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中学校英語授業づくり１０のポイント

～ 英語が「好き」「分かる」生徒の育成のために～

Leave  no one behind
義務教育課英語教育推進室

〔目指す姿〕〇自分の住んでいる地域や郷土熊本に誇りをもち、多様な文化をもつ人々と、英語で
考えや気持ちを伝え合う生徒

〇英語学習に興味をもち、異文化交流体験や外部検定試験等に積極的にチャレンジし、
主体的に学び続ける生徒

〔指標〕「中学生の英語力」 ＣＥＦＲ Ａ１レベル（英検3級）相当以上を取得している生徒の割合
【目標値】 R3：３３．０%→Ｒ４：３６．０%→Ｒ５：４０．０% ※Ｒ２現状値２６.３%

〔新学習指導要領改訂のポイント〕

５つの領域別の目標

目的や場面、状況などを設定した言語活動

記録に残す評価は
（基本的に）単元終末

もしくは
後日の評価

取り扱う語数の増加 新しい文構造及び
文法事項の導入

・聞くこと
・読むこと
・話すこと［やり取り］
・話すこと［発表］
・書くこと

【３観点での評価】
・知識・技能
・思考・判断・表現
・主体的に学習に取り組む態度

・感嘆文
・仮定法
・現在完了進行形など

言語活動とは？

【小学校600～700語】
＋1600語～1800語

（受容語彙＋発信語彙）

実際に英語を使用して互いの考えや気持ちなどを伝え合う活動
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「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」中学校 外国語（国立教育政策研究所）
を参考に！

チ
ェ
ッ
ク

ポイ
ント

項 目

年間

指導計画

の作成

１
新学習指導要領に沿った「『CAN-DOリ

スト』の形での学習到達目標」を設定す
る

２
「『CAN-DOリスト』の形での学習到達

目標」と関連付けた年間指導計画を設定
する

単元

デザイン

３ 単元のゴールの姿を設定し、その実現に
向けた学習課題を設定する

４ 単元のどこで、どのような評価をするの
かを計画する

５ 単元のゴールの姿を見据え、バックワー
ド・デザインで単元を構成する

授業

６
基礎的・基本的事項の確実な定着を図る
とともに、（コミュニケーションを行
う）目的や場面、状況などを明確にした
言語活動を行う

７
指導（内容面・言語面）を適宜取り入れ
た言語活動を中心とした授業づくりを心
がけ、授業を実際のコミュニケーション
の場面に近づける

８
一人一人が、「何ができるようになった
のか」を明らかにし、自らの学びをふり
返る時間を確保し、家庭学習及び次時へ
の見通しを持たせる

観点ごと

に総括

９
単元ごとの目標達成状況と、単語や基本
文の定着状況を把握し、個に応じた手立
てを行い、見届けまで確実に行う

１０

定期テストでは、文脈を伴った「知識・
技能」を評価する問題、初見の英文を用
いた「思考・判断・表現」を評価する問
題を取り入れる

単元デザイン・授業の進め方・評価のポイント（チェックをしましょう）

※よりよい授業づくりのために見えるところに貼って活用しましょう

中学校英語授業づくり１０のポイント【チェックリスト】

～ 英語が「好き」「分かる」生徒の育成のために～
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Point１ 新学習指導要領に沿った「CAN-DOリスト」の形での学習到達目標を設定する

実践事例 学校の現状を基にして「『CAN-DOリスト』の形での学習到達目標」を設定する
（令和３年度（２０２１年度）「中学校外国語科における「『CAN-DOリスト』の形での学習到達
目標設定例」を参考にする）

