
Ｈ２６北海道滝川西高等学校におけるグローバル教育について 

１．プロジェクト

名  

滝川西グローバル・プロジェクト 

２．プロジェクト  

  の目的  

 国際田園都市TAKIKAWAを実現するグローカル人材を育成するため、JICA等

の国際機関等と連携したグローバル体験の創出や、ＩＣＴを効果的に活用した

教科横断的・探求的な学習の充実を図り、実践的なコミュニケーション能力や

課題解決力等を育成するための研究開発を行う。 

３．プロジェクト  

の内容  

①今年度の実施時期 

平成２６年４月１日～ 

平成２７年３月３１日 

 

 

②情報発信の重点時期 

平成２６年６,９,１０月 

平成２７年２,３月 

 

 

 

・Ｈ２６滝川市「マイ・ス

クールプロジェクト」申請

中 

 

④具体的な活動内容 

■地域の教育資源活用 

・滝川国際交流協会・JICA との連携を軸としたグローバル体験の創出 

・小中高大連携（市内小中高における CAN-DO リストの運用、出前授業、英語

教育の改善に係る合同研修会等の実施等）の推進 

■英語の指導改善についての研究・実践 

・論理的思考力を育成する指導と評価の工夫・改善 

・教科間連携とＩＣＴ活用による探求型学習の推進 

・ＩＣＴを活用した生徒の英語力（習熟度）に応じた個別学習の実施 

・ＩＣＴを活用した効果的な言語活動（英語プレゼンテーション等）の実施 

 

４．プロジェクト  

の効果・目標  

 

⑴子どもたちの主体的活動を育む内容 ⑵教職員の創意工夫が生かされる内容 

・ＩＣＴの活用などを通じた主体的な英語

の学習習慣（自学自習）の形成 

・体験型・探求型学習による学習意欲の高

揚（出前授業における先生役等） 

・英語の言語活動（プレゼン等）の増大 

・ＩＣＴの活用等に関する創意工夫 

・体験型・探求型の学習等に関する企画と

立案 

・グローバル体験の創出に関する創意工夫 

・論理的思考力を高める指導の創意工夫 

⑶事業実施による数値目標の設定内容 

 

⑷事業活動のＰＲ実績又は計画内容 

・確かな学力（英語力）の向上 

・ＩＣＴ活用機会と自学自習時間の増加 

・英語によるコミュニケーション機会の増

加と意欲の高揚 

・外部指標による客観的評価 

 

 

 

 

・滝川市内の小中高への情報提供及び助

言・相談 

・Webページ等による積極的な情報発信 

・報道機関や英語教育の専門誌等を通じた

情報発信 

５ ． プ ロ ジ ェ ク

ト の 長 期 的 展

望  

①「高度なコミュニケーション能力・課題解決能力・創造力」を育成し、グローバ

ル社会を逞しく、豊かに生きるための素養と、日本人としてのアイデンティティや

国際田園都市 TAKIKAWA に対する誇りを持ったグローカル人材としての自覚と

資質・能力を身に付けさせるための教育を推進する。 

②次年度以降も、教科横断的に全校体制で研究を継続する。 

お問い合わせ先：北海道滝川西高等学校 〒073-0044 北海道滝川市西町６丁目３番１号 

ＴＥＬ 0125-24-7341 FAX 0125-24-7342  

E-mail（学校代表）info@takinishi.ed.jp 

（担当者）k_sasaki@takinishi.ed.jp 【英語科主任 佐々木 康希】 

mailto:info@takinishi.ed.jp
mailto:k_sasaki@takinishi.ed.jp


昨年度（平成２５年度）研究実績（滝川西高校英語科） 

＜研究指定＞ 

○平成２５年度「英語によるコミュニケーション能力・論理的思考力を強化する指導改善の取組」

                                    （文科省指定） 

○滝川市「学校の魅力づくり事業」滝西発信・英語力向上プロジェクト 

目的 

１．国の『「国際共通語としての英語力向上のための５つの提言と具体的施策」について』を踏まえ

た、本校の英語教育の改善・充実及び滝川市内の小中高における英語教育に関する効果的な接続

の推進 

２．本プロジェクトの成果の発信による全道及び全国の英語教育改善への貢献 

＜平成２５年度の主な実績＞ 

月 校内における取組 研究協議会等 

４ 研究の計画・校内組織作成 
校長会プレゼンテーション 

５ 短期留学生選考会  

 ６ 

授業研究、滝川国際交流協会連携事業 

英語教育ボランティア来校 

北海道 ENGLISH CAMP 生徒派遣 

授業研究会(1)（高校） 

校内研修会(1)「事業の取組について」 

 ７ 

ＧＴＥＣ受検（普通科全員受験） 実務担当者会議(1) 

運営指導委員会 (1)  

【公開授業（高校）拠点校指導教員北海道岩見沢

東高等学校教諭川端一正氏によるワークショッ

プ】 

 ８ 授業研究 
 

 ９ 

英語力検証事業 

有識者講演会(1) 

駐札幌大韓民国総領事館  

総領事 チョン・ファンソン氏 

演題「グローバル人材の育成について」 

 

１０ 
実用英語技能検定 

 

授業研究会(2) 

公開授業（中学校） 

１１ 

授業研究 

滝川ジュニア大使訪問団派遣 

ロングメドー短期留学生派遣 

ONE DAY ENGLISH CAMP IN 

TAKINISHI 実施 

授業研究会(3) 

公開授業（中学校） 

 

１２ 

ＧＴＥＣ受検（全校生徒受験） 

有識者講演会(2) 

