
第2次案内第11回第11回
全国小学校英語活動実践研究大会全国小学校英語活動実践研究大会
新たな英語教育の創造へ 神奈川大会神奈川大会

全国の実践交流を横浜で

■大会テーマ■
生きたコミュニケーション体験を通した外国語活動の展開

～学校の特色を生かした，YICAの実践をめざして～

日 時 平成２７年 ２月１３日（金）(受付13:00)14:00～16:45 公開授業・事後研究会

１４日（土）(受付10:00)10:30～16:45 全体会・分科会

会場 公開授業・事後研究会【2月13日(金)】市内4会場

横浜市立都筑小学校 横浜市立本町小学校
つ づ き ほ んちよう

横浜市立立野小学校 横浜市立帷子小学校
た て の か た び ら

全体会・分科会【2月14日(土)】

横浜新都市ホール(全体会・分科会）・横浜市教育委員会花咲研修室（分科会）

分科会テーマ ①“Hi, friends!”の活用と新教材開発 ②評価と授業改善

③小中連携における効果的指導 ④低学年・中学年での展開

主 催 第11 回全国小学校英語活動実践研究大会神奈川大会実行委員会
共 催 横浜市教育委員会
後 援 文部科学省 神奈川県教育委員会
協 力 全国小学校英語活動実践研究会 神奈川県小学校教育研究会外国語活動研究部会

横浜市小学校教育研究会外国語活動研究会 横浜市中学校教育研究会英語科部会

申し込み 全国小学校英語活動実践研究会HPにアクセスし、第11回大会申込みをクリックして
ください。 http://www.zensyoei.jp/ 検索:全小英

この度，第11回全国小学校英語活動実践研究大会神奈川
大会を開催いたします。

全国小学校英語活動実践研究大会は，これまで西日本を
中心に各地で開催されてまいりました。小学校英語活動に
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によってそ
れぞれ地元の学校での教育実践や教育行政に生かされ，そ
の輪は着実に広がり，豊かになって積み上げられてきてい
ます。

神奈川県は多くの国際都市を有し，早くから英語教育に
着手してまいりました。今回の神奈川大会は，東日本で初
の開催となります。

また，会場となる横浜市は，昭和62年より実施している

「国際理解教室」，1年～6年まで全学年が英語を使っ

てコミュニケーション活動を行う「YICA (Yokohama
International Communication Activities)」(平成22年より

実施)，半日間，外国人講師を相手に実際に英語を用いる
体験をする「横浜英語村」（平成21年より実施）など，
横浜市が進める小中学校9年間を見通した多彩なプログラ
ムが組まれております。

このような特徴ある神奈川の英語教育の提案を中心に，
新たな英語教育のため，参加者の皆様と共に実践研究を交
流したいと思っております。全国各地から多くの皆様方に
ご参加いただき充実した研究大会となりますよう，ここに
第11回神奈川大会のご案内を申し上げます。

第11回全国小学校英語活動実践研究大会神奈川大会
実行委員長 小松 眞
（横浜市立今井小学校長）

各校とも定員に達し次
第、受付終了となりま
すので、お早めにお申
し込みください。

http://www.zensyoei.jp/


受付

市内４会場 13：00～

移動・昼食

受付 （総会）

10：00～
12：00～
13：30

※昼食のお弁当の斡旋はありません。各自横浜駅近辺でおとりください。

学年

１年

２年

３年

４年

５年

○第２日目　＜全体会・分科会＞　　　　　平成２７年２月１４日（土）

全体会

（１）　公開授業・事後検討会　　　２月１３日（金）　（受付１３:００）　１４：００～１６：４５

　　日　程

○第１日目　＜公開授業・事後研究会＞　　平成２７年２月１３日（金）

公開授業

14：00～14：45

移動

14：45～15：00

事後研究会 　指導助言・閉会

15:00～16：00 16：00～16：45

全体会

13：30～14：00

受付

　　内　容　　　　　　　※授業者　単元名　講師等は現時点の予定です

発表・質疑応答 指導助言・閉会

14：00～16：20 16：20～16：45

分科会

10：30～12：00

都筑英語村　　　　全学年・全クラス公開

第1会場　横浜市立都筑小学校　横浜市都筑区中川6-2-1　TEL 045-913-6871　都筑小HP

研究主題：自分の思いをもち、相手を意識して積極的にコミュニケーションを図ろうとする子の育成

※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。

都筑英語村とは？
　日頃のYICAの発展的活動として、『都筑英語村』を行います。各クラスがゲームやクイズ、ショップ
などのブースを運営する「お店やさん」と、ブースを体験する「お客さん」に分かれて活動します。全
校児童が英語を用いて交流し、コミュニケーションの楽しさを実感できる活動を目指します。

