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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 

※ 別紙（様式１０）のとおり 

 

（３）研修の体系と内容の具体 

（小学校） 

 小学校の教員に対して、英語教育推進リーダー中央研修受講者による外国語指導力向上研修を

行う。県内３管内で各３日間実施し、国から示されている７項目について、最新の指導方法やこ

れからの英語教育に関する伝達講習を行う。 

 平成２９年度から３年間で小学校教育課程説明会を開催し、新学習指導要領の趣旨及び内容、

評価の在り方、国が作成した新教材「We can! 1,2」及び「Let’s try! 1,2」の効果的な活用の

在り方等を説明することで、小学校外国語活動の改善及び指導の充実を図る。 

 また、県教育委員会が運営する外部検定試験の団体特別受験に、小学校教員も参加できるよう

受験の機会を拡大することで、小学校教員の英語力向上を図る。 

さらに、児童のリスニング力の向上を高めることを目標として、地域素材等を取り入れて作成

した小学校高学年対象のリスニング教材（平成３０年度作成）の積極的な活用を促す。 

（中学校） 

 中学校の英語担当教員に対して、英語力向上講座、外国語指導助手指導力等向上研修を行う。 

 英語力向上講座は、本県の平成２９年度からの継続事業である「英語コミュニケーション能力

ボトムアップ事業」のメニューの一つであり、県総合教育センターと連携して、国が中学校英語

担当教員に求められている英語力を身に付けさせる。そのため、民間英会話教室から講師を招聘

し、前期は４４時間の集中講座を、後期は、講座受講経験者を対象に個別対応を取り入れたフォ

ローアップ講座を２０時間実施する。講座終了後には、外部検定試験(TOEIC IP テスト)を受験さ

せる。 

外国語指導助手指導力等向上研修は、約８０名の中学校英語担当教員が参加し、県内の外国語

指導助手（約１００名）と、効果的なティームティーチングの在り方や外国語教育に係る諸問題

について研究協議等を２日間行う研修であり、外国語教育に必要な知識・指導技術等を身に付け

させるとともに教師個々の英語力向上を図る。 

愛媛県教育委員会事務局指導部 

総合教育センター 
愛媛大学 

小学校教員 
中学校英語担当教員 

高等学校英語担当教員 

（連携） 高校教育課 義務教育課 
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教員が外部検定試験を受験する機会を拡大するために、年３回の団体受験(TOEIC IP テスト)

の機会を設けるとともに、公立学校共済組合において資格取得費用補助制度を立ち上げ、英語検

定等受験を促進している。 

 生徒の英語力向上やグローバルな視野を広げることを目標に、読解力を高めるためのワークシ

ート（Ｈ２９年度作成）、音声教材（平成３０年度作成）の活用を啓発するとともに、新たに話

す力を高めるための教材を開発・提供する。また、スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）

と連携し、中学生がＳＧＨの発表会に参加する事業を実施する。さらに、中学生の英語力の検証

と授業改善を図るため、英語検定３・４級相当の問題（英語力検証テスト）を作成し、年間２回

実施する。 

その他、教育課程説明会等を通じて、英語担当教員の英語力及び指導力の向上に努めるととも

に、各校における「CAN-DO リスト」による学習到達目標の設定等及びパフォーマンステストの実

施等を含む授業改善について徹底することとしている。また、生徒の英語検定受験機会促進に向

け、学校での団体受験の一層の充実を呼び掛ける。 

（高等学校） 

高等学校の英語担当教員及び生徒に対する研修として、えひめ英語力向上特別対策事業、外国

語指導助手指導力等向上研修、英語ディベート・コンテスト開催事業等を実施する。 

 えひめ英語力向上特別対策事業においては、英語教育推進校（１校）の指定、英語教育フェス

タ、チャレンジサマースクール（２泊３日）、外国人講師等による英語力向上講座、TOEIC チャ

レンジモデル校（３校）及び GTEC チャレンジモデル校（３校）の指定、愛媛県小中高生英語力向

上委員会を実施する。英語教育推進校においては、タブレット端末を活用し、生徒の総合的な英

語力及び英語学習に対するモチベーションの向上を図る研究を行う。英語教育フェスタでは、県

下全ての学校の代表生徒及び代表教員に対して、最新の英語教育に関する情報提供を行う。チャ

レンジサマースクールでは、約１００名の生徒に対して、オールイングリッシュの環境の下、ワ

ークショップや各種交流活動を実施する。外国人講師等による英語力向上講座では、各校におい

て、県内在住の外国人や高い英語力を有する英語担当教員を講師として、生徒の英語力向上のた

めの英語講座を実施する。外部検定試験チャレンジでは、モデル校の高校３年生に TOEIC または

GTEC を受験させることで、本事業及び本県生徒の英語力の検証を行う。愛媛県小中高生英語力向

上委員会では、本県小中高の英語教育に関わる教員等が参加し、小中高が連携した本県の英語指

導力の向上のための講演会やガイダンスを実施するとともに情報共有を図る。 

 外国語指導助手指導力等向上研修においては、高等学校及び中等教育学校に在籍する１４名の

英語担当教員が、中学校の英語担当教員（約８０名）及び県内の外国語指導助手（約１２０名）

と、外国語教育に係る諸問題について研究協議を行う。 

 英語ディベート・コンテスト開催事業においては、英語によるディベート大会を通して、生徒

の英語によるコミュニケーション能力を向上させ、論理的思考力や批判的思考力を養うとともに、

英語を学ぶ意欲を更に高める。 

その他、英語教育推進リーダーによる研修、高教研英語部会及び教育課程説明会における研究

協議等を通じて、英語担当教員の英語力及び指導力の向上に努めるとともに、各校における

「CAN-DO リスト」による学習到達目標の達成状況把握等及びパフォーマンステストの実施等を含

む授業改善について徹底する。 

 

