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実施内容 

（１）研修体制の概要 

別紙参照 

 

（２）英語教育の状況を踏まえた目標管理 

（１）高等学校における現状と課題 

   平成 29 年度の「求められる英語力を有する英語教員及び生徒の割合」は、平成 28 年度と

比較すると若干増加しているが、依然として文部科学省目標に近づいていない。また、CAN-DO

リストの普及率は平成 28年度以降、県立高校で 100％となっているが、公表や効果的な活用

を更に促す必要がある。これらの状況を踏まえ、引き続き、次の３点（①生徒の意欲を高め

る授業づくり、②４技能を総合的に育成する取組、③教員の英語力・指導力の向上）につい

て重点的に取り組み、更なる英語教育の推進を目指す。 

 

   【H29 年度主な目標達成状況】 

指 標 
H28 

(実績) 

H29 

(目標) 

H29 

(実績) 
指 標 

H28 

(実績) 

H29 

(目標) 

H29 

(実績) 

英検準 2級以上 

生徒の割合 
43.9% 47.0% 45.2% 

英検準 1級以上 

教員の割合 
63.0% 70.0% 66.7% 

生徒の言語活動 

授業の半分以上 
78.8% 90.0% 83.4% 

教員の英語発話 

授業の半分以上 
80.8% 95.0% 83.2% 

  ※調査対象となる授業は「コミュニケーション英語Ⅰ」 

 

  【H30 年度改善方策及び目標】 

重点取組項目 改善方策 目標となる指標 

①生徒の意欲を

高める授業づく

り 

 

 

○ALT（132 人）を全校配置 

・ﾃｨｰﾑ・ﾃｨｰﾁﾝｸﾞによる授業の充実 

・英語以外の授業での活用の推進 

・海外の高校との共同研究の実施 

○学習到達目標を生かした授業 

・兵庫版基本 CAN-DO ﾘｽﾄの活用 

・各校毎の CAN-DO ﾘｽﾄの改善・公表 

 効果的な活用 

○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｰﾀﾞｰ育成事業の実施 

・国内で 4泊 5日の英語合宿 

・高校生 50 人、ALT30 人 

○国際交流事業 

・姉妹州省との相互交流の実施 

○各種コンテストの実施 

・ｽﾋﾟｰﾁ、ｴｯｾｲ、ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄｺﾝﾃｽﾄの実 

  施（高英研と連携） 

○求められる英語力を有する生徒 

 (H29 45.2% → H30 50.0%) 

○生徒の英語による言語活動時間 

 (H29 83.4% → H30 100.0%) 

○ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾃｽﾄの実施(1科目平均） 

・ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ(H29 2.3 回→H30 2 回) 

・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ(H29 0.7 回→H30 1.5 回) 

○ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｷｬﾝﾌﾟの実施 

 (H29  22 校 → H30 28 校)  

○海外の高校との協働学習の実施 

 (H29 18 校 →  H30 20 校) 

○ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄの実施 

 (H29 33 校 → H30 35 校) 

○CAN-DO ﾘｽﾄを公表している学校 

 (H29 82.5 % → H30 100.0%) 

②４技能を総合

的に育成する取

組 

 

 

③教員の英語力、

指導力の向上 

 

 

○国及び県が実施する推進リーダ

ー研修によるリーダー養成 

○教員の海外派遣 

○日本人教員を交えた ALT研修等の

実施 

○教員の英語力の向上 

 （H29 66.7% → H30 75.0%） 

○教員の英語使用率の向上 

  (H29 83.2% → H30 100.0%) 

○研修回数 (H30 25 回) 

 研修受講者 (H30 1,100 人) 
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（２）中学校における現状と課題 

