
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国の豊かな実践と熱い思いが京都に集結！ 

大会テーマ     

～英語に親しみ，進んでコミュニケーションを図ろうとする子の育成～ 

第７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・京都市立養正小学校長） 

藤 村  徹 

全国英語活動実践研究会は京都市の小学校英語活動研究会を中心に，立ち上げを行って以来７年目を迎え

ております。第１回～３回，５回大会を京都市で，第４回は福岡県大牟田市で，第６回は岐阜県で開催し，

全国の豊かな実践と先生方の熱い思いを各開催地に集めて，着実に教育実践を積み上げてまいりました。第

７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，新学習指導要領の実施を控え，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つながる提案をして，全国の多くの方々と実践交流を深めてま

いりたいと考えております。全国各地から，多くの方々にご参加いただきますようご案内申し上げます。 

日日日日    時時時時        平成平成平成平成２２２２３３３３年年年年１１１１月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（金金金金））））    １４１４１４１４：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    

（（（（公開授業公開授業公開授業公開授業・・・・事後研究会事後研究会事後研究会事後研究会））））    

１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    

（（（（全体会全体会全体会全体会・・・・分科会分科会分科会分科会））））    

会会会会    場場場場        公公公公    開開開開    授授授授    業業業業（１月１４日） 市内５会場 

京都市立嵯峨
さ が

小学校 

京都市立広沢
ひろさわ

小学校 

京都市立藤ノ森
ふじのもり

小学校 

京都市立第四
だいよん

錦林
きんりん

小学校 

京都市立西院
さいいん

小・中学校 
全体会全体会全体会全体会・・・・分科会分科会分科会分科会（１月１５日） 国立京都国際会館 

    
分科会内容分科会内容分科会内容分科会内容 ①英語ノートを生かしたカリキュラム開発と評価のあり方  

②学級担任が一人で進める外国語活動の指導のあり方  
③小中連携による効果的な外国語活動の指導のあり方 

主主主主    催催催催        第第第第７７７７回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会    
共共共共    催催催催        京都市教育委員会京都市教育委員会京都市教育委員会京都市教育委員会    
後後後後    援援援援        文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省・・・・京都府教育委員会京都府教育委員会京都府教育委員会京都府教育委員会            
協協協協    力力力力        全国小学校英語活動実践研究会全国小学校英語活動実践研究会全国小学校英語活動実践研究会全国小学校英語活動実践研究会    京都市小学校英語活動研究会京都市小学校英語活動研究会京都市小学校英語活動研究会京都市小学校英語活動研究会    



１１１１    日日日日    程程程程    
○○○○第第第第１１１１日目日目日目日目    ＜＜＜＜公開授業公開授業公開授業公開授業・・・・事後研究会事後研究会事後研究会事後研究会＞＞＞＞    平成平成平成平成２２２２３３３３年年年年１１１１月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（金金金金））））    市内市内市内市内５５５５会場会場会場会場    

 受 付 公開授業 移 動 事後研究会 指導助言・閉会 

時 間 13:15～ 14:00～  

14:45 

14:45～15:00 15:00～16:00 16:00～ 

16:30 

    

○○○○第第第第２２２２日目日目日目日目        ＜＜＜＜全体会全体会全体会全体会・・・・分科会分科会分科会分科会＞＞＞＞            平成平成平成平成２２２２３３３３年年年年１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））    国立京都国際会館国立京都国際会館国立京都国際会館国立京都国際会館    

全 体 会 移動・昼食 

（総会） 

分 科 会 

受付 全体会 受付 発表・質疑応答 指導助言・閉会 

9:00～ 
10:00～ 

 11:45 

11:45～ 

 13:00 
13:00～13:30 

13:30～ 

16:00 

16:00～ 

16:30 

 
 
 
２２２２    内内内内    容容容容    
（（（（１１１１））））公開授業公開授業公開授業公開授業・・・・事後研究会事後研究会事後研究会事後研究会    １１１１月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（１４１４１４１４：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０））））     
 

 

    

第第第第１１１１会場会場会場会場  京都嵯峨学園京都嵯峨学園京都嵯峨学園京都嵯峨学園    京都市立京都市立京都市立京都市立嵯峨嵯峨嵯峨嵯峨小学校小学校小学校小学校（（（（６６６６学級公開学級公開学級公開学級公開）））） 平成22年度文部科学省教育研究開発事業指定校 

