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◆日時 ・ 会場　
平成29年12月８日（金）公開授業・事後研究会
札幌市立大

おおくらやま
倉山小学校	 	 	 	 	 　13：35～ 17：00

札幌市立円
まるやま
山小学校　札幌市立幌

こうさい
西小学校	 　13：45～ 16：45

札幌市立緑
みどりがおか
丘小学校　札幌市立中

ちゅうおう
央小学校	 　（４校共通日程）

平成29年12月９日（土）全体会・分科会	 　	 　９：30～16：00
全体会	会場　札幌市立白

はくよう
楊小学校

分科会	会場　札幌市立白楊小学校・札幌サンプラザ
◆分科会テーマ　
①	5・6年生での教科化、3・4年生への導入を意識した指導とカリキュラム・マネジメント
②	次期学習指導要領を意識した新教材・補助教材の活用とカリキュラム・マネジメント
③	小中連携による効果的な指導・評価の在り方とカリキュラム・マネジメント

　全国小学校英語活動実践研究大会は、これまで仙台大会が最北の開催地でありましたが、第14回を迎え、
ついに北海道札幌市で開催することとなりました。これまでの大会で積み重ねてきた成果を大切にしつつ、
札幌市、北海道の小学校英語教育に関わる多くの皆様の力を結集し、全国で実践をされている先生方と厳し
くも温かな実践交流をしたいと存じます。
　本札幌大会は、新学習指導要領の下で始まる３・４年生の外国語活動、５・６年生の英語科を見据え、移行
期間への橋渡しとなる大会でもあります。子どもたちは、「友達と豊かに関わり、学ぶ楽しさを実感できる
授業」に、私たちは、「多くの実践者と豊かに関わり、学ぶ楽しさを実感できる研究大会」にしていきたい
と考えております。全国各地からのご参加をお待ちいたしております。

第２次案内

主　催　第14回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会
後　援　文部科学省/北海道教育委員会/札幌市教育委員会/札幌市小学校長会/札幌市中学校長会/北海道小学校長会/北海道中学校

長会/全国海外子女教育国際理解教育研究協議会/北海道国際理解教育研究協議会/札幌国際理解教育研究会/北海道中学校
英語教育研究会/札幌市中学校英語教育研究会/（独法）国際協力機構北海道国際センター/（公財）日本英語検定協会

協　力　全国小学校英語活動実践研究会		札幌小学校英語活動研究会

第14回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員長    　　　　　    　　　　
　札幌小学校英語活動研究会会長・札幌市立澄川南小学校校長　　綱　渕　友　也

第２日 　平成29年12月９日（土）＜全体会・分科会＞
全体会（白楊小学校） 移動・昼食

（総会）
分科会（白楊小学校・札幌サンプラザ）

受付 全体会 受付 発表・質疑応答 指導助言・閉会
9：00～ 9：30～12：00 12：00～ 13：00～ 13：20～15：20 15：20～16：00

※ビデオ・写真等の画像撮影はご遠慮ください。音声の録音は可能です。

（１）全体会　会場：札幌市立白楊小学校　札幌市北区北24条西７丁目　TEL 011-726-4158

■ 挨　拶　第14回全国小学校英語活動実践研究大会　実行委員長　綱渕　友也
　　　　　全国小学校英語活動実践研究会　　　　　　　　会長　中西　浩一
■ 祝　辞　北海道教育委員会　札幌市教育委員会　文部科学省（予定）
■ 講　演「新学習指導要領における外国語教育のあり方～新教材の解説を通して～」
　　　　　文部科学省初等中等教育局教育課程課・国際教育課　教科調査官
　　　　　国立教育政策研究所教育課程研究センター　教育課程調査官　直山　木綿子

