
十日町ハブスクール事業報告 

１ ねらい 

 (1) 10 年間（小４年・中３年・高３年）の目標・評価・授業が一貫した英語教育の推進 

 (2) 子どもが意欲的に取り組み、発信力を中心に資質能力を高め合う授業への改善 

 (3) 十日町市教育大綱が目指す人づくりに係る英語教育を充実する取組の工夫 
   （参考）十日町市教育大綱より抜粋 

十日町市教育大綱の作成にあたりましては、大地の芸術祭と児童生徒の交流、英語教育

の充実、給食の地産地消の拡大、ふるさと学習の充実などを通して、児童生徒から十日町

市の魅力をしっかり理解してもらい、世界で活躍できるグローバルな感覚も持ちながら、

ふるさと十日町市にも目を向ける児童生徒像を描きました。 

 

 

２ 目 標 

 (1)【協議会】協議会・授業公開を月１回、成果を発表する会を年１回実施 

 (2)【意 欲】アンケートを実施して「英語学習／授業が好き」とする回答が７割 

 (3)【英語力】･ 中学３年生で CEFR Ａ１（英検３級・GTEC LRW 409）以上が５割 

       ･ 高校３年生で CEFR Ａ２（英検準２級・GTEC LRW 440 程度）以上が５割 

 

 

３ 組織図 
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４ ３年間の流れ 

【平成 29年度】 

回 期  日 会  場 内  容 備  考 

第１回 ６月 14 日（水） 十日町高校 授業公開① 

事業計画検討① 

 

第２回 ７月 19 日（水） 十日町高校 授業公開② 

事業計画検討② 

意欲調査項目検討① 

フォーラム概要計画 

 

第３回 ９月 21 日（木） 十日町小学校 授業公開③ 

意欲調査項目検討② 

フォーラム詳細計画 

 

第４回 10 月 23 日（月） 十日町総合高校 フォーラムの打合せ 

意欲調査①結果速報 

 

第５回 11 月 14 日（火） 十日町総合高校 ハブスクールフォーラム 

授業公開④ 

事業計画の発表 

意欲調査①の結果報告 

グループ協議（連携） 

市の中高連携 

英語教育推進の取組

と連動 

第６回 12 月 12 日（火） 十日町中学校 授業公開⑤ 

各学校の事業報告① 

（十小、十中、十高） 

 

第７回 １月 19 日（金） 川西中学校 授業公開⑥ 

今年度の総括・次年度事業

計画① 

学力向上専門監事業 

第８回 ２月 27 日（火） 十日町高校 各学校の事業報告② 

今年度の総括・次年度事業

計画② 

 

協議会以外での十日町高校の取組 

・異文化交流会 11 月８日（水）２年生７クラス 

・英語ボランティアガイド訪問 11 月６日（月）２年生７クラス 

 

【平成 30年度】 

回 期  日 会  場 内  容 備  考 

第１回 ４月 24 日(火) 十日町高校 顔合せ・打合せ 

H30 事業計画・予算編成 

意欲調査②の詳細計画 

意欲調査②は４、５

月に実施、６月結果

報告 

第２回 ６月１日(金) 十日町高校 授業公開⑦ 

各校の授業改善計画 
（大地の芸術祭活用計画含む） 

意欲調査②の結果報告 

大学教授指導助言 

第３回 ６月 25 日(月) 十日町小学校 授業公開⑧  

第４回 ７月 12 日(木) 十日町中学校 授業公開⑨ 

大地の芸術祭活用計画の確

認 

学力向上専門監事業 

大地の 

芸術祭 

８月１日(水)～ 

８月 10 日(金) 

クロステン 海外観光客との交流 

十日町高校英語部、十日町

小学校 

・ボランテイアによるガイ

ド 

・ガイドブック配付 等 

 



第５回 ８月８日(水) 十日町中学校 フォーラムの打合せ 
大地の芸術祭活用の進捗確認 

 

第６回 ９月 20 日(木) 十日町高校 授業公開⑩ 

フォーラム打ち合わせ 

 

第７回 10 月 24 日(水) 十日町中学校 ハブスクールフォーラム 

授業公開⑪ 

大地の芸術祭での取組紹介 

意欲調査③の詳細報告 

グループ協議 

市中高連携事業共催 

大学教授指導助言 

第８回 11 月９日(金) まつのやま学園 授業公開⑫ 

 

中教研 

郡市教研 

第９回 12 月 11 日(木) 十日町総合高校 授業公開⑬ 

協議会 

教育フォーラム打合せ 

 

第 10 回 １月 29 日(火) 十日町小学校 授業公開⑭ 

事業報告会プレ発表 

 

第 11 回 ２月 22 日(金) 県立教育センター 教育フォーラム 

英語教育推進について 

教員のみ対象 

大学教授指導助言 
 

協議会以外での十日町高校の取組 

・大地の芸術祭講演会（総合ディレクター北川フラム氏） ６月 11日（月）  

・マン島高校生受け入れ 10 月 29 日（月）～11月２日（金） 

・異文化交流会 11 月７日（水）１、２年生対象 

・英語ボランティアガイド訪問 11 月８日（木）１年生対象 

 