       京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町３５－１   ＴＥＬ ０７５－８６１－１５４３ 

学年・組 授業者 単元名 

１年２組 角 美都世（学級担任）   １Ｔ ふくわらいはおもしろい！ 

２年２組 増田 佳世（学級担任）   １Ｔ のりものにのって（２） 

３年２組 井尻 亮子（学級担任）   １Ｔ さがの町のお気に入りをしょうかいします 

４年２組 上田 智郷（学級担任）   １Ｔ 日本地図で遊ぼう（１） 

５年１組 舛田 杏子（学級担任）   １Ｔ 日本の名所を紹介しよう 

６年２組 大谷 哲弘（学級担任）   １Ｔ 京都発見ラリーへ出かけよう 

○○○○指導助言指導助言指導助言指導助言：：：：宗宗宗宗    誠誠誠誠（（（（佐賀県教育佐賀県教育佐賀県教育佐賀県教育センターセンターセンターセンター情報課教情報課教情報課教情報課教育課程支援担当係長育課程支援担当係長育課程支援担当係長育課程支援担当係長））））    
 
 
 
第第第第２２２２会場会場会場会場 京都嵯峨学園京都嵯峨学園京都嵯峨学園京都嵯峨学園    京都市立京都市立京都市立京都市立広沢広沢広沢広沢小学校小学校小学校小学校（（（（６６６６学級公開学級公開学級公開学級公開）））） 平成22年度文部科学省教育研究開発事業指定校 
      京都市右京区嵯峨広沢西裏町２５      ＴＥＬ ０７５－８８１－４９７８ 

学年・組 授業者 単元名 

１年１組 
橘髙 喜代子（学級担任）  ２Ｔ 

ﾐｰｶﾞﾝ･ｼﾞｬﾝ･今井（ALT） 
顔や体 

２年１組 
今井 ゆかり（学級担任）  ２Ｔ 

ｱﾝﾄﾞﾙｰ･ﾁｬｰﾙﾄﾝ（ALT） 
色と形で遊ぼう 

３年１組 桃井 智美（学級担任）   １Ｔ わたしの持ち物 

４年１組 
大黒 佳子（学級担任）   ２Ｔ 

ｳﾞｪｽﾄﾗ･ﾏﾙｶﾞﾘｰﾃ･黒川（ALT） 
ペットにしたいな 

５年１組 西村 尚子（学級担任）   １Ｔ We love the Arisu river. 

６年１組 
齋藤 弘美（学級担任）   ２Ｔ 

ｸﾘｽ･ｵｵﾊｼ（ALT） 
My Dream 

○○○○指導助言指導助言指導助言指導助言：：：：萬谷萬谷萬谷萬谷    隆一隆一隆一隆一（（（（北海道北海道北海道北海道教育教育教育教育大学大学大学大学札幌校札幌校札幌校札幌校教授教授教授教授））））    
 
 
 

※※※※ビデオビデオビデオビデオ撮影撮影撮影撮影はごはごはごはご遠慮遠慮遠慮遠慮くださいくださいくださいください！！！！        写真撮影写真撮影写真撮影写真撮影はははは子子子子どものどものどものどもの背面背面背面背面からおからおからおからお願願願願いしますいしますいしますいします！！！！    

授業者  １Ｔ：学級担任１人または中学校英語科教諭１人 

２Ｔ：学級担任とALT ，JTE，中学校英語科教諭 



第第第第３３３３会場会場会場会場  京都市立京都市立京都市立京都市立藤藤藤藤ノノノノ森森森森小学校小学校小学校小学校（（（（９９９９学級公開学級公開学級公開学級公開））））    

                        京都市伏見区深草石橋町１１－２      ＴＥＬ ０７５－６４１－６３０５ 

学年・組 授業者 単元名 

育成学級 森島 知未（学級担任）   １Ｔ Food Shopに行こう 

１年１組 廣瀬 晴美（学級担任）   １Ｔ Greeting Cardを作ろう！ 

２年２組 藤田 三季（学級担任）   １Ｔ My Robotを作ろう 

３年４組 粟飯原 理絵（学級担任）  １Ｔ お気に入りのパフェを作ろう 

４年３組 吉岡 悟（学級担任）     １Ｔ My Lunch 

５年２組 酒井 理恵（学級担任）    １Ｔ My Schedule 

５年３組 坪田 宙（学級担任）     １Ｔ My Schedule 

６年２組 布施 知子（学級担任）    １Ｔ My Dream 

６年３組 八木 悠介（学級担任）   １Ｔ My Dream 

○○○○指導助言指導助言指導助言指導助言：：：：影浦影浦影浦影浦    攻攻攻攻（（（（鹿児島純心女子大学教授鹿児島純心女子大学教授鹿児島純心女子大学教授鹿児島純心女子大学教授））））    
 