（２）分科会　会場：〈第1・3分科会〉札幌サンプラザ　札幌市北区北24条西５丁目  TEL 011-758-3111
〈第２分科会〉				札幌市立白楊小学校	　	

第14回

全国小学校英語活動実践研究大会札幌大会
大会テーマ

英語を通じて人と関わる喜びを実感し世界を広げようとする児童の育成

～友達と豊かに関わり、学ぶ楽しさを実感できる授業の創造～

第14回

全国小学校英語活動実践研究大会札幌大会
大会テーマ

英語を通じて人と関わる喜びを実感し世界を広げようとする児童の育成

～友達と豊かに関わり、学ぶ楽しさを実感できる授業の創造～

第１分科会　５･６年生での教科化、３･４年生への導入を意識した指導とカリキュラム・マネジメント

実践報告１「カリキュラム・マネジメントを意識した小学校の英語教育
               ～指導力と英語力の向上を目指して～」
　　　　　北海道名寄市立中名寄小学校　教諭　久保　稔
実践報告２「５・６年生での教科化、３・４年生への導入を意識した指導とカリキュラム・マネジメント」
　　　　　奈良女子大学附属小学校　教諭　中垣　州代

 	○指導助言：大城　賢（琉球大学　教授）

第２分科会　次期学習指導要領を意識した新教材・補助教材の活用とカリキュラム・マネジメント

実践報告１「話したり聞いたりしたいという思いを引き出し、思考しながら自己表現力を高める外国語授業の在り方」
　　　　　札幌小学校英語活動研究会　研究部　北海道札幌市立北光小学校　教諭　佐々木　歩
実践報告２「慣れ親しむから学びにつなげるICT活用の実践と文字指導を取り入れた
　　　　　カリキュラム・マネジメント」
　　　　　宮城県仙台市立国見小学校　教諭　栄利　滋人

  ○指導助言：直山　木綿子
　　　　　　    （文部科学省初等中等教育局教育課程課・国際教育課　教科調査官　
                         国立教育政策研究所教育課程研究センター　教育課程調査官）

第３分科会　小中連携による効果的な指導・評価の在り方とカリキュラム・マネジメント

実践報告１「小中連携による効果的な指導・評価の在り方とモジュール授業の成果と課題」
　　　　　北海道寿都町立寿都小学校　教諭　八木　啓太
実践報告２「豊かな国際感覚をもち、積極的に人と関わる態度やコミュニケーション能力の基礎を
　　　　　身につけた児童の育成～小中一貫の外国語教育を通して～」
　　　　　徳島県鳴門市立林崎小学校　教諭　庄司　晶代　　　　　
		○指導助言：萬谷　隆一（北海道教育大学　教授）

申し込み手続き：大会受付専用サイトからお願いします。https://www.jrhokkaido.net/ConventionEntry/jhs-english
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第２会場　札幌市立円山小学校　札幌市中央区北 1 条西 25 丁目１- ８　TEL 011-631-3437

テーマ：「読む・書く」活動の在り方を意識し、補助教材・新教材を活用した指導
学年・組 授業者 単元名

５年１組 北村　公則（学級担任）　　　   Hi，friends！１　Lesson７“What’s this?”

６年２組 伊藤　圭吾（学級担任）　　　
及川　　仁（担任外・専科教員）   Hi，friends！２ 　Lesson８“What do you want to be?”

○指導助言：萬谷　隆一（北海道教育大学　教授）

第３会場　札幌市立幌西小学校　札幌市中央区南 10 条西 17 丁目１- １　TEL 011-561-2201

 テーマ：「絵本の効果的な活用」を意識し、補助教材、新教材を活用した指導     　  

学年・組 授業者 単元名

５年４組 阿部　勇登
（他学年担任・専科教員） “This is my favorite clothing.”

６年２組 大原　拓幸
（他学年担任・専科教員）

  Hi，friends！２　 Lesson７“We are good friends. ”
  ～物語を作ろう～　

○指導助言：大城　　賢（琉球大学　教授）

第４会場　札幌市立緑丘小学校　札幌市中央区南 10 条西 22 丁目３- １　TEL 011-561-5118

テーマ：「評価」の在り方を意識し、補助教材・新教材を活用した指導
学年・組 授業者 単元名

５年１組 各務　裕子（担任外・専科教員）  Hi，friends！１　Lesson９“What would you like?”

６年３組 田島　吉晃（学級担任）　　　  Hi，friends！２　Lesson８“What do you want to be?”

