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実施内容 

（１）研修体制の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）英語教育の状況を踏まえた目標管理 

①求められる英語力を有する担当教員の全担当教員に占める割合  

【現 状】 

【目 標】 

 

【方 策】 

 

・求められる英語力を有する教員の割合（高等学校 57.0％ 中学校26.0％）  

・平成29年度までに高等学校65％、中学校35％の目標達成を目指し、平成32年度まで

に高等学校75％、中学校50％の目標達成を果たす。 

・英語力と指導力の向上を目的とした研修の実施（英語教育推進研修、英語力ブラッ

シュアップ講座、外国語教育コア・エリア実践研究指定事業等を実施し、英語担当

教員の英語力向上や求められる授業づくりについての指導内容や指導方法、学習評

価等について研修を行う） 

・英語力ブラッシュアップ講座では１回目の講座（６月）で英語力を測定し、その後

の講座等を通して更に英語力の向上を図り、最終の講座（１１月）で再び英語力を

測定し、フィードバックを行う。 

②求められる英語力を有する生徒の全生徒に占める割合  

【現 状】 

【目 標】 

 

【方 策】 

 

 

・求められる英語力を有する生徒の割合（高等学校 24.6％ 中学校 33.6％）  

・平成29年度までに高等学校35％、中学校40％の目標達成を目指し、平成32年度まで

に高等学校・中学校ともに50％の目標達成を果たす。 

・英語担当教員の指導力の向上を目指した上記①の研修の実施 

・中学校「授業改善プラン」（学校ごとの英語力向上に向けたＰＤＣＡサイクル）に

基づいた学校支援訪問指導（授業公開・プランを基に協議）の実施   

・「高知これ単語彙検定」及び読み物教材の活用推進を通して、生徒の英語のコミュ

ニケーション能力の向上を図る。 

 

高 知 県 教 育 委 員 会 

（小中学校課・高等学校課） 

高 知 県 教 育 セ ン タ ー 

毎年２、３名のリーダー中央研修 

 

英語教育推進リーダー 派遣 

中

学

校 

小

学

校 

高

等

学

校 

高知英語教育推進委員会 
外部専門機関 

（高知工科大学等） 

小学校外国語活動研修 
受講者数：60 名 研修日数：5 日 

 （1 日は研修協力校等での研修） 

e-Learning 研修／オープン講座 

伝 達 講 習 講 師 

中学校英語教育推進研修 

受講者数：50 名 研修日数：4 日 

 研修協力校（授業公開・研究協議）

  

高等学校英語教育推進研修 

 受講者数：50 名 研修日数：4 日 

 TOEIC 受験 

  研修協力校（授業公開・研究協議）

英語力ブラッシュアップ講座（中学校） 

 英語力向上のための研修（３日間）TOEIC 受験(70 名) 

研修協力校（高・中・小） 

授業公開等による授業実践研修の実施（各地域の学校も参加可能なオープン研修） 

 
【小学校・中学校】授業公開１回 
○授業実践校（２校） 
 ・小学校英語化に向けた授業づくり 
 ・英語による英語授業の実践  等 

【高等学校】授業公開１回 
○授業実践校（１校） 
・CAN-DO リストに基づく授業

実践 等 

指導・助言 

指導・助言 

研修協力校での 
授業実践研修 

外国語活動・英語教育を推進するリーダー的教員を育成するため、英語教育推進リーダーによる伝達講習を含む研修を実施 

 

 

 

 

 教育研究団体と連携した教員研修 (英語教員エンパワーメントセミナー) 
・高知県高等学校教育研究会（高等学校） 

・土佐教育研究会（小学校・中学校） 

外国語指導助手指導力等向上研修（高・中・小） 

研修講師としてのリーダー

の活用 

研 修 講 師 
県内高・中・小学校教員 
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 ・４技能を統合したパフォーマンステスト等を単元に位置付けることで、単元の各単 

