
 

第 18回 全国小学校英語教育実践研究会高知大会 

大会テーマ 

「土佐の山間から 外国語教育を創る」 

～ コミュニケーションを図る資質・能力を育み，未来を拓く子を育てる ～ 

A challenge spirit for the future! 

 

 

大 会 概 要  

１日目 令和５年２月３日（金） 公開授業・事後研究会 

（公開授業小学校にて小学校２本，中学校１本の授業を公開します。感染状況によりサテライトでの公開になります。） 

     ※オンライン参加の方は，後日オンデマンド（２月下旬公開予定）でご覧いただきます。 

第１会場 香美市立大宮小学校 （〒781-4212 香美市香北町美良布654-1 ☎ 0887-59-2136） 

第２会場 南国市立日章小学校 （〒783-0092 南国市田村乙2267-1    ☎ 088-864-2726） 

第３会場 高知市立第四小学校 （〒78０-0901 高知市上町2-1-11        ☎ 088-872-6486） 

第４会場 高知市立義務教育学校土佐山学舎  （〒78１-3221 高知市土佐山桑尾13       ☎ 088-895-2003） 

   

２日目 令和５年２月４日（土） 全体会・講演会・分科会   

全体会・講演会： 高知県立県民文化ホール オレンジホール  （高知市本町4-3-30 ☎ 088-824-5321） 

分科会会場： 第１分科会 高知県立県民文化ホール オレンジホール  

 第２分科会 高知会館 白鳳の間 （高知市本町5-6-42 ☎ 088-823-7123） 

 第３分科会 高知県立県民文化ホール 第６多目的室 （高知市本町4-3-30 ☎ 088-824-5321） 

 ※オンライン参加の方は，２日目は全て You Tube によるライブ配信（一方向）を限定公開でご覧いただきます。 

なお，視聴のために必要な情報（URL，QR コード）は，申込時にお知らせいただいているメールアドレスあてに，後日お 

知らせいたします。また，午後の分科会は，３つの分科会のいずれも視聴することが可能です。 

 

   講 演 「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 ～言語活動を通しての具体～」 

     直山 木綿子氏 （文部科学省初等中等教育局視学官  

国立教育政策研究所教育課程研究センター 研究開発部 教育課程調査官・学力調査官） 

 

分科会テーマ 

第１分科会 学習評価の改善と指導の充実について 

         第２分科会 言語活動の充実を目指した授業づくりについて 

第３分科会 小・中連携について 

 

 主 催 第18 回全国小学校英語教育実践研究会高知大会実行委員会 

 共 催 高知県教育委員会 土佐教育研究会 

 後 援 文部科学省 高知県市町村教育委員会連合会 香美市教育委員会 南国市教育委員会 高知市教育委員会 

      公益財団法人日本教育公務員弘済会高知支部 高知県小中学校長会 高知県小中学校教頭会 

 協 力 全国小学校英語教育実践研究会  

 

 

 



 

内 容 

令和５年２月３日（金） 公開授業・事後研究会                       

【 第 1会場 香美市立大宮小学校 】 公開授業校 ： 香美市立大宮小学校  香美市立香北中学校   

〇大宮小学校・香北中学校 共通研究テーマ 

「小中学校の９年間を通して，探究心をもち意欲的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成 

～ゆたかな言語活動を通して，明確な目標を設定し，指導と評価を行う～」   

〇指導助言：直山 木綿子氏 

（文部科学省初等中等教育局視学官 国立教育政策研究所教育課程研究センター 研究開発部 教育課程調査官・学力調査官） 

受付 公開授業Ⅰ 
移 

動 

公開授業Ⅱ 
移 

動 

事後研究会 指導助言・閉会 

12:15～ 
小 13:00～13:45 

中 13:00～13:50 
小 14:00～14:45 15:00～16:00 16:00～16:45 

 