【ポイント】
・「英語を使って何ができるようになるか」の視点に立った学習到達目標を生徒と共

有し、３年間の見通しを立て、継続的に評価する

年間指導計画の作成

聞くこと 読むこと 話すこと〔やり取り〕  話すこと〔発表〕 書くこと

日常的な話題について、必要な情
報を聞き取ることができる。

日常的な話について書かれたもの
から必要な情報を読み取ることがで
きる。

関心のある事柄について、即興で伝
え合うことができる。

関心のある事柄について、即興で話
すことができる。

関心のある事柄について、正確に
書くことができる。

３年
学校行事や経験したことなど
【１２０ｗｐｍ程度の速さ】

学校行事や経験したことなど
【２５０語程度】

３年間の思い出や将来の目標など
【３～４往復程度 】

３年間の思い出や将来の目標など
【３０秒程度　１２０ｗｐｍ程度】

３年間の思い出や将来の目標など
【６０語程度】

２年
将来の夢や天気予報など
【１００ｗｐｍ程度の速さ】

将来の夢や天気予報など
【１８０語程度】

テレビ番組や旅行の企画など
【２～３往復程度 】

テレビ番組や旅行の企画など
【２０秒程度　１２０ｗｐｍ程度】

テレビ番組や旅行の企画など
【４０語程度】

１年
自分の好きなことや友達のことなど
【9０ｗｐｍ程度の速さ】

自分の好きなことや友達のことなど
【１００語程度】

日常の出来事やお気に入りの場所など
【２往復程度】

日常の出来事やお気に入りの場所など
【１０秒程度　１２０ｗｐｍ程度】

日常の出来事やお気に入りの場所など
【２０語程度】

日常的な話題について、話の概要
を捉えることができる。

日常的な話題について書かれた短
い文章の概要を捉えることができ
る。

日常的な話題について、事実や自
分の考え、気持ちなどを整理し、伝
えたり、相手からの質問に答えたり
することができる。

日常的な話題について、事実や自
分の考え、気持ちなどを整理し、ま
とまりのある内容を話すことができ
る。

日常的な話題について、事実や自
分の考え、気持ちなどを整理し、ま
とまりのある文章を書くことができ
る。

３年
町紹介や友達の意見など
【１２０ｗｐｍ程度の速さ】

町紹介や友達の意見など
【２５０語程度】

町紹介や友達の意見など
【３～４往復程度 】

町紹介や友達の意見など
【３０秒程度　１２０ｗｐｍ程度】

町紹介や友達の意見など
【６０語程度】

２年
目標とする人やクラスで人気のあるものなど
【１００ｗｐｍ程度の速さ】

目標とする人やクラスで人気のあるものなど
【１８０語程度】

目標とする人やクラスで人気のあるものなど
【２～３往復程度 】

目標とする人やクラスで人気のあるものなど
【２０秒程度　１２０ｗｐｍ程度】

目標とする人やクラスで人気のあるものなど
【４０語程度】

１年
身近な人や有名人など
【9０ｗｐｍ程度の速さ】

身近な人や有名人など
【１００語程度】

身近な人や有名人など
【２往復程度】

身近な人や有名人など
【１０秒程度　１２０ｗｐｍ程度】

身近な人や有名人など
【２０語程度】

社会的な話題について、短い説明
の要点を捉えることができる。

社会的な話題について書かれた短
い文章の要点を捉えることができ
る。

社会的な話題に関して聞いたり読ん
だりしたことについて、考えたことや
感じたこと、その理由などを述べ合
うことができる。

社会的な話題に関して聞いたり読ん
だりしたことについて、考えたことや
感じたこと、その理由などを話すこと
ができる。

社会的な話題に関して聞いたり読ん
だりしたことについて、考えたことや
感じたこと、その理由などを書くこと
ができる。

３年
国際問題や人の生き方など
【１２０ｗｐｍ程度の速さ】

国際問題や人の生き方など
【２５０語程度】

国際問題や人の生き方など
【３～４往復程度 】

国際問題や人の生き方など
【３０秒程度　１２０ｗｐｍ程度】

国際問題や人の生き方など
【６０語程度】

２年
環境問題や平和問題など
【１００ｗｐｍ程度の速さ】

環境問題や平和問題など
【１８０語程度】

環境問題や平和問題など
【２～３往復程度 】

環境問題や平和問題など
【２０秒程度　１２０ｗｐｍ程度】

環境問題や平和問題など
【４０語程度】

１年
外国のことや日本文化の紹介など
【9０ｗｐｍ程度の速さ】

外国のことや日本文化の紹介など
【１００語程度】

外国のことや日本文化の紹介など
【２往復程度】

外国のことや日本文化の紹介など
【１０秒程度　１２０ｗｐｍ程度】

外国のことや日本文化の紹介など
【２０語程度】

令和３年度（２０２１年度）「中学校外国語科における『CAN-DOリスト』の形での学習到達目標設定例」

場
面
設
定
例

場
面
設
定
例

場
面
設
定
例

【
日
常
的
な
話
題
等

】

ア

【
日
常
的
な
話
題
等

】

イ

【
社
会
的
な
話
題
等

】

ウ

・「『CAN-DOリスト』の
形での学習到達目
標」を３段階（１～３
年生）に分けて学習
到達目標を設定する

・教科書の内容等に
合わせ、具体的な場
面設定例を記入する

・生徒・保護者と
共有

・学校のHP等での
紹介
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実践事例 年度当初の教科部会にて「『CAN-DOリスト』の形での学習到達目標」を基に