○指導助言	：	中村　典生（長崎大学　教授）

第５会場　札幌市立中央小学校　札幌市中央区大通東６丁目 12　TEL 011-261-6568

テーマ　教科横断型・他教科関連を意識し、補助教材・新教材を活用した指導
学年・組 授業者 単元名

５年１組 中島　裕美（学級担任・専科教員）  Hi， friends！１　 Lesson９“What would you like?”

６年３組 難波　　駿（学級担任・専科教員）  Hi， friends！２　 Lesson５ “Let’s go to Italy.”

○指導助言	：	堀田　　誠（北海道教育大学　准教授）

◆日　程・内　容　
第１日　平成29年12月８日（金）＜公開授業・事後研究会＞
※ビデオ撮影はご遠慮ください。写真撮影は子どもの背面からお願いします。

	第１会場　札幌市立大倉山小学校		札幌市中央区宮の森３条 13 丁目６-20　TEL 011-644-3984

テーマ：カリキュラム・マネジメントの在り方を意識した授業～小中連携、補助教材・新教材を活用した授業の在り方～
受付 一次公開 二次公開 移動 事後研究会（研究協議・指導助言）

12：30～ 13：35～14：20 14：30～15：15 15：15～ 15：25～17：00

　　

学年・組 授業者 単元名

１年
植木由紀子（学級担任）
佐藤　杏奈（学級担任）

「いろいろなくだもの」

３年２組 白井　由恵（学級担任） “Who are you?”

４年 橋本ちあき（学級担任）
葛西あゆみ（学級担任） “This is my favorite place.”

５年２組 三塚　聡　（学級担任） “She can run fast.  He can jump high.”

６年１組 西潟　麻美（学級担任） “My best memory”

学年・組 授業者 単元名

２年 磯脇　優子（学級担任）
三上　奈々（学級担任） 「動物園をつくろう」

３年１組 大垣　康行（学級担任） “What’s this? ～これがぼく・わたしの宝物～”

５年１組 嘉多山葉子（学級担任） “Who is your hero?”

６年２組 木村　勝人（学級担任） “Junior high school life”

○指導助言：直山　木綿子	（文部科学省初等中等教育局教育課程課・国際教育課　教科調査官
　　　　　  国立教育政策研究所教育課程研究センター　教育課程調査官）

 第２会場　札幌市立円山小学校	　	 第３会場　札幌市立幌西小学校　　
 第４会場　札幌市立緑丘小学校　　	第５会場　札幌市立中央小学校　

◆共通日程
受付 公開授業 移動 事後研究会（研究協議・指導助言）

12：30～ 13：45～14：30 14：30～ 14：45～16：45

一
次
公
開

二
次
公
開
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　本札幌大会は、新学習指導要領の下で始まる３・４年生の外国語活動、５・６年生の英語科を見据え、移行
期間への橋渡しとなる大会でもあります。子どもたちは、「友達と豊かに関わり、学ぶ楽しさを実感できる
授業」に、私たちは、「多くの実践者と豊かに関わり、学ぶ楽しさを実感できる研究大会」にしていきたい
と考えております。全国各地からのご参加をお待ちいたしております。

第２次案内

主　催　第14回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会
後　援　文部科学省/北海道教育委員会/札幌市教育委員会/札幌市小学校長会/札幌市中学校長会/北海道小学校長会/北海道中学校

長会/全国海外子女教育国際理解教育研究協議会/北海道国際理解教育研究協議会/札幌国際理解教育研究会/北海道中学校
英語教育研究会/札幌市中学校英語教育研究会/（独法）国際協力機構北海道国際センター/（公財）日本英語検定協会

協　力　全国小学校英語活動実践研究会		札幌小学校英語活動研究会

第14回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員長    　　　　　    　　　　
　札幌小学校英語活動研究会会長・札幌市立澄川南小学校校長　　綱　渕　友　也