公開授業場所 学年・組 授業者 単元名 

公開授業Ⅰ 

（体育館） 

小学校 

３ 年 

中村 明莉（学級担任） 

Dwaine Simms（ALT） 

香北クイズをしよう！  

（Let’s Try！1  Unit8 What’s this?） 

公開授業Ⅰ 

（１階多目的教室） 

中学校 

３ 年 

堀見 絵里沙 

（英語担当教員・学級担任） 

Sherin Kularathne（ALT） 

他者に共感したり，平和について社会的・文化的・歴史的

背景を理解したりすることは，より平和な世界をつくる

ことにつながる 

（Here We Go! ENGLISH COURSE 3 Unit7・8） 

公開授業Ⅱ 

（体育館） 

小学校 

６ 年 

岡本 さちよ（学級担任） 

Dwaine Simms（ALT）  

将来の夢について友達と語り合おう 

（Here We Go! 6 Unit8 What do you want to 

be?） 

【 第２会場 南国市立日章小学校 】 公開授業校 ： 南国市立日章小学校  南国市立香南中学校   

〇日章小学校研究テーマ 

   「自ら気づき，考え，コミュニケーションのできる子どもを目指して 

～児童一人ひとりの学習状況を的確に捉え，授業改善を図るための適切な学習評価のあり方について～」 

〇香南中学校研究テーマ  

「論理的思考力や表現力を育てる効果的 ICT の活用 ～生徒指導の３機能を働かせた授業づくりを通して～」 

〇指導助言：濵中 紀子氏 （元直島町立直島小学校 教諭） 

受付 公開授業Ⅰ 
移

動 

公開授業Ⅱ 
移 

動 

事後研究会 指導助言・閉会 

12:15～ 小 13:00～13:45 
小 14:00～14:45 

中 14:00～14:50 
15:00～16:00 16:00～16:45 

 

公開授業場所 学年・組 授業者 単元名 

公開授業Ⅰ 

（体育館） 

小学校 

６ 年 

二宮 崇彰（学級担任） 

Cherish Warden（ALT） 

Your dream is your family’s dream!  

（Junior Sunshine 6  Lesson10   

I have a dream.） 

公開授業Ⅱ 

（体育館） 

小学校 

４ 年 

田村 なつみ（学級担任） 

Cherish Warden（ALT） 

避難場所までの道順を伝え合おう。 

（Let’s Try！2 Unit 8 My Favorite 

place.） 

公開授業Ⅱ 

（多目的ホール） 

中学校 

1 年 

小谷 優太（英語担当教員） 

高橋 妙子（英語担当教員） 

豊永 信子（主幹教諭 英語担当教員） 

防災マップについて説明しよう 

（Sunshine English Course 1,Program 

10 Grandma Baba’s Warning 

Ideas！） 



 

【 第３会場 高知市立第四小学校 】 公開授業校 ： 高知市立第四小学校  高知市立城西中学校 

〇第四小学校研究テーマ 

 「英語を使って，自ら考え，伝え合うことができる児童の育成 

      ～児童が主体的にコミュニケーションを図る授業づくりを通して～」                    

〇城西中学校研究テーマ   

「学び合い・認め合う 城西流協働学習の実践  ～一人も見捨てない生徒主体の学校づくり～」     

〇指導助言：酒井 英樹氏 （信州大学学術研究院教授） 

受付 公開授業Ⅰ 
移

動 

公開授業Ⅱ 
移

動 

事後研究会 指導助言・閉会 

12:15～ 
小 13:00～13:45 

中 13:00～13:50 
小 14:00～14:45 15:00～15:55 16:00～16:45 

 

公開授業 

場所 
学年・組 授業者 単元名 

公開授業Ⅰ 

（体育館） 

小学校 

３年２組 

窪川 日奈（学級担任） 

Mollie Chan（ＡＬＴ） 

こじゃんちえいで 「上町」 

（Let’s Try! 1 Unit8 What’s this?） 

公開授業Ⅰ 

（視聴覚室） 

中学校 

１年３組 

濱口 富美子（英語担当教員） 

Kyle Phibbs（ALT） 

龍馬について英語で発表しよう 

（NEW HORIZON English Course 1 

 Unit 11 This Year’s Memories） 

公開授業Ⅱ 

（体育館） 

小学校 

６年２組 

角 真未（学級担任） 

Kyle Phibbs（ＡＬＴ） 

My Future， My Dream  

～中学校生活についてスピーチをしよう～ 

（NEW HORIZON Elementary English 

Course 6 Unit8 My Future, My Dream）                    

 

【第４会場 高知市立義務教育学校土佐山学舎】 公開授業校 ： 高知市立義務教育学校土佐山学舎   
〇土佐山学舎研究テーマ  

「自ら考えて判断し，表現し合える児童生徒の育成～言語活動を通した主体的・対話的で深い学びの実現～」 

〇指導助言：佐藤 美智子氏 （鳴門教育大学特命准教授） 

受付 公開授業Ⅰ 
移

動 

公開授業Ⅱ 
移

動 

事後研究会 指導助言・閉会 

12:15～ 
前 12:55～13:40 

後 12:55～13:45 
前 13:55～14:40 15:00～16:00 16:00～16:45 

 

公開授業場所 学年・組 授業者 単元名 

公開授業Ⅰ 

（ランチルーム） 

 

４ 年 
安田 惇哉（学級担任） 

Kaili Mossman（ＡＬＴ） 

土佐山のお気に入りの場所を紹介しよう  

（Let’s Try! 2  

Unit8 This is my favorite place.） 

公開授業Ⅰ 

（体育館） 

 

