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教育長が語る Leader’s VIEW
群馬県高崎市

教委と現場で進める学力向上へのステップ　
栃木県真岡市

創造的働き方改革のすすめ
─実践の第一歩─
「持続可能な部活動」にする方法

データで教育を読む Benesse Report
子どもたちの自己肯定感

連 載

座談会 東京都と福井県が
 小学校英語と高校入試について語り合う
事　例 東京都／福井県／滋賀県大津市

教委が導く！
連続性ある英語教育

特 集

いよいよ小学校英語、教科化スタート！
使える英語を楽しく試せる、小学生のための４技能検定

実施いただいた
先生・児童の皆様からも
ご好評いただいています。

各児童の現状の英語力が技能
別に詳しく分かったので、今後
の目標設定に役立ちました。

紙のテストと違って、スピーキ
ングやリスニングなどいろいろ
な力を測れて楽しかったです！

　　　　　　の特長や価格など、個別にご案内します。お気軽にお問い合わせください。

TEL 0120-8888-44 通話料
無料

※受付時間　9:00～17:00　（土・日・祝日・お盆期間・年末年始を除く）
※一部の IP 電話からは 086-235-2257 へおかけください
　（ただし通話料がかかります）

担当者がお伺いします。ぜひ、解決したい課題やご要望をお聞かせください。

英語を使う体験で
学習意欲向上の機会に

特 長 1

タブレット＊を使ったリアルな場面
設定の実践的な出題で、英語を使
うことを楽しむことができるテスト
です。「英語を使えた」実感が学習
意欲につながります。
＊必要機器はすべて貸し出し。ネットワー

ク環境は不要です。

指導に活用できる
充実したフィードバック

特 長 2

「GTEC Junior」独自の CAN-DO 
statements を受検結果と併せてご
確認いただけます。クラス単位で
の結果が分かる帳票や児童へのス
コアレポートを基に、今後の授業
にお役立ていただけます。

小・中学生から社会人まで、
継続して力の伸びを測定

特 長 3

「GTEC」はスコア型の絶対評価な
ので、毎年実施することで受検者の
英語力の伸びを確認できます。今回
新たに登場した「GTEC Junior」を
ご活用いただくことで、小・中学校
の連携にもお役立ていただけます。

受検者用スコアレポート教師用帳票

小５ 小６ 中１ 中２ 中３

GTEC Core

GTEC
Junior Plus

GTEC
Junior 2

GTEC
Junior 1

※この広告に掲載しているタブレットや問題、冊子、帳票などは変更になる可能性があります。

「GTEC」は株式会社ベネッセコーポレーションの登録商標です。

も おか



　篠山市の将来を支える人材の育成に向け、ふるさと教育
に力を入れる兵庫県篠山市。市内でも自然豊かな地域に位
置する篠山市立西紀小学校では、「勉強がわかる」「人の気
持ちがわかる」という２つの「わかる」を軸に教育活動を
展開する。特に力を入れているのが、地域や同じ中学校区
の小学校３校が連携した体験学習だ。地域の人たちの協力
を得ながら米やサツマイモを全学年の縦割り班で育てたり、
市の事業でもある「スクールブリッジ」では３校合同で市
内の公共施設見学や外国語活動などを行ったりする。
　「自然を相手にしたり、他者と協力したりする活動の過程
では、自分の思い通りにいかないこともあるでしょう。う
れしい、楽しい体験だけではなく、苦しくて大変な体験を
通して、他者の痛みや悲しみがわかる、心豊かな人間に育っ
てほしいと考えています」と、塚本一男校長は語る。

　それらの教育活動での合言葉が、校名を取り入れた「に
・

し
・

き
・

をかざる」だ。「に
・

っこりほほえみ　し
・

んじるなかまと　
き
・

ずなふかめる」など、その活動で大切にしてほしいことを、
「にしき」を頭文字にした標語で伝える。「子どもたちもた
くさん『にしき』を作って投稿してくれています。一人ひと
りの輝きが見て取れるようです」と、塚本校長はほほ笑む。
　生活科や「総合的な学習の時間」などで地域に出て、６
年間をかけて自然や文化、産業などを体で学んでいく子ど
もたち。町探検で遺跡の貴重さを知った中学年の子どもが
「今度作る新聞で紹介しよう」と町の歴史を深く調べたり、
「今度の川探検では、こんな生き物が見つかるよ」と、高学
年の子どもが下級生に生き物の探し方を教えたり。自分た
ちが住む地域の素晴らしさを伝えたい─子どもたちは少
しずつこれからの「にしきをかざる」一員になっていく。

一人ひとりの“にしき”を
今号の表紙　兵庫県　篠

さ さ や ま

山市立西
に し

紀
き

小学校

◎1873 年開校。学校教育目標は「ともにわかる喜びが実感でき
る子の育成〜地域とともに　こころ豊かに　たくましく〜」。地域住
民の協力を得て、地域での体験学習に力を入れる。

篠山市立
西紀小学校

校長　塚本一男先生　　
児童数　64 人　学級数　７学級（うち特別支援学級１）
URL　http://nishiki-el.sasayama.jp/

毎年春に児童全員で行う田植え。１年生か
ら経験を積んできた６年生は、後片づけも
率先して行う。なぜ苗の間隔を空けるのか、
なぜ苗を水没させてはいけないのか、生産
者の工夫や苦労を経験から感じ取っていく。

「に
・
っこりわらって　し

・
っ

かりはっぴょう　き
・
らき

らえがお」─子どもや
教員が作った「にしき」
の標語。この木いっぱ
いに飾るのが目標だ。

同じ中学校区の小学校 3校合同で行う５年生の自然学校。学
校混合の活動班で 5日間活動する。いかだ下りではみんな
で声をかけ合い、協力して、前へ前へと突き進んだ。

地域の産業である林業を体験したり、史跡巡りをし
たりと、６年間で地域を体系的に学べるようカリキュ
ラムを組み、どの学年も地域に出て学ぶ。地域の人
たちとの触れ合いから地域への思いも感じ取る。

未来に
　つながる
学びの情景

http://nishiki-el.sasayama.jp/
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　教育活動の主役は子どもであり、
常に子どもの目線に立って進めるこ
とにこだわりたい─本市では、そ
うした思いを込めた「すべては子ど
もたちのために〜EVERY CHILD 
MATTERS〜」をスローガンに掲げ、
教育施策の根幹に据えています。
　大前提として最も重視しているの
は、子どもが安心して学校生活を送
ることができる環境の整備です。子
ども同士が温かい人間関係を築く場
が確保されてこそ、教員も落ち着い
て教育活動に力を発揮することがで
き、それが確かな学力の向上につな
がると考えるからです。
　そこで、いじめの根絶を最重要課
題として位置づけ、２０１２年度、「学
校におけるいじめ防止プログラム」
を策定しました。同プログラムでは、
いじめの「防止」に焦点をあててい
る点が特徴で、市長を筆頭に、市議
会や警察、保護者などとも連携して
全市を挙げて取り組んでいます。
　私は毎年、すべての市立小・中学
校を訪問して校内の様子を見て回っ

ていますが、どの学校でも、友だち
や教員と元気よくあいさつをしたり、
授業に生き生きと取り組んだりする
子どもが目立ち、明るく、温かい雰
囲気があります。子ども同士や子ど
もと教員が信頼関係で結ばれている
ことの表れでしょう。教員の指導が
行き届く環境が着実に根づいている
と感じています。

　学力向上対策について、本市には
２つの柱があります。
　１つは、英語教育の早期展開です。
次期学習指導要領を視野に、２０１６
年度から、すべての市立小学校が文
部科学省「教育課程特例校」の指定
を受け、１〜４年生で週１コマの「外
国語活動」、５〜６年生で週２コマの

「英語」と、全学年で英語教育を推進
しています。
　ネイティブの発音に触れることは、
英語の学習の大きなポイントとなりま
す。小学１年生から「外国語活動」を
導入するにあたっては、低年齢だから
こそネイティブの発音に触れる機会を
大切にすべきだと考えました。そこで

力を入れたのが、ＡＬＴの増員です。
　市長の全面的な支援の下、２０１６、
２０１７年度の２年間で、全市立小・
中学校にＡＬＴが最低１人ずつ常駐で
きる体制を整えました。加えて、力
のあるＡＬＴには、特別非常勤講師と
してＡＬＴの取りまとめをお願いした
り、学校規模によっては複数体制にし
たりして、ＡＬＴ同士のコミュニケー
ションを地域ぐるみで活性化させ、
受け入れ体制を充実させました。その
結果、ＡＬＴの意識が高まって教育活
動が一層充実し、子どもたちの学びも
大きく実りあるものになっています。
　ＡＬＴは現在、小学校の「外国語活
動」「英語」の全授業に参加し、基本
的には、担任がＴ１、ＡＬＴがＴ２と
なるチーム・ティーチングを行って
います。教育委員会では、担任の負
担を減らし、また、担任とＡＬＴがしっ
かり目線を合わせて指導できるよう、
全授業時数分の指導案の日本語版と
英語版の両方を作成しました。今後、
子どもの実態に応じて定期的に改訂
していく予定です。
　ＡＬＴが常駐するようになってから
は、教員とＡＬＴが子どもの変容や成
長を話題にし、今後の指導について

＊　Assistant Language Teacher の略で、外国語指導助手のこと。小・中・高校などの英語の授業で日本人教員を補助する。

いいの・まさき　群馬県立高校教諭、同県教育委員会高校教育課長、同県総合教育センター所長、同県立前橋女子高校校長等を経て、２０１１年度から現職。

学力向上は、
いじめゼロの学校づくりから

行政と現場の連携を強化し、
「子どもたちのため」の施策を推進
群馬県　高崎市教育委員会　教育長　飯野　眞

ま さ

幸
き

次期学習指導要領に先駆けて小学校英語の教科化を実現するなど、先進的な教育施策を展開している群馬県高崎市。
学校現場や地域との連携を始めとする教育行政のポイントを、同市の飯野眞幸教育長に聞きました。

全小・中学校にＡＬＴ＊が常駐
９年間での英語教育を推進

教育長が語る　Leader's VIEW
第2 回
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話し合っている姿を、学校を訪問す
る中でしばしば目にするようになり
ました。ＡＬＴと教員の連携が強化さ
れていると感じます。

　もう１つの柱は、小・中学生を対
象とした算数・数学・英語の学習支
援です。
　小学校では２０１４年度から、地域
の高校生や大学生、退職した教員ら
が講師となり、放課後や土曜日の週
１〜２回、算数を中心とする特別授
業を、希望者を対象に行っています。
プログラムは各校が子どもの実態に
応じて作成し、教材は市が支給して
います。小学校で算数が嫌いになっ
てしまうと、中学校・高校段階での
数学の成績低迷の原因となり、ひい
ては生徒の進路選択を左右すること
にもなりかねません。そこで、小学

校段階における学習支援を充実させ、
子どもの算数への興味や基礎学力を
高めようと考えたのです。
　中学生向けの取り組みでは、成績
層別の支援に力を注いでいます。そ
の１つとして、毎週日曜日、市内９
か所の公民館に「中学生休日学習相
談ステーション」を開設しています。
数学や英語の学習の仕方について、
中学生が大学生からマンツーマンで
無料で助言を受けることが可能です。
ほかにも、発展的な問題を通して、
さらなる高みを目指す意欲を養って
ほしいと思い、中学校や高校、大学
の教員が講師となる月２回の「数学
ジュニアオリンピック挑戦講座」を、
数学が好きな生徒を対象に行ってい
ます。
　そうした一連の学習支援は、学校
の力だけでは実現不可能であり、地
域の理解と協力を得ることの大切さ
を改めて実感しています。

　今後の社会では、身につけた知識
を活用する資質・能力がますます求
められます。例えば、英語が話せる
だけではなく、英語を用いて考えを
深め、表現できるようになる必要があ
るでしょう。そうした力の定着度を定
期的に把握して先生方の授業改善に
も役立てるために、今後はアセスメン
トをより一層活用していく方針です。
　教育活動は、社会の変化に応じて
常に進化させていくべきですが、そ
れが「子どもたちのために」あるこ
とを忘れてはなりません。そのため、
教育行政としては、学校訪問などを
通して、現場の実態に目を向ける責
任があります。そうして把握した現
場の求めを、施策として具体化する
ために、市長部局との連携も一層密
に図っていきたいと考えています。

現場の課題に即応した
施策を展開していきたい

高崎市
プロフィール

◎群馬県の中西部に位置する。北関東における商業・交通の要衝として発展し、市内には上越・北陸新幹線を始めとするＪＲ
や私鉄、高速自動車道などが集中。７〜８世紀に建立された３つの石碑「上

こう

野
ずけ

三碑」など、歴史的・文化的な遺産を有する。

人口　約 37 万 4,000 人　面積　４５９．１６㎢　市立学校数　小学校 :５８校、中学校 :２５校　特別支援学校 :１校　児童・生徒数
約３万人　　電話　027 −321 −1291　URL　http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2013121200400/

地域と連携した学習支援で、
子どもの算数への興味を醸成

http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2013121200400/
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小・中学校は次期学習指導要領の移行期間中であり、
一部の高校入試や大学入試では４技能による評価が検討・実施されるなど、
昨今の英語教育改革は待ったなしの状況で進んでいる。
数値で示される英語力を高めることはもちろんのこと、これからの社会を生きる土台となる
資質・能力の一部である「使える英語力」を子どもたちが身につけるために、教育委員会ができることは何か。
高校入試改革の検討を進める東京都教育庁と、改革にいち早く着手した福井県教育庁との座談会や、
両都県を含む現場での取り組みや指導力向上の事例などから考える。

特集

連続性ある
英語教育

教委が導く！



＊１　Common European Framework of Reference for Languages（ヨーロッパ言語共通参照枠）の略で、語学のコミュニケーション能力のレベルを示す国際標準規格。レ
ベルは A1、A2（A：基礎）、B1、B2（B：自立）、C1、C2（C: 熟達）の 6 レベルがあり、C2 が最も習熟度が高い。
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年度 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

教育振興
基本計画 第 3 期教育振興基本計画（2018 〜 22 年度） 第 4 期教育振興基本計画

（2023 〜 27 年度 )

出来事

中 3
全国学力調査

「英語４技能」
予備調査

中 3
全国学力調査

「英語 4 技能」
導入

東京
オリンピック・
パラリンピック

次期
学習指導

要領

小学校で
新課程

完全実施

中学校で
新課程

完全実施

高 1 で
新課程

完全実施

高 2 で
新課程

完全実施

高 3 で新課程
完全実施

新課程での
大学入試実施

大学
入試改革

大学入学共通テスト
実施とその枠組みに
おける英語の資格・
検定試験の活用

＊文部科学省の複数資料を基に編集部で作成。

これからの
英語教育を考える

視点1

これからの
英語教育を考える

視点 2

これからの
英語教育を考える

視点 3

大学入試での英語４技能評価、次期学習指導要領の
全面実施など、英語教育の環境が１年単位で変化

次期学習指導要領では、英語の授業での
「主体的・対話的で深い学び」の実現が求められる

生徒・教員の英語力は、国の目標との間に依然、差がある。
生徒の意識では、自分が将来、英語を使うイメージが弱い
◎生徒・教師の英語力の状況

割合
（実績/目標） 中学校 高校

生徒 40.7/50 39.3/50

教員 33.6/50 65.4/75

注）生徒については、中学３年生で CEFR・A1
レベル以上相当、高校３年生で CEFR・A2 レベ
ル以上相当の英語力を有すると思われる割合。
教員については、CEFR・B2 レベル以上のスコア
等を取得している英語担当教員の割合。

＊文部科学省「平成 29 年度英語教育実施状況調
査」を基に編集部で作成。

◎社会での英語の必要性と、自分が英語を使うイメージ
　（中学生の場合）

外国語活動・
外国語科の目標

小・中・高等学校を
通じた領域別の
目標の設定

• 外国語教育における「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向
かう力・人間性等」を更に育成すること。

•三つの資質・能力を明確にした上で、❶各学校段階の学びを接続させるととも
に、❷「外国語を使って何ができるようになるか」を明確にするという観点から
目標の改善・充実を図る。

• 外国語学習の特性を踏まえて「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力等」
を一体的に育成し、小・中・高等学校で一貫した目標を実現するため、そこに
至る段階を示すものとして国際的な基準である CEFR＊１などを参考に、段階
的に実現する領域別の目標を設定する。

＊中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（2016
年 12 月）第２部第２章「12. 外国語」を基に編集部で作成。

＊ベネッセ教育総合研究所「中高生の英語学習に関する実態調査」（2014 年）を基に
編集部で作成。
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1.5

英語を使うことは
ほとんどない

社会での
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必要性

自分が
英語を使う

イメージ

日常生活で外国の人と
英語を話すことがある

無回答・
不明

（％）

仕事ではほとんど
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いつもではないが仕事で
英語を使うことがある
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加藤　人口減少が著しい日本では、
ＳＤＧｓ＊１で掲げられた世界的課題も、
一部のリーダーだけでなく、国民一人
ひとりが当事者として国内外の人々と
協働して取り組む必要があります。そ
うした社会を生きる子どもたちにどの
ような力を育みたいとお考えですか。
佐々木　人口減少とＡＩの進化には大
きな危機感を抱いています。インター
ネットで調べれば何でもすぐに分か
る時代にあって、知識・技能を活用す
る力や思考力・判断力などがますま