位時間の役割を明確にし、英語による言語活動の時間を増やす。  

・年度ごとの達成値を把握し、成果のある取組の事例を取り上げ、次年度の参考とし 

て広く紹介し指導に役立てる。 

・平成２７年３月に策定した高知県英語教育ガイドラインの行動計画に沿って、生徒

の英語力について常に把握し、向上を図っていくことを研修や連絡協議会等で再度

周知を行う。 

③「ＣＡＮ－ＤＯリスト」の形式で技能別に設定した学習到達目標の整備状況（設定・公表及び

達成状況の把握等の状況）  

【現 状】 

【目 標】 

 

【方 策】 

・学習到達目標の整備状況（高等学校 設定100％ 公表79.5％ 達成状況の把握69.2％） 

（中学校 設定 100％ 公表 24.5％ 達成状況の把握 52.8％） 

・平成29年度までに、高等学校と中学校の両方が学習到達目標を公表し、その達成状

況を把握している数値を100％とする。 

・高等学校、中学校ともに、平成27年度段階でＣＡＮ－ＤＯリストの作成については

100％を達成している。今後は、学校支援訪問の際に公開する授業の指導案にＣＡＮ

－ＤＯリスト形式の学習到達目標を位置付けさせるとともに、その評価方法につい

ても指導助言を行う。また、各校が生徒や保護者等にＣＡＮ－ＤＯリストを公表す

ることの意義についても周知する。 

④授業における、生徒の英語による言語活動時間の占める割合  

【現 状】 

【目 標】 

【方 策】 

 

・生徒が英語による言語活動を授業時間の50％以上行っている割合  

（高等学校 45.9％ 中学校  74.3％）  

・平成29年度までに高等学校60％、中学校100％の目標達成を果たす。 

・実践拠点校を指定し、域内の学校に対して、モデルとなる授業公開及び研究協議を

実施し、研究成果の普及を行う。 

・生徒の言語活動の割合及び英語担当教員の英語使用量を増加させるため、英語教育

推進リーダーによる研修を通して、英語による授業の進め方や効果的な言語活動の

在り方について理解を深め、授業力の向上を図る。 

・高等学校については、指導力向上研修を通じて、言語活動の割合を増やすよう求め

る。 

⑤「話すこと」及び「書くこと」における外国語（英語）表現の能力を評価するためのスピーキ

ングテスト及びライティングテスト等のパフォーマンステストの実施状況  

【現 状】 

 

【目 標】 

 

 

【方 策】 

 

・スピーキングテストの実施回数（高等学校 1.7回 中学校 2.9回） 

・ライティングテストの実施回数（高等学校 1.3回 中学校 1.6回） 

・平成29年度までに高等学校はスピーキングテストを４回、ライティングテストを３

回実施する。中学校は、スピーキングテストを５回、ライティングテストを５回実

施する。 

・「授業改善プラン」（②参照）に基づく学校支援訪問や英語教育推進研修を通して、

ＣＡＮ－ＤＯリスト形式の学習到達目標の設定及び達成状況の把握を意識させ、指

導と評価の一体化を図る。  

・英語教育推進リーダーによる研修を通して、「話すこと」及び「書くこと」の言語

活動や評価の在り方について理解を深め、自校における指導と評価に生かし、授業

改善に努める。  

・評価の回数を増やし、評価に占める割合を増やす。 

・平成２８年度作成・配付のリーダー教員による中学校授業実践ＤＶＤ（話すことの

パフォーマンステストを含む）を基に、評価規準・基準及び評価方法について周知

する。 

・パフォーマンステストの素材集を作成し、全英語教員にパフォーマンステストの必

要性について周知する。 
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⑥授業における、英語担当教員の英語使用状況 