平成 29 年度の目標管理を以下の指標で行っている。【（  ）内は H28 と H29 の数値】 

・求められる英語の力を有する教師の割合（H28 27.5% H29 31.2%） 

・求められる英語力を有する生徒の割合（H28 32.0% H29 36.4%） 

・「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） 

①設定状況（H28 27.3% H29 36.2%） 

②公  表（H28 16.9% H29 11.7%） 

③達成状況（H28 47.9% H29 48.9%） 

・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 

１年生 

①授業の７５％程度以上～ （H28 19.7% H29 21.4%） 

②   ５０％程度以上～ （H28 41.9% H29 44.1%） 

③   ２５％程度以上～ （H28 29.2% H29 32.8%） 

④   ２５％程度未満  （H28 4.2% H29 1.7%） 

２年生 

①授業の７５％程度以上～ （H28 18.5% H29 20.1%） 

②   ５０％程度以上～ （H28 43.7% H29 41.7%） 

③   ２５％程度以上～ （H28 32.2% H29 32.4%） 

④   ２５％程度未満  （H28 5.7% H29 1.9%） 

３年生 

①授業の７５％程度以上～ （H28 15.9% H29 17.8%） 

②   ５０％程度以上～ （H28 39.5% H29 45.8%） 

③   ２５％程度以上～ （H28 38.5% H29 29.9%） 

④   ２５％程度未満  （H28 6.0% H29 5.1%） 

・パフォーマンステストの実施状況 

①１年生（H28 82.7% H29 86.5%） 

②２年生（H28 84.2% H29 88.8%） 

③３年生（H28 81.9% H29 85.4%） 

 

・指標形式（CAN-DO リスト）による学習到達目標を設定する学校が増加している。 

・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については、概ね授業の 50％

以上で実施している割合が増加している。 

・教員の英語力向上については、授業を英語で行う等、教員の英語使用率を高めるよう指

導するとともに、外部検定割引制度の活用等について周知を図っていく。 

 

（３）小学校における平成 29年度の現状と課題 

      中学校と同様に兵庫教育大学と連携し、研修テーマの設定を行った。「小中合同研修」、

「TT を活用した授業実践」、「ICT を活用した授業実践」等の研修会を実施し、教員の指導

力向上を図った。今後も専門機関との連携を図り、教員の英語力及び指導力の向上につなげ

るとともに、新学習指導要領を踏まえた研修内容（移行期間に使用する新教材を活用した指

導の工夫、読むこと・書くことの指導方法、評価方法等）の充実・精選等に努め、教科化に

向けてのさらなる対応を進めていく。 
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（３）研修の体系と内容の具体 

１ 実施研修（平成 26年度～平成 30 年度）別紙「平成 30 年度日程表（案）」参照 

（１）兵庫教育大学と連携した「大学と連携した英語指導力向上事業」 

  ① 趣 旨 

    今後の兵庫の英語教育を担う指導力を習得させるため、実習・演習や事例研究等を通し    

   て、各地域でのリーダーとしての識見と能力の向上を図る。 

    また、小中及び中高の円滑な接続を図るための小中・中高それぞれの合同研修を取り入

れるなど、工夫し実施する。 

  ② 対象者 

     100 名 

    ・１期 県立高等学校教員 20 名 

    ・２期 市町組合立小学校教員 40 名（県内 40 市町各１名） 

    ・３期 市町組合立中学校教員 40 名（県内 40 市町各１名） 

  ③ 期 日 

    ・校種別単独研修          年間 各４日 

    ・小・中合同及び中・高合同研修   年間 各１日 

  ④ 主な研修内容 

    ・１期 ４技能の学習到達目標に基づいた指導と評価等 

    ・２期 ALT との T・Tの効果的な指導方法や中学校英語との円滑な接続のための連動の

在り方、新学習指導要領を踏まえた授業実践等 

    ・３期 ４技能をバランスよく指導し、コミュニケーション能力の育成や生徒がつまず

きやすい文法事項や内容等の指導方法改善等 

    ⑤ 研修の評価方法 

    ・兵庫教育大学と県教育委員会が研修効果等について検証し、評価する。 

        ・JACET 教育問題研究会発行 成長のための省察ツール「言語教師のポートフォリオ」

の活用。兵庫教育大学と研修成果を分析。 

    【主な特徴】 

    ・英語教師に求められる授業力を明示する 

・授業力とそれを支える基礎知識・技術の振り返りを促す 

・同僚や指導者との話し合いと協働を促進する 

・自らの授業の自己評価力を高める 

・成長を記録する手段を提供する 

 

（２）兵庫教育大学と連携した研修協力校における公開授業及び研究協議会等の実施 

  ① 趣 旨 

    兵庫教育大学と連携した英語指導力向上研修に参加した研修協力校の教員を中心に、各

協力校が連携している外部専門機関から指導・助言を受けながら、近隣の小・中・高等学

校教員を対象に公開授業や研究協議会を実施することにより、県内全域に研修成果の普及

を図る。 

  ② 対象者 

    研修協力校（４校）のある各地域の小・中・高等学校外国語及び英語担当教員 

    １校 １回あたり 20 名程度 

    ③ 実施回数 

    10 回程度 （１校 年間２回程度）   

  ④ 主な実施内容 

    ・公開授業、研究授業  

    ・指導方法の研修会 

    ・指導法改善による効果の検証等 

  ⑤ 研修の評価方法 
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     研修協力校等が実施する研究協議会等の参加人数、各校が連携している外部専門機関