す重要になります。他者と協働しなが
ら自ら課題を見つけて新たな価値を
創り出す力の育成はもちろん、困って
いる人を助けるといった心の教育な
ど、不易の部分も大切にしています。
瀧沢　東京都では、「教育ビジョン」
として、変化の激しい社会で自ら学び
考え行動する力や社会の発展に貢献
する力を培うことを基本理念に掲げ
ています。具体的には、相手の考えを
的確に理解して論理的に説明する力
や、柔軟に考え新たな価値を創造する
力などを重視しています。特にグロー
バル人材の育成については、「東京グ
ローバル人材育成計画 '２０」でこれ

からの東京の姿、そこで活躍する人材
に必要な資質・能力を描き、個々の目
標と施策に落とし込みました（図１）。
佐々木　本県で同様の位置づけにあ
たるものは、教育振興基本計画です。
基本方針の１つに、「使える」外国語
教育の推進を掲げています（図２）。

加藤　そうした教育施策の中で、英
語教育をどのように捉えていますか。
佐々木　英語教育は言語教育です。自
分の考えを発信し、他者の考えを受け

＊１　Sustainable Development Goals の略。2015 年に国連が掲げた、持続可能な開発目標のこと。①貧困をなくそう、②飢餓をゼロになど、17 の目標と 169 のターゲット
から成る。

ベネッセ教育総合研究所東京都教育庁
実践内容は P.10 〜13 参照

福井県教育庁
実践内容は P.14〜17参照

グローバル教育研究室室長／主席研究員

加藤由美子　かとう・ゆみこ

ベルリッツ・シンガポールの学校責任者、ベネッ
セの英語教育事業開発担当等を経て現職。

指導部　国際教育推進担当課長

瀧沢佳宏　たきざわ・よしひろ

東京都立両国高校副校長、東京都教育庁指導
部、人事部、都立学校教育部等を経て現職。

学校教育幹

佐々木栄秀　ささき・えいしゅう

福井県教育庁高校教育課参事、福井県立藤島高
等学校長、同教育庁高校教育課長等を経て現職。
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小・中・高・大とすべての学校種で英語教育改革が進む中、「使える英語力」の育成に向け、教育委員会は何をすべきか。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックを好機の１つと捉え、グローバル人材の育成に力を入れる東京都教育庁と
全国に先駆けて高校入試における英語４技能評価を推進する福井県教育庁の双方の英語教育担当者が、
ベネッセ教育総合研究所のグローバル教育研究室室長の進行で、現在の課題と施策、今後の展望を語り合った。

小・中・高を一貫する英語教育の
実現に向け、教育委員会は何をすべきか

座談会

人口減少・技術革新が進み、
価値創造力が一層重要に

言語教科だからこそ容易に
「主体的・対話的で深い学び」

「使える英語力」を育む指導のあり方とは？



取り、判断して考え、また発信する。
その積み重ねで英語力は伸びていき、
授業自体が英語力とともに思考力や
表現力なども育成する場となります。
日本語では簡単すぎて口にすること
が少ない話題も、英語では話しやす
いことがあります。英語の授業は、そ
うした平易な話題から始め、自己表
現に慣れ、深い思考が求められる活動
へと移行しやすくなるという利点が
あります。つまり、英語は「主体的・
対話的で深い学び」を実現しやすく、
今求められている資質・能力を育む
重要な教科だと捉えています。
瀧沢　その通りだと思います。英語
教育改革では、「話す」力の育成に注
目が集まりやすいですが、東京都で
も育成を目指すのは「社会で使える
英語力」です。新学習指導要領で目
的や場面、状況などに応じた言語活
動の設定が求められているように、
文例のやり取りだけでなく、自分たち
で課題を設定し、その解決策を話し合
うといったタスクが授業でもっと行
われるようにしたいと考えています。

加藤　活動中心の授業では、題材が重
要になると思います。当研究所が行っ
た「ＧＴＥＣ」＊２のスコアを１年間で
大幅に伸ばした中学校・高校への調
査結果を見ると、教科書から社会に
かかわるテーマをうまく設定し、子ど
もが考える授業をしていました。
佐々木　自分の中に伝えたいことが
なければ、英語は単に覚えた知識の
ままであり、英語を使う意欲も持てま
せん。そこで、本県では、高校１年
生向けに県の特色を英語でまとめた
教材『Fuku（福）─English』を作成
しました。覚えさせたい単語や文法
ありきではなく、伝えたい内容に適
した英語表現を取り入れたのが特徴

で、地元福井を外国人に案内するた
めの内容を盛り込みました。
瀧沢　東京都も、東京の特色を英語
で紹介する独自教材『Welcome to 
Tokyo』を作成しました。身近な事
柄を英語で発信する経験を通して、英
語を使えると自分の生活が豊かにな
り、英語は授業だけではなく、社会で
使えるものだと実感してもらうこと
を企図しています。
加藤　社会における英語の必要性を
認識していても、自分が使うイメージ
は湧きにくいという調査結果＊３があ
りますが、そうした意識の転換には、
子どもにとって意味のある教材を使
うことがいかに重要かが分かります。
佐々木　県教委として、優れた教材

を作成するとともに、効果的に活用
するための研修も重要だと考えてい
ます。例えば、小・中では県内を７地
区に分けて、校種を超えた互見授業
を進めています。県内の中・高につい
ても、英語科教員による自主研究団
体「県英語研究会」でも、授業研究な
どを行いながら切磋琢磨しています。
瀧沢　英語の必要性を実感するには、
英語を使う環境が身近にあることも
効果的だと考え、今年９月、児童・
生徒対象の東京都英語村「TOKYO 
GLOBAL GATEWAY」を開設しま
した。社会の一場面を英語で体験す
るなど、豊富なプログラムを用意し、
授業と社会をつなぐ場としての活用
を期待しています。

＊２　ベネッセコーポレーションが提供する英語のスコア型テスト。「読む」「聞く」「話す」「書く」の４技能別に絶対評価を行う。スピーキングテストはタブレット端末を使用し
て行われるため、学校内での集団実施も可能。　＊３　ベネッセ教育総合研究所「中高生の英語学習に関する実態調査 2014」。
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東京都「東京グローバル人材育成計画 '20」（2018 年 2 月公表、抜粋）図１

◎育成すべき具体的な資質・能力と態度
３つの柱　•「使える英語力」の育成　•豊かな国際感覚の醸成　•日本人としての自覚と誇りの涵養

◎取組の方向性
❶授業の質を高める　•スピーキングを含めた４技能の伸長　• 新学習指導要領への対応　•「主

体的・対話的で深い学び」の実現
❷学ぶ時間・機会を増やす　• 英語の授業以外で学べる環境の創出　• 興味をひくコンテンツの

提供　• 英語を使う必要性・必然性の創出
❸学ぶ意欲を高め、学び続ける　• 国際交流の飛躍的拡充・継続　• 楽しさ・自信を体感できる

環境整備　• 目標を示し、チャレンジを支援　• 自律的・継続的な学習者の育成

◎施策
❶小学校英語の教科化等への対応　❷中学校における「わかる」「使える」を実現する英語授業の
推進　❸教員の英語力・指導力の底上げ　❹最新の英語教授法の習得　❺ネイティブ・スピーカー
の活用による授業改善　❻授業改善に向けた４技能評価の導入　❼英語での実践的な発話を体験
❽ＩＣＴを活用したスピーキング能力の向上　等

＊東京都教育庁提供資料を基に編集部で作成。

福井県「福井県教育振興基本計画」（2015〜2021年度）（抜粋）図２

方針４　グローバルな社会で活躍するための「使える」外国語教育の推進

◎基本的な考え方
• 国内外を問わず産業・観光など海外との交流が活発化し、これからの時代を生きる子どもたちは、

実生活で役立つ英語などの外国語を学ぶ必要に迫られています。
• 本県の生徒・教員の英語力は高いものの、話すなど実際に「使う」ことに課題があるため、国に

先駆けて小学校からの英語教育を推進します。
• 早い時期から段階的に英語に慣れることにより、児童の負担を軽減するとともに、平成 32 年度

からの小学校英語教科化に円滑に対応します。

◎主な施策
❶英語教科化への先行対応による小学校英語の推進　• 小学５年生、６年生に教科としての「英語」

を段階的に導入、小学３年生、４年生に外国語活動を導入（2018 年度〜）• 各小学校の中核と
なる教員を養成するため、外国語大学と連携した研修を実施（2015 年度〜）等

❷「話す」「書く」「聞く」「読む」力を着実に身に付ける中学・高校英語教育の推進　• 中学校、
高校において英語で行う授業を拡充　• 中学生、高校生に対する民間の英語の資格・検定試験
等の受検を支援（2016 年度〜）　等

＊福井県教育庁提供資料を基に編集部で作成。

教委が導く！　連続性ある英語教育特集

「英語は社会で使えるもの」
と子どもが感じることが大切



加藤　２０２０年度に大きく変わる小
学校での英語教育については、どの
ような施策を進められていますか。
佐々木　本県では２０１８年度から、
県内すべての公立小学校で、３・４
年次は年間３５時間、５・６年次は年
間７０時間の授業を行っています。Ｔ
１は担任を基本とし、モジュールは
活用しない方針です。担任の不安や
負担を少しでも軽減しようと、授業時
数分の指導案と教材を作成し、各校
に配布しました。指導案は英語版も
作成し、ＡＬＴ＊４との打ち合わせ時間
が十分に取れなくても、すぐに授業
が行えるようにしています。
瀧沢　東京都は、人的配置と研修の
実施において区市町村を支援してい
ます。具体的には、英語専科教員や
都独自の英語教育推進リーダーの配
置、教員の海外派遣研修、『Welcome 
to Tokyo』を始めとする教材の作成
など、多方面から支援してきました。
佐々木　本県では人材確保の面で専
科教員の配置は難しいと判断し、２
年前から、担任をＴ１として小学校
英語を進めることを周知してきまし
た。現場から不安の声が上がりまし
たが、指導案や教材を提供し、研修
を充実させることで、その払拭に努
めました。今後も、教材と研修を柱
として現場を支えながら英語教育を
推進していきます。
瀧沢　小学校の授業を見て思うのは、
小学校の先生は褒めたり励ましたり
と子どもの意欲を高める指導力が高
く、様々な教科の指導経験があるので
他教科と関連させた授業も上手だと
いうことです。中・高の教員が小学校
教員から学ぶことは多いと思います。

加藤　「英語を話せないから授業はで
きない」と不安に思う先生もいらっ
しゃると思いますが、小学校の先生
だからこそできる授業があると自信
を持って進めていただきたいですね。
佐々木　小学校の先生方の可能性に
は大いに期待しており、全面実施ま
での２年間で、先生方には英語力を
高めてもらい、２０２０年度をスター
トできればと考えています。

加藤　小学３年生から英語教育が行
われると、中学校入学時の英語力の
把握が一層重要になると考えられま
す。また、中学校でも高校と同様、
英語の授業は英語で行うことが次期
学習指導要領に示され、４技能の指
導が強化されます。そうした中、子
どもの英語力を伸ばすには、小・中・
高の連携が鍵を握りそうです。
佐々木　本県もそう考え、２０１７年

度、県教委内に小・中・高の英語担
当の指導主事から成る「外国語教育
グループ」を設けました。校種を超
えて情報共有を密にし、指導主事訪
問などに生かしています。特に、現
小学３年生が中学校に入学するまで
の４年間は、新中学１年生が小学校
で受けた英語教育は毎年異なります。
中学校教員が小学校の英語の授業を
見て、自校に入学する子どもの英語
力を把握することは必須です。小・中
の互見授業を推奨しているのも、そ
うした理由があります。
瀧沢　東京都の場合、小中連携は区市
町村の裁量によるところが大きいで
す。東京都として中学校での４技能
の統合的な指導を支援するため、「中
学校英語科教師のための指導資料」
を作成し、都内の全公立中学校に配布
しました。また、「生徒の英語による
パフォーマンスを高めるための指導
資料」（ＤＶＤ）を作成し、新学習指
導要領の改訂のポイントや授業改善
例、パフォーマンステスト（スピー
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＊４　Assistant Language Teacher の略で、外国語指導助手のこと。小・中・高校などの英語の授業で日本人教員を補助する。

小学校英語で重要なのは
担任ならではの「指導力」

小・中が互いに授業を見て、
子どもの英語力を把握する

小・中・高と連続して「使える英語力」を育むために



キングテスト）事例などを示しまし
た。さらに、その実践に向けた研修を、
公立中学校の英語科教員全員を対象
に行っています。３年間で全員の受
講を目指していたところ、本年度ま
での２年間で対象者の受講がほぼ済
みました。現場のパフォーマンス評
価への関心の高さを感じています。

加藤　中高連携では、高校入試が大
きなポイントになると思います。大
学入試では、民間の英語の資格・検
定試験を活用した４技能による評価
の導入が進んでおり、高校入試も今
後の動向が注目されています。
佐々木　本県では、２０１８年度高校
入試から、民間の資格・検定試験の
結果を加点する方式を導入しまし
た（図３）。高校入試の英語の試験で
は、１９６０年からリスニングテスト
を行っており、リーディングとライ
ティングについても、和訳や文法の
問題は出さず、要約や意見を書く問
題を出しています。スピーキングに
ついては、２０１９年度から民間の資
格・検定試験を使った新たな選考方

法を検討しています。これに先立ち、
この８月に試行テストも行いました。
中学校で４技能の指導をしているに
もかかわらず、高校入試ではスピー
キングだけテストがない状況を解消
することがねらいです。検定日や予
算などの課題はありますが、生徒が
日々の授業に必然性を感じ、安心し
て学びに向かえるようにするために、
目標・指導・評価の一体化を図るこ
とは、入試においても重要です。今
回の結果を分析し、２０１９年度入試以
降、よりよい方法を探っていきます。
瀧沢　東京都においては、高校入試
における英語４技能による評価を、
英語教育の有識者や学校長らによる
委員会を立ち上げて検討しています

（図４）。中学校までの４技能の授業
でつけてきた英語力を、「東京グロー
バル１０」＊５など、各高校の特色ある

教育で学校が目標とする英語力にま
で高めて卒業させる役割を果たす上
で、高校の英語入試はどうあるべき
なのか。入学─教育課程─卒業という
一貫したポリシーの下、英語教育を充
実させる観点で検討を進めています。
加藤　次期学習指導要領では、小・中・
高で一貫した４技能５領域の目標が
Ｃａｎ─Ｄｏ形式で示されました。英語
力の評価というと、得点や合否など
に目が行きがちですが、「英語を使っ
て何ができるようになったか」が今
後さらに重要になります。卒業時、
各学年、各学期の到達目標を、学習
指導要領に示されたＣａｎ─Ｄｏ形式で
設定し、その目標に向けた授業を行
い、パフォーマンステストでも測る評
価をどの学校段階でも行えば、おの
ずと小・中・高で連続的に英語力は
伸びていくのではないでしょうか。
佐々木　普段の学習で身につけるべ
き力がそのまま試験でも問われ、評
価される。それは、入試でも定期考
査でも同じであり、本来あるべき姿
です。採点の難しさなどの課題はあ
りますが、それに向き合い、解決を
図っていくのが教委の役割です。
瀧沢　英語教育は過渡期であり、現
場の先生方も毎日が勉強だと思いま
す。ただ、その姿は子どもにとって、
生涯学び続けるというロールモデル
になるはずです。先生方には、日本
の教育が変わっていく、その先陣を
切って取り組んでいるという気概を
持っていただきたいですし、それを
教育委員会はサポートしていきます。

＊５　東京都が次代を担うグローバル人材育成に向けた取り組みを支援する事業。都立高校及び都立中等教育学校の 10 校が 2015 年度から３年間の指定を受けた。2018 年度
再指定。
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年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

都（
高
校
入
試
）

東京都立高校入試英語検査改善の想定スケジュール図４

福井県公立高校入試英語検査の状況図３

＊「東京都立高等学校入学者選抜英語検査改善検討委員会報告書」（2017 年 12 月）を基に編集部で作成。

2018年度入試
（現高校１年生）

話す力を含めた４技能評価のため、民間の英語の資格・検定試験の取得級
に応じて、英語の入学試験（読む・書く・聞く）の得点に５〜 15 点を加点。
ただし、加点後の上限は 100 点とする。

2019年度入試
（現中学3年生）

2018 年度入試に導入した加点制度を修正し、取得級による加点は５点とす
る。加点対象とする級は学校・学科によって異なる。なお、加点後の上限を
100 点とする点は変更なし。

2020 年度以降
（現中学２年生以下）

「話す」力の評価は、民間の英語の資格・検定試験によるスピーキングテス
トの導入を検討中。それに向けて、2018 年８月に試行テストを実施。

＊福井県教育委員会提供資料及び取材に基づいて編集部で作成。

調査研究
フィージ
ビリティ
調査

プレテスト　→　一部実施　→　拡大実施

公表・周知

教委が導く！　連続性ある英語教育特集

目標・指導・評価の一体化は
入試にも定期考査にも必要



授業改善に着実に結びつくよう、
取り組みの内容や進め方を工夫
　東京都教育委員会では、座談会（Ｐ．
６〜９）で言及したように、２０１８
年２月、「東京グローバル人材育成計
画 '２０」をまとめ、①授業の質を高
める、②学ぶ時間・機会を増やす、
③学ぶ意欲を高め、学び続ける、を
基本方針として数々の施策を推進し
ている（Ｐ．７図１）。その中心とな
るのは、人材の配置、教材の開発・
提供、研修の実施だ。施策において
留意するのは、持続可能なものにす
ることだと、指導部国際教育推進担
当の瀧沢佳宏課長は説明する。
　「各校が事業で得た成果を、事業終
了後も生かしていけるようにするた
め、各学校や区市町村の実態に応じ
た取組になるよう進め方などを工夫
するとともに、人材育成にも力を入れ
ています」
　例えば、小学校英語の教科化対応