第２日 　平成29年12月９日（土）＜全体会・分科会＞
全体会（白楊小学校） 移動・昼食

（総会）
分科会（白楊小学校・札幌サンプラザ）

受付 全体会 受付 発表・質疑応答 指導助言・閉会
9：00～ 9：30～12：00 12：00～ 13：00～ 13：20～15：20 15：20～16：00

※ビデオ・写真等の画像撮影はご遠慮ください。音声の録音は可能です。

（１）全体会　会場：札幌市立白楊小学校　札幌市北区北24条西７丁目　TEL 011-726-4158

■ 挨　拶　第14回全国小学校英語活動実践研究大会　実行委員長　綱渕　友也
　　　　　全国小学校英語活動実践研究会　　　　　　　　会長　中西　浩一
■ 祝　辞　北海道教育委員会　札幌市教育委員会　文部科学省（予定）
■ 講　演「新学習指導要領における外国語教育のあり方～新教材の解説を通して～」
　　　　　文部科学省初等中等教育局教育課程課・国際教育課　教科調査官
　　　　　国立教育政策研究所教育課程研究センター　教育課程調査官　直山　木綿子

（２）分科会　会場：〈第1・3分科会〉札幌サンプラザ　札幌市北区北24条西５丁目  TEL 011-758-3111
〈第２分科会〉				札幌市立白楊小学校	　	

第14回

全国小学校英語活動実践研究大会札幌大会
大会テーマ

英語を通じて人と関わる喜びを実感し世界を広げようとする児童の育成

～友達と豊かに関わり、学ぶ楽しさを実感できる授業の創造～

第14回

全国小学校英語活動実践研究大会札幌大会
大会テーマ

英語を通じて人と関わる喜びを実感し世界を広げようとする児童の育成

～友達と豊かに関わり、学ぶ楽しさを実感できる授業の創造～

第１分科会　５･６年生での教科化、３･４年生への導入を意識した指導とカリキュラム・マネジメント

実践報告１「カリキュラム・マネジメントを意識した小学校の英語教育
               ～指導力と英語力の向上を目指して～」
　　　　　北海道名寄市立中名寄小学校　教諭　久保　稔
実践報告２「グローバル社会に向けた外国語活動・外国語科の在り方」
　　　　　奈良女子大学附属小学校　教諭　中垣　州代

 	○指導助言：大城　賢（琉球大学　教授）

第２分科会　次期学習指導要領を意識した新教材・補助教材の活用とカリキュラム・マネジメント

実践報告１「話したり聞いたりしたいという思いを引き出し、思考しながら自己表現力を高める外国語授業の在り方」
　　　　　札幌小学校英語活動研究会　研究部　北海道札幌市立北光小学校　教諭　佐々木　歩
実践報告２「慣れ親しむから学びにつなげるICT活用の実践と文字指導を取り入れた
　　　　　カリキュラム・マネジメント」
　　　　　宮城県仙台市立国見小学校　教諭　栄利　滋人

  ○指導助言：直山　木綿子
　　　　　　    （文部科学省初等中等教育局教育課程課・国際教育課　教科調査官　
                         国立教育政策研究所教育課程研究センター　教育課程調査官）

第３分科会　小中連携による効果的な指導・評価の在り方とカリキュラム・マネジメント

実践報告１「小中連携による効果的な指導・評価の在り方とモジュール授業の成果と課題」
　　　　　北海道寿都町立寿都小学校　教諭　八木　啓太
実践報告２「豊かな国際感覚を育み、コミュニケーションへの積極的な態度と確かな英語力を育成する  
               小中一貫の外国語教育の創造　～効果的な指導・評価の在り方を求めて～」
　　　　　徳島県鳴門市林崎小学校　指導教諭　庄司　晶代　　　　　
		○指導助言：萬谷　隆一（北海道教育大学　教授）

申し込み手続き：大会受付専用サイトからお願いします。https://www.jrhokkaido.net/ConventionEntry/jhs-english

英検札幌大会メイン写真替え.indd   1 2017/09/14   13:39:22
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■資料代および⼤会参加事務⼿数料を含む

