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平成30年10月26日 
 

    平成30年度十日町市･中魚沼郡中高英語科連絡会研究総会 兼 
    平成30年度十日町ハブスクールフォーラム 兼 
    平成30年度第７回学力向上専門監配置事業担当者会議について（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30年10月24日（水）午後１時から４時40分まで 
 

３ 会場 

   十日町市立十日町中学校（〒948-0012 十日町市新座甲２－10 ℡ 025-757-2306） 

   ・体育館（開会式～事業報告） 

   ・ランチルーム(研究授業～閉会式) 
 

４ 参加対象者 

   十日町市・中魚沼郡内にある中学校・中等教育学校・高等学校の外国語担当教員・ 

   ＡＬＴ及び小学校の教員・ＡＬＴ等 
 

５ 日程 
12:40-12:55 13:00-13:15 13:15-13:40 13:50-14:40 14:50-15:50 16:00-16:30 16:30-16:40 

受付 開会式 事業報告 研究授業 協議 講評 閉会式 

 

６ 内容詳細 

 (1) 開会式 

   ①開会挨拶             十日町市・中魚沼郡中高英語科連絡会会長 

                     （県立十日町高等学校長）  加藤 徹男 

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

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

 (2) 事業報告 

   ①十日町ハブスクール事業について  県立十日町高等学校教諭   吉田 桃子 

   ②研究授業の概要説明        十日町市立十日町中学校教諭 信賀 悠次 

 (3) 研究授業              十日町市立十日町中学校教諭 信賀 悠次 

   ○テーマ 「ふるさと十日町の魅力を世界へ発信できる生徒の育成」 

   ○概 要  ３年２組（35人）Total English3 Lesson5 

 (4) 協議 

   ○テーマ 「豊かなやり取りを育む授業づくり」 

   ○概 要  研究授業を基に、小グループに分かれての協議 

 (5) 講評                新潟大学教育学部教授  松澤 伸二 様 

 (6) 閉会式 

   ①閉会挨拶             十日町市立十日町中学校長  川崎 正男 

   ②閉会挨拶             県教育庁中越教育事務所 

                         学校支援第２課長  多田  茂 
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７ 参加者名簿 
 種 別 所属名 職 名 氏 名 協議班 備 考 

1 大学 新潟大学教育学部 教授 松澤 伸二  指導助言者 

2 行政 十日町市教育委員会 教育長 蔵品 泰治   

3 行政 県教育庁高等学校教育課 参事 長谷川雅一   

4 行政 県教育庁義務教育課 指導主事 須田 雄一   

5 行政 県教育庁高等学校教育課 指導主事 鈴木 綾乃   

6 行政 県教育庁中越教育事務所 学校支援第２課長 多田  茂   

7 行政 県立教育センター 指導主事 小林 一治 Ａ  

8 行政 県立教育センター 指導主事 本間 康一   

9 行政 十日町市教育委員会 指導管理主事 山本 平生   

10 行政 十日町市教育委員会 指導主事 山岸  繁   

11 行政 十日町市教育委員会 嘱託指導主事 小林  豊   

12 行政 津南町教育委員会 嘱託管理指導主事 柳沢  博   

13 小学校 十日町市立十日町小学校 校長 島田 敏夫   

14 小学校 十日町市立十日町小学校 教諭 桑原 由加 Ⓑ  

15 小学校 十日町市立東小学校 教諭 佐藤  弘 Ｃ  

16 小学校 十日町市立東小学校 助教諭 水落 冬美 Ｄ  

17 中学校 十日町市立十日町中学校 校長 川崎 正男  当番校校長 

18 中学校 十日町市立十日町中学校 教頭 田山 秀人  当番校 

19 中学校 十日町市立十日町中学校 教諭 松田 祐介 Ⓔ 当番校 

20 中学校 十日町市立十日町中学校 教諭 信賀 悠次  当番校、授業者 

21 中学校 十日町市立南中学校 講師 渡邊 謙人 Ａ  

22 中学校 十日町市立吉田中学校 校長 桑原 政司  連絡会副会長 

23 中学校 十日町市立吉田中学校 教諭 中川 大地 Ｂ  

24 中学校 十日町市立下条中学校 教諭 佐藤 茂建 Ⓒ  

25 中学校 十日町市立水沢中学校 教諭 大橋 直子 Ｄ  

26 中学校 十日町市立水沢中学校 講師 長谷川友一 Ｅ  

27 中学校 十日町市立川西中学校 教諭 久保 成毅 Ｂ 学力向上専門監 

28 中学校 十日町市立川西中学校 教諭 川嶋 真喜 Ａ  

29 中学校 十日町市立松之山中学校 教諭 前田 菖子 Ｃ  

30 中学校 津南町立津南中学校 教諭 貝瀬  栄 Ｄ  

31 高等学校 県立十日町高等学校 校長 加藤 徹男  連絡会会長 

32 高等学校 県立十日町高等学校 教頭 川上  豪   

33 高等学校 県立十日町高等学校 教諭 牧口 義弘 Ｅ 連絡会事務局 

34 高等学校 県立十日町高等学校 教諭 高橋 敏夫 Ａ 連絡会事務局 

35 高等学校 県立十日町高等学校 教諭 蔵品 理恵 Ｃ 連絡会事務局 

36 高等学校 県立十日町高等学校 教諭 吉田 桃子 Ｂ 連絡会事務局 

37 高等学校 県立十日町高等学校 教諭 須嵜 由吏 Ⓓ 連絡会事務局 

38 高等学校 県立十日町総合高等学校 教諭 大橋  薫 Ｄ  

39 高等学校 県立松代高等学校 教諭 小川 弘義 Ｅ  

40 中等教育学校 県立津南中等教育学校 教諭 松井 市子 Ⓐ  

※協議班の欄に○の付いている方は協議後に発表した。 


