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
～外国語活動の原点を再確認し，新教材“Hi,friends!”を生かした実践を！～

第９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・京都市立西院小学校長）

石 井

正

この度，第９回全国大会を京都市で開催いたします。全国小学校英語活動実践研究大会は，これまで，京都市，福
岡県大牟田市，岐阜県，徳島県鳴門市と各地で開催されてまいりました。小学校外国語活動に取り組む全国各地の先
生方の熱い思いと豊かな実践が，各開催地に集結し，その成果は参加者の皆様の手で，教育実践や教育行政に生か
され，積み上げられ，着実に広がってきています。
今回の京都市大会では，「学級担任が中心になって，言語や文化について体験的に理解を深め，積極的にコミュニケ
ーションを図ろうとする態度の育成を図る」という外国語活動の原点に戻り，参加者の皆様と共に実践研究を交流し，さら
に深めてまいりたいと思います。全国各地から多くの皆様方にご参加いただきますよう，ここに第 9 回京都市大会のご案内
を申し上げます。

日 時

平成２５年２月８日（金） １４：００～１６：３０
（公開授業・事後研究会）

２月９日（土） １０：００～１６：３０
（全体会・分科会）

会 場

公 開 授 業（２月８日） 市内３会場
たけだ

京都市立竹田小学校
おおやけ

京都市立大宅小・中学校

※中学校の授業は小学校で行います

ひろさわ

京都市立広沢小学校
全体会・分科会（２月９日） 大谷大学
分科会内容 ①新教材“Hi, friends!”を活用した指導のあり方
②評価のあり方
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 催
後 援
協 力

第９回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会
文部科学省・京都府教育委員会・京都市教育委員会
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

１ 日 程
○第１日目 ＜公開授業・事後研究会＞ 平成２５年２月８日（金） 市内３会場
時 間

○第２日目

受 付

公開授業

移 動

事後研究会

指導助言・閉会

13:00～

14:00～14:45

14:45～15:00

15:00～16:00

16:00～16:30

＜全体会・分科会＞

全 体 会
移動・昼食
（総会）
受付
全体会（講演）
9:00～
10:00～12:00 12:00～13:00

２ 内 容

平成２５年２月９日（土） 大谷大学
受付
13:00～13:30

※ビデオ撮影はご遠慮ください！

分 科 会
発表・質疑応答
13:30～16:00

指導助言・閉会
16:00～16:30

写真撮影は子どもの背面からお願いします！

（１）公開授業・事後研究会 ２月８日（１４：００～１６：３０）
第１会場

京都市立竹田小学校（２学級公開）

京都市伏見区竹田桶ノ井町 8-2
学年・組
授業者
５年い組
西原 久美子 （学級担任）
６年い組
橋本 庸平
（学級担任）

○指導助言： 大城

第２会場

TEL：075-641-6278
単元名

“What would you like?”
“What do you want to be?”

賢 （ 琉球大学 教育学部教授 ）

京都市立大宅小学校・中学校（３学級公開） ※中学校の授業は小学校で行います。

京都市山科区大宅五反畑町 69-2
TEL：075-591-0015
学年・組
授業者
単元名
大橋 俊介 （学級担任）
５年４組
オリジナル “Nabe” をつくろう
西本 幸史 （大宅中学校英語科）
６年５組
山本 浩子 （学級担任）
夢への一歩 “My Dream”
大宅中学校
中井 一宏 （大宅中学校英語科）
Speaking Plus 2 道案内
１年

○指導助言： 直山 木綿子（ 初等中等教育局国際教育課 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会場

京都市立広沢小学校（２学級公開）

京都市右京区嵯峨広沢西裏町 25
学年・組
授業者
上西 佳朗 （学級担任）
５年２組
Johnson Christina（ALT）
斎藤 弘美 （学級担任）
６年２組
西本 光子 （英語専科）

○指導助言： 影浦

TEL：075－881-4978
単元名

“We Love the Arisu River”
“My Dream”