 

 

第第第第４４４４会場会場会場会場     京都市立京都市立京都市立京都市立第四錦林第四錦林第四錦林第四錦林小学校小学校小学校小学校（（（（６６６６学級公開学級公開学級公開学級公開））））    

                        京都市左京区吉田上阿達町１５－２     ＴＥＬ ０７５－７７１－０３８４ 

学年・組 授業者 単元名 

１年１組 武田 晴子（学級担任）   １Ｔ Our Tree 

２年１組 橋本 誠（学級担任）     １Ｔ Fruits Basketを作ろう 

３年２組 池田 誠（学級担任）     １Ｔ 作ろう！ ゆめの町 

４年２組 野口 和恵（学級担任）   １Ｔ My Schedule 

５年２組 俣野 知里（学級担任）   １Ｔ Let’s make our school map. 

６年１組 西沢 知弘（学級担任）   １Ｔ My Story 

○○○○指導助言指導助言指導助言指導助言：：：：大城大城大城大城    賢賢賢賢（（（（琉球大学教授琉球大学教授琉球大学教授琉球大学教授））））    
 
 
 

第第第第５５５５会場会場会場会場  京都市立京都市立京都市立京都市立西院西院西院西院小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校（（（（５５５５学級公開学級公開学級公開学級公開））））    

                        京都市右京区西院春日町３－１       ＴＥＬ ０７５－３１２－３９９３ 

学年・組 授業者 単元名 

５年１組 
尾﨑 格（学級担任）      ２Ｔ 

澤村 智子（JTE） 
時間割を作ろう 

５年３組 
三木 隆史（学級担任）     ２Ｔ 

ﾏｼｭｰ･ﾋﾗｶﾜ（ALT） 
時間割を作ろう 

６年２組 
白本 尚美（学級担任）     ２Ｔ 

西田 法代（西院中学校英語科） 
自分の一日を紹介しよう 

６年３組 川嶋 清嗣（学級担任）     １Ｔ 自分の一日を紹介しよう 

中学１年３組 竹本 篤司（西院中学校英語科） １Ｔ Lesson 8 それぞれの冬休み 

○○○○指導助言指導助言指導助言指導助言：：：：直山直山直山直山    木綿子木綿子木綿子木綿子（（（（文部科学省初等中等教育局教育課程課文部科学省初等中等教育局教育課程課文部科学省初等中等教育局教育課程課文部科学省初等中等教育局教育課程課・・・・国際教育課国際教育課国際教育課国際教育課    教科調査官教科調査官教科調査官教科調査官    

                                                    国立教育政策研究所教育課程研究国立教育政策研究所教育課程研究国立教育政策研究所教育課程研究国立教育政策研究所教育課程研究センターセンターセンターセンター    教育課程調査官教育課程調査官教育課程調査官教育課程調査官））））    

    

    

 

 

 



（（（（２２２２））））全体会全体会全体会全体会    １１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：４５４５４５４５））））＊＊＊＊ビデオ・ビデオ・ビデオ・ビデオ・写真等写真等写真等写真等のののの画像撮影画像撮影画像撮影画像撮影はごはごはごはご遠慮遠慮遠慮遠慮くださいくださいくださいください。。。。    

音声音声音声音声のののの録音録音録音録音ははははＯＫＯＫＯＫＯＫですですですです。。。。 

国立京都国際会館国立京都国際会館国立京都国際会館国立京都国際会館    （京都駅から地下鉄烏丸線「国際会館」下車） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（（（（３３３３））））分科分科分科分科会会会会    １１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（１３１３１３１３：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０））））    

国立京都国際会館国立京都国際会館国立京都国際会館国立京都国際会館    （京都駅から地下鉄烏丸線「国際会館」下車）    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎◎◎◎挨挨挨挨    拶拶拶拶    「「「「本大会本大会本大会本大会のののの趣旨趣旨趣旨趣旨」」」」                    

