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令和４年３月３１日 

 

令和３年度 特別の教育課程の実施状況等について 

 

群馬県  

学 校 名 管理機関名 設置者の別 

高崎市立中央小学校（外５７校） 高崎市教育委員会 公立 

 

１．学校における特別の教育課程の編成の方針等に関する情報 

学 校 名 特別の教育課程の編成の方針等の 

公表 URL 

高崎市立中央小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/chuou_sho/ 

高崎市立北小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kita_sho/ 

高崎市立南小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/minami_sho/ 

高崎市立東小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/higashi_sho/ 

高崎市立西小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/nishi_sho/ 

高崎市立塚沢小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/tsukasawa_sho/ 

高崎市立片岡小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kataoka_sho/ 

高崎市立寺尾小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/terao_sho/ 

高崎市立佐野小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/sano_sho/ 

高崎市立六郷小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/rokugou_sho/ 

高崎市立城南小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/jounan_sho/ 

高崎市立城東小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/joutou_sho/ 

高崎市立新高尾小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/shintakao_sho/ 

高崎市立中川小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/nakagawa_sho/ 

高崎市立八幡小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/yawata_sho/ 

高崎市立豊岡小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/toyooka_sho/ 

高崎市立長野小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/nagano_sho/ 

高崎市立大類小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/orui_sho/ 

高崎市立南八幡小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/minamiyawata_sho/ 

高崎市立倉賀野小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kuragano_sho/ 

高崎市立岩鼻小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/iwahana_sho/ 

高崎市立京ケ島小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kyougashima_sho/ 

高崎市立滝川小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/takigawa_sho/ 

高崎市立東部小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/toubu_sho/ 

高崎市立中居小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/nakai_sho/ 

高崎市立北部小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/hokubu_sho/ 



   

 

   

 

高崎市立西部小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/seibu_sho/ 

高崎市立乗附小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/notsuke_sho/ 

高崎市立浜尻小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/hamajiri_sho/ 

高崎市立矢中小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/yanaka_sho/ 

高崎市立城山小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/shiroyama_sho/ 

高崎市立鼻高小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/hanadaka_sho/ 

高崎市立倉渕小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kurabuchi_sho/ 

高崎市立箕輪小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/minowa_sho/ 

高崎市立車郷小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kurumasato_sho/ 

高崎市立箕郷東小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/misatohigashi_sho/ 

高崎市立金古小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kaneko_sho/ 

高崎市立国府小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kokufu_sho/ 

高崎市立堤ヶ岡小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/tsutsumigaoka_sho/ 

高崎市立上郊小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kamisato_sho/ 

高崎市立金古南小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kanekominami_sho/ 

高崎市立桜山小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/sakurayama_sho/ 

高崎市立新町第一小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/shinmachidaiichi_sho/ 

高崎市立新町第二小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/shinmachidaini_sho/ 

高崎市立下室田小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/shimomuroda_sho/ 

高崎市立中室田小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/nakamuroda_sho/ 

高崎市立上室田小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kamimuroda_sho/ 

高崎市立里見小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/satomi_sho/ 

高崎市立久留馬小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kuruma_sho/ 

高崎市立下里見小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/shimosatomi_sho/ 

高崎市立宮沢小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/miyazawa_sho/ 

高崎市立吉井小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/yoshii_sho/ 

高崎市立吉井西小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/yoshiinishi_sho/ 

高崎市立多胡小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/tago_sho/ 

高崎市立入野小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/irino_sho/ 

高崎市立馬庭小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/maniwa_sho/ 

高崎市立南陽台小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/nanyoudai_sho/ 

高崎市立岩平小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/iwadaira_sho/ 

 

２．学校における自己評価・学校関係者評価の結果公表に関する情報 

学 校 名 自己評価結果の公表 URL 学校関係者評価結果の公表 URL 

高崎市立中央小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/chuou_sho/ 

高崎市立北小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kita_sho/ 



   

 

   

 

高崎市立南小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/minami_sho/ 

高崎市立東小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/higashi_sho/ 

高崎市立西小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立塚沢小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立片岡小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kataoka_sho/ 

高崎市立寺尾小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立佐野小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/sano_sho/ 

高崎市立六郷小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/rokugou_sho/ 

高崎市立城南小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/jounan_sho/ 

高崎市立城東小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/joutou_sho/ 

高崎市立新高尾小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/shintakao_sho/ 

高崎市立中川小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立八幡小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/yawata_sho/ 

高崎市立豊岡小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/toyooka_sho/ 

高崎市立長野小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/nagano_sho/ 

高崎市立大類小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/orui_sho/ 

高崎市立南八幡小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/minamiyawata_sho/ 

高崎市立倉賀野小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立岩鼻小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/iwahana_sho/ 

高崎市立京ケ島小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立滝川小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/takigawa_sho/ 

高崎市立東部小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/toubu_sho/ 

高崎市立中居小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/nakai_sho/ 

高崎市立北部小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/hokubu_sho/ 

高崎市立西部小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立乗附小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/notsuke_sho/ 

