
平成 29年 11月 17日 

 
 

        平成29年度十日町市･中魚沼郡中高英語科連絡会総会 

        兼平成29年度ハブスクールフォーラムについて（報告） 
 

１ 目的 

   研究授業や協議を通して、児童・生徒の意欲及び英語運用能力を高める授業、校種 

  間接続・連携について理解を深め、教員の指導力及び地域の教育力の向上を図る。 
 

２ 日時 

   平成29年11月14日（火）午後１時から４時30分まで 
 

３ 会場 

   県立十日町総合高等学校 農業棟多目的教室 

   〒948-0055 十日町市高山461 （電話 025-752-3186 ） 
 

４ 参加者 

   41名（詳細は裏面名簿参照） 
 

５ 日程 
12:40-12:55 13:00-13:20 13:25-14:15 14:25-15:15 15:25-16:20 16:20-16:30 

受付 開会式 研究授業 協議１ 協議２ 閉会式 
 

６ 内容詳細 

 (1) 開会式 

   ①開会挨拶             鈴木 重行 十日町市・中魚沼郡中高英語 

                           科連絡会会長（十日町高校長） 

   ②開会挨拶             蔵品 泰治 十日町市教育委員会教育長 

   ③開会挨拶             長谷川雅一 県教育庁高等学校教育課参事 

 (2) 研究授業「やりとりの質と量を高める授業」 

   ①コミュニケーション英語Ⅱ     金山 朋宏 県立十日町総合高等学校教諭 

   ②英語表現Ⅱ            中山 裕子 県立十日町総合高等学校教諭 

   ③英語理解             大橋  薫 県立十日町総合高等学校教諭 

 (3) 協議１「研究授業について」 

   ①３分科会に分かれての協議 

    （授業者の説明、小グループでの意見交換） 

   ②講評               鈴木 綾乃 県教育庁高等学校教育課指導主事 

 (4) 協議２「小中高連携による英語教育について」 

   ①小グループに分かれてのレポート発表・意見交換 

    代表グループによる協議内容の発表 

   ②十日町市英語教育推進への提言 

    「十日町ハブスクール事業計画」  吉楽 雅典 県立十日町高等学校教諭 

 (5) 閉会式 

   ①閉会挨拶             霜鳥 孝幸 県立十日町総合高等学校長 

   ②閉会挨拶             須田 雄一 県教育庁義務教育課指導主事 

 



参加者名簿 

 
種 別 所属名 職 名 氏 名 

協議グループ 
備 考 

１ ２ 

1 行政 十日町市教育委員会 教育長 蔵品 泰治 
   

2 行政 県教育庁高等学校教育課 参事 長谷川雅一 
   

3 行政 県教育庁義務教育課 指導主事 須田 雄一 
   

4 行政 県教育庁高等学校教育課 指導主事 鈴木 綾乃 
   

5 行政 県立教育センター 指導主事 本間 康一 
   

6 行政 十日町市教育委員会 学校教育課長 川崎 正男 
   

7 行政 十日町市教育委員会 指導主事 山岸  繁 ２ 
  

8 行政 十日町市教育委員会 嘱託指導主事 小林  豊 ３ 
  

9 小学校 十日町市立十日町小学校 校長 島田 敏夫 
  

ハブスクール 

10 小学校 十日町市立十日町小学校 教諭 桑原 由加 １ Ａ ハブスクール 

11 小学校 十日町市立東小学校 教諭 水落 冬美 ２ Ｂ 
 

12 小学校 十日町市立吉田小学校 教諭 南雲 智子 ３ Ｃ 
 

13 小学校 十日町市立鐙島小学校 教諭 藤田佳世子 １ Ｄ 
 

14 小学校 十日町市立水沢小学校 教諭 江端 洋平 ２ Ｅ 
 

15 小学校 十日町市立上野小学校 教諭 村山 美穂 ３ Ｅ 
 

16 小学校 十日町市立松之山小学校 教諭 池田 由美 １ Ｂ ハブスクール 

17 小学校 十日町市教育委員会 市単ＡＬＴ 髙橋  貢 １ 
  

18 小学校 十日町市教育委員会 ＡＬＴ 関口 仁彦 ２ 
  

19 小学校 十日町市教育委員会 ＡＬＴ 小林 理恵 ３ 
  

20 中学校 十日町市立十日町中学校 教諭 大矢 寿和 １ Ａ ハブスクール 

21 中学校 十日町市立中条中学校 教諭 羽貝 幾生 ２ Ｂ 
 

22 中学校 十日町市立吉田中学校 教諭 中川 大地 ３ Ｃ 
 

23 中学校 十日町市立水沢中学校 教頭 廣川  統 
   

24 中学校 十日町市立川西中学校 教諭 小林 一治 ３ Ｄ ハブスクール 

25 中学校 十日町市立松代中学校 教諭 本多 貴紀 ２ Ｅ 
 

26 中学校 十日町市立松之山中学校 教頭 渡邉  進 
  

ハブスクール 

27 中学校 十日町市立松之山中学校 教諭 中澤 寛子 １ Ｅ ハブスクール 

28 高校 県立十日町高等学校 校長 鈴木 重行 
  

連絡会会長 
ハブスクール 

29 高校 県立十日町高等学校 教頭 保坂  哲 ３ 
 

連絡会事務局 
ハブスクール 

30 高校 県立十日町高等学校 教諭 吉楽 雅典   ハブスクール 

31 高校 県立十日町高等学校 教諭 吉田 桃子 １ 
 

連絡会事務局 
ハブスクール 

32 高校 県立十日町高等学校 教諭 蔵品 理恵 ２ Ｂ 
連絡会事務局 
ハブスクール 

33 高校 県立十日町高等学校 教諭 須嵜 由吏 ３ Ｃ 
連絡会事務局 
ハブスクール 

34 高校 県立十日町高等学校 教諭 吉田 頼子 ２ Ｄ 
連絡会事務局 
ハブスクール 

35 高校 県立十日町総合高等学校 校長 霜鳥 孝幸 
  

会場校 

36 高校 県立十日町総合高等学校 教諭 大橋  薫 ３ Ａ 会場校・授業者 

37 高校 県立十日町総合高等学校 教諭 金山 朋宏 １ Ｂ 会場校・授業者 

38 高校 県立十日町総合高等学校 教諭 中山 裕子 ２ Ｃ 会場校・授業者 

39 高校 県立十日町総合高等学校 教諭 宮崎 孝美 １ Ｄ 会場校 

40 高校 県立十日町総合高等学校 教諭 山川みゆき ２ Ｅ 会場校 

41 
中等教育
学校 県立津南中等教育学校 教諭 後藤めぐみ ３ Ａ 

 
 


