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はじめに 

 

社会・経済・政治をはじめ、あらゆる分野、場面でグローバル化が進み、ヒト・モノ・

カネ・情報がより流動性を増しながら国境を越えるなど、世界は加速度的に変化を続けて

います。この変化の激しい時代の中で、我が国のプレゼンスを維持し、更に高めていくた

めには、グローバル社会を自ら切り拓き、世界を舞台に活躍できるグローバル人材を育成

していかなければなりません。しかし、英語によるコミュニケーション能力の向上をはじ

め、グローバル人材に求められる能力の育成は、いまだ十分とは言えない現状があり、学

校教育が果たすべき役割はますます大きくなっています。 

 

東京都教育委員会では、このような社会情勢の変化と課題に的確に対応すべく、平成

25(2013)年６月、有識者による「東京都英語教育戦略会議」を設置し、都内公立学校にお

けるグローバル人材の育成に向けた英語教育を推進するための中長期的な方向性及び具体

的方策について、検討を進めてきました。その結果は、28の提言に整理され、平成 28(2016）

年９月８日の都教育委員会において「東京都英語教育戦略会議 報告書」として報告されま

した。同会議が設置され、様々な検討を進める中で、直ちに対応すべき課題については、

既に課題解決に必要な施策が実現に至り、学校教育において効果的に機能しているものが

多々あります。 

 

一方、国では、「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画（平成 25(2013)年 12月

13 日）」に基づき、学習指導要領の改訂や「大学入学共通テストにおける４技能検査の導

入」をはじめとする様々な取組を加速させており、我が国における外国語教育・グローバ

ル人材育成の大きな転換期を迎えていると言っても過言ではありません。 

 

この機を捉え、今回、平成 32(2020)年度に向けたグローバル人材育成の目標の設定とそ

の目標達成への手段を明確にした「東京グローバル人材育成計画 '20（Tokyo Global STAGE 

'20）」を東京都教育委員会として取りまとめることとしました。本計画においては、東京

都英語教育戦略会議による提言や国による新たな取組を前提に、これまで示してきた「使

える英語力の育成」「豊かな国際感覚の醸成」「日本人としての自覚と誇りの涵養」を引き

続き大きな柱としつつ、新たに「授業の質を高める」、「学ぶ時間・機会を増やす」、「学ぶ

意欲を高め、学び続ける」の三つの視点を加え、具体的な実行計画を示しています。 

 

東京都教育委員会では、本計画をこれからのグローバル人材育成に向けた基軸と位置づ

け、将来を見据え既存事業を更にブラッシュアップするとともに、変化に対応した新たな

施策の展開を積極的に行うなど、不断の改革を進めてまいります。今後とも、東京都教育

委員会の施策に対して、教育関係者、保護者並びに都民の皆様の一層の御理解、御支援を

いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

平成 29(2017)年 11月 

東 京 都 教 育 委 員 会 
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Ⅰ グローバル人材の活躍する未来像と 

そのファーストステージとしての３年間の取組   

 

 

１ 東京や世界で、グローバル人材が活躍している未来像 

 

 

 

２ 平成 32(2020)年度まで（ファーストステージとして

の３年間）の取組 
 

 

（１）「東京グローバル人材育成計画 '20（Tokyo Global STAGE '20）」

の策定と目的 

 

（２）「東京グローバル人材育成計画 '20（Tokyo Global STAGE '20）」

の体系図 
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東京都の策定した『都民ファーストでつくる「新しい東京」～2020 年に向けた実行プラン～』

（平成 28(2016)年 12月）第４章で描かれている『「Beyond2020 ～東京の未来に向けて～」

東京の未来像』を踏まえ、東京都教育委員会が進めるグローバル人材の育成がどのような未来をも

たらすか、教育の観点から、東京の未来像の一端を独自に描きます。 

 

 

 

 

 