では、推進事業と研修をセットで計
画・実施する。２０１６年度から２年
間の事業で、１０地域を英語教育推進
地域に指定。その地域を含めた２５地
区で３８人の英語教育推進リーダーを
指定し、該当地区には教員を加配し
た。英語教育推進リーダーに対して
は、海外派遣研修を実施。ＴＥＳＯＬ＊１

によって自身の英語力や指導力を上
げられるようにした。
　「同時に派遣された中・高の英語科
教員との交流の場も設け、小・中・
高で一貫する英語力育成の意識を持
てるようにしました」（瀧沢課長）
　ほかにも、中学校に「生徒の英語
によるパフォーマンスを高めるため
の指導資料」（ＤＶＤ）を配布した際
には、３年計画で中学校英語科教員
悉皆の研修を実施。研修では、「東京
都中学校英語教育研究会」の会長や

元会長に、新学習指導要領の基本的
な考え方などについての講演を依頼
し、現場の実態に即した研修にして
いる。さらに、ワークショップを現
場で活躍する指導教諭等に実施して
もらい、研修を受けて終わらないよ
う、授業に落とし込むところまでを
研修に組み込んでいる。
　今後、柱となる施策は国際交流だ。
多様な人々と対話し、新たな価値を
創造するためには、その経験が重要
になると、瀧沢課長は語る。
　「外国人と直接交流する意義がます
ます高くなると捉え、訪日外国人と
の交流の充実に取り組んでいます。
多様性を理解し、寛容性を高めて、
他者と良好な関係を築いていく力を、
子どもたちに育みたいと考えていま
す」

＊１　Teaching English to Speakers of Other Languages の略。英語を母国語としない人に対する英語教授法。第二言語習得理論、語彙・文法・発音などの教授法、カリキュ
ラム、指導案、評価法などを学ぶ。

◎東京都では、東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の成功とその先の東京都の未来への道筋を
明瞭化するため、「2020年に向けた実行プラン」を策定。
その中でも、グローバル人材育成については、「東京グ
ローバル人材育成計画 ’20」を策定し、様々な施策を推
進している。

東京都
プロフィール

人口　約１,375 万人　面積　約 2,193.96㎢
公立学校数　小学校 1,273 校、中学校 617 校、義務教育学校 7 校、
高校 186 校、特別支援学校 62 校
児童生徒数　約 97 万人　
電話　03-5320-6867
URL http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/
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指導部
国際教育推進担当課長

瀧沢佳宏
たきざわ・よしひろ
東京都立両国高校副校
長、東京都教育庁指導部、
人事部、都立学校教育部
等を経て現職。

人的支援、教材提供、研修を柱に、
英語を使う活動中心の授業を支援
東京都
東京都は、グローバル人材の育成に向けた英語教育について中長期的な計画を立て、様々な施策を実行している。
小・中学校については、広域行政として、区市町村の取り組みを支援するというのが基本方針だ。
事業は研修とセットで計画・実施するなど、着実に授業改善が進むようにし、
事業終了後や担当者の異動後も、学校全体の取り組みとして継続できる手立てを講じている。

事例 1

東京都教育委員会の施策

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/


　２０１８年４月に開校した９年間一
貫の義務教育学校・江東区立有明西
学園では、前期課程（小学校段階）
から英語教育に重点を置く。外国語
活動の年間授業時数は１・２年次が
１２時間、３・４年次が３５時間、教科
担任制となる５・６年次が７０時間だ。
　５・６年次の外国語活動を担当す
る吉岡宇乃先生は、「本物のコミュニ
ケーションを体験する場をつくり、
必然性を感じる学びを通して『使え
る英語力』の育成につなげたい」と
語る。まず大切にするのは、コミュ
ニケーションのマナーだ。授業では

「eye contact」「finger-tip（手を前に
伸ばして指先が触れるくらいの距離

感）」「smile」「clear voice」を重視し、
毎回、よい例と悪い例を子どもと一
緒にロールプレイする。
　「英語に限らず、豊かなコミュニ
ケーションを生み出すために、４つ
のマナーを繰り返し伝えるとともに、
私が子どもたちのロールモデルとな
るよう努めています。相手に大切に
されていると、子どもたちは安心し
て、自分を積極的に表現するように
なります」（吉岡先生）
　どの子どもも主体的に活動できる
よう、五感を使う活動をバランスよ
く取り入れることも重視している。
　「以前は絵カードなどの視覚教材が
中心でしたが、聴覚や触覚に敏感な
子どももいることに気づいてからは、
視覚に偏らず、五感をバランスよく
刺激するよう教材を工夫しています」

（吉岡先生）

　例えば、文字の形からアルファベッ
トへの理解を深めようと使ったのが、
Ａ〜Ｚの形をしたカラフルなブロッ
クだ。好きなブロックを１つずつ選
び、その文字の名前や色について説
明し合う活動を行った（図１）。
　さらに、子どもにとって身近な題
材を取り上げることで、子どもの興
味・関心を喚起し、学習意欲につな
げている。例えば、同校の学区域に
は東京オリンピック・パラリンピッ
クの競技予定会場が数多くあり、子
どもはその開催を非常に楽しみにし
ている。そこで、開会式は参加する
国・地域が名前のアルファベット順
で入場することに注目させ、国旗を
入場順に並べる活動をグループごと
に行った（写真１）。
　「子どもがよく知っている題材を取
り上げると、『やってみたい』『伝え
たい』といった気持ちが自然と湧き
起こります。『国の名前を知りたい』

『順番に並べたい』という意欲は高く、
グループ内で話し合いながら生き生
きと取り組んでいました」（吉岡先生）
　授業の振り返りでは、「開会式では
入場の順番にも注目したい」と述べ
た子どももいたという。

五感を使ったコミュニケーション活動で
「使える英語力」を育む

写真１　国旗に国名が書かれた視覚教材を用い
た活動でアルファベットの理解を深めた。サッ
カーの FIFA ワールドカップの直後の授業で、国
旗を見ただけで国名を答える子どももいた。

◎ 2018（平成 30）年、江東区初の施設一体型、
９年間一貫教育の義務教育学校として開校。多種
の木材を床や壁、柱などに多用した校舎も特徴的。

校長	 本多健一朗先生
児童・生徒数　前期課程（小学生）556 人、後期
課程（中学生）71 人
学級数	 前期課程 18 学級、後期課程 4 学級
電話	 03-3527-6401
URL http://ariakenishi-gakuen.koto.ed.jp/
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５年次「アルファベットに慣れ親しむ」　授業の流れ　図１

主任教諭

吉岡宇乃
よしおか・うの

外国語活動担当。５学年
担任。2016 〜 17 年度、
東京都英語教育推進リー
ダー。

イントロダクション
日づけや天気など、教員が話す英語を聞き、板書された英語を見て、全
員で発声する。

アルファベットブロッ
クを使ったやり取り

自分が選んだアルファベットブロックの文字の名前や色について、ペアで
説明し合う。教室内を歩き回り、できるだけ多くの友だちとやり取りする。

アルファベットソング
を歌う

アルファベットソングの動画を視聴し、目と耳からインプットした後、再度、
動画を見て、それに合わせて全員で歌う。

世界の国旗をアルファ
ベット順に並べる

映像でオリンピック・パラリンピックの開会式の参加国・地域の入場順に注
目させ、グループごとにアルファベット表を見ながら国旗を順番に並べる。

学習の振り返り 子どもが本時で学んだことを発表する。

＊江東区立有明西学園提供資料を基に編集部で作成。

教委が導く！　連続性ある英語教育特集

子どもの主体性発揮のため、
五感を刺激し、題材を工夫

授業づくりのポイント

江東区立有明西学園の実践

http://ariakenishi-gakuen.koto.ed.jp/


　後期課程（中学校段階）の英語学
習への接続も重視している。同校で
は「英語プロジェクト部会」を設置し、
校内の英語環境の整備について検討
したり、前・後期課程の指導内容を
すり合わせたりしている。そうした
話し合いを通じて、前期課程におけ
る英語での豊富なコミュニケーショ
ンの経験が、後期課程の学びの支え
になるということが、学園全体の共
通認識となっている。
　「６年間の豊かな英語コミュニケー
ション活動を通して、簡単な英語に
多く触れる経験をしていけば、後期
課程で一段上の活動をした時に、『こ

れはどのように表現すればよいのだ
ろう』といった疑問につながるでしょ
う。そして、語彙や表現方法をもっ
と増やしたいという意欲が高まり、
主体的に英語学習を進めていけるよ
うになると考えています」（吉岡先生）
　小学校英語の教科化に向けて、文
字指導についても話し合った。
　「中学生段階になると読み書きの指
導が入り、授業についていけずに英
語学習から遠ざかってしまう生徒が
見られました。そこで、５・６年次
に読み書きの入門となる内容を取り
入れています」（吉岡先生）
　吉岡先生は校内研修にも力を注ぎ、
教員の指導力の底上げを図っている。
　「放課後に自由参加の研修を行い、
デジタル教材を使いながら一緒に指
導法を確認したり、外部研修の成果

を共有したりしています」（吉岡先生）
　吉岡先生は、２０１６〜１７年度、東
京都の英語教育推進リーダーとして
区立小学校の英語研修を担当した。
その経験を踏まえると、教員の英語
指導力の向上には、教員研修を充実
させて、教員一人ひとりに指導への
自信をつけさせることと、教材研究
の効率化が重要だと語る。
　「多忙な中で、なかなか自信が持て
ず、慣れない英語教材の研究や作成
に苦労する先生方を大勢見てきまし
た。受け持ちの子どもたちが関心を
持ちやすい身近なテーマを扱ってい
る教材を探すのには時間がかかりま
す。テキストに付属している指導案
を活用するとともに、教材の素材集
を共有することで、授業の充実を図っ
ていきたいと思います」（吉岡先生）

　国分寺市立第一中学校は、「東京都
教育ビジョン」に示された「使える
英語力」の育成に向け、レッスンご
との目標となる活動を設定して学習
を積み上げるプロジェクト型授業を

全学年の英語科で推進している。指
導教諭の相沢秀和先生は、そうした
授業で、「分かる」「できる」「使える」
のプロセスを経て英語力を伸ばして
いくと説明する（図２）。
　「授業で教わったり自ら学んだりし
て『分かる』ようになり、練習を繰
り返して『できる』ようになります。
さらに、自分の考えを述べる活動な

どで活用することで『使える』よう
になっていきます。プロジェクト型
授業では、そのプロセスに沿って『使
える英語力』を育成しています」
　授業では、教科書のレッスンごと
に最終目標となる活動として、自己
表現を行うタスクを設定。その活動
のために必要な力を、各回の授業で
学んでいくという流れになる。
　タスクは、レッスンの内容に合わ
せて、スピーチやプレゼンテーショ
ン、ショー・アンド・テル＊２、さら
に臨機応変な対応が求められる会話
形式のシミュレーションテストなど
を設定。ほかにも、スピーチ原稿の
作成など、小さなタスクを各回の授
業に組み込んでいる。

＊２　大勢の前でテーマに沿って話す活動のこと。

タスクを目標としたプロジェクト型授業
で、英語４技能を統合的に育成

◎ 1947（昭和 22）年開校。確かな学力と豊か
な心を育む一方で、東京都「スーパーアクティブ
スクール」の指定を受け、体力向上にも力を注ぐ。

校長	 後藤正彦先生
生徒数	 596 人　　学級数　17 学級
電話	 042-322-0641
URL	 http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/smp/

kurashi/1012309/1008645/1001229/
index.html
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指導教諭

相沢秀和
あいざわ・ひでかず

教務主任。英語科。2014
年度、東京都英語教育戦略
会議専門部会委員。2017、
18 年度、東京都「生徒の
英語によるパフォーマンスを
高めるための研修」講師。

自己表現を行う活動を目標に
毎授業で学びを積み上げる

授業の工夫

前期課程の学習内容を定着させ、
後期課程への学習意欲につなげる

小・中の接続への対応

国分寺市立第一中学校の実践

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/smp/kurashi/1012309/1008645/1001229/index.html


　ワークシートは、生徒がタスクで
力を発揮するために必要な学習の要
素や順序を教科団で検討して、１回
の授業ごとに作成。学年共通とし、
それぞれの少人数・習熟度別編成ク
ラスで学習内容や進度、評価規準な
どの足並みをそろえている。
　ワークシートの冒頭ではタスクを
明示し、生徒に学習の見通しを持たせ
る。例えば、２年生の受動態を学ぶ
レッスンでは、「住みたい国をプレゼ
ンテーションしよう」をタスクとし、

「このレッスンでは、住んでみたい外
国についてプレゼンテーションしま
す。そのために、動作を受けるものご
とを主語にした表現［受動態］や国の
文化などの説明の仕方について学び
ます」と具体的な学習内容を示した。
　授業では、教科書を基にした文法
や表現の学習、音読、ペアでのやり
取りなど、４技能をバランスよく伸
ばす活動を意識して取り入れ、生徒
の「分かる」や「できる」を少しず
つ増やしていく。
　「『この学習はプレゼンテーション
の際にこのように活用します』など、
学習内容をタスクに結びつけて伝え
るようにしています。生徒は目的意
識を持てるため、集中力が途切れず、
意欲的に学んでいます」（相沢先生）
　４技能の育成は、毎授業の帯活動
でも行っている。１年次から定型質
問文とその答えをペアで言い合う活

動を積んで会話力の基礎を養い、２
年次２学期からはペアで１分間の会
話を続ける「One Minute Chat」を
行う。さらに、３年次２学期から
は、即興の１分間スピーチをペアで
行い、聞き手が語数を数える「Word 
Counter」を取り入れるといったよう
に、活動のレベルを徐々に上げ、表
現力やコミュニケーション力を着実
に高められるようにしている。

　ワークシートには、評価規準とルー
ブリックを明記。評価の観点を生徒
と教員が共有し、意識すべき点が何
であるかが、生徒に分かるようにし
ている（図３）。そして、タスクを
行った後には、そのルーブリックに
評価を記入し、生徒に渡す。さらに、
学期ごとに全タスクのルーブリック
による評価をまとめた個票を作成し、
生徒に渡して保護者のサインをもら

うようにしている。
　「各学期の評価は、タ
スクと定期考査の結果を
基に行っています。評価
の根拠は、誰の目にも明
らかであるべきだと考え、
ルーブリックによる評価
を取り入れました」（相沢
先生）
　自己表現活動であるタ
スクでは、スピーキング
やライティングの力を問
うため、定期考査では、
リーディングやリスニン
グの力を測る問題に比重
を置いている。
　プロジェクト型授業の
よさの１つは、どの学力
層の生徒でも英語力を伸
ばしやすいことだと、相

沢先生は実感している。
　「タスクでの目標規準は自分の英語
力に応じて設定できるので、生徒は

『自分ができるところまで頑張ろう』
という気持ちで取り組めます。また、
ルーブリックでは、何ができて、何
ができていないかが具体的に分かる
ため、次は何を頑張ればよいかが分
かりやすいことも、学習意欲の向上
につながります」
　そうした授業を通して、生徒に「使
える英語力」が着実に育ちつつある
ことを、相沢先生を始めとした英語
科教員は実感している。
　「東京都の学力調査などで成果が見
られるだけでなく、シミュレーショ
ンテストなどでも、予期せぬ質問に
即興で英語で答えられる生徒が増え
ました。生活の中で英語を使う場面
に出会った時に、対応できる力がつ
いてきたのではないかと手応えを感
じています。今後は、生徒が英語で
考え、英語でその考えを発信できる
よう、授業をさらに工夫していきま
す」（相沢先生）
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「使える英語力」の育成のプロセス図２

＊国分寺市立第一中学校提供資料を基に編集部で作
成。

２年次　受動態のタスクのルーブリック　図３

＊国分寺市立第一中学校提供資料を基に編集部で作成。

生徒の学び 授業の活動

分かる

できる

使える 考えて使う

練習する

教わる
学ぶ

教委が導く！　連続性ある英語教育特集

ルーブリックによる評価で
到達度と課題を具体的に把握

評価の工夫



高校だけでなく小・中学校とも深くかかわり、
市町教委の実践を支援

　２０１７年に行われた文部科学省「英
語教育実施状況調査」において、福井
県の中学３年生、高校３年生、そして
中学校・高校の英語科教員が、国が
示したＣＥＦＲ＊２の目標に到達した割
合は、いずれも全国１位＊１だった。さ
らに、中学・高校生については、英
語力の対前回上昇率も上位に入った。
そうした英語教育改革の成果が見ら
れる福井県では、座談会（Ｐ．６〜９）
で語られた通り、２０１５年に策定し
た「教育振興基本計画」の基本方針
の１つに「『使える』外国語教育の推
進」を掲げ、小・中・高で様々な施策
を推進している（図１）。佐々木栄秀
学校教育幹は、次のように説明する。

　「本県の１学年の児童・生徒数は約
７０００人で、英語科教員は中・高の
合計で６００人ほどです。自治体数も
１７市町とそれほど規模が大きくあり
ませんから、県教委が方向性を示し、
市町教委の実践を支援するという方
針で、高校だけでなく小・中とも深
くかかわり、小・中・高の指導が一
体化するよう改革を進めています」

　そうした姿勢がよく表れているの
が、小学校英語の教科化への対応だ。
文部科学省で教科化に向けた議論が
始まると、県教委は教科化を見越し
て小学校での英語教育の検討に着手
した。義務教育課の尾形俊弘参事は