■一般参加　４，０００円　　■全小英研究会員　２，０００円（お申し込みの際、全小英研受付番号をご記入ください）

※ご入⾦後の参加取消や当⽇⽋席の場合、参加費の払い戻しはいたしかねます。（⼤会終了後、当⽇の資料をお送りいたします）
※全体会、分科会、公開授業いずれかのみ参加の場合であっても、同額となります。
※当⽇のお申し込みも可能ですが、受付の混雑が予想されますので事前のお申し込みをお願いいたします。

【お申し込みは、インターネットにて承ります。流れにつきましては次ページをご参照ください】

お申し込み受付サイトより、ご希望の公開授業、分科会をお選びください。それぞれ定員がございますので、満席の場合は他をお選びください。

■設定⽇：平成２９年１２⽉９⽇（⼟）　第２⽇のみの設定となります

■料　 ⾦　：　１個　１，０００円（お茶付き）　事前申込制となります（当⽇販売もございますが、数に限りがございます）

※お弁当は、第２⽇の白楊小学校にてお渡しいたします。
※会場周辺の飲食店は混雑が予想されるため、事前にお申し込みされることをお勧めいたします。

■設定期間：平成２９年１２⽉７⽇(⽊)〜９⽇(⼟)の３泊　※１０⽇(⽇)チェックアウトまで
■設定内容：朝⾷付（①のホテルは軽朝⾷となります）　消費税、サービス料込み

□宿泊のお申込受付は北海道旅客鉄道株式会社が企画実施する「募集型企画旅⾏」です（最少催⾏⼈員：１名様　添乗員は同⾏しません）
□お申し込みは先着順となります。満室になり次第締切とさせていただきますので予めご了承ください。
□施設での電話・冷蔵庫等、個⼈的なご利⽤に伴う料⾦につきましては各⾃でご精算ください。
□朝食をお召し上がりにならない場合でも、返⾦はございませんのでご了承ください。

第１４回　全国小学校英語活動実践研究⼤会　札幌⼤会

シングル

住所／アクセス

　この度、札幌市において「第１４回　全国小学校英語活動実践研究⼤会　札幌⼤会」が開催されますことを心よりお祝い申しあげます。
　本⼤会における参加申込およびご宿泊・お弁当等の⼿配を、弊社「ＪＲ北海道法⼈旅⾏札幌⽀店」がご案内させていただきます。
　下記ご参照の上、お早めにお申込くださいますよう、宜しくお願い申しあげます。

ツイン

シングル

⼤
通
周
辺

札幌駅から徒歩約４分

札幌市中央区北５条⻄６丁目１

シングル

ツイン

ツイン

シングル

札幌すみれホテル

札幌駅から徒歩約３分

札幌市中央区北６条⻄４丁目２－６ シングル

札幌市中央区北２条⻄３丁目

＜参加申込・宿泊・お弁当＞　お申し込みのご案内

地
区 ホテル名

札幌駅から徒歩約８分

札幌市中央区北１条⻄２丁目

備考料⾦（１名あたり）

⑨

③

②

①

番号

札幌駅から徒歩約６分 6,800円

札幌市中央区北３条⻄１丁目１０

朝食：バイキング(6:30〜10:00)

朝食：和定食(6:00〜10:00)

【12/9(土)宿泊は2,200円増し】

朝食：軽朝食(6:30〜9:30)

7,800円

9,800円
設定無し

11,000円

設定無し
ＪＲイン札幌駅南口

ＪＲイン札幌

朝食：バイキング(7:00〜10:00)

6,800円
7,800円

アパホテル〈TKP札幌駅北口〉
EXCELLENT

札幌市北区北１０条⻄３丁目７

ツイン

分科会

札幌市北区北６条⻄６丁目１－９ シングル

札幌市中央区北４条⻄４丁目１ シングル

公開授業
　Ａ：第１分科会（札幌サンプラザ）　Ｂ：第２分科会（白楊小学校）　Ｃ：第３分科会（札幌サンプラザ）
　①：⼤倉⼭小学校　　②：円⼭小学校　　③：幌⻄小学校　　④：緑丘小学校　　⑤：中央小学校

ホテル京阪札幌
9,400円 朝食：バイキング(6:30〜10:00)

札幌駅より徒歩約４分 ツイン 8,400円 【12/9(土)宿泊は1,600円増し】

8,900円 朝食：バイキング(6:30〜10:00)