年間計画を設定する

【ポイント】
・年度始めに年間の指導と評価の計画を英語担当者で確認する
・単元ごとの目標及び評価規準を設定する

各単元で取り扱う題材、言語の特徴やきまりに関する事項（言語材料）、単元の中心となる言語活
動等において設定するコミュニケーションを行う目的や場面、状況などに即して設定する

Point２ 「CAN-DOリスト」の形での学習到達目標と関連付けた年間指導計画を設定
する

・ 年度当初の教科部会で
「『CAN-DOリスト』の形で
の学習到達目標」の内容
を基に単元のゴールや１
年間の言語活動の内容を
共有する（各学年）
※（例）My Treasure

生徒に示す際にわかりやすい
ように言語活動をネーミングし
たもの

・ 教科書の内容を基に各
単元のゴールを設定する

・ 生徒にも配付し、単元の
目標を達成したときの具
体的な姿を共有する

年間指導計画の作成
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実践事例 必然性のある単元のゴールの姿（単元終了時の生徒の姿）を生徒と共有し、学

習課題を設定する

【ポイント】（チェックしましょう）

単元を通した学習課題のポイント：
①生徒が単元を通して興味・関心をもって深く考えることができる学習課題となっているか
②見方・考え方を働かせて課題解決を図ることができるものか
③生徒が理解しやすく、共有できる表現となっているか
④「単元終了時の生徒の姿」に迫るものか

単元デザイン

Point３ 単元のゴールの姿を設定し、その実現に向けた学習課題を設定する

単元終了時の生徒の姿（単元のゴールの姿）
「これからの南小国町」のことについて自信を持って伝
えようとする生徒

単元を通した学習課題
たくさんの人に南小国町の魅力を伝えよう

過程 学習活動

１ ○ALTの先生と町長との会話を紹介する
○「魅力ある南小国町」について意見を出し合い、単

元のゴールを共通理解する

２ ○自分にとって簡単なことや難しいこと、南小国町に
住む私たちにとって大切なことや、容易ではないこ
とについて意見を述べる

３ ○「これからの南小国町」について書いたメモを基に
友達と伝え合う

① 「単元終了時の生徒の
姿」をイメージする

③単元のゴールに向かって
学習活動を設定する

（例：単元導入時に、「これ
からの南小国町を盛り上
げたい」という課題意識
をもたせることで、生徒
の活動への意欲を高め
るようにする。）

② 生徒と共有する「単元を
通した学習課題」を設定
する
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単元デザイン

【ポイント】
・単元のスタート時に「単元の目標」を生徒と共有する時間を確保し、生徒たちが

自ら学習の見通しをもつことが大事
・生徒に学習内容が十分に定着する時間を確保し、評価は単元の終末や学期

末に行うことを基本とする

Point ４ 単元のどこで、どのような評価をするのかを計画する

実践事例 「単元の目標」を単元の最初に提示し、記録に残す評価は単元の終末で行う
基本的な事例

①「単元の目標」を
生徒と共有する

②どの場面でどの
観点を評価する
のか設定する

④記録に残す評価
は（基本的に）単
元の終末や学期
末に設定する
（★印）

③評価方法も明確
にする
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【ポイント】
・単元のゴールの姿を設定し、評価規準を設定する
・評価の観点、評価場面、評価方法を設定する