７ 年 

濵口 真由（英語担当教員） 

川越 美和（英語教育推進教員） 

Alexis Louie（ＡＬＴ） 

土佐山学での学びを活かし，土佐山の魅力を発信しよう  

（NEW HORIZON English Course 1  

Unit10 Winter Vacation） 

公開授業Ⅱ 

（体育館） 

 

 

５ 年 

吉村 俊祐（学級担任） 

川越 美和（英語教育推進教員） 

Kaili Mossman（ＡＬＴ） 

Pacific Karuta を作って，お互いの文化に対

する理解を深めよう 

Let’ｓ enjoy our Pacific Karuta! 

（NEW HORIZON Elementary English 

Course 5 Unit 7 Welcome to Japan.） 

 

 



 

令和５年２月４日（土） 全体会・講演会・分科会 

【会場】高知県立県民文化ホール ・ 高知会館 
全体会 

昼 食 
分科会 

受付 全体会・講演 受付 発表・質疑応答 指導助言・閉会 

9:30～ 10:00～11:５０ 11:５０～13:10 13:10～ 13:30～15:00  15:00～16:00 

企   業   出   展 

 

全体会・講演会  会場：高知県立県民文化ホール オレンジホール 

◎挨 拶  第１８回全国小学校英語教育実践研究会高知大会実行委員会  

実行委員長 竹﨑 優子 

全国小学校英語教育実践研究会                       

会 長     本田 壽彦  

◎祝 辞  文部科学省  高知県教育長  高知市長 

◎講 演  「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善  ～言語活動を通しての具体～」  

講 師  直山 木綿子氏 

        （文部科学省初等中等教育局視学官  

国立教育政策研究所教育課程研究センター 研究開発部 教育課程調査官・学力調査官） 

分科会 

第１分科会 会場： 高知県立県民文化ホール オレンジホール       

第２分科会 会場： 高知会館 白鳳の間(2F)                      

第３分科会 会場： 高知県立県民文化ホール 第６多目的室（４F）     

 テーマ 発表者 指導助言者 

第１ 

分科会 

 

学習評価の改善と

指導の充実につい

て 

① 高知県香南市立佐古小学校 

教諭 中川 真身 
直山 木綿子氏  

（文部科学省初等中等教育局

視学官） 
② 熊本県熊本市立出水南小学校 

教諭 藤本 祥太 

第２ 

分科会 

言語活動の充実を

目指した授業づくり

について 

① 高知県四万十市立東山小学校 

教諭 池谷 亜紀 

佐藤 美智子氏  

（鳴門教育大学特命准教授） 

② 神奈川県二宮町立二宮小学校 

教諭 橋本 直子 

神奈川県二宮町立一色小学校 

教諭 加藤 昭浩  校長 中西 美保   

第３ 

分科会 

小・中連携につい

て 

① 高知県大豊町立大豊学園 

教頭 溝渕 幸声 酒井 英樹氏  

（信州大学学術研究院教授） ② 京都府京都市立大宅小学校・大宅中学校 

大宅小学校教諭 村上 達基 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

現地参加の皆様にお願い 

 

１．参加券提示のお願い 

  Web 申し込み終了後，参加券等をプリントアウトして，各会場受付で提示してください。２日目のお弁当

を希望される方は，昼食配布場所での提示もお願いします。 

 

２．名札ケース持参のお願い 

  勤務先でご使用になっている名札ケースをご持参ください。大会１日目の公開授業校受付で，参加者証を 

お渡ししますので，分科会名を記入の上，名札ケースに入れてください。 

 

３．感染症予防等についてのお願い 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，以下の事項にご注意，ご協力をいただきますようお願い申し上

げます。 

① 大会当日から遡って 14 日前から毎日検温をお願いします。 

② 咳，喉の痛み，平熱を超える発熱（おおむね３７．５度以上）がある場合など体調不良の際は参加を控えて

いただきますようお願いいたします。 

③ 必ずマスクをご着用ください。 

④ 会場使用の際は手指の消毒・検温にご協力をお願いいたします。 

⑤ 各会場での換気にご協力ください。 

⑥ 人との距離をできるだけとり，近距離での会話はお控えください。 

⑦ 授業参観の際は，児童や生徒との距離をとり，会話はお控えください。 

⑧ 食事中は，マスクなしの会話はお控えいただき，「黙食」にご協力をお願いいたします。 

 

なお，自然災害等の発生により急遽開催を中止することもありますことを，ご理解・ご了承いただけます

ようお願い申し上げます。 

 

 