札幌駅より徒歩約１分 ツイン 7,900円 【12/8(⾦)・9(土)宿泊は1,100円増し】

9,000円 朝食：バイキング(6:30〜10:00)

札幌駅より徒歩約１分 ツイン 8,000円
シングル 8,500円 朝食：バイキング(6:30〜9:30)

札幌駅より徒歩約５分 ツイン 7,500円
札幌市北区北８条⻄４丁目１５ シングル 11,500円 朝食：バイキング(7:00〜9:30)

札幌駅より徒歩約２分 ツイン 9,500円

札
幌
駅
周
辺 ⑤

⑥

⑦

⑧ ホテルマイステイズ札幌駅北口

ホテル法華クラブ札幌

ホテルＷＢＦ札幌
ノースゲート

ホテルグレイスリー札幌

④

大会参加費について

公開授業・分科会のお申込について

昼食（お弁当）について

宿泊のご案内
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＜会場へのアクセスについて＞
・ 各会場とも駐⾞場はございませんので、公共交通機関のご利⽤をお願いいたします。また、シャトルバスの運⾏はございませんので予めご了承ください。
・ Ｐ７〜８に、各会場の地図と交通アクセスについてのご案内を掲載しておりますので、併せてご覧ください。

＜ＪＲ券・航空券のお⼿配について＞
・ あいにく弊社ツアーデスクではＪＲ券・航空券のお取り扱いはございません。
・ 新千歳空港(ＪＲ新千歳空港駅)－札幌(ＪＲ札幌駅)の移動はＪＲ「快速エアポート」の利⽤が便利です。

※⽇中１５分間隔で運⾏、所要時間最速３７分、⽚道運賃：1,070円、Uシート指定席：520円
※乗⾞券、指定席は全国のＪＲ駅みどりの窓⼝、主な旅⾏会社にて発売しております。
※新千歳空港駅を含む札幌近郊のＪＲ線各駅では、ＩＣ乗⾞券kitaca、Suica他、主な交通系ＩＣカードがご利⽤いただけます。

お申込み締切⽇：平成２９年１１⽉２４⽇(⾦)　※宿泊・お弁当のみ１０⽉３１⽇（火）

・
・
・ 期⽇までのご入⾦が確認出来ない場合、予約がキャンセルになる場合がございます。 

・
・ ご変更・お取消等に伴うご返⾦につきましては、ご指定の銀⾏⼝座へご送⾦いたします。お⼿数ですが受付システムでのお⼿続き後、

返⾦先の銀⾏⼝座を下記ツアーデスクまでお知らせください（メール・ＦＡＸ等で承ります）
・
・
・
・ ⼤会参加費につきましては、ご入⾦後の参加取消や当⽇⽋席の場合、参加費の払い戻しはいたしかねます。
・

　旅⾏企画・実施（観光庁⻑官登録旅⾏業　第1043号）

　 ＪＲ北海道　法⼈旅⾏札幌⽀店　「第１４回　全国小学校英語活動実践研究⼤会　札幌⼤会」係
　　 〒060-0004　　札幌市中央区北4条⻄4丁目　伊藤ビル7階　　受付時間　9：30〜17：30（土・⽇･祝⽇休み）
　　 TEL:011-223-5766　　FAX:011-223-5767　　E-mail:taikai-m@jrhokkaido.co.jp （⼤会担当責任者： 津村　康裕）
　 ※お問い合わせは「第１４回　全国小学校英語活動実践研究⼤会　札幌⼤会」受付スタッフまでお願いいたします。

取消申出⽇

ご変更⼜はお取消につきましては下記の取消料⾦がかかります。

前⽇の取消 3⽇前まで
ご利⽤⽇の ご利⽤⽇のご利⽤⽇の

当⽇の取消11⽇前まで 2⽇前以降
無料宿泊

取消申出⽇

30% 50% 無料 100%

ご入⾦前のお取消につきましても、お申出⽇により取消料⾦をご請求させていただきます。

受付時間以降のご連絡（メール及び受付サイトでの登録含む）については翌営業⽇扱いとさせていただきます。

ご利⽤⽇の

お弁当

お電話でのお申込み・ご変更はトラブル防⽌のためお受けいたしかねます。
やむを得ない事情でホームページからのお申し込みが困難な場合、下記ツアーデスクへご連絡ください。

