
先進校の英語活動及び英語科の授業を積極的に参観しましょう！

皆さんもご承知のとおり、新学習指導要領については平成３０年度から先行実施、平成３２年

度から全面実施となります。

「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議状況について（案）」では、小学校の外国語教育

について下の□内のようにまとめています。

・中学年から「聞くこと」「話すこと」を中心とした外国語活動を年間３５単位時間程度実施。

・高学年から全ての領域をバランスよく育む教科型の外国語教育を、年間７０時間程度導入。

・指導内容や授業時数を削減するという選択肢を取ることは困難。したがって、時数として

は中学年・高学年においてそれぞれ年間３５単位時間増となる。地域や学校の実情に応じ

て１５分の短時間学習の設定や６０分授業の設定など組み合わせながら弾力的な時間割編

成の工夫が必要。

また、「外国語教育の抜本的強化のイメージ」の中の「新たな外国語教育」として小学校から中

学校までの目標等のつながりを下の□内のようにまとめています。

中学校目標例 ○互いの考えや気持ちなどを外国語で伝え合う言語活動を重視した授

業を外国語で行うことを基本とする。

年間 ○外国語やその背景にある多様性を尊重し、他者に配慮しながら、具

１４０ 体的で身近な話題についての理解や表現、簡単な情報交換ができる

単位時間 コミュニケーション能力を養う。

教科型目標例 ○外国語やその背景にある多様性を尊重し、相手に配慮しながら聞い

たり話したりすることに加えて、読んだり書いたりすることについ

小学校 て態度の育成も含めた、コミュニケーション能力の基礎を養う。

高学年 ○学級担任が専門性を高め指導、併せて教科指導を行う教員を活用、

年間７０ ALT等を一層積極的に活用。

単位時間

活動型目標例 ○外国語を通じて、言語やその背景にある文化の多様性を尊重し、相

手に配慮しながら聞いたり話したりすることを中心にしたコミュニ

小学校 ケ－ション能力の素地を養う。

中学年 ○主に学級担任がALT等を一層積極的に活用したTTを中心とした指導。

年間３５

単位時間
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そんな中、管内各町村教育委員会や各学校では、特色ある取組をすでに始めたり、これから始