の有識者による評価、外部検定試験による効果等を検証し、評価する。 

 

（３）中央研修終了者による研修会の実施 

  ① 趣 旨 

    最新の英語指導法を修得した教員が、トレーナーとして、各地で中核教員の研修や授業

改善の指導・助言を行い、研修成果の普及を図る。 

  ② 対象者 

    ・中央研修終了者の勤務校のある各地域の小・中学校外国語及び英語担当教員 

     (※H27～H31 の５カ年計画で実施予定) 

    ・県立高等学校英語教員約 400 名（※H27～H29 の３年間で全県立高校英語教員が受講） 

③ 実施回数 

    １人 年間 14 時間程度 

  ④ 主な実施内容（高校の例） 

    ・4 技能（「聞くこと」、「話すこと」、「読むこと」、「書くこと」）に係る言語活

動についてマイクロ・ティーチングを実施 

    ・「兵庫版基本 CAN-DO リスト」の活用について協議 

  ⑤ 研修の評価方法 

    研修会への参加人数、各校への普及状況等により評価する。 

 

（４）外国語指導助手を対象とした研修の実施 

  ① 趣 旨 

    小・中・高等学校等において語学指導等に従事する外国語指導助手（ALT）に対し、一層

効果的な語学指導ができるよう必要な知識・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、もって外国語教育の充実に資する。 

  ② 対象者 

    ・「兵庫オリエンテーション」 新規来日 ALT  

    ・「外国語指導助手の指導力等向上研修」 ALT       約 200 名 

                        日本人英語教員 約 200 名 

③ 実施回数 

    ・「兵庫オリエンテーション」      ２日間 

    ・「外国語指導助手の指導力等向上研修」 ２日間 

  ④ 主な実施内容 

    ・効果的なティーム・ティーチングの在り方と実践について 

    ・小学校・中学校・高等学校等における外国語教育をめぐる諸問題について 

  ⑤ 研修の評価方法 

    研修会への参加人数、参加者へのアンケート評価等により評価する。 

 

２ 各研修の評価 

（１）研修会等への参加人数 

   上記（１）～（３）の各研修受講者の目標数を設定する。 

  ① 兵庫教育大学と連携した「小・中・高等学校英語教育推進リーダー研修」 

    小学校外国語活動担当教員 40 名 

    中学校英語担当教員    40 名 

    高等学校英語教員     20 名 

  ② 外部専門機関と連携した研修協力校における研修会、研究協議会等 

    研修協力校（県立高校４校）が実施する公開授業、域内研修会等に参加した教員数 

    （１校 １回）20 名程度×４校×２回 = 160 名 

  ③ 中央研修終了者による研修会の実施 
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        （高等学校） 

    H27～H29 の３年間で全県立高等学校英語教員約 1,200 名が受講 

    （小・中学校） 

    各市町において、域内研修会を実施（１回以上） 

 

（２）研修参加者へのアンケートの実施 

上記（１）の研修受講者に研修前と研修後の「英語授業実施状況等」に関するアンケート

を実施し、研修受講による授業改善の効果を検証する。 

  （アンケート調査項目例） 

   ① 生徒の英語による言語活動時間の割合 

   ② 教員の英語使用状況 

   ③ パフォーマンステストの実施 

   ④ ICT を活用した授業の実施 

   ⑤ ワークシート等を活用した授業の実施 等 

 

（３）研修協力校における授業改善の状況と生徒の英語力の把握及び検証 

   国が実施する「英語教育実施状況調査」を活用し、研修協力校（県立高校４校）における

英語授業の改善状況を、他校比較等を通して検証するとともに、在籍生徒に対しては外部検

定試験等を実施し、生徒の英語力を検証する。 

 

（４）英語力評価テストの実施 

   上記（１）の研修受講者に対して、研修初日と研修最終日に、JACET 教育問題研究会発行

成長のための省察ツール「言語教師のポートフォリオ」を実施し、研修前と研修後の研修受

講教員の英語力の向上について検証する。 

 