（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 

（中学校） 

・英語力向上講座（前期） ※ ８月末までに１６日間実施 

（高等学校） 

・外国人講師等による英語力向上講座（～２月） 

・愛媛県高等学校教育研究会英語部会 

 

講師：民間英会話教室 
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６月 
  

 

７月 
（高等学校） 

・第１回英語教育推進校報告会 

 

８月 

（小学校） 

・外国語指導力向上研修（３会場、各３日） 

（小学校）（中学校） 

・教育課程説明会（３会場、各１日） 

（中学校） 

・英語力向上講座（後期）※ １１月末までに１０日間実施 

・第１回 TOEIC IP テスト実施 

（高等学校） 

・チャレンジサマースクール（２泊３日） 

・新教育課程説明会（３会場、各１日） 

・英語教育推進リーダー研修実習（３会場） 

・英語教育フェスタ（東・中・南予） 

 

 

 

 

 

講師：民間英会話教室 

９月 
  

 

１０月 

（高等学校） 

・高校生英語ディベート・コンテスト 

・英語教育推進リーダー研修実習（３会場） 

 

１１月 

（中学校） 

・英語力検証テスト実施（対象：中学３年生） 

・第２回 TOEIC IP テスト実施 

（中学校）（高等学校） 

・外国語指導助手の指導力等向上研修（２日） 

 

１２月 

（中学校） 

・学力診断調査（対象：中学２年生） 

（高等学校） 

・愛媛県高等学校教育研究大会 

 

１月 
（中学校） 

・第３回 TOEIC IP テスト実施 

 

２月 

（中学校） 

・英語力検証テスト実施（対象：中学２年生） 

（高等学校） 

・第２回英語教育推進校報告会 

・愛媛県小中高生英語力向上委員会 

 

 

 

３月 
（中学校） 

・ＳＧＨ発表会への参加 

 

 

【その他の取組】 

（高等学校） 

・TOEIC チャレンジ（モデル校において７月～１０月に実施） 

・GTEC チャレンジ（モデル校において７月～１０月に実施） 

 



目標管理書 Ｈ31様式

※表中、斜線部は記入不要。計画段階では目標値のみ記入。

校種 № 目標値 達成値(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（％） 85.0% 82.5% 85.0%
② 求められる英語力を有する生徒の割合（％） 50.0% 41.4% 50.0%
③ 学習到達目標の整備状況 設定（％） 100.0% 100.0% 100.0%

公表（％） 100.0% 37.0% 100.0%
達成状況の把握（％） 100.0% 47.9% 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（％） 100.0% 60.2% 100.0%
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）　 コミュニケーション英語Ⅰ 3.0回 1.6回 3.0回
コミュニケーション英語Ⅱ 3.0回 1.3回 3.0回
コミュニケーション英語Ⅲ 3.0回 0.6回 3.0回
英語表現Ⅰ 3.0回 0.8回 3.0回
英語表現Ⅱ 3.0回 0.8回 3.0回

　　○ライティングテスト（回）　 コミュニケーション英語Ⅰ 3.0回 1.5回 3.0回
コミュニケーション英語Ⅱ 3.0回 1.5回 3.0回
コミュニケーション英語Ⅲ 3.0回 0.9回 3.0回
英語表現Ⅰ 3.0回 1.9回 3.0回
英語表現Ⅱ 3.0回 1.8回 3.0回

　　○スピーキングテスト（回）　 英語コミュニケーションⅠ
英語コミュニケーションⅡ
英語コミュニケーションⅢ
論理・表現Ⅰ
論理・表現Ⅱ
論理・表現Ⅲ

　　○ライティングテスト（回）　 英語コミュニケーションⅠ
英語コミュニケーションⅡ
英語コミュニケーションⅢ
論理・表現Ⅰ
論理・表現Ⅱ
論理・表現Ⅲ

⑥ 英語担当教員の授業における英語使用状況（％） 100.0% 61.3% 100.0%
⑧ 英語担当教員に対する研修実施回数 15回 13回 15回

研修受講者数 180人 171人 180人

校種 № 目標値 達成値（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（％） 50.0% 46.8 50.0%
② 求められる英語力を有する生徒の割合（％） 50.0% 39.2 50.0%
③ 学習到達目標の整備状況 設定（％） 100.0% 81.5 100.0%

公表（％） 100.0% 1.5 100.0%
達成状況の把握（％） 100.0% 30.8 100.0%

④ 生徒の授業における英語による言語活動時間の割合（％） 80.0% 77.9 80.0%
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） 3.0回 2.6回 3.0回

ライティングテスト（回） 3.0回 2.4回 3.0回
⑥ 英語担当教員の授業における英語使用状況（％） 70.0% 67.7% 70.0%
⑧ 英語担当教員に対する研修実施回数 9.0回 9.0回 17.0回

研修受講者数 264人 246人 650人

校種 № 目標値 達成値（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 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 9.0回 9.0回 9.0回
③ 研修受講者数 189人 195人 228人

独自 № 目標値 達成値（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

2022

2018 2019 2020 2022
指標内容

2021

中
学
校

2021
指標内容

小
学
校

2018 2019 2020
指標内容

2021

高
等
学
校

2018 2019 2020 2022

指標内容

現
行
課
程

新
課
程

都道府県等
教育委員会名

愛媛県教育委員会

2018 2019 2020 20222021