次のように振り返る。
　「『教科化が決定してから実施方法
を議論するのでは遅すぎる』という
見解の下、県教委で議論を始めまし
た。他教科と同じように学級担任が
授業を行うのか、英語の専科教員を
配置するのか、また、通常授業に組
み込むのか、モジュールを取り入れ
るのかなど、それぞれの利点と課題
を比較しながら、小学校で子どもの
英語力を伸ばすための最善の方法を
探りました」
　そして決まったのが、担任をＴ１

＊１　文部科学省「平成 29 年度　英語教育実施状況調査」の結果によるもの。福井県の調査結果は、中学３年生では、到達目標の CEFR の A1 レベル以上の割合が 62.8％、高
校３年生では、到達目標の CEFR の A2 レベル以上の割合が 52.4％、教員の英語力では、CEFR の B2 レベル以上の英語力を有すると思われる英語科教員の割合が、中学校は
62.2％、高校は 91.3％と、いずれも全国１位だった。

◎日本列島のほぼ中央、日本海側に位置する。越前ガ
ニやコシヒカリなどの特産品、東尋坊や永平寺などの
名所・旧跡、恐竜博物館を有し、繊維・機械・眼鏡産
業が盛ん。「全 47 都道府県幸福度ランキング」（日本
総合研究所編）で３回連続幸福度日本一。2018 年度、
国民体育大会、全国障害者スポーツ大会を開催。

福井県
プロフィール

人口　約 77 万 4000 人　面積　4,190.51㎢
公立学校数　小学校 190 校、中学校 75 校、高校 27 校、特別支
援学校 11 校　児童生徒数　約 7 万 9600 人　
電話　0776-21-1111（代表）
URL http://www.pref.fukui.lg.jp/kyouiku/education/

cat2001/index.html
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学校教育幹

佐々木栄秀
ささき・えいしゅう

福井県教育庁高校教育課
参事、福井県立藤島高等
学校長、同教育庁高校教
育課長等を経て現職。

義務教育課
参事（外国語教育）

尾形俊弘
おがた・としひろ

福井県教育庁義務教育課
指導主事、福井県内の公
立小学校教頭等を経て現
職。

県教委が主導し、
小・中・高の指導に連続性を持たせる
福井県
中学生・高校生、そして英語科教員の英語力において、国の目標に到達した割合が、いずれも全国１位＊１だった福井県。
その要因の１つには、福井県教育委員会が主導し、小・中・高の英語教育改革を進めてきたことが挙げられる。
今年度には小学３年生からの英語教育を県内全公立小学校で始め、2018 年度高校入試では、話す力を評価するため、
民間の資格・検定試験を活用するなど、小・中・高の連続性のある指導を推進している。

事例 2

福井県教育委員会の施策

県教委が改革の方針を示し、
市町教委と連携

改革への姿勢

全授業の指導案を作成し、
現場の不安と負担を払拭

小学校英語の教科化への施策

http://www.pref.fukui.lg.jp/kyouiku/education/cat2001/index.html


とし、コミュニカティブな活動中心
の授業を行うという方針だ。実施に
向けた課題を市町教委から聞き取り、
担任を対象とした研修や、全２１０時
間分の指導案の作成などを行った。
　「県が掲げた方針の下、現場が実践
できるよう、不安と負担の両面を軽
減する責任が教委にはあります。ま
た、教員の英語教育に対する意識の
違いが指導の差とならないよう、統一
した指導案が必要でした」（尾形参事）
　指導案は、義務教育課外国語教育
グループの指導主事７人を中心に、
大学教員の協力も得て作成した。運
用を開始した今年度は、各地区の研
究指定校が指導案を基にした授業を
公開し、指導力向上を図っている。
また、県の指導主事が各校を訪問し
て、活用状況と課題を聞き取り、指
導案の改訂に生かしている。
　「移行期間中は子どもの英語学習歴
が毎年異なるため、指導案も毎年見
直し、子どもの英語力に応じた指導
案を提供していきます」（尾形参事）

　小学校での英語の学習状況が大幅
に変わることを受け、一層重視する
のが小中連携だ。県教委では、各地
区内で小・中の互見授業を定期的に
行い、子どもの英語力の把握や、指導
力の研鑽

さん

に生かすよう推奨している。
　また、中学校の指導改善に結びつ
く高校入試について、福井県では、
１９６０年から高校入試の英語でリス
ニングテストを実施しており、各中
学校もリスニングの指導に力を入れ
てきた。現在、リスニングテストは
６０分中１５分、１００点中３０点配点で、
英文を読む速度は、ネイティブ・スピー
カーが普通に話すぐらいの速さだ。
　「中学校での到達目標やそれに続く

高校の学習内容を考え、高校入試の
問題も変化させています。従来から、
文法問題と英文和訳問題は出題して
おらず、ここ数年では、学習指導要領
に沿って長文問題の語数を７００語ま
で増やしました。そして、知識活用力・
情報分析力を測る記述・論述型の問
題を拡充し、自分の意見や考えを書
くなど、思考力・判断力を問う出題
としています。中学校には、自分の
意見や考えをやり取りする授業を期
待しています」（佐々木学校教育幹）
　ＡＬＴ＊３は、各中学・高校に１人（大
規模校では２人、すべて県費で雇用）
を配置して、子どもがネイティブの
英語に触れられる機会を増やした。
　「多くの中学校が英語で授業を進め
ており、４技能のバランスのよい指
導が行われています。そうした生徒の
学習を適切に評価するために、高校
入試でスピーキングテストを導入す
ることを視野に入れ、『ＧＴＥＣ』＊４で
試行テストを行いました（Ｐ．９図３）」

（佐々木学校教育幹）
　中高連携では、「県英語研究会」の
存在も大きい。公立・私立を問わず
県内の中・高の英語科教員全員が所
属する自主研究団体で、毎年秋に研
究大会を開催するほか、授業や教材
の研究及び実践報告などを行う。
　「教材等の作成の際には、学校を超
えて議論をし、そこで出た意見を自
校に広めるというように研鑽を積ん
でいます」（尾形参事）
　県全体で英語教育改革を進めるよ
うになり、県教委の指導主事の小・
中学校訪問は、珍しくなくなった。県
教委と市町教委の連絡協議会では、
県の指導主事が模擬授業を行い、目
指す授業像を共有している。
　「社会で使えるような英語力の育成
に向け、小・中・高が連続性を持っ
た指導でなければなりません。これ
からも県と市町、学校が連携し、子
どもたちの成長を支えていきたいと
思います」（佐々木学校教育幹）

＊２　　Common European Framework of Reference for Languages（ヨーロッパ言語共通参照枠）の略で、語学のコミュニケーション能力のレベルを示す国際標準規格。レ
ベルは A1、A2（A：基礎）、B1、B2（B：自立）、C1、C2（C: 熟達）の 6 レベルがあり、C2 が最も習熟度が高い。　＊３　Assistant Language Teacher の略で、外国語指
導助手のこと。小・中・高校などの英語の授業で日本人教員を補助する。　＊４　ベネッセコーポレーションが提供する英語のスコア型テスト。「読む」「聞く」「話す」「書く」の
４技能別に絶対評価を行う。スピーキングテストはタブレット端末を使用して行われるため、学校内での集団実施も可能。
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福井県「小・中・高が連携した英語教育の進め方について」図１

小
学
校

◎小学校の英語教科化に向けた指導案および県独自の教材を作成
• 指導案（日・英）および評価テスト（スピーキング、リスニング、筆記テスト）、副教材の作成
• 教材の活用方法や評価に関する研修を実施（2017 〜18 年度 800人）
• 英語を教えるヒント集（日本語と英語の比較など）の作成・活用
• 全学校で授業公開を実施（指導主事が訪問指導）

◎小学校教員の研修を中核教員だけでなく、担任教員に拡充
• 各校のリーダーを対象とする中核教員研修（2015 〜 16 年度191人）
•５・６年生担任研修（2016 〜 17年度400 人）
• 発音指導法・テレビ語学番組活用研修（小学校１〜６年生担任または管理職。2016 〜 17 年

度800人）

◎退職教員、地域人材による外国語活動の支援

中
学
校
・
高
校

◎話す力をつける授業、校内でのスピーキング評価とともに民間の英語の資格・検定試験を活用
• 中学３年生と高校１〜２年生に、民間の英語の資格・検定試験受検料を補助
• 話す力を含めた４技能評価のため、2018 年度高校入試で、民間の英語の資格・検定試験の

結果を加点する方式を導入。2019 年度以降、スピーキングテストを導入予定（2018 年度試
行実施）

◎ＡＬＴの活用（ＡＬＴを増員。2016年度 103人→2017年度 111人）
• 放課後等に生徒とＡＬＴが日本語と英語を教え合う活動を設定

◎生徒が英語を使う機会の拡大
•ＩＣＴ機器の活用による海外の高校生との交流、英語ディベート大会参加校の拡充、海外語

学研修の実施（15 日間、２年生 100 人）
•「ふるさと福井のよさ」を中学生や高校生が自作したＰＲカードを使い発信（2016 年度、福井

商業高校、勝山北部中学校などが実施）

◎福井県版オリジナル英語教材の配布
• 高校１年生（普通科）に対し『Fuku（福）─ English』を、高校 1 年生（職業系）に対し『ワードオー

ダードリル』を配布

＊福井県教育庁提供資料を基に編集部で作成。

教委が導く！　連続性ある英語教育特集

高校入試改革を進め、中学校
での学習を評価する試験に

中学校での指導改善



　越前市武生第一中学校は、２０１６
年度から２年間、福井県教育委員会
の「主体的・対話的で深い学び」に
関する研究指定を受け、全教科でそ
うした指導のあり方を研究してきた。
八
はっ

田
た

善憲校長は研究成果をこう語る。
　「ペアやグループでの話し合いに
よって、自分の考えを述べ、多様な
考えを知り、より発展的な考えに結
びつくような授業を展開してきまし
た。そうした学び方が生徒たちに定
着し、今年度は各教科の特性に応じ
た深い学びを追究しています」
　英語科では、そうした方針を踏ま
えつつ、福井県中学校教育研究会英
語部会の研究主題を基に、越前市の
部会が掲げた「互いに気持ちや意見
を伝え合い、考えを深めようとする
生徒の育成」を目標として指導改善
を進めている。
　英語科主任の中村香織先生は、授
業内容に「話す」「書く」など、毎回
重点を置く技能を設定した上で、１
時間の中で生徒が４技能をすべて使
うよう活動を組み立てている。
　「英語で外国人とコミュニケーショ

ンをとるためには、即興力が必要だ
と考え、教員ができるだけ英語で授業
を行い、他者とやり取りする活動に力
を入れています。同時に、自分が話し
たり書いたりした英文が正しいかを
判断するためには文法力が重要だと
考え、文法指導も丁寧に行っています」
　それでは、英語で授業を行うため
の工夫を見ていこう。
①到達目標と活動の手順を最初に示す
　冒頭に授業の到達目標とその達成
に向けた活動のステップを示し、全
体像をイメージさせる。そして、活
動ごとに具体的な手順を説明。そう
することで、説明時間が短くなり、
生徒は英語でも理解しやすくなる。
②ロールプレイなどモデルを見せる
　ロールプレイやジェスチャー、板
書を活用して伝える。また、例えば、
未習語が登場した際には、すぐに日
本語で意味を伝えず、その意味が連想
できるようなモデルとなる例文を伝
えるようにする。例えば、capital とい
う単語の場合、 "Tokyo is the capital 
of Japan.”と聞けば、その意味を捉
えることができる。ただ、生徒の様
子に応じて、無理せず日本語も使う。
③ＡＬＴにも同様の工夫をしてもらう
　ＡＬＴにも①②を説明し、ＡＬＴの
英語を教員が訳さないようにする。

　「生徒の英語力を把握しているのは
私たちであり、それをＡＬＴに説明し、
生徒が理解できる英語を使ってもら
うようにしています」（中村先生）
　日頃から教員・ＡＬＴ双方の英語を
聞くことで、生徒は身構えなくなり、
教員にも英語で返答するようになる。
　「英語をすべて理解できなくても大
意がつかめればよいと、生徒には伝
えています。授業で英語を聞き続け
ることが、何よりもリスニングの学
習になります」（中村先生）
　

　中村先生が英語での即興力を育む
ために活用するのが、マインドマッ
プ（図２）だ。トピックについて書き
出した考えをマインドマップに整理
し、そのマップを見ながら他者との
やり取りを繰り返す。すると、次第
に英語で文を組み立てて話すことに
慣れ、マップを見なくてもやり取りが
続くようになると、中村先生は語る。
　「一続きの文として提示すると、生
徒は意味を考えずにそれを読み上げ、
文として暗記しようとします。一方、
思考の流れが視覚化されているマイ
ンドマップでは、それを見ながらで
あっても、自分で単語をつなげて文に

マインドマップで考えを可視化してから
やり取りを行い、英語での即興力を高める

＊５　現在は、福井大学教育学部附属義務教育学校。

◎ 1948（昭和 23）年開校。校訓は「自律」「敬愛」「創
意」。学校教育目標に「総合的な学力をはぐくみ、
自己実現を図れる生徒を育成する」を掲げ、地域
とかかわる力や夢を持ち頑張る力などを育む。

校長	 八
はっ

田
た

善憲先生
生徒数	 605 人　
学級数　23 学級（うち特別支援学級３）
電話	 0778-23-1411
URL http://school.city.echizen.lg.jp/takefu1/
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校長

八田善憲
はった・よしのり

2016 年度から現職。

指導教諭

中村香織
なかむら・かおり

英語科主任。３学年担任。
英語教育推進リーダー。
福井大学教育学部附属中
学校＊５等を経て、2012
年度から現職。

英語の説明とともに、ロール
プレイなどで視覚的に伝える

英語で授業を行うための工夫

越前市武
た け

生
ふ

第一中学校の実践

マインドマップを活用し、
英語で文を組み立てながら話す

即興力を育む指導

http://school.city.echizen.lg.jp/takefu1/


して話します。同じ例示でも、マイン
ドマップでは英語で考えながら話す
練習を積めます」（中村先生）
　図２は、１年生２月に行った過去
形を学ぶ単元で使ったマインドマッ
プだ。中心にある主語（Ｉ）の周り
にある赤で囲んだ部分が動詞で、そ
の中から１つを選び、さらに周辺に
ある目的語も１つ選んでそれらをつ
なげれば、文として発言できる。また、
続けて質問できる例文も示してあり、
やり取りのヒントとなる。
　「生徒は同じマインドマップを見な
がらやり取りをするので、相手の発
言や質問を想定でき、安心して練習
を積めます」（中村先生）
　この授業の後半では、生徒はマイ
ンドマップを見ずに話し、代表の生
徒とＡＬＴとのやり取りでは、ＡＬＴ
の質問に答えて終わりではなく、その
発言内容に合わせて、生徒からＡＬＴ
に対して質問をし直した。
　「私の想定以上に即興性のあるやり
取りをする姿を見て、生徒の限界を
教員が決めつけてはいけないと改め
て感じました」（中村先生）
　１年生からマインドマップを活用
してきた生徒は、２年生ではそれを

用いなくてもスムーズにやり取りが
できるようになってきたという。
　同校の英語科には教員６人、ＡＬＴ
２人が在籍しており、全教員でワーク
シートを共有することで、指導の統
一を図る。また、生徒同士のやり取り
は、全学年で週１回以上、授業の冒
頭１０分間でも行うようにしている。

　評価には、指導に対応させて、全学
年でパフォーマンステストを導入。
スピーキングテストは学期に１回、
インタビューテストかスピーチテス
トのいずれかを行う。さらに、音読テ
ストは、長期休業中の音読課題の成
果発表として、長期休業明けに行う。
２０１８年度は、評価を教員とＡＬＴが
協力して行うようにした。
　「生徒たちは正確な発音を意識して
練習するようになりました。ＡＬＴに
は発音ができていなかった単語を評
価シートに書き出してもらい、その後
の学習につなげています」（中村先生）
　ライティングテストは、定期考査で

自分の考えを書く記述式問題を出す。
　いずれのテストでも事前にルーブ
リックを示し、生徒に目標を意識さ
せる。そして、テスト後、ＡＬＴにテ
ストの感想を書く際、できれば英語
で書くよう伝える。ＡＬＴとのやり取
りがねらいであり、ＡＬＴはコメント
を返すのみで、添削はしない。
　定期考査は、授業内容の定着度を
測るとともに、変化しつつある福井
県の高校入試問題にも対応できるよ
う工夫している。
　「英文和訳や知識を書き出すだけの
問題は控え、課題文の大意をつかん
でいないと答えられない問題や知識
を活用して解く問題を出すようにし
ています」（中村先生）
　なお、越前市でも小中連携を進め
ており、同校も校区内の小学校との
研究会を実施。英語教育についても、
それぞれの指導方法や子どもの英語
力などの情報を交換し、授業の相互
参観も定期的に行う。
　「自分の英語が相手に伝わると、生
徒はとてもうれしそうな顔をします。
その喜びを大切にし、生徒が授業の前
後で自身の成長を実感できる授業を
していきたいと思います」（中村先生）
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１年生の２月に行った過去形の単元で使用したマインドマップと活動の手順　図２

「昨日の夜にしたことは何か（What did you do 
last night?）」をトピックにやり取りする活動を
設定。マインドマップは前時までの「書く活動」
で作成した。その手順は、クラス全体でトピッ
クについて考えを共有し、教員がそれをマップ
の形式で思考の流れとして板書に整理した（左
図）。本時のやり取りの活動は次の手順で進めた。

❶マインドマップを見ながら、昨夜したことに
ついて言う練習を、相手からの質問を想定し
ながら行う。

❷ ALT と教員が対話の流れに応じて即興的にや
り取りをする様子をロールプレイで見せる。
自然なやり取りにするために心がけるべきこ
とをペアで話し合い、発表する。

