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竜王町における英語教育の取組について

平成２９年７月２５日（火）

竜王町教育委員会



竜王町における英語教育

平成２１年度
文部科学省指定「外国語活動における教材の効果的な活用及び評
価の在り方等に関する実践研究事業」

平成２２年度 県教委指定「外国語活動スプレッド事業」

平成２３年度 県教委指定「外国語教育プロモート事業」

平成２４年度
県教委指定「外国語教育プロモート事業」
文部科学省指定「外国語能力強化地域形成事業」

平成２５年度 文部科学省指定「外国語能力強化地域形成事業」

平成２６年度
文部科学省指定 教育課程特例校（小学英語科）
県教委指定「英語力向上に向けた調査・研究事業」

平成２７年度
文部科学省指定 教育課程特例校（小学英語科）
文部科学省指定「外部専門機関と連携した英語指導力向上事業」

平成２８年度 文部科学省指定 教育課程特例校（小学英語科）
県教委指定「しが英語力育育成プロジェクト事業」

平成２９年度
文部科学省指定 教育課程特例校（小学英語科）
県教委指定「小学校英語パイオニアプロジェクト事業」
県教委指定「小中高系統的英語教育推進事業」



竜王町の英語教育が目指すもの

・英語が「分かる」「できる」とい
う自信からくる自尊感情の醸成

・英語をツールとして積極的に他者
とつながろうとする主体的コミュ
ニケーション能力の育成



平成２６年度からの教育課程特例校指定により
竜王町では

◎小学英語科を新設。
◎３・４年生週１時間の外国語活動を実施。（DVD視聴も含めて）
５・６年生週２時間程度の英語の授業を実施。

◎文字指導、音声指導、コミュニケーション活動の
充実により、中学校英語科へ滑らかに接続。

現在の一般的な小学校の外国語活動は
◎５・６年生、週１時間の実施。
◎外国語への慣れ親しみと言語や文化理解。
◎コミュニケーション能力の素地を養う。

竜王町における英語教育



小中高系統的英語教育推進事業

今年度の滋賀県の英語教育の取組

小学校

中学校

小学校英語パイオニアプロジェクト事業

小中高系統的英語教育推進事業

小中高系統的英語教育推進事業高等学校



単元
時
数

単 元 名 担当市町

１ 2
Hello, world!
世界の色々なことばであいさつ
をしよう

湖南市

２ 4
Let’s play cards.
好きな遊びを伝えよう 高島市

３ 3
I like Monday.
好きな曜日は何かな 東近江市

４ 4
What time is it?
今、何時？ 米原市

５ 4
Do you have a pen?
おすすめの道具箱をつくろう 日野町

単元
時
数

単 元 名 担当市町

6 4
alphabet
アルファベットで文字遊びをし
よう

竜王町

7 5
What do you want?
ほしい物は何かな 愛荘町

8 4
This is my favorite place.
お気に入りの場所を紹介しよう

豊郷町
甲良町

9 5
This is my day.
私の一日（絵本） 多賀町

4th先行実施に向けて
指導案作成割り当て



単元
時
数

単 元 名 担当市町

１ 8
This is me!
自己紹介 米原市

２ 8
Welcome to Japan
日本へようこそ 彦根市

３ 8
He is famous! She is great!

世界で活躍する日本人 日野町

４ 8
My town is beautiful.
住んでいる町・地域の将来

甲賀市
多賀町

５ 8
My summer vacation
夏休みの思い出 守山市

単元
時
数

単 元 名 担当市町

6 6
What sport do you want to 

watch?
スポーツ（オリンピック・パラリンピック）

豊郷町

7 8
My best memory
小学校６年間の思い出 竜王町

8 8
What do you want to be?
職業・将来の夢

近江八幡市

9 8
Junior high school life
中学校生活 栗東市

6th検証授業の割り当て (実践が必要）



各校年２回以上の授業研究会

彦根・長浜

彦根市立佐和山

小

彦根市立東中

長浜北高

守山・草津

守山市立速野小

守山市立明富中

草津東高

甲賀

甲賀市立水口小

甲賀市立城山中

水口高

高島

高島市立新旭北

小

高島市立湖西中

高島高

竜王・彦根

竜王町立竜王小

竜王町立竜王中

河瀨高

大学教授の招聘



学校における英語教育の充実
町費によるALTとJTEを配置
ALT（外国語指導助手）の配置
竜王小学校 １日／週
竜王西小学校１日／週
竜王中学校 ３日／週

JTE（日本人英語指導者）の配置
竜王小学校 ３日／週
竜王西小学校２日／週



加配教員

担任

ALT



JTE

ALT





竜王町独自の英語教育への取組

①英語検定補助金制度

③海外中学生との相互交流事業

②子ども英語スピーチコンテスト

④幼稚園英語教育（H29年度～）



①英語検定補助金制度（平成24年度～）

年内３回の実施のうち１回の補助金（500円）

小学生を対象に教育委員会主催でも実施

英語に対する関心意欲の高まりを目指して

①第１回 6月 4日（日）（実施済）
②第２回 10月 8日（日）
③第３回 1月21日（日）

今年度の予定



②子ども英語スピーチコンテスト（平成23年度～）

・小中学生対象に夏休みに開催

・指導者を招き練習会を設定

・当日は審査員を招いて審査
受賞者には表彰
（中学生は次の大会へ出場）

・海外派遣研修事業へつながる
取組として位置づけ

今年度予定 （竜王町公民館にて）

8月 27日(日) 13時30分～



③海外中学生との相互交流事業
（平成5年～ 今年度24回目）

・9～10月
15名の中学校2,3年生
ｱﾒﾘｶﾐｼｶﾞﾝ州ｽｰｾｰﾏﾘｰ市

・毎年「派遣」と「受入」
を交互に実施

・体験内容を保護者や小学生
対象に報告会を実施

今年度予定
9月30日(土)～10月7日(土)



④幼稚園英語教育
（H29年度～）

町内２幼稚園に
年間10回
外国人講師を派遣

幼小中で連携した
英語教育の推進を
目指す



小中高系統的英語教育推進事業

今年度の竜王町英語教育の取組

幼稚園

小学校

中学校

小学校英語パイオニアプロジェクト事業

小中高系統的英語教育推進事業

２園への外国人講師派遣10回／年

小中高系統的英語教育推進事業高等学校



今年度の授業研究会の予定

5月 29日（竜王小学校）

7月 7日（竜王中学校）

10月 6日（竜王西小学校）

11月 14日（竜王西小学校）

12月 5日（竜王中学校）

1月～2月（竜王小学校）

大学教授招聘 全県公開【実施済み】

大学教授招聘 全県公開【実施済み】

大学教授招聘 全県公開

大学教授招聘 全県公開



平成32年度大学入試における
外部検定試験導入に向けた取組

昨年は中学校３年生で実施

今年度は中学校３年生に加え
小学校６年生でも実施



竜王らしさを生かす

竜王幼稚園
↓

竜王小学校

竜王西幼稚園
↓

竜王西小学校

竜王中学校
↘ ↙

小さな町だからこそのつながりを軸に「魅力的な事業」
「身近な先輩へのあこがれ」をキーワードに今後も積極
的に英語教育を推進していきたい。