高崎市立浜尻小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立矢中小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/yanaka_sho/ 

高崎市立城山小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立鼻高小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/hanadaka_sho/ 

高崎市立倉渕小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立箕輪小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/minowa_sho/ 

高崎市立車郷小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kurumasato_sho/ 

高崎市立箕郷東小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/misatohigashi_sho/ 

高崎市立金古小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kaneko_sho/ 

高崎市立国府小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立堤ヶ岡小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 



   

 

   

 

高崎市立上郊小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立金古南小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kanekominami_sho/ 

高崎市立桜山小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/sakurayama_sho/ 

高崎市立新町第一小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/shinmachidaiichi_sho/ 

高崎市立新町第二小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/shinmachidaini_sho/ 

高崎市立下室田小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/shimomuroda_sho/ 

高崎市立中室田小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立上室田小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kamimuroda_sho/ 

高崎市立里見小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/satomi_sho/ 

高崎市立久留馬小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/kuruma_sho/ 

高崎市立下里見小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立宮沢小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立吉井小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/yoshii_sho/ 

高崎市立吉井西小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/yoshiinishi_sho/ 

高崎市立多胡小学校 http://swa.city.takasaki.gunma.jp/tago_sho/ 

高崎市立入野小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立馬庭小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立南陽台小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

高崎市立岩平小学校 紙面による公表（保護者配布や地域回覧等） 

 

３．特別の教育課程の実施状況に関する把握・検証結果 

（１）特別の教育課程編成・実施計画に基づく教育の実施状況 

   ・計画通り実施できている 

   ・一部、計画通り実施できていない 

   ・ほとんど計画通り実施できていない 

 

（２）実施状況に関する特記事項 

  ※（１）で「一部、計画通り実施できていない」又は「ほとんど計画通り実施できていない」を選択

した場合は、必ず記載する。 

    

 

（３）保護者及び地域住民その他の関係者に対する情報提供の状況 

   ・実施している 

   ・実施していない 

 



   

 

   

 

  ＜特記事項＞ なし 

     

３． 実施の効果及び課題 

（１）特別の教育課程の編成・実施により達成を目指している目標との関係 

   本特例は、１年生から４年生までの週１回の外国語活動、５、６年生で外国語科を実

施し、小学校の早い段階から英語に親しませることを通じて、高い英語力を持った児童

生徒を育成することを目指すためのものである。 

低学年から外国語活動を実施している効果としては、積極的に英語で伝え合おうとす

る態度の育成、相手を意識した伝え合い方の習得、ネイティブの英語に多く触れること

による英語を聴き取る力の向上、英語の表現に十分慣れ親しめることによる高学年の外

国語科へのスムーズな移行などが挙げられる。 

令和３年度においても、新型コロナウイルス感染防止策を講じながら、高崎市小学校

外国語活動・外国語指導計画に基づき計画的に指導を行い、小学校段階における各技能

の学習内容の習得に努めることができた。各校の学校評価では、「ＡＬＴを活用し、児童

が意欲的に英語でコミュニケーションを図ろうとする態度の育成や学年に応じた技能

の育成に努めている。」という評価項目（市内共通）において「十分達成している」と答

えている学校が８７．９％、「達成している」と答えている学校が１２．１％という結果

となっている。 

課題として、高学年においては文字指導が入り教科として言語材料の定着が求められ

ることから、英語に対して抵抗感をもつ児童がやや増える傾向があることがあげられる。 

 

（２）学校教育法等に示す学校教育の目標との関係 

   児童は、「外国語活動」や「外国語科」などの英語教育を通して人とかかわることの

楽しさ、すばらしさを知り、多様な考え方を学ぶ。また、英語圏を中心とする世界の文

化に目を向けたり、言語に興味・関心を持ったりすることができる。これにより、児童

の違いを受け入れる資質が培われ、より個人を尊重する気持ちが養われる。これらは、

教育基本法第２条第５号「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土

を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」

及び学校教育法第２１条第３号「我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導

き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うと

ともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄

与する態度を養うこと。」という目標と深く関わるものであり、目標達成に大きく寄与

すると考える。 

 

４．課題の改善のための取組の方向性 

上記３（１）で示す課題を踏まえ、各校においては、英語の音と文字の関係について

十分に慣れ親しませる指導を工夫していくとともに、言語活動の場面、目的、状況を工

夫して必要感のある言語活動を行い、自分の考えを伝え合えた達成感を味わわせるよう



   

 

   

 

指導の工夫をより一層進める必要がある。そのため、市教委指定英語教育実践推進校に

おいてモデルとなる指導について研究を行い、市内全校に普及していくようにする。 

   また、引き続きＡＬＴを全校配置し、全学年での指導に関わらせていくともに、計画

的な研修を実施し、ＡＬＴの指導力の向上を図ることで、低学年からネイティブの英語

に触れる効果をさらに高めていく。   