ブース活動名(主な活動）

What do you like?　～すきなものバスケットをたのしもう～
　(色、果物、動物、形など慣れ親しんだ言葉でなんでもバスケット をする。)

Let’s play karuta.　～カルタであそぼう～
　(果物、色、動物、動きなど慣れ親しんだ言葉でカルタゲームをする。)

Let’s enjoy our story!　～えい語げきを楽しもう！～
　(「大きなかぶ」のオリジナル劇を発表する。)

Treasure Hunter　～幻のメダルをゲットしよう！～
　(道案内の表現を使って、教室内の宝を探すゲームをする。)

What’s this?　～オリジナルクイズ大会をしよう～
　(いろいろなオリジナルクイズに挑戦する。)

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/tsuzuki/


６年

個別

■指導助言　　　　　　　北海道教育大学 教授 萬谷　隆一
横浜国立大学 教授 満尾　貞行

■指導助言　　 全国小学校英語活動実践研究会　 会長
京都市立大宅小学校 校長

東京家政大学 教授 太田　洋

　　ポール　ブーディ　（AET）

第2会場　横浜市立本町小学校　　横浜市中区花咲町3-86　TEL 045-231-0141　本町小HP

　　吉川　真由美

　　阿部　安佐美

　　日比野　卓也

　　ポール　フォード　（AET）

　　樋浦　千絵　

　　トゥリアシ　セプティヤンティ（IUI)

　　三石　聡美　

　　チョ　ウンビョル　（IUI)

学年・組 授業者 単元名

６年２組
　　平井　章大

　　大塚　芽衣子

唯一６２（むに）！ドリームポケット☆

オーストラリアの友達と海をこえた言葉と心の
キャッチボールをしよう

　～わたしが・ぼくが大好きな○○～

紹介しよう　わたしのお気に入りの横浜

みんなで増やそう　My shine
～　I　を使って友達紹介　～

3年1組レインボーツリードリームタウンをつくろう

1年３組

５年３組

４年３組

５年１組

　　橋本　佳子

研究主題：表現し合い互いに認め合う中で、自ら学びを高めていく力の育成

　　　～言語活動の充実を図り、相手意識や目的意識を大切にした授業づくり～

おとなりのくに！かんこく　おしょくじたいけん
～ウンビョル先生　カムサハムニダ～

ポール先生にありがとうの気持ちをつたえよう
～ポール先生と自分のすきなものがたくさん入っているありがとうカードを作ろう～

藤村　徹

２年４組

３年１組

（スーパーイングリッシュプログラム）

　　橋爪　志江　（サポーター）

What country is this?　～国あてクイズをしよう～
　(アメリカ、タイ、ニュージーランドなど、これまでの学習活動で慣れ親しんだ国を中心にした

国旗当てクイズや３ヒントクイズに答える。)

Post Office “Kids-Station”　～あなたのメッセージとどけます～
　(いろいろな色、大きさのパーツを組み合わせてメッセージカードを作る。)

※横浜市では、特別支援学級のことを「個別支援学級」と呼んでいます。

★バンクの活動が１３：２５から始まります。公開授業は１４：００からですが、バンクの活動からご参観いただけます。

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/honcho/


■指導助言　 琉球大学　 教授 大城　賢

東京家政大学 教授 小泉　仁

横浜市教育委員会 主任指導主事

５年２組

５年３組

５年１組

３年３組

４年１組

４年２組

菅原一朗

菅谷泰尚

加藤亜弥　碓井勢津子

宇田川洋子

岡崎華代　エスター・ミチワケ（AET)

