
Days 10千円 10千円

Kyotango English
Camp 50千円 20千円 13千円 602千円

（入：100千円）
685千円

スピーチ・プレゼンテーション
コンテスト 50千円 50千円 100千円

オンライン留学

45千円 45千円

中学生海外派遣

27千円 1,023千円 95千円 114千円 134千円 104千円 3,953千円 5,450千円

英語力向上
アプリ 2,217千円

（△317千円）

2,217千円
（△317千円）

丹後学×STEAM教育の
推進 160千円 460千円 4,350千円 4,970千円

合計
287千円 1,483千円 175千円 172千円 4,484千円 2,923千円 3,953千円 13,477千円

（+4,653千円）

追加分
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