【令和元年度】 

回 期  日 会  場 内  容 備  考 

第１回 ５月 28 日(火) 十日町高校 顔合せ・打合せ 

授業公開⑮ 

R1 事業計画・予算編成 

意欲調査④の詳細計画 

 

意欲調査④は５月に

実施、７月結果報告 

第２回 ７月３日(水) まつのやま学園 授業公開⑯ 

各校の授業改善計画 

意欲調査④の結果報告 

学力向上専門監事業 

第３回 ９月 17 日(火) 十日町小学校 授業公開⑰ 

各校の授業改善計画 

「つなぐリスト」作成につ

いて 

大学教授指導助言 

 

第４回 10 月 10 日(木) 十日町南中学校 授業公開⑱ 

意欲調査⑤の詳細計画 

ハブスクールフォーラム打

ち合わせ 

学力向上専門監事業 

第５回 11 月 15 日(金) 十日町高校 ハブスクールフォーラム 

授業公開⑲ 

グループ協議 

市中高連携事業・学

力向上専門監事業共

催 

大学教授指導助言 

第６回 １月 17 日(金) 十日町中学校 授業公開⑳ 

意欲調査⑤の結果報告 

ハブスクールフォーラム集

計結果報告 

学力向上専門監事業 

 



「つなぐリスト」作成の進

捗状況報告 

第７回 ２月 21 日(金) 十日町高校 ハブスクール事業まとめ 

「つなぐリスト」検討 

次年度の連携について 

 

 

協議会以外での十日町高校の取組 

・異文化交流会 10 月 23 日（水）１、２年生対象 

・英語ボランティアガイド訪問 11 月５日（火）１年生対象 

・ＡＬＴ母校高校生との文通プロジェクト 12 月～ １、２年生希望対象（26 名参加） 

 

５ 取組（取組内容及び成果） 

＜授業風景＞Small Talk、教科書の音読、retelling とペアでの

活動を基本として授業を行った。誰とペアになっても積極的に

活動に取り組み、英語で話そうと努力する姿が見られた（令和元

年度）。 

 

 

＜英語ボランティア養成講座＞ 

十日町市英語教育推進事業の一

環として英語ボランティア養成

講座が開講されている。市内の

中高生を対象とし、市内のALTな

ど12名のネイティブスピーカー

から指導を受けた。夏休みに集

中講座が５回、９月、10 月にも

放課後の時間を利用して講座が開かれた。今年度は十日町高校から４名、十日町中学校から１名が

参加し、２学期に中学校と高校をまわって成果を発表した（令和元年度）。 

 

＜異文化交流会＞ 国際大学の

留学生を招いて異文化交流を開

催した。留学生の母国の話を聞

き、十日町や日本を紹介するプ

レゼンテーションをとおして、

異文化について知るとともに、

郷土理解を深めることができた

（左：令和元年度、右：平成 29

年度）。 

＜大地の芸術祭＞３年に１度の越後妻有トリエンナーレ・大地

の芸術祭に、十日町高校英語部の生徒がボランティアとして参

加した。８月１日から 10 日間、展示作品の紹介をさせてもら

いながら、十日町小学校の児童や早稲田大学のサークルグルー

プと活動した。外国人観光客は香港、台湾出身者が多かった。

英語を話す機会に恵まれ、地域のボランティアや異年齢集団と

の交流が生徒の心に印象深く残ったようだ（平成 30 年度）。 



＜高校生との交流＞イギリスの

マン島から高校生が来校し、十日

町高校に約１週間通学した。英語

の授業だけでなく、他の教科の授

業や部活動にも参加し、交流を深

めた。（平成 30年度） 

 

 

６ 令和元年度ハブスクールフォーラム時のアンケートより（参加者の感想） 

・自治体を挙げて小中高連携して英語教育に取り組むことはすばらしいと思う。短期間に結果は出

ないと思うが、「続ける」ことが大切だと感じた。 

・小中高のつながりを感じる授業だった。今日のような授業を目指していきたいと思った。 

・小中高で様々な視点がある。今回もたくさんの気づきがあった。 

・みんなが協議して考えるところから授業改善の視点が見えてくると思う。 

・小中高の先生方が一堂に意見を交わし合うことができ大変良い機会だった。 

・お互いに情報交換を共有できる機会を、無理のない範囲で継続していくことが最も大切だと思う。 

・ハブスクール事業が終わった後も、小中高が連携していけるシステム（事務局や継続のやり方な 

ど）を作っていく必要がある（無理をせず、長続きするもの）。 

・英語教育を越えて、「学びに向かう力」の育成の連携が必要だと感じる。 

 

 

７ 事業全体を通した成果 

・スモールトークやペア・グループ活動を多く取り入れることで、児童・生徒が英語を話すことへ

の抵抗感が薄れてきた。 

・アウトプットを意識して、単語や文法を意欲的に学ぶ姿勢ができてきた。 

・国際大学の留学生やマン島の高校生との交流を通じて、外国への興味関心が高まった。十日町の

行事や魅力を紹介することで、郷土理解が深まった。 

・小中高で授業を互いに見せ合うことで、地域の子どもの英語力を 10 年間かけて伸ばしていくと

いう目標を共有できた。 

・「英語学習アンケート」の結果を見ると、「英語が好き」、「英語の授業が好き」と答えた生徒の数

が増えてきた。 

 
 

 

 

 


