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全国小学校英語活動実践研究大会は，地域を越えて先生方が中心

になって立ち上げを行って以来5年目を迎えております。第1回～3
回大会を京都市で開催し，全国の豊かな実践と先生方の熱い思いが

京都に集まり着実に教育実践を積み上げてまいりました。さらに第

4回大牟田大会で豊かな実践交流と研究成果を積み上げ，第5回大

会を再び京都市で開催することとなりました。

この京都大会では，小学校外国語活動が5・6年で必修化（平成

23年度から本格実施）となった現状も踏まえ，京都市小学校英語活

動研究会の積み上げてきた研究成果をもとに，今後の小学校英語活

動の方向に繋がる提案をして，全国の多くの皆様と実践交流を深め

てまいりたいと考えております。

全国の豊かな実践と熱い思いが京都に集結！

第5回 全国小学校英語活動実践研究大会

日時 平成21年１月30日（金）14：00～16：30
１月31日（土）10：00～16：30

会 場 １月30日（公開授業）
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１月31日（全体会・分科会）
国立京都国際会館
地下鉄烏丸線「国際会館」下車（JR京都駅より約20分）

分科会内容
1 小中連携の進め方　
2 学級担任が進める指導のあり方　
3 英語ノートを活用した授業のあり方

英語に親しみ，進んで
コミュニケーションをしようとする子の育成

主催　第５回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会
共催　京都市教育委員会
後援　文部科学省・京都府教育委員会
協力　全国小学校英語活動実践研究会

大会テーマ

全国小学校英語活動実践研究大会は，地域を越えて先生方が中心

になって立ち上げを行って以来5年目を迎えております。第1回～3
回大会を京都市で開催し，全国の豊かな実践と先生方の熱い思いが

京都に集まり着実に教育実践を積み上げてまいりました。さらに第

4回大牟田大会で豊かな実践交流と研究成果を積み上げ，第5回大

会を再び京都市で開催することとなりました。

この京都大会では，小学校外国語活動が5・6年で必修化（平成

23年度から本格実施）となった現状も踏まえ，京都市小学校英語活

動研究会の積み上げてきた研究成果をもとに，今後の小学校英語活

動の方向に繋がる提案をして，全国の多くの皆様と実践交流を深め

てまいりたいと考えております。

第５回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員長
（京都市小学校英語活動研究会長・京都市立藤ノ森小学校長）

杉本 和彦



日程

内容 1/30 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。

13 受　付 公開授業 移　動 事後研究会 指導助言・閉会

時　間 13:30～ 14:00～14:45 14:45～15:00 15:00～16:00 16:00～16:30

〈公開授業〉 平成21年 1月30日（金）

○指導助言：直山 木綿子（京都市教育委員会指導主事）

※公開授業のみ。研究協議会は高倉小学校にて。

※第１会場の公開授業は14：10～，事後研究会は15：10～。第２会場の受付は13：00～。

〈第1会場〉京都市立高倉小学校 （京都市中京区高倉通り六角下る和久屋町343／075-211-8784）

全体会 移動・昼食 分科会

受　付 全体会 （総会） 受　付 発表・質疑応答 指導助言・閉会

9:30～ 10:00～11:45 11:45～13:15 12:45～13:15 13:15～16:00 16:00～16:30

〈全体会・分科会〉 平成21年 1月31日（土）

○指導助言：菅　正隆（文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官／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4会場〉京都市立藤ノ森小学校 （京都市伏見区深草石橋町11-2／075-641-6305）

〈第2会場〉京都市立京都御池中学校 （京都市中京区柳馬場御池上る虎石町45-3／075-221-0414）

○指導助言：大城　賢（琉球大学教授）

〈第3会場〉京都市立第三錦林小学校 （京都市左京区鹿ヶ谷宮ノ前町6／075-771-4844）

1年 3組 隅谷麻紀 フルーツバスケットをプレゼントしよう

2年 2組 小林宏明 マイ　スペシャル　サラダ

3年 1組 明石和子・松下友美佳（JTE） お気に入りの場所に案内しよう

4年 1組 中嶋直子 どんな表情かな？

5年 3組 嶋本千人 時間割表を作ろう

育成学級（こじか） 田中裕子・瓜生貴士 レッツゴー!! レストラン

学　級 授業者 単元名

学　級 授業者 単元名

学　級 授業者 単元名

学　級 授業者 単元名

世界への第一歩！

それぞれの冬休み（One World 1  [Lesson8]）

1年 3組 木村卓馬 Numberで遊ぼう！

2年 4組 前ノ坊康人 COLOR ZOO
3年 3組 布施知子 Brown Bear
4年 2組 八木悠介 My face Your face
5年 3組 鎌田賢二 The Best Fashion（英語ノートを使って）

6年 4組 坪田　宙 My Dream

3年 1組 今井大介 Let’s play FUKUWARAI
4年 2組 福井博美 My Beautiful Butterfly
6年 2組 人見健司 将来の夢を実現しよう（英語ノートを使って）