【現 状】 

【目 標】 

【方 策】 
 

・教員が発話の50％以上を英語で行っている割合（高等学校 48.3％ 中学校67.8％） 

・平成29年度までに高等学校は60％、中学校は100％の目標達成を果たす。 

・英語教育推進リーダーによる研修を通して、英語による授業の進め方や効果的な言

語活動について理解を深め、生徒の言語活動の割合及び英語担当教員の英語使用量

を増加させる。 

・教員自ら英語を使い、授業を進めることができる英語力を身に付けるために、英語

担当教員の指導力向上研修を実施する。 

・研修協力校での授業実践研修に参加し、授業の進め方等について学ぶ。 
・TOEIC などの外部検定試験などを受験することで教員の英語力を高める。 
 

⑦域内小学校における相応の英語力を有する教員の割合 

【現 状】 ・平成29年度までに１％の目標達成を果たす。  

・相応の英語力を有する教員の割合（0.3%） 

⑧研修実施回数、研修受講者の人数及び全担当教員に占める割合  

【現 状】 

 

【目 標】 

 

 

【方 策】 
 

・研修実施回数（高等学校４回 中学校４回 小学校５回） 

・研修受講者数 （高等学校25名（H27）＋41名(H28)=66名（40％） 中学校24名(H27)+39

名(H28)=63名（33％） 小学校24名(H27)+57名（H28）=81名（32.4％）） 

・高等学校・中学校は、平成29年度までに100％の目標達成を果たす。 

・小学校は、平成29年度までに131名の外国語活動担当教員が受講し、平成31年度ま

でに250名の外国語活動担当教員が受講を終え、各校に１名は教科化に対応できる

教員を育成する。 

・英語力と指導力の向上を目的とした英語教育推進研修及び小学校外国語活動研修を

実施する。  

 

（３）研修の体系と内容の具体 

【研修の体系】 

 外部専門機関と高知県教育委員会・高知県教育センターとで、高知英語教育推進委員会を組織

する。推進委員会の委員がそれぞれの研修について指導・助言等を行い、さらに研修の内容を深

め、研修効果を高める。また、学校支援訪問等において、実際の授業に研修の内容が生かされて

いるかという視点からも評価を行う。外部専門機関の委員（高知工科大学 長﨑政浩教授らを予

定。４月中旬以降決定）は、研修協力校での公開授業に向けた取組や公開授業においての指導助

言、教育センター主催の各研修会での講師及び指導助言を行う。９月に中間評価、２月に総括評

価の英語教育推進委員会の会議を行い、各研修等の目標達成状況等について確認し、改善のため

の方策を考え、適切にＰＤＣＡサイクルを回す。 

 

【研修内容の具体】 

研 修 名： 英語教育推進研修 

研修対象者： 高等学校・中学校・特別支援学校英語教員 

研 修 目 的： 英語教員の指導力、英語力を向上させる。 

内 容： ・英語教育推進リーダーによる授業力向上講座 

       ・外部有識者によるワークショップ 

       ・中高の英語教員による英語授業に関する協議 

受講予定者数：・高等学校 50名（２グループ）×４回 

・中学校 50 名（２グループ）×４回 

英語力評価テスト： 外部検定試験（高等学校のみ。中学校教員は他の研修（英語力ブラッシュアップ

講座）で検定試験を行う） 

研修の評価方法： 参加教員によるアンケート（各研修終了後、全研修終了後） 

次年度以降： 平成 31年度まで実施（平成 27 年度から 31 年度までに全中高英語教員受講） 
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外部専門機関及び研修協力校とのかかわり：大学教授からの助言・指導・講義等 

研 修 名： 英語力ブラッシュアップ講座 

研修対象者： 中学校教員 

研 修 目 的： 中学校教員の英語力を向上させる。 

内 容： TOEIC 対策講座の実施 

受講予定者数：70名×４回 （平成 28年度から３年間で全中学校英語教員受講） 

英語力評価テスト： TOEIC 受験 

次年度以降： 平成 30年度まで実施予定 

外部専門機関及び研修協力校との関わり：大学教授からの助言・指導・講義等 

 