ベネッセコーポレーション・グローバル事業部 

田坂真之介氏 

授業研究会(4) 

公開授業（高校） 

校内研修会(1)「観点別評価に基づく評価・テスト

の在り方について」  

 １ 
実用英語技能検定（全校生徒受験） 

ベトナム・カンボジアスタディツアー派遣 

運営指導委員会(2)「小中高一貫 Can-do リスト

完成に向け最終打合せ」 

 ２ 
課題研究発表会における英語プレゼンテー

ション（ビジネス科） 

 

 ３ 
英語スピーチコンテスト（普通科） 

 

滝西英語授業改善セミナー 

岐阜県東濃実業高等学校亀谷みゆき氏によるワー

クショップ 



＜平成２６年度（計画）＞ 
月 校内における取組 研究協議会等 

４ 
・英語Ｅラーニング開始 

（基礎・中級・センター試験の３講座） 

 

５ 

・第１回グローバル講演会：ドイツ連邦共和

国大使館広報文化大使クラウス・ベルント・

アウアー氏(2 年普通科対象,5/13 実施済) 

・短期留学選考会(5/26) 

 

 ６ 

・第２回グローバル講演会：ＪＩＣＡ青年海

外協力隊ＯＢ、現「ブルキナファソ野球を応

援する会」代表出合祐太氏（６／９） 

・滝西・ブルキナファソ野球交流プロジェク

ト：硬式・軟式野球部（６／９～８月） 

・実用英語技能検定試験①一次(6/7) 

・滝川市ＣＩＲ料理教室(6/17) 

滝川西小学校・開西小学校訪問授業①(6/30) 

 

 ７ 

・GTEC for Students①（全員受験） 

・TOEIC説明会（希望者） 

・実用英語技能検定①二次(7/6) 

 

 

 ８ 
・TOEIC/TOEIC junior①（希望者） 

・GTEC CBT（8/2 札幌、希望者） 

 

 ９ ・全商英検（ビジネス科全員受験,10/7） ・第１回滝西授業改善セミナー 

１０ 
・第３回グローバル講演会 

・実用英語技能検定試験②一次(10/11) 

・滝西グローバルキャンプ(10/18) 

 

１１ 

・アメリカ・ロングメドー短期留学・ジュニ

ア大使派遣(11/5-) 

・実用英語技能検定試験②一次(11/9) 

 

 

１２ ・GTEC for Students②（全員受験） 

※GTEC スピーキングテスト初実施 

 

 

 １ 

・実用英語技能検定試験③一次(1/24) 

・ベトナム・カンボジアスタディツアー生徒

派遣 

・課題研究発表会英語プレゼンテーション（ビ

ジネス科３年） 

 

 ２ 

TOEIC/TOEIC junior②（希望者） 

・アメリカ短期留学・ベトナム・カンボジ

アスタディツアー報告会 

・実用英語技能検定③二次(2/22) 

滝川西小学校・開西小学校訪問授業② 

 ３ 
・英語スピーチ・プレゼンテーションコン

テスト（１・２年全学科） 

・第２回滝西授業改善セミナー 

※「高度なコミュニケーション能力・課題解決能力・創造力」を育成し、グローバル社会を逞し

く、豊かに生きるための素養と、日本人としてのアイデンティティや国際田園都市TAKIKAWA

に対する誇りを持ったグローカル人材としての自覚と資質・能力を身に付けさせるための教育を

推進することを目的としています。平成２６年度滝川市「学校の魅力づくり事業」マイ・スクール・

プロジェクトにおいて「滝川西グローバル・プロジェクト」の申請中です。 



滝川西高校の研究実績（英語科） 

平成１９～２１年度 Super English High School（SELHi）指定 (文科省指定) 

平成２２～２３年度 ＰＯＳＴ―ＳＥＬＨｉ研究開発 

平成２４年度 「英語力を強化する指導改善の取組」 （文科省指定） 

平成２５年度 「英語によるコミュニケーション能力・論理的思考力を強化する指導改善の取組」

                                    （文科省指定） 

 

主な国際交流事業実績（過去３年分を学校ホームページから抜粋） 
２０１３（Ｈ２５） 

・ロングメドー高等学校へ本校生徒 2 名と教師 1 名を派遣（11/6～11/22） 

・アメリカジュニア大使派遣（今年度 11/6～11/13 1 名） 

・有識者講演会講師：在札幌大韓民国総領事館総領事チョン・ファンソン氏（9/25） 

・ベトナム・カンボジア スタディーツアーへ本校生徒 2 名を派遣（1/5～1/12） 

・アフリカ青年研修受け入れ(1/31) 

 

２０１２（Ｈ２４） 

・ＵＣＬＡ学生（ロングメドー高校ＯＧ）インターン 1 名受け入れ(6/11～6/15) 

・ロングメドー高等学校へ本校生徒 2 名と教師 1 名を派遣(10/8～10/24) 

・アナコット・カンボジア代表 田中千草さん講演(12/3) 

・アフリカ青年研修受け入れ(1/24) 

 

２０１１（Ｈ２３） 

・ベトナム青年研修（情報教育）受け入れ（1/27） 

・ロングメドー高等学校へ本校生徒 2 名と教師 1 名を派遣 

 

お問い合わせ先 

北海道滝川西高等学校 

〒073-0044 北海道滝川市西町６丁目３番１号 

ＴＥＬ 0125-24-7341 FAX 0125-24-7342 

E-mail（学校代表）info@takinishi.ed.jp 

    （担当者）k_sasaki@takinishi.ed.jp 【英語科主任 佐々木 康希】 
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