めようとしたりしています。主な取組は、以下の□内にあるとおりです。

・特区申請を行い、平成２９年度から特別な教育課程を編成し取り組む。

・短時間学習を既に取り入れ教育課程を編成し取り組んでいる。

・小学校ではTTの授業が実施されている。具体的には、３人体制（担任・中学校英語担当（兼

務）・ALT、担任・支援員・ALT）や２人体制（担任・中学校英語担当（兼務）、担任・支援

員）等で行われている。

・中学校では、言語活動の量を増やしたり授業中の指示や説明を英語で行ったりしている。

・小中で情報交換できる場を定期的に設定し、その情報を授業に生かしている。

本年度は計画訪問の際に各小学校で英語活動の授業を参観させて頂いております。大変ありが

とうございます。各校の授業の様子や個別指導等から担任が中心になって授業づくりに努力して

いる点やＴＴ授業の際の打ち合わせ時間の確保の難しさ等について情報交換をさせていただいて

います。

平成３０年度の先行実施、３２年度の全面実施に向けて、今の取組を充実させ準備を一層進め

ていただきたいと思います。特に授業については、先進校の授業を参観し、どんな授業を行えば

良いか、イメージを持っていただきたいと思います。そして、徐々に授業の中に取り入れてくだ

さい。ぜひ積極的に先進校の授業を参観しましょう。また、必要があれば事務所の指導主事にも

声をかけてください。

小学校の先生には、小学校の活動型、教科型の授業はもちろ

ん、中学校でどんな英語の授業が行われているか、求められて

いるのか、を見ることで参考になること（学習意欲を喚起した

り定着を図ったりする活動の工夫）が多く見つかると思います。

また、中学校の先生には、今小学校でどんな授業が行われて

いるのか、求められているのか、中学校でどんな授業が求めら

れているのかを見ることで、それらを生かした授業づくり（言

語活動の量的・質的工夫）に結び付くと思います。

以下の□内にある嬬恋村内における公開授業予定や別紙の平成２８年度「英語教育強化地域拠

点事業」にかかる公開授業内容一覧を参照しぜひ参観をしてみてください。遠いですが、可能で

あれば、管外の授業を参観するのも大きな収穫になると思います。なお、別紙については、平成

２８年８月２３日付けで義務教育課から町村教育委員会や各学校に届いています。

【嬬恋村内における公開授業予定】 ９月２３日（金） 西部小

１０月１３日（木） 東部小

１０月２１日（金） 嬬恋中

１１月 ９日（水） 西部小、嬬恋中

１１月２４日（木） 東部小

＊なお、嬬恋村内の授業参観を希望する方は、日程や時間等を学校に確認してから訪問をし

てください。



実施日 学年 教科 単元名等 指導者氏名

1 中部 前橋市 桃井小学校 １１月２５日（金） ５年 英語 未定 宮下　篤子
茂木千恵子

13:35～13:45　受付
13:50～14:35　公開授業
14:50～16:30　全体会（授業研究会）

http://menet.ed.jp/momonoi-es/

３年 外国語活動 未定 渡辺　幹人
メビナジ・ジカン（ＡＬＴ）

６年 英語 未定 中島　久美子
小畑　悦子

１年 英語 未定 中澤　由実
大和田　美香

２年 英語 未定 戸塚　智子

３年 英語 未定 反町　貴江
粕川　典子

4 西部 高崎市 東小学校 １月２０日（金） ６年 英語 未定 岩間　昌央
ＡＬＴ

13:20～13:50　受付
13:50～14:35　公開授業
14:50～16:30　全体会（授業研究会）

http://swa.city.takasaki.gunma.jp/higashi_sho/

5 西部 高崎市 城東小学校 １月２５日（水） ６年 英語 未定 松本　茂生
ＡＬＴ

13:15～13:45　受付
13:45～14:30　公開授業
14:45～16:30　全体会（授業研究会）

http://swa.city.takasaki.gunma.jp/swas/index.php?id=112

6 西部 高崎市 高松中学校 １０月１９日（水） １年 英語 未定 相澤　陽子
ＡＬＴ

13:30～13:50　受付
13:55～14:45　公開授業
15:00～16:30　全体会（授業研究会）

http://swa.city.takasaki.gunma.jp/takamatsu_chu/

４年 外国語活動 「時間を尋ねよう」 本間　達也

６年 英語 「地域を案内しよう」 黒岩　佐登美

３年 外国語活動 「オリジナルランチメニューを作ろう」
干川のぞみ
高山　直美

５年 英語 「数に親しもう」
荒牧　健太
ＡＬＴ

9 嬬恋中 ２年 英語
「身近にあるユニバーサルデザインを紹介しよう。」
（Unit 5　Universal Design）

浦野　ゆみ http://www12.wind.ne.jp/tsumagoi-jhs/

３年 外国語活動 「In the Autumn Forest」動物クイズを楽しもう
石井　千恵美
小林　智子

５年 英語 「あこがれの旅行をしよう」
林　靖彦
ドーナ・ランドル（ＡＬＴ）

６年 英語 「日本文化を紹介しよう」
桒原　和馬
宮田　好子（沼田中）

２年 外国語活動 「楽しく動こう」
森下　好美
中澤かおり（学校支援
ボランティア）

３年 外国語活動 「どこにあるかな」
渡辺　真弓
ドーナ・ランドル（ＡＬＴ）

６年 英語 「日本の文化を紹介しよう」
吉野　幸恵
小林　智子

12 利根 沼田市 沼田中学校 １１月４日（金） １年 英語 「イギリスの本」（Unit 8）
宮田　好子
ピーター・リバード（ＡＬ
Ｔ）

13:15～13:30　受付
13:35～14:25　公開授業
14:45～16:15　全体会（授業研究会）

http://www.n-numata-jhs.gsn.ed.jp/

13 東部 太田市 旭小学校 １１月１日（火） ６年 英語 未定

石綿　拓也
大槻　典子
カロライン・コニリオ（Ａ
ＬＴ）

13:40～14:00　受付
14:05～14:50　公開授業
15:05～16:30　全体会（授業研究会）

http://www.ota.ed.jp/asahi/

14 東部 太田市 旭中学校 １１月７日（月） ２年 英語
「将来の夢について、伝え合おう」
(Program 6  A Work Experience Program:Sunshine
English 2)

小野里　健太
アダム・レイ（ＡＬＴ）

13:30～13:45　受付
13:50～14:40　公開授業
14:55～16:30　全体会（授業研究会）

http://www.ota.ed.jp/asahi-j/

3 前橋市 第一中学校

公開授業について
番号 事務所 市町村 拠点校名

2 中部 前橋市 城南小学校 １１月１１日（金）

学校ＨＰアドレス

１１月１０日（木）中部

吾妻 嬬恋村 １１月９日（水）

13:00～13:30  受付
13:40～13:35　公開授業【短時間学習（1～5年）】
14:00～14:45  公開授業【通常授業】
15:00～16:30　全体会（授業研究会）

http://www12.wind.ne.jp/tsumagoi-tobu-es/

平成２８年８月２３日付義教第３０１１１－３５号　　【別紙１】 平成２８年度「英語教育強化地域拠点事業」に係る公開授業内容一覧

日程案

10 利根 沼田市 沼田東小学校 １１月１５日（火）

8

13:30～13:50　受付
13:55～14:10　公開授業【短時間学習（全）】
14:15～15:00　公開授業【通常授業】
15:15～16:40  全体会（授業研究会）

http://menet.ed.jp/jounan-es/

http://menet.ed.jp/daiichi-jhs/

http://www.n-numatahigasi-es.gsn.ed.jp/

13:00～13:15　受付
13:20～13:35　公開授業【短時間学習】（5年1,2,3組）
13:45～14:30　公開授業【通常授業】
14:45～16:30　全体会（授業研究会）

13:10～13:30　受付
13:50～14:40　公開授業
14:55～16:30　全体会（授業研究会）

10:00～10:30  受付【西部小】
10:40～11:25  公開授業【西部小】
（昼食・休憩）
13:00～13:30　受付【嬬恋中】
13:40～14:30　公開授業【嬬恋中】
14:50～16:30　全体会（授業研究会）【嬬恋中】

http://www8.wind.ne.jp/tunisi-es/

＊日程案及び学校HPアドレスについて、文字が小さくて大変見づらくなっております。実際に参観に参加される場合は、平成２８年８月２３日付義教第３０１１１－３５号にて確認をお願い致します。

7 吾妻 嬬恋村 東部小 １１月２４日（木）

11

13:30～13:50　受付
13:55～14:10　公開授業【短時間学習（3年、6年）】
14:15～15:00　公開授業【通常授業】
15:15～16:30  全体会（授業研究会）

http://www.n-numatakita-es.gsn.ed.jp/利根 沼田市 沼田北小学校 １１月２９日（火）

西部小


