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AKITA英語コミュニケーション能力強化事業

高校教育課

目指す児童生徒像：国際感覚や世界的視野を身に付け、グローバル社会で活躍できる人材
小・中・高等学校一貫した英語教育の推進により、英語を用いて情報を正確に理解したり、自分の考えを適切に
伝えたりするコミュニケーション能力の強化を図るとともに、グローバル社会で活躍できる人材を育成する。
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Ⅰ 授業改善プロジェクト
１．中・高英語教育研究協議会
目的
◯中学校・高等学校の英語教育につ
いて、当該年度の重点事項に関す
る協議等を実施し、各校における授
業改善を推進する。
◯外部専門機関等から講師を招き、
最新の英語教育についての理解を
深める。

事業概要
◯外部専門機関等の講師による講演
を通し、当該年度の重点事項の共
通理解を図る。
◯中・高担当教員合同の分科会にお
いて、指導方法や評価について異
校種間で情報交換を行う。

効果
◯最新の英語教育についての理解を
深めることで、授業改善につなが
る。
◯異校種間での指導方法や評価につ
いての情報交換等を通して、ネット
ワークを築くとともに、中・高の連携
を図ることが可能である。

目的

事業概要

効果

◯文部科学省が設定した生徒に求め
られる英語力の指標に基づき、本
県中・高生の英語力の目標達成を
目指す。
◯生徒が自身の英語力を正しく把握し
し、主体的に英語力の向上を図るた
めの一助とする。

◯中学校２年生から高校３年生までの
全生徒を対象に、英検ＩＢＡを実施
する。
◯結果を分析し、地域や県の課題を
明らかにし、指導改善に役立てる。

◯信頼性・妥当性のある外部試験に
より、客観的に生徒の英語力を測
ることができる。
◯結果を踏まえ、指導方法の改善や、
生徒の英語学習への意欲向上を
図ることができる。

目的

事業概要

効果

◯生徒が授業でＡＬＴとふれ合いなが
ら英語を話す機会をより一層増加さ
せる。
◯生徒の「聞くこと」「話すこと」の能力
向上を中心に、４技能の総合的な
育成に資するとともに、各校におけ
る国際教育の取組推進に活用す
る。

◯県立高校 46 校中ベース校 24 校に
各１名、総合教育センターに１名を
配置する。
◯授業におけるティーム・ティーチング
での活用を中心に、放課後の指導
やイングリッシュキャンプへの参加
を進める。

◯生徒の「聞く」「話す」能力が向上し、
４技能の総合的な育成が図られる
とともに、生徒が積極的にコミュニ
ケーションを図ろうとする姿勢を育
成できる。
◯各校の国際教育の取組の充実が期
待できる。

２．外部試験の活用

３．外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置

４．拠点校・協力校英語授業改善事業（外部専門機関と連携した英語指導力向上事業）
目的
◯県内大学等との効果的な連携を通
して、英語担当教員の指導力及び
英語力の向上を図る。
◯公開研究会等でモデルとなる実践
事例を他校に提供することにより、
当該校の成果の普及を図る。

事業概要

効果

◯県内３地区の拠点校（小・中・高）が ◯担当教員の英語使用機会及び児童
中心となり、協力校とともに授業改
生徒の言語活動量が増加するとと
善を中心とした研究を進め、公開研
もに、言語活動が中心となる授業へ
究会を実施し、成果の普及を図る。
と授業改善が推進される。
◯外部専門機関（県内大学等）の教員 ◯公開研究会の実施により、管内の
の専門的な指導に基づき、各校種
学校への成果の普及が図られる。
における教員の指導力及び英語力
の向上を図る。
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Ⅱ 教員研修プロジェクト
１．小学校外国語教育集中実践セミナー
目的

事業概要

効果

◯新学習指導要領における小学校外
国語教育の拡充を踏まえた研修を
開催することにより、円滑な全面実
施に資する。
◯外国語の指導方法の習得及び教員
の英語運用能力向上を図る。