第７回全国小学校英語活動実践研究大会 実行委員長  藤村 徹 

全国小学校英語活動実践研究会     会 長    杉本 和彦 

「「「「大会開催大会開催大会開催大会開催にあたってにあたってにあたってにあたって」」」」                                
京都市教育委員会           教育長    高桑 三男 

             文部科学省（予定） 

◎◎◎◎講講講講    演演演演    「「「「評価評価評価評価からからからから見直見直見直見直すすすす外国語外国語外国語外国語活動活動活動活動」」」」    

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 

第第第第１１１１分科会分科会分科会分科会        テーマテーマテーマテーマ 「「「「英語英語英語英語ノートをノートをノートをノートを生生生生かしたカリキュラムかしたカリキュラムかしたカリキュラムかしたカリキュラム開発開発開発開発とととと評価評価評価評価のありのありのありのあり方方方方」」」」 
実践報告１「評価から見て創る授業の設計」 

中島 武史（東京都西東京市立碧山小学校 主任教諭） 
実践報告２「英語ノート等教材の活用と評価の工夫」 

吉田 悟（岩手県紫波町立赤石小学校 教諭） 

   実践報告３「英語ノートを生かす指導の工夫と評価」 

小林 努（山梨県身延町立身延小学校 教諭） 

      ○○○○指導助言指導助言指導助言指導助言：：：：萬谷萬谷萬谷萬谷    隆一隆一隆一隆一（（（（北海道北海道北海道北海道教育教育教育教育大学大学大学大学札幌校札幌校札幌校札幌校教授教授教授教授））））    

 

第第第第２２２２分科会分科会分科会分科会        テーマテーマテーマテーマ 「「「「学級担任学級担任学級担任学級担任がががが一人一人一人一人でででで進進進進めるめるめるめる外国語活動外国語活動外国語活動外国語活動のののの指導指導指導指導のありのありのありのあり方方方方」」」」 
実践報告１「担任主導の『コミュニケーション力の育成』に視点を置いた英語活動」 

田和 敬子（大阪府高槻市立上牧小学校 教諭） 

宮下 大介（大阪府高槻市立上牧小学校 教諭） 
実践報告２「学級担任１人で行う外国語活動の実際 ～準備から授業まで～」 

森 隆久（佐賀県佐賀市立勧興小学校 教諭） 

   実践報告３「学級担任が一人で進める外国語活動のあり方」 

大谷 五十二（滋賀県甲賀市立甲南第三小学校 校長） 

      ○○○○指導助言指導助言指導助言指導助言：：：：宗宗宗宗    誠誠誠誠（（（（佐賀県教育佐賀県教育佐賀県教育佐賀県教育センターセンターセンターセンター情報課教育課程支援担当係長情報課教育課程支援担当係長情報課教育課程支援担当係長情報課教育課程支援担当係長））））    

  
第第第第３３３３分科会分科会分科会分科会        テーマテーマテーマテーマ 「「「「小中連携小中連携小中連携小中連携によるによるによるによる効果的効果的効果的効果的なななな外国語活動外国語活動外国語活動外国語活動のののの指導指導指導指導のありのありのありのあり方方方方」」」」  

実践報告１「『学びのかけ橋』～中１ギャップの解消に向けて～【英語科を中心にして】」 

芦田 真一郎（京都府舞鶴市立城南中学校 教諭） 

清水 良平 （京都府舞鶴市立城南中学校 教諭） 
実践報告２「『のぞましい連携を求めて』～楽しい活動から豊かな表現へ～」 

上萩 琴美（徳島県那賀町立相生中学校 教諭） 

上田 剛 （徳島県那賀町立相生小学校 教諭） 

   実践報告３「小学校６年間の英語活動の在り方と中学校への効果的な連携 

～進んでコミュニケーションを図ろうとする児童・生徒の育成とタスクを活用した指導展開～」 

花田 百合（京都府 京都嵯峨学園・京都市立嵐山小学校 教諭） 

見原 潔 （京都府 京都嵯峨学園・京都市立嵯峨中学校 教諭） 

○○○○指導助言指導助言指導助言指導助言：：：：直山直山直山直山    木綿子木綿子木綿子木綿子（（（（文部科学省初等中等教育局教育課程課文部科学省初等中等教育局教育課程課文部科学省初等中等教育局教育課程課文部科学省初等中等教育局教育課程課・・・・国際教育課国際教育課国際教育課国際教育課    教科調査官教科調査官教科調査官教科調査官    