（４）年間事業計画 

月 推進リーダー研修 高等学校による研修協力校 

都道府県等の取組 外部専門機関等 都道府県等の取組 外部専門機関等 

４月 
    

５月 
受講者決定    

６月 

兵庫教育大学と連携

した英語指導力向上

研修（第１回 小・

中・高） 

兵庫教育大学 ・兵庫教育大学と連

携した英語指導力向

上研修（第１回） 

兵庫教育大学 

 

 

研修協力校と外部専門機

関による研究協議会 

７月 

兵庫教育大学と連携

した英語指導力向上

研修（第２回、小・

中） 

兵庫教育大学   

８月 

兵庫教育大学と連携

した英語指導力向上

研修（第２回、高・

第３回、小・中・高） 

兵庫教育大学 ・新規来日ＡＬＴ対

象研修会（２日） 

・兵庫教育大学と連

携した英語指導力向

上研修（第２・３回） 

研究協議会 

 

兵庫教育大学 
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９月 
   研修協力校と外部専門機

関による研究協議会 

１０

月 

兵庫教育大学と連携

した英語指導力向上

研修（第４回・小・

中・高） 

兵庫教育大学 ・兵庫教育大学と連

携した英語指導力向

上研修（第４回） 

・英語科授業づくり

充実講座 

・兵庫県高校生エッ

セイコンテスト 

兵庫教育大学 

 

 

研修協力校と外部専門機

関による研究協議会 

１１

月 

兵庫教育大学と連携

した英語指導力向上

研修（第５回 小・

中学校 公開授業及

び研究協議、域内へ

の普及研修につい

て） 

兵庫教育大学 ・外国語指導助手の

指導力等向上研修

（２日） 

・兵庫教育大学と連

携した英語指導力向

上研修（第５回 公

開授業及び研究協

議、研修内容の普及

について） 

・兵庫県高校生スピ

ーチコンテスト 

研修協力校と外部専門機

関による研究協議会 

 

兵庫教育大学 

 

１２

月 

    

１月 

   研修協力校と外部専門機

関による研究協議会 

２月 

 第２回運営指導

委員会 

兵庫県高校生ディベ

ートコンテスト 

研修協力校と外部専門機

関による研究協議会 

３月 
運営指導委員会 

 

  研究協議会 

【その他の取組】 

 

 



（様式10）目標管理書

※表中、斜線部は記入不要。計画段階では目標値のみ記入。

2017

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 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（％） 66.7 75
② 求められる英語力を有する生徒の割合（％） 45.1 50
③ 学習到達目標の整備状況　　設定（％）　 92.9 100

　　　　　　　　　　　　　　　　　  公表（％） 82.5 100
                                        達成状況の把握（％） 59 100

④ 生徒の授業における英語による言語活動時間の割合（％） 82.8 100
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 1.5 2

　　　スピーキングテスト（回）　　　　　  コミュニケーション英語Ⅱ　 1.2 1.5
                                                    コミュニケーション英語Ⅲ　 0.6 1.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英語表現Ⅰ 0.9 2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英語表現Ⅱ 0.6 1.5
　　　ライティングテスト（回）　　　　　    コミュニケーション英語Ⅰ 0.4 1.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   コミュニケーション英語Ⅱ 0.5 1.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コミュニケーション英語Ⅲ 0.3 1.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   英語表現Ⅰ 0.9 1.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   英語表現Ⅱ 1.3 1.5

⑥ 英語担当教員の授業における英語使用状況（％） 83.2 100
⑧ 英語担当教員に対する研修実施回数 26 25

研修受講者数 1177 1100

※１　高等学校については、政令市を含んだ数値を記載すること

2017
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 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（％） 31.2 50
② 求められる英語力を有する生徒の割合（％） 36.4 50
③ 学習到達目標の整備状況　　設定（％）　 36.2 45

　　　　　　　　　　　　　　　　　  公表（％） 11.7 20
                                        達成状況の把握（％） 48.9 100

④ 生徒の授業における英語による言語活動時間の割合（％） 64.7 65
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） 1.9 3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ライティングテスト（回） 0.8 3
⑥ 英語担当教員の授業における英語使用状況（％） 55.5 100
⑧ 英語担当教員に対する研修実施回数 7 10

研修受講者数 300 300

2017
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 目標値 達成値

① 学習到達目標の整備状況　　設定（％）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　  公表（％）
                                        達成状況の把握（％）

② 小学校教員に対する研修実施回数 7 20
③ 研修受講者数 628 640

2017
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 目標値 達成値
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