◯小学校教員４０名を対象に、夏季休
業中の３日間、集中的に外国語教
育指導法及び教員の英語力の向上
を目指すワークショップを実施する。
◯教科「外国語科」に焦点を当てたワ
ークショップを充実させるなど、新し
い研修プログラムを開発する。

◯新学習指導要領に係る外国語教育
について、小学校教員が実践的指
導力を身に付けることができる。
◯受講者が教科としての外国語教育
について理解を深めるとともに、自
校で他の教員に成果の普及を図る
ことができる。

２．外国語活動・英語担当教員指導力向上研修
目的

事業概要

効果

◯英語教育の拡充により一層の充実
が求められる外国語担当教員の指
導力の向上を図るため、全ての校
種における研修を実施する。
◯ワークショップ形 式 の研 修 を通 し
て、言語活動を中心とした授業を体
験し、授業改善に資する。

◯中央研修を受講した本県教員を対
象とする３日間の研修を校種毎に実
施する。
◯小学校においては中核教員が校内
研修を行う。高校の受講者にはフォ
ローアップ研修を実施し、必要な指
導助言を行う。

◯受講者の英語力・指導力向上に向
けた意識・意欲の喚起が図られる。
◯研修を通じて他の受講者との情報
交換や効果的な実践事例が共有さ
れる。

目的

事業概要

効果

◯総合教育センターの研修員が新学
習指導要領小学校外国語科移行措
置等についての実践研究を進め、
その成果と課題を発信することによ
り、各小学校における円滑な全面実
施に資する。

◯新学習指導要領における喫緊の課
題である教員の指導力向上に向け
た研究を行う。
◯全国の先行研究事例を収集すると
ともに、実践的な研究を進め、県内
教員に発信する。

◯総合教育センターでの教育研究発
表会において、成果を発表し普及を
図る。
◯新学習指導要領に係る領域や内容
の指導についての情報を提供する
ことにより、円滑に全面実施が図ら
れる。

３．小学校外国語教育実践研究

ALT 指導力等向上研修の様子

指導力向上研修の様子
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Ⅲ 異文化体験プロジェクト
１．イングリッシュキャンプ
目的

事業概要

効果

◯発達段階や英語力に応じた複数の
キャンプを実施することにより、児童
生徒の英語コミュニケーション能力
の育成を目指す。
◯ふるさとや異文化に対する理解を深
め、様々な人と交流できる機会を設
定する。

◯小学校３年生から高校３年生までを
対象に、ＡＬＴとの交流を中心とする
コミュニケーション活動を行う。
◯発達段階等に応じ、プレティーン、
ティーン、スーパー、わんぱくイング
リッシュ、FUN イングリッシュを開催
する。

◯異文化理解を深め、積極的に英語
で表現しようとする児童生徒が増加
する。
◯ネイティブスピーカーとの生きたコ
ミュニケーション体験ができる。

事業概要

効果

２．高校生米国語学研修事業
目的
◯英語圏での研修を通して、より広い
視野をもち、グローバル社会で活躍
できる人材を育成する。
◯英語コミュニケーション能力の強化
及び国際社会に貢献しようとする姿
勢の育成を図る。

◯米国ミネソタ州立セントクラウド大学 ◯異文化理解、多様性の受容、英語
において、語学研修、交流活動及
によるコミュニケーション能力及び主
び異文化体験等を実施する。
体的に行動する姿勢等を育む。
◯30 名程度の高校生を対象に、７月 ◯帰国後、自校で英語によるプレゼン
～８月の 17 日間程度の日程で実施
テーションを実施し、全体で海外研
する。
修体験の成果を共有することができ
る。

３．あきたっ子グローバルびじょん（グローバル人材育成の基盤形成事業）
目的

事業概要

効果

◯英語によるコミュニケーションの重
要性を認識し、国際的視野を広げる
など、自己啓発の機会を提供する。
◯小・中学校において、世界で活躍す
る人材や留学経験のある人材によ
る講演や体験活動を、一層促進す
る。