国立教育政策研究所教育課程研究国立教育政策研究所教育課程研究国立教育政策研究所教育課程研究国立教育政策研究所教育課程研究センターセンターセンターセンター    教育課程調査官教育課程調査官教育課程調査官教育課程調査官））））    



大会参加申し込み方法及び資料代等 

①  大会参加費大会参加費大会参加費大会参加費・・・・資料代資料代資料代資料代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０００３０００３０００３０００円円円円    

１５１５１５１５日日日日（（（（全体全体全体全体会会会会・・・・分科会分科会分科会分科会））））昼食弁当代昼食弁当代昼食弁当代昼食弁当代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０００１０００１０００１０００円円円円 

＊大会２日目，会場付近には飲食店が十分ありませんので，弁当をご持参いただくか，昼食の弁当をご予

約いただきますようお願い申し上げます。 

    

    

参加費参加費参加費参加費・・・・昼食弁当代昼食弁当代昼食弁当代昼食弁当代    振込先振込先振込先振込先    

郵便振込郵便振込郵便振込郵便振込    [[[[記号記号記号記号]]]]    １４４９０１４４９０１４４９０１４４９０        [[[[番号番号番号番号]]]]    ３０７９２５２１３０７９２５２１３０７９２５２１３０７９２５２１    

[[[[名称名称名称名称]]]]    第第第第７７７７回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会    

＊＊＊＊申申申申しししし込込込込みはみはみはみは必必必必ずずずず一人一人一人一人ずつずつずつずつ１１１１回回回回のののの振込振込振込振込をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。複数人数分複数人数分複数人数分複数人数分のののの金額金額金額金額をををを１１１１回回回回でででで振振振振りりりり込込込込むことはごむことはごむことはごむことはご遠慮願遠慮願遠慮願遠慮願いますいますいますいます。。。。    
    

○○○○参加費参加費参加費参加費・・・・資料代資料代資料代資料代，，，，昼食弁当代昼食弁当代昼食弁当代昼食弁当代    振込等振込等振込等振込等    問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 

京都市立養正小学校 教頭 中島正裕   副教頭 小山陽基  

Ｔel０７５－７９１－７１８４  Ｆax０７５－７９１－７１８５ 

②    参加申参加申参加申参加申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法 

大会大会大会大会のののの申申申申しししし込込込込みをみをみをみを，，，，下記下記下記下記のののの方法方法方法方法でででで１２１２１２１２月月月月３３３３日日日日（（（（金金金金））））までにおまでにおまでにおまでにお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

    ○○○○申申申申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法    

①①①①全小英研のＨＰにアクセスし， 第第第第７７７７回大会申回大会申回大会申回大会申しししし込込込込みみみみ        をクリックすると，申し込みフォームが出ま

す。 

        ②②②②申し込みフォームに内容を入力し，    送信送信送信送信  をクリックしてください。 

 

③③③③申し込み終了後，参加費・資料代と昼食弁当代を上記の振込先まで，速やかに振り込んで下さい。 

＊参加費等の振込が完了しないと，参加申し込みをされたことになりませんのでご注意ください。領収書と

弁当引換券は，当日受付にてお渡しします。 

＊「全校小学校英語活動実践研究会」の個人会員の方は，参加費が半額の１５００円になります。 

ただし，１２月３日までに平成２２年度の個人会費（年間２０００円）を納入済の方に限ります。入会を

希望される方は全小英研のＨＰの入会案内をご覧いただき，手続きをしてください。 

    

全小英研全小英研全小英研全小英研ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ：ＨＰ： http://www.zensyoei.jp/http://www.zensyoei.jp/http://www.zensyoei.jp/http://www.zensyoei.jp/ 
大会全般大会全般大会全般大会全般についてのについてのについてのについての問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

    第第第第７７７７回全国小学校英語活動実践研究大会事務局回全国小学校英語活動実践研究大会事務局回全国小学校英語活動実践研究大会事務局回全国小学校英語活動実践研究大会事務局    

    実行委員長 京都市立養正小学校校長 藤村 徹  ＴＥＬ０７５－７９１－７１８４ 

ＦＡＸ０７５－７９１－７１８５ 

Ｅメールでの問い合わせ  

        京都市立養正小学校教頭 中島正裕   E-mail: ma-nakajima@edu.city.kyoto.jp 