❸マインドマップを見ながらペアでやり取りを
する。途中で教員はフィードバックを行う。

❹マインドマップを見ないでペアでやり取りを
する。

❺全体の前で、代表する生徒がやり取りをする。
＊越前市武生第一中学校提供資料をそのまま掲載。

教委が導く！　連続性ある英語教育特集

定期考査は、大意をつかむ問題
や知識を使って解く問題に

パフォーマンステスト・定期考査



教員の指導力向上を支援し、
オールイングリッシュの授業を推進

　大津市は、２０１５年度に策定した
「教育振興基本計画」において、「世
界に通用するグローバル戦略」を重
点戦略の１つに掲げ、グローバル人
材の育成に力を注いできた。そのね
らいを、舩

ふな

見
み

順教育長はこう語る。
　「本市は、琵琶湖などの観光資源に
恵まれ、京都市にも近いことから、
外国人観光客と触れ合う機会が多く
あります。その地域性を生かして、
できるだけ早期から英語に慣れ親し
み、これからの時代に欠かせない英
語を用いたコミュニケーション能力
の育成を目指しています」
　英語教育で目指す子ども像には、
「大津の自然や文化を始め、自分の考

えや伝えたいことなどを、自信をもっ
て英語で発信することができる」を
掲げ、さらに４技能での具体的な姿
を設定した（図１）。
　これまでに、ＡＬＴ＊２の増員やＩＣＴ
機器の導入を進め、２０１６年度には
すべての小学校で１年次から外国語
活動をスタートした。中学校卒業時
までの到達目標をＣＥＦＲのＡ２に設
定し、小・中のつながりを意識した
英語教育を展開している（図２）。
　小学校の外国語活動の年間時数は、
１～４年生は２４．６時間、５・６年
生は５１．６時間（いずれの学年もモ
ジュール学習１６．６時間を含む）だ。
そして、低学年は「まねる」、中学年
は「気づく」、高学年は「憧れる」と、
段階を追って英語力を高め、中学校
の「使える」状態へとつなげること
を目指している。

◎滋賀県の県庁所在地である中核市。琵琶湖に面し、
比良・比叡山などの自然に恵まれる。飛鳥時代に大津
宮が置かれ、以降、琵琶湖水運の拠点として発展して
きた。世界文化遺産の比叡山延暦寺を始めとする多く
の歴史的建造物を有する。近年は京阪地域のベッドタ
ウンとして人口増加が続く。

滋賀県大津市
プロフィール

人口　約 34.3 万人　面積　約 464.51㎢
公立学校数　小学校 37 校、中学校 18 校
児童生徒数　約２万 7,500 人　
電話　077-528-2633（学校教育課）
URL http://www.city.otsu.lg.jp/kyoikuiinkai/index.html
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教育長　舩見　順 ふなみ・じゅん
大津市福祉子ども部政策監、教育委員会事務局
政策監、教育次長等を経て、2018 年度から現職。

学校教育課
指導主事

山本晃弘
やまもと・あきひろ

大津市の公立中学校教
諭を経て2014 年度から
現職。専門教科は英語科。

活動中心の授業と指導力の向上を軸に、
英語での自己表現力を小・中９年間で育む
滋賀県大津市
滋賀県大津市では、英語のコミュニケーション能力の育成に向け、
2016 年度、小学１年次から外国語活動を開始し、中学校では活動中心の「実践型英語授業」の導入を進めている。
さらに、４技能をバランスよく育成する指導を行うために、多様な教員研修も行っている。2018 年度には、
英語の資格・検定試験を中学１・２年生に悉皆で実施することで、施策の成果を測り、授業改善に生かそうとしている。

事例 3

大津市教育委員会の施策

CEFR＊１を用いて、
小・中で到達目標を共有

施策の基本方針

＊１　Common European Framework of Reference for Languages（ヨーロッパ言語共通参照枠）の略で、語学のコミュニケーション能力のレベルを示す国際標準規格。レ
ベルは A1、A2（A：基礎）、B1、B2（B：自立）、C1、C2（C: 熟達）の 6 レベルがあり、C2 が最も習熟度が高い。　＊２　Assistant Language Teacher の略で、外国語指
導助手のこと。小・中・高校などの英語の授業で日本人教員を補助する。

http://www.city.otsu.lg.jp/kyoikuiinkai/index.html


　小・中学校で英語教育の充実を図
るために最も重視したのが、教員の
指導力の向上だ。
　小学校では、英語指導の専門性が高
まっておらず、系統的な指導方法も確
立されていない。そこで、小学校教員
が一定の指導力を身につけ、自信を
持って指導できるよう、定期研修や
長期休業中に行う集中研修、各校への
指導主事や外部英語講師の派遣によ
る研修など、研修体制を充実させた。
　一方、中学校では、次期学習指導
要領を見据え、オールイングリッ
シュの「実践型英語授業」の導入を
２０１６年度から進めている。小学校
から英語に親しんできた子どもたち
が中学校でさらに「聞く」「話す」力
を中心に伸ばし、市が目指す英語力
を身につけることが目的だ。学校教
育課の山本晃弘指導主事は、次のよ
うに説明する。
　「教員が率先して英語を使うこと
で、生徒のインプットとアウトプッ
トを増やしたいと考えています。た
だ、英語科教員の英語力に個人差が
あるため、いきなりすべての授業を
オールイングリッシュに移行するの
ではなく、ＡＬＴとチーム・ティーチ
ング（以下、ＴＴ）で展開する一部の
授業から始めました」
　実践型英語授業は、４技能を統合
した活動を中心に構成し、学年が上
がるに従い活動のレベルを高めてい
く。各校がそうした授業をＡＬＴと円
滑に展開できるよう、日・英両方の
言語で指導案を作成した。
　「本市では、以前からＡＬＴの配置
に力を入れてきましたが、その活用
状況には学校間や教員によって差が
あったことが課題でした。指導案の共
有により、どの教員の授業でもＡＬＴ

とのＴＴを効果的に展開していくこ
とを目指しています」（山本指導主事）
　また、「中核英語教員（ＣＥＴ）海
外派遣研修事業」では、夏季休業中
に３人程度の中学校英語科教員を
フィリピン・セブ島に２週間派遣し、
集中研修を行ってきた。
　「１日あたり、マンツーマンの授業
を６コマ、グループの授業を４コマ程
度受けます。英語漬けの毎日を送る
ことで、自らの殻を破り、英語力を
飛躍的に高めたり、自信を取り戻し
たりして帰国します」（山本指導主事）

　研修を受けた教員が学校や地域の
中核を担い、指導力・英語力を底上
げすることを目指している。

　事業の成果を測るとともに、子ど
もの英語力を把握・分析し、授業改
善に結びつけるために活用している
のが、ベネッセの「ＧＴＥＣ」＊３であ
る。これまでは希望者が対象だった

＊３　ベネッセコーポレーションが提供する英語のスコア型テスト。「読む」「聞く」「話す」「書く」の４技能別に絶対評価を行う。スピーキングテストはタブレット端末を使用し
て行われるため、学校内での集団実施も可能。
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大津市の英語教育で目指す子ども像図１

小・中の英語教育のつながり図２

＊大津市教育委員会提供資料を基
に編集部で作成。

＊大津市教育委員会提供資料を基に編集部で作成。

話す
英語らしい発音や

抑揚などを意識して
話すことができる。

書く
見たり聞いたり考えたり
したことを英語で表現

することができる。

聞く
日常生活で使われる

英語を聞いて理解する
ことができる。

読む
英語の絵本、物語、

記事などに興味をもって
読むことができる。

大津の子どもたちは
大津の自然や文化をはじめ、

自分の考えや伝えたいことなどを、
自信をもって英語で

発信することができる。

低学年

中学年

高学年

中学校

出会う
まねる

気付く

憧れる

使える

慣れる

繋がる

できる

中学校
教員

小学校
教員

❶曖昧さから正確さへ移行する
❷会話の往復を意識する
❸自己表現活動を増やす

❶聞かせる
❷繰り返す
❸再生させる
❹使う場面を作る
❺褒める

教委が導く！　連続性ある英語教育特集

中学校では市を挙げて
活動主体の授業を推進

４技能育成の施策

中・高の学びに連続性を持たせ
るため、資格・検定試験を活用

英語の資格・検定試験の活用



　大津市が中学校で実施する「実践
型英語授業」は、１・２年次では年
間２０時間、３年次では年間１５時間、
ＡＬＴとのＴＴによりオールイング
リッシュで４技能を統合した活動を
中心に展開する。２０１６年度、指導
案を作成し、２校の研究実践校で試
行。その成果を基に指導案を見直し、
２０１８年度はすべての市立中学校の
１・２年次で実践するとともに、３
年次の指導案の作成を進めている。
　全校で共通の指導案や教材を用い
るのは、授業の質を担保するととも
に、授業準備やＡＬＴとの打ち合わせ
などの手間を軽減するためでもある。
　「指導案には、授業の進め方や活動
内容とともに、教員の発問やよく使
う表現も具体的に示し、英語で授業

を進めやすいようにしました。また、
学校間や教員によってＡＬＴの活用状
況に違いが見られたため、日本人教
員が授業をリードし、ＡＬＴが一人ひ
とりの子どもを支援するといった役
割分担も明確にしています」（山本指
導主事）
　ＡＬＴからは、「教員によって授業
の進め方が異なり、合わせるのに苦労
する」といった声があった。授業内容
や指導方針を統一することで、ＡＬＴ
の負担が軽減される効果もねらう。
　指導案やワークシートは冊子で配
布するとともに、各校で自由に加工
できるデータも提供。各校は、生徒
の実態に合わせて工夫している。

　指導案は、年５回、指導主事や研

究実践校の教員、ＡＬＴ、原案を市教
委と共同作成した協力会社が参加す
る「プロジェクト会議」を実施し、
検討している。２０１８年度は、３年
次の通常の授業１０時間分に加え、発
展的な学習として、ＳＤＧｓ＊５をテー
マとした５時間分の指導案を新たに
作成中だ。
　２０１８年度１回目のプロジェクト
会議は７月に実施され、１０人が参加。
４時間分の指導案を検討した（写真）。
　初めに、山本指導主事が実践型英
語授業の方針を改めて説明した後、
各校の教員が最近の指導の様子や課
題などを共有した。
　続いて、協力会社から指導案原案

（図３）の説明を受けた後、生徒の実

活動中心の「実践型英語授業」で、
生徒と教員の意識転換を図る

が、２０１８年度から、中学１年生は
「ＧＴＥＣ Ｊｕｎｉｏｒ」＊４、中学２年生は
「ＧＴＥＣ Ｃｏｒｅ」＊４を悉皆受検とした。
　「大学入試の英語が４技能で評価
される方向性を踏まえて、中学校の
段階から４技能の伸びを子ども自身
が把握しながら学ぶことが重要であ
ると判断しました。今後、『ＧＴＥＣ』
の分析結果を授業改善に反映させて
いきます」（舩見教育長）
　「ＧＴＥＣ」の結果を小学校や高校
との接続に生かしたいという思いも
あると、山本指導主事は語る。
　「小・中の交流は中学校区ごとに進
んでいますが、本市には市立高校が

ないこともあり、中高連携の取り組
みが課題となっています。『ＧＴＥＣ』
のスコアは、進学先の高校でも受検
すれば連続して活用できますから、
中学校時代からの４技能それぞれの
伸びを把握して学びに向かうことが
できます。小学校には『ＧＴＥＣ』の
結果を説明し、中学校進学後に小学
校での学びがどうつながっていくか、
具体的なイメージを持ってもらうこ
とで、小・中の接続がよりスムーズ
になると考えています」
　今後は、子どもが身につけた知識・
技能を活用して、関心のあることを
発信できる場を積極的に設けていく。

例えば、中学校ではインターネット電
話を利用して海外の学校の生徒と交
流したり、大津市観光振興課のＳＮＳ
に、生徒が地域の魅力などを英語で
発信したりする取り組みを始めつつ
ある。生徒が世界とのつながりを実
感し、英語でのコミュニケーション
に意欲的になることを期待する。
　「授業での学習を土台に、海外に積
極的に目を向け、日本や大津の文化
を国内外に発信していく。そうした
経験を通して国際感覚を養い、視野
を広げて、自分自身の将来のビジョ
ンにつなげてほしいと考えています」

（舩見教育長）

写真　大津市教育委員会で実施された 2018 年
度 1 回目のプロジェクト会議。約 2 時間半にわ
たり、指導実態の共有や指導案の検討が行われ
た。特に、コミュニケーション活動を活性化させ
る指導のあり方について、様々な意見が飛び交っ
た。

＊４　「GTEC Junior」は小学校の外国語活動で身につけてきた英語力、「GTEC Core」は中学１〜２年生の教科書の語彙レベルの 4 技能を、いずれもタブレット端末を用いて
測定する。
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全中学校共通の指導案を
作成し、授業の質を担保

取り組みの概要

大津市教育委員会の実践

教委と現場が議論し、
より質の高い指導案を目指す

取り組みの工夫



態を踏まえて意見を交換した。例え
ば、１０月に実施予定のディベート活
動について、「テーマを与えるのでは
なく、生徒自身に考えさせると、議
論が盛り上がりそうだ」「事前に、英
語部の活動中の動画やスピーチコン
テストの動画を視聴させると、ディ
ベートのイメージを具体的に伝えら
れるのではないか」「議論が続かない
ことも考えられるため、ファシリテー
ターとして日本人教員の役割が重要
になりそうだ」など、様々な意見が
出された。
　プロジェクト会議の意義について、
参加した研究実践校の教員は、「現場
の教員だけでなく、指導主事やＡＬＴ、
協力会社の方など、多様な立場の関
係者が考えを出し合うのが、指導案
作成の大切なステップになっていま

す」と語る。
　プロジェクト会議で作成された指
導案は、２学期中に研究実践校で試
行し、改善すべき点などのフィード
バックを経て再検討して、現場の実
情に合った指導案へと精度を高める。
そして、それを冊子化して、２０１９
年度には市内の全中学校で実践する
予定だ。

　実践型英語授業の導入は、教員と
生徒の双方に多くの好影響をもたら
している。まず、教員の授業観が大
きく変化しているという。
　「これまで通り、普段の授業の進め

方は学校や教員に任せていますが、
従来の訳読や文法を中心とした授業
があまり見られなくなり、英語をア
ウトプットする活動を積極的に取り
入れるようになりました。生徒が意
欲的にコミュニケーションを取る姿
に好感を持つとともに、先生方が４
技能を育てることの大切さに気づき、
実践型英語授業以外の英語の授業で
も活動を取り入れているようです」

（山本指導主事）
　実際、ＡＬＴが参加しない授業でも
英語で指示したり、生徒とやり取り
をしたりする姿が頻繁に見られるよ
うになったと、山本指導主事は言う。
　「多くの教員が、できる限り授業中
は英語で話そうと努力しています。
普段は英語を用い、一部の文法指導は
日本語で行うなど、使い分けている様
子が見られ、今後の指導のあり方を
自分なりに確立しようとしています」
　生徒も、英語を用いたコミュニケー
ションには前向きに取り組んでいる。
研究実践校の教員は次のように話す。
　「これまでと比べ、生徒の発話量が
格段に増えました。私自身も生徒の
ロールモデルになれるよう、積極的
に英語を使っています。生徒は活動
を通して自分の考えを表現するのが
楽しいようで、休み時間にも英語で
会話をする姿が見られます。そのよ
うな学びの中で、生徒はコミュニケー
ションの技能を自分のものとして身
につけていっています」
　今後のプロジェクト会議でも、生徒
の思考をアクティブにする活動を検
討していく。
　「生徒が使える英語力を身につける
ためには、生徒がもっと英語を使い
たくなるような活動内容や場面設定
が大切です。そのためには、教員自
身も主体的に学び続け、指導力を高
めていく必要があります。今後もそ
うした視点を持って、授業改善に努
めていきます」（山本指導主事）

＊５　Sustainable Development Goals の略。2015 年に国連が掲げた、持続可能な開発目標のこと。①貧困をなくそう、②飢餓をゼロになど、17 の目標と 169 のターゲット
から成る。
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「実践型英語授業」３年次　第７回指導案　原案（抜粋）　図３

指導過程 活動内容

帯活動 5分 ❶任意の帯活動を行う。

導入 5
分

JTE と ALT の Small Talk：What do you think about the Internet?
❶ JTE と ALT が既習表現を用いて、リピートやあいづちを意識しながら、約 1 分間話す。続いて、

生徒がペアで Small Talk を行う。I see./Really?/Wow! Me too./That's good!/That's nice!
などのあいづちを打ち、相手のせりふをリピートし、質問しながら会話を続けるよう伝える。

展開

5
分

Presentation：JTE と ALT のミニディベートを聞こう。
❶ JTE と ALT がそれぞれの立場に立ち、“I think…” and “I see what you mean, but…”等の

表現を使用しながら、２人の立場をそれぞれの理由をもって説明する。途中、生徒の理解度を
確認するために、“What do I think about smart phones? Think in pairs/group.”等の質問
を投げかけ、まずペアやグループで考えてもらう。JTE はペアやグループを指名し、回答を促す。

10
分

Preparation : 給食 VS 弁当、それぞれのよい点を考え、述べてみよう。
❶ JTE は、生徒を給食派と弁当派に分け、それぞれ話し合うよう伝える（５分間程度。生徒の実