＜取消料・お取消に伴うご返⾦について＞
ご変更・お取消等が⽣じた場合、受付サイト内よりお⼿続きをお願いいたします。

クレジット精算のご返⾦は、受付サイトにてお申し込み内容の変更・取消⼿続きが終了した後、カード処理させていただきます。

お
申
込
先

＜お申し込みに際してのお願い＞

＜お申し込み方法および回答・お⽀払いについて＞

10%
10⽇〜８⽇前まで

ご利⽤の前⽇から起算してさかのぼって

100%
及び無連絡不参加

旅⾏開始後

20%
7⽇〜2⽇前まで

お申し込みは、⼤会受付専⽤サイト https://www.jrhokkaido.net/ConventionEntry/jhs-english よりお願いいたします。

お申込みが正常に受理されると、受付確認のメールが送信されます。さらに後⽇「予約回答」メールをお送りいたします。
（予約処理の都合上、受付確認のメール受信後、回答メールをお送りするまでにお時間を頂く場合もございます）

予約回答メールが届き次第、お⽀払い⼿続きが可能となります（クレジットカード決済または銀⾏振込）

クレジットカード決済ご希望の場合、決済サイトの⼿順に従ってお⼿続きを、銀⾏振込をご希望の場合、受付サイトより
請求書をダウンロードの上、期⽇までにお振込みをお願いいたします。（振込⼿数料はお客様にてご負担お願い申し上げます）

お⽀払い⼿続き完了後に、各予約は有効となり、⼤会参加証・お弁当引換証の出⼒が可能となります。
ご宿泊につきましては、お名前（ご予約時のご宿泊者様名）をお申出いただくことでお⼿続きを承ります。

会場へのアクセス・交通手配について

お申込み手続きのご案内
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●札幌駅からのアクセス
地下鉄南北線　⼤通駅にて地下鉄東⻄線に乗り換え
円⼭公園駅下⾞　タクシーで約１０分（約１，０００円）
地下鉄円⼭公園駅からの路線バスもございますが、
本数が少ないため事前にＨＰ等でご確認ください。
・ＪＲバス荒井⼭線(円14)・ばんけいバス円⼭線
　「荒井⼭」下⾞徒歩約３分
・ＪＲバス動物園線(円15)「総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ前」下⾞徒歩約10分

●札幌駅からのアクセス
地下鉄南北線　⼤通駅にて地下鉄東⻄線に乗り換え
円⼭公園駅下⾞　５番出⼝より徒歩約５分

●札幌駅からのアクセス
地下鉄南北線　⼤通駅にて下⾞
札幌市電⻄４丁目停留所（⼤通駅隣接）より、
市電内回り循環へ乗⾞　⻄線９条旭⼭公園通停留所
下⾞徒歩約５分

住所：札幌市中央区南１０条⻄１７丁目１－１

各会場のご案内（１）　【１２⽉８⽇（⾦）公開授業・事後研究会】

第２会場：札幌市⽴円⼭⼩学校　TEL:011-631-3437

第３会場：札幌市⽴幌⻄⼩学校　TEL:011-561-2201

第１会場：札幌市⽴⼤倉⼭⼩学校　TEL:011-644-3984
住所：札幌市中央区宮の森３条１３丁目６－２０

住所：札幌市中央区北１条⻄２５丁目１－８

学校

北1西25 東光ストア

大通西24

円山公園駅

５番出口

地下鉄東西線

学校
宮の森1-15

郵便局

コンビニ

円山競技場

バス停「荒井山」

西線9条

旭山公園通

停留所

西線11条

停留所

南8西16

まいばすけっと

学校

札
幌
市
電

バス停「総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ前」
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●札幌駅からのアクセス
地下鉄南北線　⼤通駅にて地下鉄東⻄線に乗り換え
円⼭公園駅下⾞　タクシーで約１０分（約９００円）
地下鉄円⼭公園駅からの路線バスもございますが、
本数が少ないため事前にＨＰ等でご確認ください。
・ＪＲバス⻄２５丁目線(円11・桑11)⼜は
　ロープウェー線(循環円11)「南9条⻄22丁目」下⾞徒歩約5分