・基本的に記録に残す評価は単元の終末や学期末に行う（★印）（複数単元での評価も
可） 〈単元を通して生徒に学習内容が十分に定着したところで評価する〉

単元デザイン

Point ５ 単元のゴールの姿を見据え、バックワード・デザインで単元を構成する

実践事例 単元終了時の生徒の姿を評価の場面とし、言語活動を取り入れる指導例

（複数単元での評価例）

①CAN-DOリストをもと
に単元のゴールの姿
を設定する

②単元の評価規準を
「 話すこと［発表］（イ）」

に設定する

7

③単元のゴールに向か
ってトピックを替えた
言語活動を設定する

④評価の観点、評価
場 面、評価方法を設
定する
（単元終了時の生
徒の姿を評価する）



Point６ 基礎的・基本的事項の確実な定着を図るとともに、（コミュニケーションを行う）
目的や場面、状況などを明確にした言語活動を行う

実践事例① （基礎的・基本的事項） 文型に特化した語順をインプットできるシート

文型に特化した語順表で、
英語の文構造をインプットで
きるワークシート

授業

英作文でも使用できるよう
に、英語の基本的な語順で
ワークシートを作成

実践事例②（基礎的・基本的事項） 「話すこと［やり取り］」の会話を続けるための基本

的な表現の定着のためのワークシート

①相づちをうつ

②オウム返し、繰り返し、
質問返し、付け加え、感想

③疑問詞で質問
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授業

実践事例③（基礎的・基本的事項）５回分チェック付きの単語ワークシート
（休校中の取組）

実践事例④ （基礎的・基本的事項） 基礎的な内容のまとめと自主学習にも使用できるワー

クシート集（学校で作成）

日付付きで計画的に学
習できる工夫

取り組み方について説明

Point６ 基礎的・基本的事項の確実な定着を図るとともに、（コミュニケーションを行う）
目的や場面、状況などを明確にした言語活動を行う

（左）文法のまとめ（右）英作文の練習問題

9



実践事例⑤ 目的や場面、状況などを替えた自己表現の繰り返しにより、基礎・基本の
定着を図るワークシート

授業

Point６ 基礎的・基本的事項の確実な定着を図るとともに、（コミュニケーションを行う）
目的や場面、状況などを明確にした言語活動を行う

①日本について

②熊本について

・目的や場面、状況などを替えることで、相手意識
をもった活動をねらう

・表現したいことを既習表現も含めて表現すること
で、基礎・基本の定着へとつなげる

③自分たちの地
域 について
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授業

実践事例 ⑥（基礎的・基本的事項） “I CAN DO IT !”を基に作成した、基本文の定着のための
ワークシート

②並べ替えの問題

実践事例⑦ （基礎的・基本的事項） 自己表現を中心とした段階を追ったワークシート

③英作文問題

①（ ）うめの問題

【ポイント】

・基礎的・基本的事項については確実に定着する手立てを行う
・見取りを確実に行い、個に応じた指導を。最後まで見届けるようにする

同じ問題を段階別
に作成

Point６ 基礎的・基本的事項の確実な定着を図るとともに、（コミュニケーションを行う）
目的や場面、状況などを明確にした言語活動を行う

自己表現のための
ワークシート集

自分で学習できるよう
にやり方も記載
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実践事例 ⑧（コミュニケーションを行う） 目的や場面、状況等を明確にした言語活動の設定

授業

【ポイント】

・生徒が、実際に英語を使用する必然性のある（相手意識や目的意識をもつことができる）
「単元を通した学習課題」を設定する

③実際の場面で言語活動を行う

Point６ 基礎的・基本的事項の確実な定着を図るとともに、（コミュニケーションを行う）
目的や場面、状況などを明確にした言語活動を行う

①必然性が生まれる「単元を通した
学習課題」を設定する

②「単元を通した学習課題」を達成す
るための具体的な言語活動を設定
する

↓

目的や場面、状況などを生徒の
実態に合わせて設定する
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【参考資料① 】
言語材料を指導する際に大切にすること