研 修 名： 小学校外国語活動研修 

研修対象者： 小学校教員（外国語活動・英語指導のリーダー的教員） 

研 修 目 的： 小学校教員の英語力・指導力を向上させる。 

内 容： ・英語教育推進リーダーによる授業力向上講座（集合研修５日のうち１日は研修

協力校等で実施） 

       ・外部有識者によるワークショップ 

       ・e-Learning による英語力向上（自宅や職場で適宜実施） 

・研修受講者は勤務校で外国語教育推進の中核者としての役割を担い、研修内容

について、校内研修等を実施し、教育センターに実施状況を報告。 

受講予定者数： 小学校 50 名（２グループ）×５回  

英語力評価テスト： e-Learning レベル診断 

研修の評価方法： 参加教員によるアンケート（各研修終了後、全研修終了後） 

次年度以降： 平成 31年度まで実施予定（平成 27年から平成 31年の５年間ですべての公立小学

校に英語の教科化に対応できる教員を１名以上育成する） 

外部専門機関及び研修協力校との関わり：大学教授からの助言・指導・講義等 

 

研 修 名： 英語教員エンパワーメントセミナー 

研修対象者： 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校英語教員（希望者） 

研 修 目 的： ・英語教育に関する知識の習得と実践的指導力・教科の専門性を向上させる。 

       ・教育研究団体と連携して研修を実施することにより、自主研修組織を活性化さ

せる。 

内 容： 外部講師によるワークショップ 

受講予定者数：100 名 

研修の評価方法： 参加教員によるアンケート 

次年度以降： 小中高の教員が交流できる自主研修組織を活性化させるため、継続実施予定 

外部専門機関及び研修協力校との関わり：大学教授からの助言・指導・講義等 

 

研 修 名： 高知県外国語指導助手指導力等向上研修 

研修対象者： 外国語指導助手、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校英語教員 

研 修 目 的： 「語学指導等を行う外国青年招致事業」（以下、「ＪＥＴプログラム」という。）に

よる招致外国青年のうち、市町村（学校組合）立学校及び県立学校において語学

指導に従事する者（以下、「外国語指導助手」という。）に対し、一層効果的な語

学指導をするために必要な知識・指導技術等を習得させるとともに、外国語教育

に係る諸問題について研究協議を行い、本県の外国語教育の充実を図る。 

内 容： 外部講師によるワークショップ 

受講予定者： 110 名 

研修の評価方法： 参加教員によるアンケート 

次年度以降： 継続実施予定 

外部専門機関及び研修協力校との関わり：大学教授からの助言・指導・講義等 
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（４）年間事業計画 

月 都道府県等の取組 外部専門機関等 

４月 
  

５月 

英語教育推進リーダー 打ち合わせ会 

高知英語教育推進委員会 

小学校外国語活動研修 Ⅰ 

 

 

外部講師 

 

 

６月 

英語教育推進研修 （高・中）Ⅰ 

英語力ブラッシュアップ講座① 

外部講師 

外部講師 

７月 

小学校外国語活動研修 Ⅱ 

英語教育推進研修（高・中）Ⅱ 

英語力ブラッシュアップ講座② 

外部講師 

外部講師 

外部講師 

８月 

英語教育推進研修（高・中）Ⅲ・Ⅳ 

小学校外国語活動研修 Ⅲ・Ⅳ 

外部検定試験（高） 

英語力ブラッシュアップ講座③④ 

教育課程研究協議会（外国語） 

外部講師 

外部講師 

 

外部講師・TOEIC 受験 

９月 

高知英語教育推進委員会 

英語教員エンパワーメントセミナー 

外部講師 

外部講師 

１０月 

  

１１月 

 

 

 

 

 

 

１２月 

高知県外国語指導助手指導力等向上研修 外部講師･外部専門機関 

１月 

 

 