松本洋幸 　森田宣子（ｻﾎﾟｰﾀｰ）

増井雅子

４年３組

３年２組

２年２組

学年・組

初山和仁

６年２組

６年３組

第3会場　横浜市立立野小学校　　横浜市中区立野76　TEL 045-622-9381 　立野小HP

６年１組 河原美佐子

２年３組

３年１組

個別

１年１組

１年２組 上田憲子

松井奈巳　木ノ下亮子

菅原奈々子　ホカリ・デネスマ（IUI)

高橋あゆみ

小松亜由美

加藤瑠美子

鈴々木なおみ　ヘガティ玲子（ｻﾎﾟｰﾀｰ）

１年３組

２年１組

研究主題：　生きたコミュニケーションの楽しさを実感し、すすんでかかわろうとする
　　　　　　子の育成を目指して

単元名授業者

鈴木周一　サイモン･ラック（AET）

江口秀暁　今泉淳子（ｻﾎﾟｰﾀｰ）

わくわく　たてのランド

おはなしで　あそんでみよう

　じょうずに　おやつ　かえるかな？

えいごでなかよくなろう ～まってるよ～

スーホのたからものって、どんなもの？

　　おどうぐばこの中には何がある？

いろとかたちでなにができるかな？

買い物をしよう

買い物をしよう

Mt.FUJI

１０才になった私！～自分のことをしょうかいします～

１０才になった私！～自分のことをしょうかいします～

１０才になった私！～自分のことをしょうかいします～

Let’ｓ　take a time trip！～昔の自分、未来の自分～

こんなに成長したよ！～数字を通して～

世界ふしぎの家発見！～どんな家に住んでいるの？～

Mｙ　Dream

モートレイクの友達と日本で遊ぼう

モートレイクの友達と日本で遊ぼう

白﨑洋子・石原宏美・野口英一郎
・小澤香織・平田由美・渡邉志乃（ｻﾎﾟｰﾀｰ）

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/tateno/


　　挨　拶　　第１１回全国小学校英語活動実践研究大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　　　　　　 小松　眞

　　　　　　　　全国小学校英語活動実践研究大会 会　長　　　　　　　　　　藤村　徹　

　　　　　　　　横浜市挨拶

　　　　　　　　横浜市教育委員会 教育長　　　     　　  　岡田　優子

　　来賓挨拶　　　　　文部科学省　

１）全体会（新都市ホール）　１０：３０　～　１２：００　　　　　　　　　※１０：００　受付開始

（２）　全体会（総会）・分科会　　２月１４日（土）　(受付１０：００）１０：３０～１６：４５

          文部科学省
　　　　　　　　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
　　　　　　　　　　　初等中等教育局 教育課程課　教科調査官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  国際教育課外国語教育推進室　教科調査官　　　　　　　　直山　木綿子

　　　　　　　　※ビデオ・写真等の画像撮影はご遠慮ください。音声のみの録音は可能です。
　　　　　　　　※新都市ホールは横浜そごう9階のため、そごうの開店時間10:00よりご入場ください。

●　横浜市の外国語活動の紹介(ビデオ）　　１０：２０　～　１０：３０

●　開会　　１０：３０　～　１０：５０

事務連絡　　１１：５０　～　１２：００

　　　「　外国語活動の成果と課題，そして，これから　」

●　講演　　１０：５０　～　１１：５０

第4会場　横浜市立帷子小学校　　横浜市保土ケ谷区川辺町65-1　TEL 045-335-5896　帷子小HP

学年・組 授業者 単元名

２年１組 Let’ｓ　go  to a Vietnamese  school！

■指導助言 文部科学省
　　　　　　　　　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
　　　　　　　　　　　初等中等教育局 教育課程課　教科調査官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際教育課外国語教育推進室　教科調査官　　　　　　　　直山　木綿子

３年２組 色と形で絵をつくろう！

５年１組

加藤　義治

グェン　グェット　ミン（IUI)

白鳥　尚子

レイナルド　ナバル（AET)