○「セーフ シティ」「ダイバーシティ」「スマート シティ」の三つのシティを実現した東京の魅力

はますます増加し、世界で最も注目される都市の一つとして、外国人の憧れの地となっている。

観光地としての存在感も増し、訪都観光客は更に増加。東京を訪れる外国人の中にはその魅力に

惹かれ、東京に移住する者も多数いる。 

○東京への注目が高まるのと併せ、日本人の語学力も向上。小学校からの英語学習の効果により、

英語でのコミュニケーションは日常化している。 

○学校では、英語にとどまらず、フランス語、ドイツ語、中国語、スペイン語、ロシア語など複数

の言語を学ぶ環境が整っており、マルチリンガルの日本人も珍しくない。 

○海外との交流機会が飛躍的に拡大し、子供から大人まで、誰もが多様性を尊重し、違いを当たり

前のものとして受け止められる社会の醸成に寄与している。 

○個人・学校・地域など様々な活動主体が前向きに国際交流に取り組み、その内容も、文化・スポ

ーツ・科学など多岐にわたる。また、ボランティアとして国際交流に関わることが日常となって

いる。 

○人工知能（AI）などの科学技術の進歩により、様々な言語に応じた簡易に使える自動翻訳機が広

く普及し、外国人との積極的なコミュニケーションの機会が飛躍的に拡大している。 

○外国人とのコミュニケーションの機会が日常化するにつれ、その内容は多様性をもち、それぞれ

の文化や伝統などに関する様々な知識や相互理解の中で、いかに建設的で親密な対話を実現する

かがより良い交流の重要な要素となっている。 

 

 

 

○世界有数の経済都市として発展を続ける東京では、世界中から優秀な人材が集積し、多様なアイ

デアの中から、新たな発想による日本発のビジネスモデルも多数誕生している。 

○国内においては、顧客が外国人というのは珍しいことではなく、様々な国籍の同僚と協働するこ

とで、企業活動が活性化している。同様に、国外でも、世界の至る所で多くの日本人が活躍して

おり、海外赴任も当然のこととして受け止められている。 

○世界に開かれた国際・観光都市、東京の中で、子供たちは、自分の夢に向かってのびのびと学習

に取り組んでいる。海外大学への進学や留学は一般化し、世界を視野に学べる環境が整備された

ことで、卒業後はグローバルリーダーとして、国内外で様々な分野の牽引役となっている。 

○世界を舞台に活躍するグローバルリーダーを輩出し続ける東京都教育委員会の教育施策は、国内

においての成功事例として一つのモデルを確立。海外の教育機関から連携先としての希望も多く、

様々な国・地域からの協力を得ながらより良い教育の実現に邁進している。 

１ 東京や世界で、グローバル人材が活躍している未来像 
 

五輪を経て、世界一の都市として成熟する東京 

外国人との交流の機会が飛躍的に増大 

国際社会におけるプレゼンスが向上 
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○イマージョン教育1や CLIL（内容言語統合型学習）2が普及し、「英語で学ぶ」環境が浸透してい

る。 

○外国人との対話への意欲の高まりは、学校教育における英語の授業にも良い効果をもたらしてい

る。生徒は、外国語を学習しながら相手の思いや考え、その場の状況や雰囲気に応じた様々な表

現や思考を身に付けるなど、より深い対話の実現に向けた英語の授業が展開されている。 

○小学校からの英語学習が充実し、小学校にも高い英語力・指導力を有する教員が多く配置されて

いる。きめ細かい指導が児童・生徒一人一人に行き届いている。 

○JET- ALT3をはじめとする外国人指導者が常勤している学校が一般化。指導資格等をもつ外国人が、

一人で授業を行う場面も見られる。そのような環境の中、子供たちは教科に関わらず、授業中や

放課後など、学校生活の様々な場面で自然に英語を使用している。 

○生徒は、自分たちの身近な話題や関心の高いニュース等を題材に、英語で自発的に活発な議論を

行っている。 

○学校・家庭・地域は引き続き良好な協力関係を築きながら、役割に応じた多様な教育活動を展開。

子供たちは、様々な経験を通じて課題解決能力を伸ばしている。 

 