態に合わせ時間は調節）。JTE は “Let’s talk for 5 min. OK? Start.”と言い、タイマーをセット。
❷５分後、グループ内でよい点を１人ずつ発表。ALT は英語の表現について支援して回る。“I 

think…” and “I see what you mean, but… ”等の表現を使用しながら発表することを伝える。
❸ JTE が、グループ、生徒をランダムに指名して発表させ、グループで話し合ったポイントをクラ

スで共有する。JTE/ALT は共通した内容を黒板に書く。

15
分

Final Activity : グループでミニディベートをしよう。
❶ JTE はグループ対抗でミニディベートを行うことを伝え、各生徒がどちらを擁護する立場かを決

める。クラスの実態に合わせて、日本語もしくは英語で活動の手順を説明する。
❷ JTE は、５分間でそれぞれのよい点を考えて、文章体ではなく、ポイントのみメモしながら、整

理するよう伝える。時間に余裕があれば、悪い点を準備してもよいことを伝える。
❸２分間のミニディベートを行う。

5
分

ミニディベートの結果を発表しよう（レポーティング）。
❶ JTE は生徒を指名し、ディベートした相手の名前や意見・考えについてレポーティングさせる。
❷ JTE/ALT は生徒の発言の内容に対する質問をしながら、生徒の積極性を引き出したい。

まとめ 5分
❶本時のまとめとして、数人に感想を言ってもらう。JTE と ALT は感想に対してコメントする。
❷ワークシートに振り返りを記入・提出させる。JTE はコメントを書いて次回返却。

2018 年度のプロジェクト会議では、３年次の「実践型英語授業」15 回分の指導案を検討。上記の原案は、
教科書で議論をすることについて学習した後に実施予定。　＊大津市教育委員会提供資料を基に編集部で作成。

教委が導く！　連続性ある英語教育特集

授業全体が活動中心に変わり、
生徒が自己表現を楽しむように

取り組みの成果



　「これからの英語教育ビジョンおよ
び中期計画策定に向けた研究会」は、
全国各地で順次開催されており、この
日の開催地は東京で、関東地方を中心
に幅広い地域の自治体が参加した。

　まず登壇したのは、小・中学校の
次期学習指導要領の検討に委員とし
て参加した、東京外国語大学の根岸
雅史教授だ。今回の学習指導要領の
改訂における大きな特徴は、小・中・
高で一貫したカリキュラムデザイン
になっていることだと強調した。
　「今回の改訂では、議論のあり方が
これまでとは異なり、最初に小・中・ 高の関係者が一堂に会して外国語教

育全体を議論し、外国語教育で育成
を目指す資質・能力、それらの資質・
能力の成長過程のイメージなどを固
めてから、各学校段階の学習指導要領
の内容を検討していきました。到達
目標も、４技能５領域のＣａｎ─Ｄｏ形
式が小中高一貫して示され、校種間
の接続が図られています」
　その到達目標は、高校卒業段階で、
ＣＥＦＲ＊１のＡ２〜Ｂ１レベル程度以
上の割合が５割以上と示された。一
方、文部科学省「英語教育改善のた
めの英語力調査」（２０１７年度）の結
果を見ると、高校３年次の英語力は、
「読むこと」「聞くこと」はそれぞれ
約６割がＡ１であり、「話すこと」「書
くこと」は無得点（０点）の割合が
最も多く（図１）、そのほとんどが無
回答だった。そうした４技能にばら
つきがある状況を打開するために、
量と質の両面から英語教育を変える
というのが、次期学習指導要領のね
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東京外国語大学大学院
総合国際学研究研究院
教授

根岸雅史
ねぎし・まさし

専門は英語教育学、言語
テスト。中央教育審議会
外国語専門部会委員等を
歴任。

文部科学省「英語教育改善のための英語力調査」（2017年度・高校３年次）図１
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リポート

英語力向上への必須要件は
授業の質の改革

英語教育改革の実践に向けて

＊１　Common European Framework of Reference for Languages（ヨーロッパ言語共通参照枠）の略で、語学のコミュニケーション能力のレベルを示す国際標準規格。レ
ベルは A1、A2（A：基礎）、B1、B2（B：自立）、C1、C2（C: 熟達）の 6 レベルがあり、C2 が最も習熟度が高い。

「これからの英語教育ビジョンおよび中期計画策定に向けた研究会」開催

英語教育の抜本的な改革に向け、
改善のポイントと実践事例を共有
一般財団法人進学基準研究機構（CEES）と、株式会社ベネッセコーポレーションの共催により、
2018年６月、市区町村の教育委員会を対象とした、英語教育に関する研究会が東京で開催された。
小・中学校を取り巻く英語教育環境が変化する中で、自治体の事業を学校の指導にどう組み込んでいくのか、
また、事業の成果をどのように測り、事業のＰＤＣＡサイクルを回していけばよいのか。
研究者や教育委員会からの情報の提供と、参加者によるワークショップが行われた。

高校卒業時の到達目標は、図の赤枠で囲んだ、
CEFR のＡ２〜Ｂ１レベル程度以上の割合が５割
以上である。高校３年次の英語力は、A2 レベ
ル以上が、「読むこと」は３３．５％、「聞くこと」
は３３．６％、「話すこと」は１２．９％、「書くこと」
は１９．７％と、ばらつきが大きい。「話すこと」「書
くこと」は、全体的に低く、無得点者の数が得
点分布の中で最も多い。

注）割合は小数第２位を四捨五入しているため、合
計が 100％にはならない。

＊文部科学省「英語教育改善のための英語力調査」
（2017 年度）を基に編集部で作成。



らいだ。
　「小学３年生から外国語活動が始ま
り、小学校卒業までの４年間で、英
語学習の時間は２１０時間となります。
しかし、現状を見る限り、授業時数
だけを増やしても、英語力が上がら
ないことは明らかです。目標に到達
するためには、言語活動を高度化し、
授業の質を大幅に改革する必要があ
るでしょう」（根岸教授）
　根岸教授が授業の質を変える観点
として挙げたのは、学校での組織的
な推進と、アセスメントの活用によ
る課題を把握した上での改善などだ。
　「英語で授業をしていても、音読や
シャドーイング＊２のみでは、言語活
動をしているとは言えません。子ど
もが考え、その場に応じて自分の言
葉で発信し、相手が受け止めるとい
うやり取りをする。そうしたタスク
を、教科書を活用して授業で行うこ
とが大切です」（根岸教授）

　続いて登壇したのは、埼玉県熊谷
市教育委員会学校教育課の岡村賢一
指導主事だ。ラグビーワールドカッ
プ２０１９の開催地の１つである熊谷
市は、知力・徳力・体力を包括して「学
力」と捉え、学力日本一を目指して「く
まがやラグビー・オリパラプロジェ
クト」を推進している。
　その施策の１つが、英語の「ラウ
ンドシステム」である。それは、英

語の教科書を１年間に何度も繰り返
して使い、生徒がコミュニカティブ
な活動に取り組むことで、英語４技
能の統合的な力の定着を目指す取り
組みだ（図２）。神奈川県横浜市立南
高校附属中学校の取り組みを参考に、
２０１４年度、熊谷市立熊谷東中学校
で導入。翌年度には、同校に３校を
加え、全４校を研究指定校にし、そ
こでの成果や課題を踏まえて、市教
委が２０１６年度に「ラウンドシステ
ム」のガイドブックを作成。市内全
中学校が同システムを取り入れた。
　「横浜市立南高校附属中学校と同じ
方法を本市の学校に持ち込んでも適
合しないと考え、本市が大切にする、
生徒と教員、生徒同士が『かまい合う』
方法を模索して、ガイドブックにま
とめました」（岡村指導主事）
　成果は、英語の資格・検定試験の結
果に表れている。研究指定校では、２

〜３年次にかけて、他校よりも平均で
３０ポイント前後もスコアが伸びた。
　「『ラウンドシステム』で学習した
生徒が入学した高校の先生から、『ラ
イティング力がほかの生徒よりも高
く、書く速度がとても速い』という
報告を受けました。中学校での学習
が、高校での学習につながり、中・
高の連続性が出てきていることを感
じています」（岡村指導主事）
　今後の課題は、各校が「ラウンド
システム」をさらに進化させるため
に、指導改善のＰＤＣＡサイクルを確
立することだ。その起点となるのは
現状の正確な把握と分析であると考
え、２０１８年度、市内の全中学生が
悉皆でベネッセ「ＧＴＥＣ」＊３を受検
する。
　「生徒が、自身の４技能それぞれの
力を把握し、伸びや課題を実感して、
次の学習に進めるようにしたいと考
えています。先生方には生徒の課題
を見いだし、指導に生かしていくこ
とを期待しています」（岡村指導主事）
　最後に、参加者が４〜５人のグルー
プとなり、登壇者も加わって、各自
治体の実践や課題を共有し、指導改
善のよりよい方法について議論した
（写真）。小・中それぞれの指導主事
がいたため、小中連携の観点での意
見交換も活発に行われ、盛況のうち
に研究会は終了した。
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熊谷市の英語「ラウンドシステム」図２

写真　グループワークでは、「学校や教育委員
会の目標設定」「現場の指導と評価の実態」を
テーマに話し合った。参加者が自身の実践にお
ける課題を率直に述べ、それに対して様々な意
見が出されていた。

ラウンド＊４ 目標 主な活動

1 概要理解 教科書本文の音声と、ヒントとなるピクチャーカードのみで、
教科書本文の概要を理解する。

2 音と文字の一致＊５ 音声を聞きながら教科書の英文を追い、音と文字を一致さ
せる。

3 発音の習得 教科書を音読し、その英文をノートに写す（転写）。

4 文構造の習得 教科書の英文に設けられた空欄を埋めながら音読し（穴あ
きリーディング）、ノートに英文を書いていく。

5 自分の言葉で表現 教科書の内容を自分の言葉で伝え（ストーリーテリング）、そ
の英文をノートに書いて、オリジナルテキストを作成する。

＊４　２〜３か月かけて各ラウンドを終える。　＊５　１年次のみ。２・３年次では「発音の習得」が第２ラウンドとなる。
＊熊谷市教育委員会提供資料を基に編集部で作成。「VIEW21 教育委員会版」2017Vol.2 参照。

ストーリー性のある英語の教科書を選び、それを1年間で、中学１年次は５回、２・３年次は４回繰り返す。
言語習得の自然な流れを重視し、単語や文法などはラウンドがある程度進行してから整理する。

埼玉県
熊谷市教育委員会
学校教育課指導主事

岡村賢一
おかむら・けんいち

埼玉県の公立中学校英
語科教諭を務めた後、
2013年度から現職。

教委が導く！　連続性ある英語教育特集

教科書を何度も繰り返す「ラウンド
システム」を全中学校で導入

英語教育改革の実践事例

＊２　聞こえてくる英文を即座に復唱する方法。　＊３　ベネッセコーポレーションが提供する英語のスコア型テスト。「読む」「聞く」「話す」「書く」の４技能別に絶対評価を行
う。スピーキングテストはタブレット端末を使用して行われるため、学校内での集団実施も可能。
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図１	「自分の良いところが何かを言うことができる」かどうか（学年別、2017年）

図２	「自分の良いところが何かを言うことができる」かどうかの２年間の変化
　　（学年別、2015～2017年）

小４生

小５生

小６生

中１生

中２生

中３生

高１生

高２生

高３生

56.5 41.3

（％）

2.2

59.5 38.8 1.7

57.2 41.9 0.9

56.6 42.1 1.3

52.4 46.5 1.0

54.2 44.4 1.5

51.2 47.9 0.9

52.5 46.8 0.6

57.5 41.4 1.0

注）小学４年生～高校３年生の子どもに、「自分の良いところが何かを言うことができる」かどうかを尋ねた。「言うこ
とができる（肯定）」は、「とてもあてはまる」「まああてはまる」の合計、「言うことができない（否定）」は、「あまりあ
てはまらない」「まったくあてはまらない」の合計。

言うことができる（肯定） 言うことができない（否定） 無回答・不明

小４生→小６生

小５生→中１生

小６生→中２生

中１生→中３生

中２生→高１生

中３生→高２生

高１生→高３生

34.6 16.2 14.2 18.4 16.7

35.0 15.4 14.8 18.8 16.0

32.6 13.8 14.2 21.7 17.7

29.0 17.1 13.3 18.5 22.1

28.8 18.3 13.3 17.8 21.8

31.5 16.4 11.7 17.0 23.4

29.4 18.8 16.2 13.3 22.3

（％）

注）同じ子どもに、「自分の良いところが何かを言うことができる」かどうかを 2015 年、2016 年、2017 年の３時
点で尋ね、「言うことができる（肯定）」と「言うことができない（否定）」の子どもごとの変化（３時点、２年間）
を集計したもの。「ずっと肯定」は「肯定→肯定→肯定」の子ども。「否定→肯定」は｢否定→肯定（または否定）→肯定」
と変化した子ども。「不安定」は｢肯定→否定→肯定」｢否定→肯定→否定」と変化した子ども。

ずっと肯定 否定→肯定 不安定 肯定→否定 ずっと否定

子どもたちの
「自己肯定感」を高めるには
今回取り上げるのは、小・中・高校生の「自己肯定感」に関するデータです。
同じ子どもを 2015～2017年の３時点で追跡調査した結果から見えてきた、
「自己肯定感」を高める要素をご紹介します。

1

2

自分の良いところを「言うことができる」子は半数超

２年の間に、自己肯定感を高めた子どもが２割弱

データで教育を読む

Benesse 
Report

第 5 回

　日本の子どもは、諸外国に比べて自己

肯定感が低いことが、指摘され続けてき

た。本調査でも、自己肯定感を測る項目

として、「自分の良いところが何かを言う

ことができる」かどうかを尋ねたところ、

「言うことができる」子どもは、どの学年

でも５割台にとどまり、「言うことができ

ない」子どもが約４割であった。学年別

に見ると、中学２年生から高校２年生ま

では「言うことができない」の比率がや

や高い（図１）。

　自己肯定感は、子どもが自信を持ち、

学習者・生活者として自立していく上で

の重要な基盤であり、どの子どもにも持っ

ていてほしいものだ。子どもの自己肯定

感を高める鍵はどこにあるのだろうか。

　調査では、「自分の良いところが何かを

言うことができる」かどうかを、同じ子

どもに毎年尋ねている。子どもごとに変

化を見ると（図２）、２年間、肯定（言う

ことができる）を維持する子どもは、ど

の学年でも約３割にとどまり、「自己肯定

感」を持ち続けることは、結構難しいよ

うだ。また、ずっと否定（言うことがで

きない）の子どもは、中・高生では２割

以上おり、課題といえそうだ。

　しかし、今回特に注目したいのは、２

年の間に、否定→肯定に変化した子ども

が、どの学年にも２割弱（約６人に１人）

いることだ。子どもは、何かのきっかけ

で自己肯定感を持てるようになる。周囲

がそれをどう支援するかが大切だ。
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図３	「自分の良いところが何かを言うことができる」かどうかの２年間の変化
	 （中学生、他項目との関連、2015～2017年）

注１）①～④は、2017年の中学１～３年生の数値。
注２）①は、国数理社英の成績の自己評価の合計を ｢上位｣ ｢中位｣ ｢下位｣ に三等分し、2015 年と2017年の２

時点（２年間）の変化を集計したもの。成績が下降した子どもなどは省略した。
注３）②は、｢勉強がどれくらい好き」かを尋ねた質問に、｢とても好き」｢まあ好き」と回答した子どもを「好き」、

｢あまり好きではない」｢まったく好きではない」を「嫌い」として、2015 ～2017年の３時点（２年間）の変化
を見たもの。｢好き｣ から ｢嫌い｣ に変化した子ども、不安定の子どもは省略した。

注４）③は ｢自分のクラスが好き」か、④は「将来の目標がはっきりしている」かどうかを、2015 ～2017年の３
時点で尋ねた結果を基に、②と同様に集計した。

ずっと｢上位｣

｢下位｣から
｢中位｣｢上位｣に上昇

ずっと｢下位｣

（％）

（％）

（％）

❶「成績」の２年間の変化別

ずっと「好き」

「嫌い」から
「好き」に変化

ずっと「嫌い」

❷「勉強の好き嫌い」の２年間の変化別

ずっと「好き」

「嫌い」から
「好き」に変化

ずっと「嫌い」

❸「自分のクラスの好き嫌い」の２年間の変化別

目標が
ずっと「明確」

目標が「不明確」から
「明確」に変化

目標が
ずっと「不明確」

❹「将来の目標が明確かどうか」の２年間の変化別

45.1

27.2 20.6 12.3 16.8 23.1

22.8 17.6 13.0 19.1 27.5

45.1 12.0 14.0 19.1 9.8

23.6 20.1 19.0 17.8 19.5

21.2 17.5 12.6 18.1 30.7

39.0 15.2 13.2 18.7 13.9

19.3 20.0 17.5 15.6 27.6

8.6 20.0 13.3 17.1 41.0

48.4 12.2 11.7 16.7 11.0

29.6 24.9 13.6 17.3 14.7

20.0 15.4 15.0 17.4 32.3

11.8 13.7 18.7 10.7

（％）
ずっと肯定 否定→肯定 不安定 肯定→否定 ずっと否定

3 勉強好きへの変化や目標の明確化が、自己肯定感に影響
勉強好きへの変化が自己肯定感に影響
　以下では、自己肯定感を持てない子ど
もが比較的増える、2017年時点で中学生