◯県内外の各分野で活躍している人
材や外国語学習に関するエキスパ
ート等による講話等の機会を設定す
る。
◯スーパーイングリッシュキャンプに
おいて、海外で活躍する講師を招聘
する。

◯各学校等の計画により、より効果的
な異文化理解や海外に対する興
味・関心の醸成につながる。
◯外国文化や外国での体験談にふれ
ることにより、国際的な視野を広
げ、将来の生き方について考えを
深める機会となる。

目的

事業概要

効果

◯英語力の向上や異文化理解、国際
協調の精神を培うため、本県高校
生の海外留学を奨励する機運を醸
成する。
◯グローバル人材の育成及びチャレ
ンジ精神の育成等を目指し、海外
研修事業や補助事業を推進する。

◯短期（２週間以上、１年未満）の海
外派遣プログラムに参加する生徒
を対象に、留学費の一部を補助す
る。
◯学校が主催する２週間以上１年未
満の海外派遣プログラムに参加す
る高校生を対象に支援する。

◯海外に対する視野が広がり、ものご
とを多角的な視点から考えることが
できるとともに、語学習得に対する
意欲が向上する。
◯長期留学を希望する生徒が増加す
る。

４．高校生留学支援事業（短期派遣）
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Ⅳ グローバルリーダー育成プロジェクト
１．スーパーグローバルハイスクール事業（秋田南高校）
目的

事業概要

効果

◯グローバルリーダー育成に資する教
育を通して、生徒の社会課題に対する
関心と深い教養、コミュニケーション能
力、問題解決力等の国際的素養を身
に付ける。
◯将来、国際的に活躍できるグローバ
ルリーダーの育成に資する。

◯秋田南高校（指定校）が、「こま
ちの里」秋田の高校生が「地球
村」の食糧問題に挑む！のテ
ーマで研究を進める。
◯学校設定科目「国際探究」、問
題解決力育成授業、国際教養
大学との連携により課題研究
を推進する。

◯身近な事象と世界全体の問題を結び
付けながら、積極的に課題を解決しよ
うとする態度が育成される。
◯グローバルリーダーに不可欠な「課題
設定能力」「課題探求能力」「論理的
思考力」「プレゼンテーション能力」「実
践力」が育成される。

目的

事業概要

効果

◯アソシエイト校を指定し、現在のスー
パーグローバルハイスクール事業に
準ずる取組を実施し、グローバルリー
ダーの育成を図る。
◯秋田南高校の取組を参考に、複数の
高校による共同研究や交流等を充実
させる。

◯県立高校をアソシエイト校とし
て指定し、グローバルリーダー
に必要とされる資質・能力の育
成を図る取組を行う。
◯指定校の実態に合わせたテー
マを設定し、研究を推進する。

◯身近な事象と世界全体の問題を結び
付けながら、積極的に課題を解決しよ
うとする態度が育成される。
◯グローバルリーダーに不可欠な「課題
設定能力」「課題探求能力」「論理的思
考力」「プレゼンテーション能力」「実践
力」が育成される。

２．秋田県ＳＧＨアソシエイト事業

３．秋田県高校生即興型英語ディベート大会
目的

事業概要

効果

◯社会、政治、倫理、環境、国際問題な
どを論題に、その場で考えて柔軟に英
語で意見を交わし合うことにより、相
手を説得できる論理的思考力を鍛え、
国際社会で活躍できるグローバルリー
ダーに必要な素養を身に付ける。

◯秋田県総合教育センターを会
場に、トーナメント方式により行
う。
◯ディベートを通して、即興で話
す能力の向上を図る。

◯英語による即興でのやり取りを積極的
に行う生徒が増加する。
◯英語コミュニケーション能力の向上と
ともに、他校の生徒との交流により、
ネットワークを拡充するとともに、英語
学習への意欲が向上する。

ＳＧＨｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾝｸｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙでの発表の様子

スーパーイングリッシュキャンプの様子