 

○子供たちの中にもダイバーシティの認識が浸透し、多様性への理解や協働への意識がしっかりと

育まれている。 

○在京外国人の増加に伴って、外国人児童・生徒も年々増加。親友は外国人という生徒も多く、学

校では国籍の分け隔てなく生き生きと学習し、楽しみながら学校に通っている。 

○日本、特に東京への世界の関心は年々高まっており、世界の様々な地域から日本を訪れる生徒は

増加の一途をたどっている。同時に、東京から海外の学校への進学を希望する生徒も増え、イン

バウンド・アウトバウンド4双方の留学が活性化している。 

○ストレスなくインターネットにつながる環境が全ての学校で整備されている。タブレットを前に、

英語でコミュニケーションをとりながら、海外の児童・生徒とともに学びを深める姿は、どの学

校でも見られる日常の一風景となっている。 

○外国人と触れ合う機会の増加は、子供たち自身が、自分の住む国や地域を見つめ直すよいきっか

けともなっている。子供たちは、社会や世界との関わりを生活の中で体験的に感じ取りながら、

より豊かな人間性を育んでいる。 

○多様な生活経験をもつ子供たちの存在は、学びの場の国際化にもつながり、豊かな国際感覚を育

てるより良い学校の実現に寄与している。 

 

                                                   
1 「イマ－ジョン教育」とは、ある言語を習得する際に、言語学習用の授業を受けるだけでなく、その

言語を用いて行う他教科の授業も受ける学習法のこと。 
2 「CLIL（Content and Language Integrated Learning）」とは、言語教育と他教科などの内容教育とを

統合した形で行う教育方法の総称。 
3 「JET-ALT」とは、語学指導等を行う外国青年招致事業（JETプログラム）により招致された外国青年

（英語等指導助手）のこと。 
4 「インバウンド」とは、海外から日本に来る留学生等を受け入れること。「アウトバウンド」は、日本

から海外へ留学生等を送り出すこと。 

国際都市の特性を発揮し、日本の教育を先導する東京 

英語と他教科の融合が進行 

海外の学校や友人がより身近に 
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（１）「東京グローバル人材育成計画 '20（Tokyo Global STAGE '20）」の策定と目的 

経済、学術、文化など、グローバル化は分野を問わず進展しており、その流れは東京 2020 オリンピ

ック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020大会」という。）開催を契機に一層加速することは論

を待たない。 

こうした新たな時代においては、相手の立場や考えを尊重しつつ、自ら主体的に考え、新たなものを

創造できる能力をもって、世界を舞台に活躍し、東京、そして日本を支える人材を育てていくことが必

要である。 

ICT の進展や AI 技術の発達といった技術革新は、対話への不安感を和らげ、その意欲を高めるなど、

世界中の人々と接する機会の拡大に寄与することが想定される。多くの人がこうした技術革新の恩恵を

受ける中で、他者との協働に向けた信頼関係の構築や相互理解のためには、直接的でより深い対話の必

要性を感じ、外国語教育、国際教育の重要性をさらに認識する機会につながっていくことが考えられる。 

この前提に立ち、東京都教育委員会では、前述の「東京や世界で、グローバル人材が活躍している未

来像」を見据えつつ「東京都教育ビジョン（第３次・一部改訂）」（以下「東京都教育ビジョン」という。）

で示した三つの柱を基に、平成 32(2020)年度までの３年間をファーストステージとして本計画を策定す

る。 

 

 

 

●社会や世界の動きを見通し、自ら人生をたくましく切り拓く人材を育成 

●日本の未来を担い、東京の発展を支え、リードする人材を輩出 

 

 

 

○ 世界中の人と積極的にコミュニケーションできる能力 

○ 相手の意図・考えを的確に理解し、論理的に説明・反論・説得できる能力 

○ 柔軟な思考に基づいた新たな価値を創造する能力 

○ 生涯にわたり学び続ける力 

○ 日本人としての自覚と誇り 

○ 豊かな国際感覚と多様性を受け入れる寛容性 

 