●札幌駅からのアクセス

地下鉄南北線　⼤通駅にて地下鉄東⻄線に乗り換え
バスセンター前駅下⾞　１０番出⼝より徒歩約１分

●札幌駅からのアクセス

地下鉄南北線　北２４条駅にて下⾞
白楊⼩学校へは１番出⼝より徒歩約５分
札幌サンプラザへは１番出⼝より徒歩約３分

住所：札幌市北区北２４条⻄５丁目

（第１・第３分科会）

住所：札幌市北区北２４条⻄７丁目１－１

（全体会・第２分科会）

分科会／札幌サンプラザ
TEL:011-758-3111

全体会・分科会／札幌市⽴白楊⼩学校
TEL:011-726-4158

各会場のご案内（２）　【１２⽉９⽇（土）全体会・分科会】

第４会場：札幌市⽴緑丘⼩学校　TEL:011-561-5118
住所：札幌市中央区南１０条⻄２２丁目３－１

第５会場：札幌市⽴中央⼩学校　TEL:011-261-6568
住所：札幌市中央区⼤通東６丁目１２

ﾊﾞｽｾﾝﾀ-前駅

学校

中央体育館

サッポロファクトリー

１０番出口

大通東5

大通東6

ローソン地下鉄東西線

学校

啓明中学校

西友

ラルズマート

銀行

南10西22

南11西22

南11西21

南9西22

バス停「南9条西22丁目」

バス停「南11条西22丁目」

地
下
鉄
南
北
線

北
２
４
条
駅北23西5

札幌
サンプラザ

白楊
小学校 北区役所

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ

１番出口

北24西7 北24西6

北23西5

●札幌駅からのアクセス
地下鉄南北線　⼤通駅にて地下鉄東⻄線に乗り換え
円⼭公園駅下⾞　タクシーで約１０分（約９００円）
地下鉄円⼭公園駅からの路線バスもございますが、
本数が少ないため事前にＨＰ等でご確認ください。
・ＪＲバス⻄２５丁目線(円11・桑11)⼜は
　ロープウェー線(循環円11)「南9条⻄22丁目」下⾞徒歩約5分

●札幌駅からのアクセス

地下鉄南北線　⼤通駅にて地下鉄東⻄線に乗り換え
バスセンター前駅下⾞　１０番出⼝より徒歩約１分

●札幌駅からのアクセス

地下鉄南北線　北２４条駅にて下⾞
白楊⼩学校へは１番出⼝より徒歩約５分
札幌サンプラザへは１番出⼝より徒歩約３分

住所：札幌市北区北２４条⻄５丁目

（第１・第３分科会）

住所：札幌市北区北２４条⻄７丁目１－１

（全体会・第２分科会）

分科会／札幌サンプラザ
TEL:011-758-3111

全体会・分科会／札幌市⽴白楊⼩学校
TEL:011-726-4158

各会場のご案内（２）　【１２⽉９⽇（土）全体会・分科会】

第４会場：札幌市⽴緑丘⼩学校　TEL:011-561-5118
住所：札幌市中央区南１０条⻄２２丁目３－１

第５会場：札幌市⽴中央⼩学校　TEL:011-261-6568
住所：札幌市中央区⼤通東６丁目１２

ﾊﾞｽｾﾝﾀ-前駅

学校

中央体育館

サッポロファクトリー

１０番出口

大通東5

大通東6

ローソン地下鉄東西線

学校

啓明中学校

西友

ラルズマート

銀行

南10西22

南11西22

南11西21

南9西22

バス停「南9条西22丁目」

バス停「南11条西22丁目」

地
下
鉄
南
北
線

北
２
４
条
駅北23西5

札幌
サンプラザ

白楊
小学校 北区役所

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ

１番出口

北24西7 北24西6

北23西5