（「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 中学校 外国語より）

使い方を理解させる段階

繰り返し使用させること
で、定着を図る段階

【ポイント】

・知能・技能は実際のコミュニケーションにおいて活用され、思考・判断・表現することを繰り
返すことを通じて獲得される

【参考資料② 】

（県教育委員会作成資料）英検対策問題～基礎・基本の定着～ （各学校に配布済・英語教育推進室HP掲載）

英検３級１次対策用問題 英検３級２次対策用問題

基礎・基本の定着に向けて、必要に応じて利用を

13



Point７ 指導（内容面・言語面）を適宜取り入れた言語活動を中心とした授業づくりを心が
け、授業を実際のコミュニケーションの場面に近づける

実践事例 ICTを使用し、既習表現を用いて、即興でまとまりのある英文を表現する言語
活動例

本時のめあて：「私たちが住んでいる熊本県（八代）を紹介しよう」

活動①

活動③

活動④

活動②

②自分の紹介文を英文で即
興で作り、ＩＣＴ（タブレット・
パソコン）を使って 録画

③班内で、友達の録画 を確
認し、友達の紹介文に自

分が考えた文を追加

⑤ 班ごとに発表

⑥「話す」活動→「書く」活動
教師からの訂正・加筆後、
更に文を完成させる

授業

①前時までの学習内容（京
都の名所・名物の紹介）を
生かし、トピックを替えた言
語活動を設定

Ｓ：八代は晩白柚
が有名だから
紹介しようかな

T: 間違っていて
もいいよ。京都
の説明で使用
した文も使おう。

④最終的にできた自分の紹
介文を並び替えたり、訂正
したりして文を完成させ、練
習する

指導

14

【ポイント】
・「指導」では、机間指導等で把握した生徒が分からなかった単語や表現を取り上げ、内容面

と言語面の双方からの指導を行う
・「話すこと」→「書くこと」の流れも大切にする ※次ページも参照



【参考資料③】言語活動と指導について
（「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 中学校 外国語より）

※言語活動・・・言語活動は「実際に英語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合うなど」の活動

※指導・・・言語活動の間に入れる内容面と言語面からの指導

※「１ 言語活動（１回目）」について
自分で考えさせることがポイント。活動前の与えすぎ、教えすぎは控えること。

※「２ 指導」について
③内容面からの指導：表現内容の適切さ

目的や場面、状況などに応じた発話内容になっているかという点から、いずれか
の生徒の発話内容を例として取り上げ、何を伝えるとよりよくなるかを全員に考え
させたり、目的や場面、状況などに応じた発話をしていた生徒の発話内容を広め
たりすることが考えられる。

④言語面からの指導：英語使用の正確さ
生徒の発話を取り上げるなどしながら、単語だけによる発話を文にさせること、語
順の誤りを修正させること、日本語での発話を英語にさせることなどを行うことが
考えられる。

・誤りの訂正については生徒の発話内容をまずは受け止めるという姿勢を大切にした上で、過度に正確
さを求めすぎず、長いスパンで少しずつ正確さを高めようとする指導観をもって指導に当たることが大
切

・いずれの指導についても、それらを確実に行うためには意図的な机間指導が必須
・「気付かせる指導」・「引き出す指導」を行う。また、意図的指名や分かりやすい板書の工夫も大事

※「②使用する言語材料を明示しない。」について
×「この表現を使って話しなさい」「ペアの一方はこのように質問し、もう一方はこのように答えなさい」
○目的や場面、状況などに応じて「何を話す（聞く）とよいか」と「それを英語でどのように表現するか」を

生徒に思考・判断させる。
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※

※

※

言語活動に取り組
ませながら学ばせ
ていますか？



Point8 一人一人が、「何ができるようになったのか」を明らかにし、自らの学びを振

り返る時間を確保し、家庭学習及び次時への見通しを持たせる

実践事例① 学習した内容を、その日の授業時間内に確認できるシート

実践事例② 「今日のポイント」のまとめを自分の言葉で行うシート

授業

授業で学習した内容を授業
の最後に復習できるワーク
シート
（家庭学習につなげる）

学習した内容を自分の言
葉でまとめることができる
シート
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実践事例③ 各単元で学習した内容を、個人で振り返ることができるコーナー設置

【ポイント】
・自らの学びを掲示物やファイル等で振り返ることのできる手立てを行うことで、
生徒の興味・関心を高め、主体的な学びにつなげる

授業で学習した内容
を３年間分、掲示物
としてファイリング

「これまでの学びを
残す」
→学んだことを紹介

授業

写真などを入れ、掲
示することで、英語
を通して互いのこと
を知ることができる
言語活動を設定

読み手を意識した言
語活動

Point8 一人一人が、「何ができるようになったのか」を明らかにし、自らの学びを振

り返る時間を確保し、家庭学習及び次時への見通しを持たせる
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Point９ 単元ごとの目標達成状況と、単語や基本文の定着状況を把握し、個に応じた
手立てを行い、見届けまで確実に行う