 

グローバル社会でたくましく生き抜くためには、世界で通用する「使える英語力」を身に付

け、臆せずに積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度や、相手の意図や考えを的確に

理解し、自らの考えや意見を論理的に説明したり、反論・説得したりすることができる能力を

育成することが重要である。また、東京 2020 大会に向け、多くの外国人と交流する機会も増

えてくることからも、英語によるコミュニケーション能力を身に付けることがより一層必要で

ある。 

 

グローバル化の進展に伴い、異なる文化との共存や国際協力が求められており、様々な国や

地域の人々と共に未来を切り拓いていこうとする態度・能力を育成することが求められている。

また、いわゆる「内向き志向」を打破するとともに、将来、世界を舞台に活躍し、東京や日本

の未来を担う次世代のリーダーを輩出するため、都独自の留学支援の取組や関係機関と連携し

た取組を推進することが必要である。 

２ 平成 32(2020)年度まで（ファーストステージとしての３年間）の取組 

育成すべき人材像 

豊かな国際感覚の醸成 

三つの柱「東京都教育ビジョン」より 

育成すべき具体的な能力 

 

「使える英語力」の育成 
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 QAQ 

 

グローバル化が進む中、国際社会の一員であることを自覚した上で世界各国の人々と交流

し、異なる国や地域の伝統・文化等を尊重しつつ、積極的にコミュニケーションをとれるよ

うにするには、まず、子供たち自身が、日本や東京のよさを十分に理解する必要がある。そ

のためには、自らの国や地域の歴史、伝統・文化等についての理解を深め、尊重する態度を

身に付けることにより、人間としての教養の基盤を培い、日本人であることの自覚や、郷土

や国を愛し、誇りに思う心を育むことが重要である。 

 

 

１ 生徒の英語力 

 平成 28（2016）年度 平成 32（2020）年度 

英検３級程度（CEFR5 A1に相当）の英語力を有する中学生 

（卒業時）の割合 
47.1％ 60％ 

英検準２級程度（CEFR A2に相当）の英語力を有する高校生

（卒業時）の割合 
34.2％ 60％ 

２ 教員の英語力 

 平成 28（2016）年度 平成 32（2020）年度 

英検準１級程度（CEFR B2に相当）以上の英語力を有する 

中学校教員の割合 
46.7％ 65％ 

英検準１級程度以上の英語力を有する高等学校教員の割合 70.1％ 80％ 

３ 国際交流 

 平成 32（2020）年度 

都内公立学校における国際交流の実施 100％ 

 

 

 東京都教育ビジョンに示す三つの柱の実現に向け、以下の方向性を掲げ、本計画の目標を達成し

ていきます。 

○スピーキングを含めた４技能の伸長   

○新学習指導要領への対応  

○「主体的・対話的で深い学び」の実現 

 

○英語の授業以外で学べる環境の創出 

○興味を引くコンテンツの提供 

○英語を使う必要性・必然性の創出 

 

                      ○国際交流の飛躍的拡充・継続 

○楽しさ・自信を体感できる環境整備 

○目標を示し、チャレンジを支援  

○自律的・継続的な学習者の育成 

                                                   
5 「CEFR」とは、ヨーロッパ言語共通参照枠（Common European Framework of Reference for Languages）

における、外国語の学習者の習得状況を示す際に用いられるガイドラインのこと。Ａ（初級）「基礎段階の

言語使用者」、Ｂ（中級）「自立した言語使用者」、Ｃ（上級）「熟達した言語使用者」の三つに分け、更に

それぞれを二つに区分し、下から A1,A2,B1,B2,C1,C2 の六つのレベルに分類している。 

日本人としての自覚と誇りの涵養
かんよう

 