攻 （ 鹿児島純心女子大学 国際人間学部長教授 ）

（２）全体会 ２月９日（１０：００～１２：００）＊ビデオ・写真等の画像撮影はご遠慮ください。

大谷大学 講堂 （京都駅から地下鉄烏丸線「北大路」下車
◎挨 拶 「本大会の趣旨」

徒歩５分）

第９回全国小学校英語活動実践研究大会 実行委員長
全国小学校英語活動実践研究会
会 長

石井
藤村

正
徹

「大会開催にあたって」
京都市教育委員会
文部科学省
◎講 演 「外国語活動の課題とこれから

教育長
生田 義久
（未定）

ー小学校教育と外国語教育の視点からとらえるー」

（３）分科会 ２月９日（１３：３０～１６：３０）

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

大谷大学
（京都駅から地下鉄烏丸線「北大路」下車）
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

（３）分科会 ２月９日（１３：３０～１６：００）

大谷大学 各教室（京都駅から地下鉄烏丸線「北大路」下車）
第１分科会

テーマ 「新教材“Hi, friends!”を活用した指導のあり方」

実践報告１「学級づくりにいかす外国語活動
～人とのよりよい関わりの姿をとらえ広めていくための教師の支援のありかた～」
松岡 香代子（長野県飯田市立伊賀良小学校 教諭）
実践報告２「児童の実態に合わせた外国語活動の指導の工夫
～Hi, friends! 2 Lesson 2 “When is your birthday?”における実践から～」
芹澤 佑太郎（静岡県川根本町立中川根第一小学校 教諭）
○指導助言：大城 賢 （ 琉球大学 教育学部教授 ）

第２分科会

テーマ 「評価のあり方」

実践報告１「個を生かす外国語活動の質的・量的評価の工夫」
石﨑 耕一郎（愛媛県西予市立魚成小学校 教諭）
実践報告２「学校体制でつくる外国語活動」
中川 美佐・中村 佳明 （京都府京都市立嵯峨小学校 教諭）
○指導助言：影浦 攻 （ 鹿児島純心女子大学 国際人間学部長教授 ）

第３分科会

テーマ 「小中連携による効果的な外国語活動の指導のあり方」

実践報告１「
『ことば』の軸で結ぶ小中の連携」
～学級担任が６年間で培う「言語や文化についての体験的理解」を基盤として～
渡辺 香代子 （慶應義塾大学 言語文化研究所
埼玉県杉戸町立杉戸小学校 教諭）
実践報告２「小中連携を生かした外国語活動から英語への移行」
古川 夕紀

（東京都足立区立皿沼小学校

教諭）

大木田 陽子 （東京都足立区立加賀中学校

教諭）

○指導助言：直山木綿子（ 初等中等教育局国際教育課

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

）

大会参加申し込み方法及び資料代等

①

大会参加費・資料代・・・・・・・・・・・・・・３０００円
９日（全体会・分科会）昼食弁当代・・・・・・・１０００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・昼食弁当代 振込先

郵便振込 [記号] １４４１０

[番号] １４８４１２２１

[名称] 第９回全国小学校英語活動実践研究大会実行委員会
他の金融機関からの振込〔店名〕四四八（読み ヨンヨンハチ）
［店番］４４８ [預金種目]普通預金 〔口座番号〕１４８４１２２
＊申し込みは必ず一人ずつ１回の振込をお願いします。複数人数分の金額を１回で振り込むことはご遠慮願います。

○参加費・資料代，昼食弁当代 振込等 問い合わせ先
京都市立西院小学校 教頭 國重初美
Ｔel ０７５－３１２－３９９３
Ｆax０７５－３１２－３６４８

②

参加申し込み方法

大会の申し込みを，下記の方法で平成２４年１２月２１日（金）までにお願いい
たします。
○申し込み方法
①全小英研のＨＰにアクセスし， 第９回大会申し込み
をクリックすると，申し込みフォームが出ま
す。
②申し込みフォームに内容を入力し，
送信
をクリックしてください。
③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（月）までに平成２４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ＨＰ：

http://www.zensyoei.jp/

大会全般についての問い合わせ先
第９回全国小学校英語活動実践研究大会事務局
実行委員長 京都市立西院小学校校長 石井 正

ＴＥＬ ０７５－３１２－３９９３
ＦＡＸ ０７５－３１２－３６４８

Ｅメールでの問い合わせ
京都市立西院小学校 教頭 國重初美 Ｅ-ｍａｉｌ：zensyoeiken-9kai@saiin-s.edu.city.kyoto.jp