のデータに注目して解説する（図３）。

　２年の間に、どのような子どもが、自

己肯定感をより高めたか（否定→肯定の

比率）を見ると、成績が上昇した子ども

（❶）や、勉強が「嫌い」から「好き」になっ

た子ども（❷）は、他の子どもに比べて、

自己肯定感を高めている傾向がある。成

績だけでなく、勉強への意識の変化も自

己肯定感の変化に関連していることから、

勉強嫌いが増える中学生の時期に、学習

の動機づけなどへの働きかけがより重要

となるだろう。

　また、❸を見ると、自分のクラスが「嫌

い」から「好き」になった子どもは、ずっ

と「嫌い」の子どもに比べて、自己肯定

感が高く（ずっと肯定）、自己肯定感が高

まった比率（否定→肯定）も２割である。

クラスや友だち関係の重要性を改めて示

す結果だ。

目標の明確化が自己肯定感に影響
　関連が最も強く見られたのは、将来目
標の明確さで（❹）、将来目標が「不明確」

から「明確」になった子どもは、ずっと

「不明確」の子どもに比べて、自己肯定感

が高く（ずっと肯定）、自己肯定感が高まっ

た比率も高い（否定→肯定）。子どもが自

分の将来について考え、夢や目標を持つ

ことは、自分の可能性を信じ、自己肯定

感を高めることにつながると思われる。

　学校や保護者、周囲の大人は、子ども

たちが、日々の勉強やクラス・友だち関

係の中で、また、自分の将来を考える経

験を通して、自分のよさに気づき、自己

肯定感を持ち続けられるようサポートす

ることが重要だろう。

「子どもの生活と学びに関する親子調査 2015-2017」
東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所が共同で立ち上げた「子
どもの生活と学び」研究プロジェクトによる第１回調査（2015 年実施）、第２
回調査（2016 年実施）、第３回調査（2017年実施）。毎年、小学１年生から
高校３年生までの親子約２万組に調査し、子どもの成長のプロセスや成長に
必要な環境・働きかけを明らかにしている。今年７月に第４回調査を実施。

◎詳細は下記ウェブサイト（プロジェクトの進行状況）をご覧ください。
http://berd.benesse.jp/special/childedu/　

データ解説出典

ベネッセ教育総合研究所
初等中等教育研究室主任研究員

橋本尚美
はしもと・なおみ 

初等中等教育領域の子ども、保護者、教員を対象にした意識
や実態の調査研究を担当。子どもの文化世界や学びの実態、
子どもの成長環境としての社会・学校などに関心を持っている。

http://berd.benesse.jp/special/childedu/


　栃木県真岡市では、２０１７年５月に
就任した石坂真一市長の下、基本戦
略のトップに「こどもの元気な成長
プロジェクト」を掲げ、県内トップ
レベルの学力、ＩＣＴ教育の推進、英

語教育の充実、体力アップ、次世代
リーダーの育成を重点課題としてい
る（図１）。それを受けて、真岡市教
育委員会は、「郷土愛」と「グローバ
ル化」をキーワードとして、「ふるさ
と真岡を愛し、世界で活躍する『も
おかっ子』の育成」を目標とし、①
郷土愛を育む教育、②グローバル人

材育成の視点に立った教育、③人格
の育成と心の教育、④授業・教職員・
教育委員会の質の向上の４つを具体
的な施策として推進している。
　田上富男教育長は、市を挙げて学
力向上に取り組む背景をこう語る。
　「本市では、若者の流出が課題です。
子どもたちに真岡の素晴らしさを伝
え、郷土愛を育むことで定住を促す
とともに、県内トップレベルの学力
を実現して市外からの移住者を増や
し、人口減に歯止めをかけることが、
市の重要な施策です。教育力の高い
地域に住みたいと多くの人は願うも
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◎県南東部に位置する。2009 年に旧二宮町を編入。伝
統的に理科教育や自然教育に力を入れてきた。７月下
旬に３日間開催される夏祭りには毎年、地元の中学生約
1,000人が参加し、郷土愛の涵養に一役買っている。

栃木県真岡市
プロフィール

人口　約８万人　面積　167.34㎢　
公立学校数　小学校14 校、中学校９校　児童生徒数　約 6,800人
電話　0285-83-8181　
URL　https://www.city.moka.lg.jp/

◎2016年度の「全国学力・学
習状況調査」の結果が芳しくな
く、翌年就任した石坂真一市
長が、重要施策に教育を掲げ
た。人口減少が続く中、定住
者を増やす上でも教育力向上
に期待がかかるようになった。

◎４月実施の国と県の学力調査に加え、市独自
の総合学力調査を４月・11月に導入し、デー
タ分析に基づいた学力の検証と指導改善のサイ
クルを構築。教職歴２～４年目の教員や非常勤
講師を対象とした研修や、小学校の外国語活動
の講習、ＩＣＴの導入も行い、市を挙げて、教
員の指導力向上を図る。

◎学力調査のスコアが、経年比
較できる学年において向上。特
に、中学校で学習意欲の高まり
が見られる。教員にも、学校・
学年の組織単位で学力向上に
取り組む意識が定着しつつあ
る。

国・県・市の学力調査を活用し、
指導改善サイクルの構築を目指す
栃木県真岡市では、市を挙げて、学力・教育力の向上に取り組んでいる。2017年には、国・県が行う学力調査に加え、
市独自の学力調査を年２回実施し、小学３年生～中学３年生の学力状況を経年比較できる体制を整えた。
調査結果の分析・共有によって、学力向上施策の検証→指導改善のサイクルを構築しようとしている。

第５回

栃木県真
も

岡
お か

市
指導力向上

教育力の向上は、
市の発展にかかわる重要施策

背景と課題 実践のポイント学
力
向
上
へ
の
ス
テ
ッ
プ

成果

教委と現場で進める

学力向上への
ステップ

分かる、できる、定着する授業で
一人ひとりの学力向上を図る
真岡市教育委員会

教育委員会の施策

https://www.city.moka.lg.jp/


のです。教育の質の向上は、学校だ
けの問題ではなく、自治体全体の発
展にかかわる課題なのです」

　学力向上に向けた施策として、真
岡市教委が特に重視するのが、学力
調査の活用だ。文部科学省「全国学
力・学習状況調査」、栃木県が実施す
る「とちぎっ子学習状況調査」（対象：
小学４・５年生、中学２年生）に加え、
２０１７年度から４月と１１月の年２回、
市独自に「真岡市総合学力調査」を
実施している。
　市の学力調査には、ベネッセの「総
合学力調査」を導入した。田上教育
長が赴任した２０１６年度の「全国学
力・学習状況調査」で、同市の結果
は芳しくなく、危機感が高まったこ
とが、結果的に学力調査の予算化を
後押しすることになったという。
　実施学年は、４月は小学３年生、
中学１年生、１１月は小学３年生～中
学２年生とし、学力を経年比較する
体制を整えた。学校教育課指導係の
小林妙子管理主事兼指導主事は、学
力調査を複数回行う意義をこう語る。
　「年１回では、進級時にクラスが変
わると指導改善の成果が見えづらい
という面がありました。そこで、市
が学力調査を年２回実施することで、
児童・生徒が半年間の指導でどのよ
うに伸びたのかを把握できるように
し、より緻密な指導改善につなげて
います」

　学力調査の活用で市教委が最も力
を入れているのが、指導改善サイク
ルの構築だ。市の学力調査では、４月
の実施直後に各校で結果を分析して
改善点を探り、７月後半には中学校
区ごとに各校の学力向上担当者が集

まり、学力調査の結果分析と、それを
踏まえた指導改善について検討する
（Ｐ．２８～２９事例参照）。１１月は各校
で分析を行って対策を立て、３学期に
市教委の指導主事が全校を回り、取
り組み状況や課題、今後の対策など
について情報交換や指導助言を行う。
　文部科学省と県の学力調査につい
ては、２０１７年度から、実施直後に各
校で自己採点を行うようにした。各
校が市独自の集計用紙に結果を記入
し、市教委が取りまとめて設問ごと
の正答率を出し、返却する。そうす
ることで、各校はいち早く児童・生
徒の学力や学習課題を把握し、授業
改善に取り組めるようになった。
　そして、夏に返却される調査結果
を基に各校が立てた具体的な指導改
善プランを、市教委が取りまとめ、
栃木県教育委員会に提出する。その
指導改善によって、子どもの学力や
教員の指導内容にどのような変化が
あったのかをレポートにまとめ、１
月に県教委に送る。その際、振り返
りの材料に４月と１１月の市の学力調
査の結果を利用することで、より精
度の高い検証が可能になった。
　それぞれの学力調査では教科ごと

に目標値を定めているが、受験者全
体の平均点を上げることに必ずしも
こだわってはいないという。目標は

27教育委員会版　2 0 18  V o l . 2

「こどもの元気な成長プロジェクト」概要図 1

＊真岡市教育委員会提供資料を基に編集部で作成。

学校教育課指導係
管理主事兼指導主事

小林妙子
こばやし・たえこ

市内の公立小学校教諭、
真岡市教育委員会学校
教育課指導係副主幹兼
指導主事を経て、2018
年度から現職。

教育長　田上富男 たがみ・とみお

市内の公立小・中学校教諭、各種教育行政機
関勤務、公立中学校校長等を経て、2016 年度
から現職。

施策Ⅰ–１	 学力を県内トップレベルへ引き上げる取り組み
「全国学力・学習状況調査」、及び「とちぎっ子学習状況調査」において、県内トップ
レベルの学力を身につけるための学習支援に取り組みます。

施策Ⅰ–２	 ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した学校教育の推進
ＩＣＴ（タブレット、電子黒板等）を活用し、児童・生徒の学習への興味・関心を高め
るとともに、分かりやすい授業や主体的・協働的な学習を実現することによって、確
かな学力の育成を図ります。

施策Ⅰ–３	 小学校低学年での英語授業など英語教育の充実
グローバル化が進展する中で、英語によるコミュニケーション能力の素地を小学校低
学年から養うため、英語の授業など英語教育の充実を図ります。

施策Ⅰ–４	 子どもの体力アッププログラム（地域との連携）
子どもたちの体力の低下傾向を改善するため、各学校においては、工夫・改善を図り
ながら体力の向上に取り組んでいます。この取り組みに、運動に携わる地域の有能な
人材が連携するシステムを構築し、子どもたちの基礎体力の向上を図ります。

施策Ⅰ–５	 もおか次世代リーダー育成事業（高校生の海外留学支援）
本市の将来を担う次世代のリーダーを育成します。特に、国際的な感覚を身につける
ため、海外留学にチャレンジする高校生を支援します。

市教委と現場が一体となり
指導改善サイクルを構築

複数回の学力調査の実施で
指導改善への意欲を高める



　学力調査を活用した指導改善サイ
クルの一環として実施するのが「学
力向上推進研修会」であり、その第
１回が２０１８年７月に行われた。
　本研修会のねらいは、市の学力調
査を有効に活用するため、調査結果
の分析方法を学び、指導改善に生か
すことだ。市内の公立小・中学校全
２３校から学力向上担当者各１人が
参加。研修会で使用した調査結果は、

２０１８年４月、小学３年生と中学１
年生で実施した国語と算数・数学だ。
　研修会は、２部構成で行われた（図
２）。第１部は、ベネッセが学力調査
の活用法について説明し、それに基
づいて、参加者が自校の調査結果を
分析し、ワークシートに「成果・課題」
「明日からのアクション」を記入した。
第２部は、９つの中学校区ごとにグ
ループとなり、各校の成果と課題を
共有した後、具体的な改善案を議論
し、模造紙にまとめて発表した。そ
れぞれの進め方を見ていこう。

　第１部のテーマは、調査結果の効
果的な生かし方だ。そのポイントの
１つは、ＰＤＣＡサイクルの構築とな
る。調査結果を指導改善のツールと
して捉え、学力向上に結びつけるこ
とが重要であり、カリキュラム・マ
ネジメントを構築する上でも欠かせ
ない観点であることが強調された。
　調査結果を全国や県、市の平均点
と比較するだけでなく、学力層ごと
に見ることもポイントの１つだ。学
校・学年の平均点が全国平均を上回っ
ていたとしても、それは全体の結果
でしかない。母集団の特徴を把握し、
学力層の違いを見て、それぞれの課
題に応じた指導改善を図ることが、
学力向上に結びつく。

「一人ひとりの学力向上」にあると、
田上教育長は強調する。
　「学力調査の結果は年によって変動
があり、成績上位層が全体の平均点
を引き上げることもあります。それ
よりも大切なのは、子ども一人ひと
りが自分の成長を実感できることで
す。先生方には、子ども個々の学力
に応じて『分かる、できる、定着する』
指導に根気強く取り組んでほしいと
伝えています」

　指導主事が頻繁に学校を訪れ、指
導助言を行ったり、研究授業に参加
したりと、教員と情報交換を行うこ
とにも力を入れる。２０１８年度には
学校教育課指導係を６人から７人に
増員し、より丁寧に各校との連携が
取れる体制とした。

　「市教委の仕事は、先生方の向上心
を喚起して、意欲を高めてもらうこ
とです。施策に対して納得感が持て
れば、さらに積極的に推進してくれ
るようになります」（田上教育長）
　研修の充実も図っている。教員の
採用数が増え、若手教員の指導力向
上が課題であることから、２０１７年
度に教職歴２～４年目を対象とした
研修を始めた。参加者は、学習指導
や学級経営、児童・生徒指導の考え
方などの研修を受けた上で、研究授
業を年２回行う。非常勤講師に対し
ても同様の研修を実施。ほかにも、
２０１７年度から３年間、市内の小学校
教員を対象に外国語活動の研修も実
施している。
　そのような施策の結果、子どもた
ちの学力は着実に向上している。経
年比較ができる学年（小学４年次、
中学１・２年次）については、多く

の教科で点数が上昇し、特に小・中
とも理科が目標値を大きく上回った。
中学校では、学習への取り組み、学
ぶ意欲など、意識調査でも大きな改
善が見られた。さらに、教員の意識
も向上し、学校・学年の組織単位で
学力向上に取り組む姿勢が見られる
ようになったという。
　今後の課題は、ＩＣＴの活用だ。「こ
どもの元気な成長プロジェクト」の
一環として、２０１８年度、すべての
市立小・中学校に１学級分のタブレッ
ト端末、全教室分の電子黒板、及び
デジタル教科書を整備した。
　「先生方には、授業のあり方を根本
的に見直す気持ちでＩＣＴを活用する
ことを期待しています。整備した機
器を、確実に学力向上に結びつけら
れるよう、市教委もこれまで以上に
情報交換を密にして、学校現場を支
援していきます」（田上教育長）
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実践事例

学力調査の結果分析を基に
中学校区で指導改善策を議論
第１回真岡市学力向上推進研修会

全校の学力向上担当者が
調査結果を分析

全国平均との差よりも、
学力層の違いに着目して分析

若手教員の研修を実施し、
指導力の底上げを図る



　そのため、得点率の上位から２５％
ずつの４つの層に分け、特にずば抜
けた上位層がいる、または全体的に
できていないパターンⅠ、上位と下
位に二分化されているパターンⅡ、
一部の児童・生徒のみが落ち込んで
いるパターンⅢに分け、単元や領域
ごとに帳票に記載している。同市の
小・中学校でも、学校ごとに学力や
パターンに大きな違いが見られ、第
２部の検討会ではアクションプラン
を考える素材として活用された。

　第２部は、中学校区ごとに分かれ、
指導改善をテーマに、約１時間議論
した。まず、各校の調査結果を共有
した上で、成果は赤、課題は青、ア
クションプランは黄色の付箋に記入
し模造紙にまとめた。
　小中連携を通して既に課題の共有

ができている中学校区も多く、「語句
の活用は厳しいが、聞く力がよかっ
た」「聞く力はよく、課題は話す力だ」
「家庭の協力を得て毎週宿題を課した
ので、下位層の学力が上がった」など、
学校種を超えて活発に議論した。
　各校の具体的な取り組みを交えな
がら成果と課題を整理し、付箋を模
造紙に貼っていく。そうした議論や
検証を踏まえて、「ばらつきが生まれ
ないように、低学年次から支援を始め
ないといけない」「条件を限定して文
章を書く練習を繰り返した方がよい」
などと具体策に落とし込んでいった。
　そして、中学校区ごとに議論の結
果を４分間で発表した。その一例を
見ていく。
　Ａ中学校区では、小学校での書く
力が課題に挙がり、改善策として、
本時のまとめで字数制限を加える方
法が提案された。算数・数学では、
基礎領域で上位層と下位層が乖離し

ており、個別指導の必要性が提起さ
れた。そして、具体策として、グルー
プワークの際、支援の必要な児童・
生徒を１つのグループにし、机間指
導で重点的に指導を行うことが提案
された。また、中学校では、下位層
に対して、放課後にパワーアップシー
ト＊を課し、同じ問題を定期考査で出
すことも検討された。
　一方、Ｂ中学校区では、小・中と
もに漢字や文章力など言語活動に課
題が見られた。そこで、小学校では
筆記指導、中学校では毎日の連絡帳
への記入を徹底させるなど、日常的
な言語活動を積み重ねることとした。
算数・数学では、小・中とも量と測
定の領域が課題であることが分かり、
前学年までの学習内容の定着度を確
認するテストの実施など、系統立っ
た指導を行うことが提案された。

　研修後のアンケートでは、「小中連
携の大切さを考える機会になった」
「他校区の傾向を知ることができた」
など、肯定的な意見が多くを占めた。
参加者の１人は次のように語る。
　「指導改善は、教員一人ひとりが当
事者意識を持って取り組むために、
自分で分析し、課題意識を持つこと
が重要だと思います。今日の研修会
の分析や議論を通して、私自身、学
校での取り組みの方向性は間違って
いないことを実感できました。この
成果を学校に持ち帰り、先生方に伝
えることで、指導改善を一層進めて
いきたいと思います」
　本研修会で出された指導改善策は、
各校の担当者が自校に持ち帰り、校
内で共有・実行していく。市教委では、
３学期の指導主事の学校訪問の際に
検証材料の１つとして活用し、ＰＤ
ＣＡサイクルを回して指導改善が行
われているかを検証する計画だ。
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真岡市学力向上推進研修会の流れ図２