実践事例① 個に応じた目標が設定できる単語テスト練習シート

【ポイント】
・単元ごとの目標達成や基礎的・基本的事項の見取り、見届けまでを確実に行う

→個に応じた手立てを必ず行う

実践事例② 次の学習につながり単元全体での学びがわかる「がんばりカード」

何度も単語を練習するこ
とで、定着を図る

自分で目標を設定し、
徐々にレベルを上げるこ
とができるように工夫

毎時間音読やＱ＆Ａ
の記録ができる欄

本単元のCAN-DOの
自己チェック欄
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観点ごとに総括 ※実践事例の評価の観点については旧学習指導要領によるものもある



実践事例③ 計画的なパフォーマンステストの実施

⑤パフォーマンステスト
＜前期＞Presentation 1 将来の夢（発表）

＊ライティングは定期テストに出題

＜後期＞Presentation 3 好きなこと・もの（発表）

年度当初に、評価について計画を立
て、どの単元でパフォーマンステスト
を実施するか生徒と共有する

事前にポイントや採点基準を明確に
示す。準備したことを発表するだけ
でなく、即興的な内容も入れていく

【ポイント】
・パフォーマンステストは、年間計画に計画的に位置付ける
・ パフォーマンステストの課題は単元で学習したことを生かし、トピックを替えて設定する

観点ごとに総括 ※実践事例の評価の観点については旧学習指導要領によるものもある

Point９ 単元ごとの目標達成状況と、単語や基本文の定着状況を把握し、個に応じた
手立てを行い、見届けまで確実に行う
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パフォーマンステストに向け、計画
的に準備していく



Point１０ 定期テストでは、文脈を伴った「知識・技能」を評価する問題、初見

の英文を用いた「思考・判断・表現」を評価する問題を取り入れる

実際のコミュニケーションの
場面に近づけた課題設定

「思考・判断・表現」が評価で
きる課題の設定

観点ごとに総括 ※実践事例の評価の観点については旧学習指導要領によるものもある

写真１
写真２

生徒が興味・関心をもつよう
な初見の英文を出題

実践事例① 初見の英文を使用した評価問題。地域の話題を生かした評価問題
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【ポイント】
・定期テストには初見の問題も出題する



実践事例② 教科書の内容を活用した評価問題

【ポイント】
・日頃の授業の内容を活用した評価問題を設定する
・評価方法について生徒に示し、自分の学びを確認できる評価シートを活用する

Point１０ 定期テストでは、文脈を伴った「知識・技能」を評価する問題、初見

の英文を用いた「思考・判断・表現」を評価する問題を取り入れる

・Writingテストの評価基
準を設定

・評価を確認し、「感想」
「次回の目標」を記入

21

・教科書の内容を生徒
の実際の生活場面と
合わせて評価問題を
作成

・生徒の興味・関心が
高まり、授業で行った
ことの復習や応用に
つながる

観点ごとに総括 ※実践事例の評価の観点については旧学習指導要領によるものもある



～参考資料～

・ 中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 外国語編 （文部科学省）
・「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 中学校 外国語

（文部科学省 国立教育政策研究所）

・ 編集に御協力いただいた先生方： 松原 克敏 教諭 （宇城市立松橋中学校）
今村 啓浩 教諭 （和水町立三加和中学校）
小島 譲 教諭 （山鹿市立鹿北中学校）
福島 亮一 主幹教諭（大津町立大津中学校）
髙宮 千尋 教諭 （南小国町立南小国中学校）
福島 亜矢 教諭 （嘉島町立嘉島中学校）
澤村 淳子 教諭 （八代市立第八中学校）
橋本 真紀 教諭 （津奈木町立津奈木中学校）
森下 千和美 教諭 （山江村立山江中学校）
津田 恭子 教諭 （天草市立本渡東中学校）

※所属校名は令和３年４月現在

※こちらの参考資料もぜひご覧ください。

□文部科学省より提供

①「外国語教育はこう変わる！」

②学習評価についての解説動画

③ICTの効果的な活用に関する
解説動画

□熊本県教育委員会 義務教育課英語教育推進室HP