 

 

２月 

教育課程研究協議会（外国語） 

高知英語教育推進委員会 

英語教育推進リーダー 打ち合わせ会 

外部講師 

外部講師 

３月 

  

【その他の取組】 

 

 

 

研修協力校における授業公開（９月～１月） 
小学校外国語活動研修 Ⅴ（研修協力校等で実施） 



目標管理書

H25

校種 № 指標内容 現状 目標値 達成値 目標値 達成値 目標値 達成値 目標値 達成値

① 求められる英語力を有する英語担当教員の割合（％） 53.7 60.0 57.0 65.0
② 求められる英語力を有する生徒の割合（％） 25.5 30.0 24.6 35.0
③ 学習到達目標の整備状況　　設定（％）　 100.0 100.0 100.0 100.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  公表（％） 76.3 100.0 79.5 100.0
                                         達成状況の把握（％） 60.5 100.0 69.2 100.0

④ 生徒の授業における英語による言語活動時間の割合（％） 48.0 55.0 45.9 60.0
⑤ パフォーマンステストの実施状況 　　　コミュニケーション英語Ⅰ 2.6 3.0 2.1 4.0

　　　スピーキングテスト（回）　　　　　   コミュニケーション英語Ⅱ　 2.3 3.0 1.8 4.0
                                                   コミュニケーション英語Ⅲ　 1.4 3.0 0.5 4.0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 英語表現Ⅰ 2.7 3.0 2.5 4.0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 英語表現Ⅱ 3.0 3.0 1.8 4.0
　　　ライティングテスト（回）　　　　　  　コミュニケーション英語Ⅰ 0.8 2.0 0.9 3.0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コミュニケーション英語Ⅱ 0.6 2.0 0.7 3.0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コミュニケーション英語Ⅲ 1.4 2.0 0.5 3.0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 英語表現Ⅰ 1.7 2.0 1.6 3.0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 英語表現Ⅱ 1.9 2.0 1.3 3.0

⑥ 英語担当教員の授業における英語使用状況（％） 47.8 55.0 48.3 60.0
⑧ 英語担当教員に対する研修実施回数 5.0 4.0 4 4.0

研修受講者数 121 192 205 160

H25
校種 № 指標内容 現状 目標値 達成値 目標値 達成値 目標値 達成値 目標値 達成値

① 求められる英語力を有する英語担当教員の割合（％） 21.1 28.0 26.0 35.0
② 求められる英語力を有する生徒の割合（％） 25.8 30.0 33.6 40.0
③ 学習到達目標の整備状況　　設定（％）　 100 100.0 100.0 100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  公表（％） 24.5 50.0 24.5 100
                                        達成状況の把握（％） 58.4 80.0 52.8 100

④ 生徒の授業における英語による言語活動時間の割合（％） 75.9 100.0 74.3 100
⑤ パフォーマンステストの実施状況　スピーキングテスト（回） 3.1 5.0 2.9 5.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ライティングテスト（回） 1.5 5.0 1.6 5.0
⑥ 英語担当教員の授業における英語使用状況（％） 62.2 80.0 67.8 100.0
⑧ 英語担当教員に対する研修実施回数 4.0 4.0 5.0 4.0

研修受講者数 96 196 195 200

H25
校種 № 指標内容 現状 目標値 達成値 目標値 達成値 目標値 達成値 目標値 達成値

⑦ 相応の英語力を有する小学校教員の割合（％） 0.3 1
⑧ 小学校教員に対する研修実施回数 5 5 5 5

研修受講者数 116 300 285 280

H25
独自 № 指標内容 現状 目標値 達成値 目標値 達成値 目標値 達成値 目標値 達成値

都道府県等
教育委員会名

高知県教育委員会

H26 H27 H28 H29

高
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学
校

H26 H27 H28 H29

中
学
校

H26 H27 H28 H29

小
学
校

H26 H27 H28 H29