取組の方向性 

１ 授業の質を高める 

２ 学ぶ時間・機会を増やす 

３ 学ぶ意欲を高め、学び続ける 

本計画の目標 

VV 

※国は「第 2期教育振興基本計画」により、平成 29（2017）年度までに 50％を目標としている。 

※国は「第 2 期教育振興基本計画」により、平成 29（2017）年度までに中学校教員 50％・高等学校教員 75％を目標としている。 
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（２）「東京グローバル人材育成計画 '20（Tokyo Global STAGE '20）」の体系図 

 

  三つの柱を踏まえた 20の施策 

1 小学校英語の教科化等への対応 

2 中学校における「わかる」「使える」を実現する英語授業の推進 

3  教員の英語力・指導力の底上げ 

4 最新の英語教授法の習得 

5 ネイティブ・スピーカーの活用による授業改善 

6 授業改善に向けた４技能評価の導入 

7 英語での実践的な発話を体験 

8 ICTを活用したスピーキング能力の向上 

9 日常的に英語を使用する校内環境の整備 

10 日本や東京の文化・歴史等を英語で発信できる力の育成 

11 持続的な国際交流の推進 

12 「世界ともだちプロジェクト」による交流 

13 同世代の外国人と交流できる環境の整備 

14 海外留学への支援 

15 国際貢献意欲の育成 

16 「国際バカロレア」の取組 

17 国際色豊かな学校の拡充 

18 都立高等学校入学者選抜英語学力検査の改善 

19 海外大学進学希望者への支援 

20 英語以外の外国語学習の充実 
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事業内容 三つの柱 

ア 小学校における新学習指導要領実施に向けた支援 英語力 

ア 少人数・習熟度別指導の推進  イ 「中学校英語教育推進モデル地区」の指定 

ウ パフォーマンステストの普及・啓発 
英語力 

ア 指導力・英語力向上研修   イ 外部検定試験を活用した指導力の向上 英語力 

ア 教員の海外派遣研修《教員・アウトバウンド》 英語力 国際感 

ア JET-ALTの配置《教員・インバウンド》 

イ Non-JET ALTの配置 
英語力 国際感 

ア ４技能を測定する外部検定試験の更なる活用（東京グローバル１０・英語教育推進校） 英語力 

ア 東京版英語村「TOKYO GLOBAL GATEWAY」の整備 英語力 国際感 日本人 

ア オンライン英会話学習 

イ 音声リーディングソフトによる学習 
英語力 

ア 「東京イングリッシュ・エンパワーメント・プロジェクト（Tokyo English Empowerment 

Project（TEEP））」の実施 
英語力 

ア 「Welcome to Tokyo」（入門編）の開発及び「Welcome to Tokyo」（入門、初級、基礎、

発展編）の活用 
英語力 国際感 日本人 

ア 海外との学校間交流（姉妹校・フレンドシップ校等）の促進 

イ 「Welcome to Tokyo 日本語版」を活用した交流 
国際感 日本人 

ア 「世界ともだちプロジェクト」による交流活動 国際感 日本人 

ア 外国人留学生の受入れ拡大《生徒・インバウンド》 国際感 日本人 

ア 次世代リーダー育成道場《生徒・アウトバウンド》 英語力 国際感 日本人 

ア ＪＩＣＡと連携した東京グローバル・ユース・キャンプ 国際感 

ア 「国際バカロレア」の取組 国際感 

ア 新国際高校（仮称）の設置 イ 都立中高一貫教育校における教育内容の充実 

ウ 都立小中高一貫教育校の設置   
国際感 

ア ４技能評価を取り入れた英語学力検査の入学者選抜への導入検討 英語力 

ア 教員への支援  イ 生徒への支援   

ウ 進学に関するきめ細かい情報提供及び保護者向け説明会の実施 
英語力 国際感 

ア 多言語科目の授業設置の推進 イ 語学部活動等の設置支援 

ウ 体験講座（都教育委員会主催）の実施 
国際感 

英語力  使える英語力の育成 

国際感 豊かな国際感覚の醸成 

日本人 日本人としての自覚と誇りの涵養 

三
つ
の
柱 