6年 2組
（13:30～14:15）

松藤浄乃（高倉小学校）
菱田展子（京都御池中学校）

池田あゆみ・佐藤明彦
（京都御池中学校）

7年 7組
（13:20～14:10）



会 場 ● 国立京都国際会館（地下鉄烏丸線「国際会館」下車）

〈全体会〉アネックスホール（10:00～11:45）

〈分科会〉本館・会議場（13:15～16:30）

「本大会の趣旨」
第５回全国小学校英語活動実践研究大会 実行委員長 杉本和彦
全国小学校英語活動実践研究会 会　長 坂野治利

「大会開催にあたって」
京都市教育委員会 教育長 高桑三男
文部科学省 文部科学事務次官 銭谷眞美（予定）

「小学校英語の課題と展望」
文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官
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　 菅　正隆

挨　拶

講　演

第1分科会

第2分科会

第3分科会

テーマ「小中連携の進め方」
実践報告 1 「伝え合う力を育む英語活動 ～関わりながら高めあう活動を通して～」

長瀬雅一（北海道函館市立駒場小学校教諭）

実践報告 2 「相互理解から始める小中連携 ～中学校英語教師とのTTを通して～」

実践報告 3 「中学校英語にどう子どもをつなげるか
～子どもの英語活動に対する意識調査とリスニング・スピーキングクイズ実施を通して～」

有友光弘（京都市立大藪小学校教諭）

○指導助言 兼重　昇（鳴門教育大学准教授）

テーマ「学級担任が進める指導のあり方」
実践報告 1 「今，小学校英語活動に求められるもの ～学級担任に元気と活力を～〈T1になろう〉」

坂田陽子（富山県高岡市立定塚小学校教諭）

実践報告 2 「PAR ステップ・メソッドの開発と実践
～パーシャル・イマージョン・プログラムの試みを通して～」
吉澤寿一（神奈川県川崎市立古市場小学校教諭）

実践報告 3 「国際理解を深めるとともに，進んでコミュニケーションを図ろうとする子どもの育成
～相手意識，目的意識を明確にした英語活動を通して～」

糸坪伸宏（岩手県洋野町立種市小学校教諭）

○指導助言 大城　賢（琉球大学教授）

テーマ「英語ノートを活用した授業のあり方」
実践報告 1 「学級担任が主体となった英語活動の実現に向けて ～英語ノートを活用して～」

奥田真穂（岐阜県加茂郡富加町立富加小学校教諭）

実践報告 2 「英語ノートを取り入れたカリキュラム開発と実践」
墨村友子（大阪府河内長野市立天野小学校教諭）

実践報告 3 「初心者だからこそ英語ノートを学ぶ ～学級担任が参考にした英語ノートと指導資料～」
高橋千津代・堀井しのぶ（石川県能美市立粟生小学校教諭）

○指導助言 菅　正隆（文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官／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）

内容 1/31 全体会・分科会
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今大会についての問い合わせ先
第５回全国小学校英語活動実践研究大会事務局　京都市立竹田小学校

TEL: 075-641-6278 ● FAX: 075-641-6279
※Eメールによるお問い合わせは、ta-saeki@edu.city.kyoto.jp（京都市立竹田小学校　佐伯卓也）まで。

大会参加費・資料代 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,000円
31日（全体会・分科会）弁当代 . . . . . . . . . . . . . . .1,000円

●大会２日目の昼食は，会場付近の飲食店が混雑することが予想されますので，ご希望の方には弁当を

会場にて用意いたします。

●参加申し込みをされたら，速やかに，下記まで参加費・資料代と弁当代（希望者）を振り込んでくださ

い。領収書と弁当引換券は，当日，受付にてお渡しします。前日，当日に弁当の申し込みはできません。

●「全国小学校英語活動実践研究会」の個人会員の方は，参加費が半額になります。ただし，12月19日

（金）までに20年度の会費を納入してください。

入会を希望される方は、全小英研のホームページ（http://www.zensyoei.jp/）の入会案内をご覧
いただき、手続きしてください。

●大会報告集を申し込まれる場合は，当日受付にてお申し込みください。

●別紙の『参加申込書』を12月19日（金）までに，下記宛までFAXでお送りください。
●『参加申込書』は以下のホームページからも入手可能です。

〈全小英研ＨＰ〉http://www.zensyoei.jp/

〈京小英研ＨＰ〉http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/nagamatsu/kenkyukai/s-eigo/

大会参加申し込みについて

1

参加申し込み方法2

参加申込用紙 送付先

全国小学校英語活動実践研究大会事務局 京都市立竹田小学校

FAX 075-641-6279

参加費・弁当代等 振込先

郵便振替

[口座記号] 14460 [口座番号] 17663311
[加入者名] 第5回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会



今後の大会についてのお問い合わせ 

 

＜第５回大会お問い合わせ先＞ 

京都市立竹田小学校   ０７５－６４１－６２７８ 

京都市立藤ノ森小学校  ０７５－６４１－６３０５ 

 

までお願いします。 
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