各校分析
分析方法の指導を受けた後、自校の学力調査の結
果を分析し、アクションプランを立てた。

発表会

成果・課題・改善策を示したプレゼン資料は
学校に持ち帰って共有され、具体的なアクショ
ンプランに落とし込まれる。

議論のまとめを発表する。これは、指導改善
のアクションプランを確実に実行するという決
意表明の場でもある。

検討会
中学校区ごとに分かれ、付箋と模造紙を使って成
果と課題を共有し、指導改善策を議論。

1

3

2

成果と課題を基に議論し、
アクションプランを立案

第５回

栃木県真岡市
指導力向上

教委と現場で進める

学力向上への
ステップ

＊　栃木県が「全国学力・学習状況調査」などを基に作成した問題プリント。

アクションプランを校内で
実践し、３学期に成果を検証



　部活動の見直しは、教員の働き方
改革における最重要事項の１つです。
中央教育審議会「学校における働き
方改革特別部会」でも、時間をかけて
丁寧に議論されました。教育活動にお
いて重要な役割を担う部活動の見直
しは、そう簡単ではないことは重々承
知しています。しかし、特に中学校・
高校における時間外業務の大半を占
める部活動を抜本的に改革しなけれ
ば、教員の負担を軽減できないこと
も、また周知のことだと思います。　
　２０１８年3月、スポーツ庁から「運
動部活動の在り方に関する総合的な

ガイドライン」（以下、運動部ガイド
ライン）が公表されました（図）。吹
奏楽部や合唱部などの文化部につい
ても、文化庁が同様のガイドライン
を年内公表を目標に作成しています。
その両方の議論にかかわっている立
場として、部活動改革のポイントを
お話ししたいと思います。

　部活動における教員の負担を減ら
す方法は、大きく３つあります。
①休養日の設定
　運動部ガイドラインには、週２日
以上（平日１日、土日は１日以上）

の休養日を設定するよう明記しまし
た。さらに、１日の活動時間は、長
くとも平日は２時間程度、土日を含
む休業日は３時間程度とし、できる
だけ短時間に効率的・効果的な活動
を行うよう示しました。それを受け
て、各自治体が活動の方針を定め、
その方針を踏まえて各学校が休養日
を設け、活動予定を公表しています。
　ここで重要なのは、そのガイドラ
インを実効性あるものにすることで
す。休養日を設けても、「大会前だか
ら」「もっと上手になりたいから」と
自主練習をしていては、意味があり
ません。自主練習中に事故が起きれ
ば、大きな問題にもなります。学習
と同じように、部活動も、時間を多く
費やしたからといって大きな成果が
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自治体と学校が
定めたガイドラインを

順守する

休養日の設定、規模縮小、
部活動指導員の活用を

並行して進める

生徒・教員・
保護者の理解を
促すことこそ重要

1 2 3

第2回

「持続可能な部活動」に
変えていく方法とは？
部活動は、協働性や忍耐力、自尊心などの非認知的な能力を高めるとともに、
子どもが個性を発揮する場の１つとして重要な教育活動であることは、
誰もが認めるところだと思います。
その一方で、放課後に何時間も練習したり、土日も試合等で活動したりと、
子どもや教員にとって過度な負担になっている一面があることも事実です。
部活動は、スポーツや文化、科学等に親しみ、非認知的な能力等を
育むことが大きな目的です。そのような適正な教育活動とするために、
部活動を見直していく上で必要な視点をお話しします。

学校マネジメントコンサルタント
文部科学省
学校業務改善アドバイザー

妹尾昌俊　せのお・まさとし　

（株）野村総合研究所を経て、2016 年に独立。
全国各地の教育委員会、校長等向けに講演・
研修等を行っている。中央教育審議会委員。
埼玉県、高知県、横浜市等の学校業務改善
アドバイザーも務める。

今号で押さえたいポイント

部活動改革なくして
働き方改革なし

部活動の適正化に向けて

創造的　　　　　　　のすすめ働 き 方 改 革 ─実践の第一歩─

実効性あるものとするため、
休みを設ける意義の周知を

見直しの具体策



得られるとは限らず、過度の練習は、
ケガや事故の危険性を高めるという
データもあります。また、子どもの
生活時間において部活動の占める割
合が大きすぎる場合、多様な人や経
験に触れる機会が減ってしまいます。
　なぜ休養日を設けるのか、なぜ活
動時間を短くするのか、子どもと教
員、保護者がその目的を理解し、納
得できるよう、学校や教育委員会が
丁寧に説明することが大切です。
②部活動の種類や規模の見直し
　児童・生徒数が減少しても、部活
動の数はそのままという学校が多く
見受けられます。近隣校との合同チー
ムを設置したり、思い切って休部や
廃部にしたりすることも検討しま
しょう。学校内外から反対の声が上
がることも予想されますが、学校長
としては、学校規模に応じた部活動
数を中長期的に見越して議論してい
く必要があります。
③部活動指導員の活用
　地域住民や教員志望の大学生など、
外部の人材を部活動指導員として雇
用する方法は、学校・自治体の金銭
的な負担や、地域人材の不足といっ

た課題などから、導入をためらう学
校や自治体もあると思います。ただ、
週 5日のうち、１、２日でも練習や
引率を引き受けてもらえれば、教員
の負担は減ります。経費の３分の１
を国が補助する制度を利用して、積
極的に導入を検討していただきたい
と思います。

　今回挙げた３つの方法は、どれか
１つだけでは、負担の減る教員が限
られてしまいます。３つすべての方
法を並行して検討・実施することで、
すべての教員に負担削減の効果をも
たらすことがポイントです。

　自治体として定めたガイドライン
を周知・徹底することも重要です。
子どもたちは部活動を楽しみにして
いますし、地域のスポーツ活動より
も経済的な負担が少ない部活動に対
して、保護者も大きな期待を寄せて
います。しかし、それらの意識から
変えていかなければ、部活動の見直
しはうまく進みません。
　子どもと保護者の全員が集まる入
学式の日は、部活動のあり方につい
て共有する絶好の場になるでしょう。
部活動を勧誘する会などで、校長が
自校の部活動の方針や休養日などに
ついて示し、それが自治体の定めた
ルールであることを説明し、子ども
と保護者の理解を促していくのです。
教育委員会は、各学校長がそのよう
な場を持てるよう、後押ししてくだ
さい。
　意識改革は教員にも必要です。部
活動が生徒指導等の一環として重要
な意義を持つことは分かります。しか
し、限られた勤務時間で優先順位を
つけるとすれば、教員の本分である
授業の準備時間をまず確保し、授業
や特別活動の充実を通じて子どもと
向き合っていただきたいと思います。
　部活動の見直しは一筋縄ではいき
ません。しかし、先生方の善意で支
えられている部活動を現状のまま続
けるには、限界が来ていると考えま
す。部活動を地域のスポーツ活動に
移行させることも、実質的に進め
ていく時期に来ているのではないで
しょうか。
　次号では、部活動以外の業務削減
策を取り上げます。
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スポーツ庁「運動部の在り方に関する総合的なガイドライン」概要（抜粋）図

◎適切な運営のための体制整備
•都道府県は、「運動部活動の在り方に関する方針」を、学校の設置者は、「設置する学校に係る運

動部活動の方針」を、校長は毎年度、「学校の運動部活動に係る活動方針」を策定。
•校長は、学校全体の適切な校務分掌等に留意して、運動部活動の適切な指導・運営管理体制を構

築し、適正な数の運動部を設置。
•学校の設置者は、部活動指導員を積極的に任用・配置。

◎合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組
•校長及び運動部顧問は、「運動部活動での指導のガイドライン（2013年 5月文部科学省作成）」

に則り、生徒の心身の健康管理、事故防止、体罰等の根絶を徹底。

◎適切な休養日等の設定
•医・科学的観点も踏まえて、学期中は週当たり２日以上の休養日（平日１日、土日1日以上）、

長期休養（オフシーズン）を設ける。また、１日の活動時間は、長くとも平日は２時間程度、学
校の休業日は３時間程度とする。

◎生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備
•校長は、生徒の多様なニーズに応じた活動ができる運動部を設置。
•地方公共団体は、生徒のスポーツ活動の機会が損なわれないよう、合同部活動等の取組を推進。
•地方公共団体等は、学校や地域の実態に応じ、スポーツ団体、保護者及び民間事業者等の協力の下、

学校と地域が協働・融合した地域のスポーツ環境を整備。

◎学校単位で参加する大会等の見直し
•都道府県中学校体育連盟及び学校の設置者は、学校が参加する大会の全体像を把握した上で、大

会数の上限の目安等を策定。校長は、各運動部が参加する大会等を精査。

入学式などで方針を説明し、
子どもと保護者の理解を得る

実効性を高めるために

KEY POINT 部活動における教員の負担を減らす方法

1	 1日の活動時間を減らし、休養日も設ける

2	学校規模に合わせて部活動の数を減らす

3	社会人や大学生など、地域人材とも連携する



◎大量退職・大量採用に伴う教員の著しい若年化の状況の
中、教育力を維持するための特集の課題整理が、大変参考
になりました。産業界での「プロダクト・アウト」から「マー
ケット・イン」へという考え方は、教育界においても教員
養成段階だけでなく、採用や研修にもあてはめることがで
きると思いました。　　　　　　　　　　　　　　（滋賀県）

◎特集のテーマである「学び続ける」教員を育てるために、
大学の教員養成プログラムがとても重要だと思いました。
教員になってもすぐに辞めてしまう人がいる中で、本当に
教員になりたいのか、なぜ教員になりたいのかと、本人が
教員としての適性を知る体験が必要だと考えます。その意
味で、事例 1 の山口県が実施している大学 1・2 年生の学
校体験制度に、深い意義を感じました。　　　　　（茨城県）

◎社会の変化とは反対に、従来の考え方に凝り固まってい
るのは、学校や教員だと思います。本人が主体的に学び続
けることが理想ですが、学校現場が教員個々に応じて、意
図的、計画的に指導力を向上させる必要があるでしょう。
特集で紹介された埼玉県さいたま市のように、主体性や同
僚性を高めるシステムの構築は有効だと思います。（大阪府）

◎特集事例 2 の埼玉県さいたま市のように、教育委員会は
指導よりもサポートの面を強くするとよいと感じました。
学校が取り組みたいことを明確にし、それを教員間で共有
し、短時間で労少なく研修を推進するためのサポートです。
それがまさに働き方改革にもつながると思います。（新潟県）

◎特集の「学び続ける」教員の育成では、同時に業務の見
直しも行わないと、教員の負担は増すばかりです。事例 3
の東京都千代田区立麹町中学校の取り組みは、目的と優先
順位を考えた上での取り組み例で、その行動力と、守って
もらえるという安心感が、教員の学び続ける姿につながっ
ていると感じました。　　　　　　　　　　　　　（岐阜県） 

◎新連載「Leader’s VIEW」は参考になりました。「地域の
子どもは地域が育てる」という理念を掲げながらも、問題
行動や貧困、虐待などは学校が対応せざるをえないという
実態があります。少年の犯罪数が低下した取り組み、乳幼
児から高校までの縦の連携について、さらに具体的に内容
を知りたいと思いました。　　　　　　　　　　　（滋賀県）

◎連載「データで教育を読む」で、学校教育に対する保護
者の満足度上昇について納得しました。学校だよりや HP
などによる情報提供、学校開放日や各種行事などで、子ど
もたちの成長を直接見られる機会を積み重ねた結果なのだ
と思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　（秋田県）

◎連載「学力向上へのステップ」で紹介された、三重県い
なべ市の取り組みが印象に残りました。ＩＣＴは機器を使
いこなすまでに時間や手間がかかり、学力向上につながら
ないのではと危惧していました。しかし、教育委員会やベ
ネッセのサポートサービスを機能させることで、成功へと
つなげられるのだと納得しました。　　　　　　　（福島県）

◎働き方改革については、まだ自分の中で逡巡しています。
「学び続ける教員」との矛盾や、小学校英語・プログラミ
ング教育・道徳等による勤務時間超過が心配なのです。た
だ、今回の新連載「創造的働き方改革のすすめ」にあった
出退勤時刻の記録は簡単にできることで、意識化させるこ
とは可能だと思いました。　　　　　　　　　　　（北海道） 

◎連載「近未来展望」の認定特定非営利活動法人グリーン
バレー・大南信也理事長の ｢余白の部分を持ち、新しい取
り組みに挑戦していただきたい｣ という言葉に共感しまし
た。教員が喫緊の教育課題への対応で精いっぱいでは、教
員に新たな挑戦意欲が湧かないのは当然です。だからこそ、
心の余裕を持たせられるよう、管理職が先生方を守る盾と
ならなければならないと思います。　　　　　　　（島根県）
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２０１8年９月２１日発行／通巻第１４号教育委員会版　2018 Vol.2特集で英語４技能教育の先進事例を取材し、自分
が習った頃からの大きな変化を目のあたりにしまし

た。学校の先生は、自分が習った形の授業以外は教えにくいと聞
きますが、先進事例の先生はご自分が体験しなかった英語の授業
に果敢に挑戦され、それを形にされていました。新しい授業は大
変だとにこやかにお話しされる中に、先生方の充実感を感じまし
た。日本の未来を担う子どもたちが英語で困らないようにするた
め、これからも先生方の挑戦を応援していきます。（広瀬）

編集後記

Reader's VIEW
読者のページ

2018　Vol.1 へのご意見・ご感想
このコーナーでは、編集部に寄せられた読者の先生方からのご意見をご紹介します。

＊『VIEW21』教育委員会版のバックナンバーは「ベネッセ教育総合研究所」ウェブサイト（http://berd.benesse.jp/）でご覧いただけます。
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　地元宮城県に戻り、劇団を旗揚げ
して２５年が経ちました。東北各県
を話の舞台とし、セリフに方言を取
り入れたシェイクスピア劇を上演し
てきて思うのは、グローバル化と言
われる中、世界と最もつながってい
るのは、実は私たちが住む地方で
はないかということです。インター
ネットが普及し、世界のどこにいて
も大抵の情報はすぐに手に入る時代
にあって、求められているのはそこ
にしかないオリジナリティーであり、
触れなければ感じられないものです。
その１つが方言ではないでしょうか。
　そう思う原点は、学生時代に留学
先のイギリスで見た演劇にあります。
多くの作品が方言を用いており、言
葉の多様性が受け入れられていまし
た。共通語の使用が通常だった日本
の演劇との違いに衝撃を受け、自分に
とってコンプレックスだった方言へ
の意識が変わりました。私たちの劇団
は東北にあるのだから、東北の言葉を
使えばよいのだと気づいたのです。
　セリフは方言の後に役者が続けて

同じ意味の共通語を言い、翻訳する
形で進めます。方言を使うのだから、
舞台もイギリスではなく東北にしま
した。すると、難解と思われていた
シェイクスピア劇が親しみやすいも
のに変わり、子どもから高齢者まで
が楽しめる舞台になりました。
　海外の文化や伝統は外国人との交
流上の共通言語となり、会話を一気に
広がりあるものにします。劇団が国
際性と地域性を兼ね備えていると評
価され、地元の中学１年生が「総合的
な学習の時間」で私たちの作品に取
り組み、学園祭で上演しました。舞台
の背景や方言について地域の人から

学ぶことは地域学習になり、英語劇を
上演すれば英語学習にもなります。今
後、他校にも広がり、地域のよさを学
ぶ機会になることを期待しています。
　方言だからこそ伝わる癒しや励まし
が東日本大震災からの復興の力とな
り、今、方言の重要性が再認識されて
います。現行課程に続き、次期学習指
導要領にも、国語に「共通語と方言と
の違いを理解すること」（小学５・６年
生）、「共通語と方言の果たす役割につ
いて理解すること」（中学１年生）と示
されました。世界の多様化が加速する
中、多様性を受け入れ、地域に誇りを
持てる人を育んでほしいと思います。
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地域の言葉に触れ、
多様性を受け入れて、
地域に誇りを持つ人に
東北学院大学教養学部言語文化学科　教授
シェイクスピア・カンパニー　主宰

下館和巳　しもだて・かずみ

宮城県塩
しおがま

竃市出身。国際基督教大学大学院博士前期課程修了。後期課程２年
目から、東北学院大学に奉職。1992 年にシェイクスピア・カンパニーを結成。
イギリス・ケンブリッジ大学客員研究員なども務めた。

「東北での劇場建設を」という目標の下に集まった人々の組織を母体として
誕生。東北各県の出身者、宮城県在住者をメンバーとし、仙台を拠点に活
動している。東北の歴史や言葉を生かした新たなシェイクスピア劇を上演。

近 未 来 への 布 石 　地域性を生かしたシェイクスピア劇
公演作品は下館教授が原作を基に翻訳・翻案。「恐山の
播部蘇（マクベス）」「奥州幕末の破無礼（ハムレット）」等、
原作の内容と東北の歴史を重ね合わせて舞台を設定し、
選んだ地域に合わせた方言をセリフにしている。2018
年は、アイヌのアーティストとの共同作品「アイヌ　旺征
露（オセロ）」（写真）を公演。2016年に出版された10作
品の脚本は、文化庁「平成27年度被災地における方言
の活性化支援事業」に採択され、宮城県・岩手県・福島
県の沿岸を中心とした中学校・高校200校に寄贈された。

方言を用いた劇を上演する劇団からのメッセージ

シェイクスピア・カンパニー　プロフィール
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