丹波　聡美

メリッサ オコネル（AET)
道案内をしよう！

研究主題：『生きたコミュニケーション体験を目指して』
　　　　　　　～豊かなかかわり合いの中で、共に高め合う子～

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/katabira/


～卒業を控えた学級経営に外国語活動を生かすことをめざして～

～パフォーマンス評価の工夫を通して～

■指導助言 琉球大学 教授 大城　賢

～１中２小での情報交換と中１ギャップ解消を目指した授業の構想～　　

■指導助言　　 全国小学校英語活動実践研究会　　副会長

高槻市教育委員会教育センター 所長

～絵本の世界が児童と英語をつなぐ～

～人とことばに関心をもって、聴き合い、伝え合う活動を通して～

■指導助言 北海道教育大学 教授 萬谷　隆一

２）分科会　　第１・２分科会：横浜市教育委員会花咲研修室　　　　　　　　　受付13:30
　　　　　　　　 第３・４分科会：新都市ホール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４：００～１６：４５

実践報告①　“GIFT”

光嶋　花英（京都府京都市立開睛小中学校教諭）

実践報告②　「他者とよりよい関係を気付いていこうとする児童の育成」　

青木　葉子（横須賀市立神明小学校総括教諭）

●第３分科会　テーマ「小中連携による効果的な外国語の指導」

実践報告①　「小さな町の小さな取組」

佐藤　利枝（長崎県佐世保市立鹿町小学校教諭）

実践報告②　「小中の連続を図る外国語指導のあり方」　　

上村美樹・松井由香・吉田直人（横浜市立西金沢小中学校教諭)

●第４分科会　テーマ「低学年・中学年での外国語活動の展開」

実践報告②　「学級担任による“Hi, friends!２”Lesson 7桃太郎劇への取り組み」

橋口　朋矢（相模原市立若草小学校教諭）　

宮田　昭浩（横須賀市立大塚台小学校教諭）

■指導助言　文部科学省
　　　　　　　　　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
　　　　　　　　　　　初等中等教育局 教育課程課　教科調査官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際教育課外国語教育推進室　教科調査官　　　　　　　　直山　木綿子

●第２分科会　テーマ「評価と授業の改善」

実践報告①　　「必然性と関連を重視した外国語活動のカリキュラム開発研究」   

有友　敬子（岡山市立石井小学校教諭）

実践報告②　　「人とかかわり、コミュニケーションの楽しさを実感する外国語活動の工夫」　　

栗田　美希（川崎市立東小田小学校教諭）　　

●第１分科会　テーマ「“Hi, friends！”を活用した指導と新教材の開発」

実践報告①　「子どもたちが生き生きと学ぶ活動の実践」

日向　速人（岩手県紫波町立日詰小学校教諭　

中西　浩一



横浜市立都筑（つづき）小学校 横浜市立本町（ほんちょう）小学校

横浜市立立野（たての）小学校 横浜市立帷子（かたびら）小学校

横浜市立都筑区中川6-2-1   ＴＥＬ 045-913-6871

‹会場案内図› 第1日目　授業公開校周辺図
第１会場 第２会場

横浜市中区花咲町3-86   ＴＥＬ 045-231-0141

　ほとりにあります。

 〇横浜市営地下鉄「センター北」下車　徒歩7分
    「センター北」駅改札口より、阪急の横を通り、
　 港北センタープレイスの中を通って、階段を上がる。
 〇牛久保の交差点を中川方面へ行き、一つ目の信号を左折。

  保土ケ谷公会堂・図書館のとなり、帷子川の

　 三つ目の路地を左折、つき当たりが北門。

横浜市保土ヶ谷区川辺町65-1 ＴＥＬ 045-335-5896

 〇相鉄「星川」下車　徒歩３分

第３会場 第４会場

 〇ＪＲ京浜東北・根岸線「桜木町」下車
　 野毛地下道・音楽通りを通り徒歩５分

横浜市立中区立野76   ＴＥＬ 045-622-9381

　 山手駅より学校まで徒歩１分
　 改札口を出たら、コンビニ前の横断歩道を渡り、
　 すぐの階段を上がってください。

 〇ＪＲ京浜東北・根岸線「山手」下車　

 本町小学校 
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横浜市教育委員会花咲研修室

TEL 045-411-0160

‹会場案内図›　第2日目　全体会・分科会周辺図
分科会会場

横浜駅東口そごう横浜店９F   ＴＥＬ 045-465-2001 横浜市西区花咲町6-145横浜花咲ビル2･3階

全体会会場・分科会会場

新都市ホール（そごう横浜店9F）

横浜駅下車東口　徒歩5分(地下街ポルタを抜ける）
JR線（東海道本線・横須賀線・京浜東北線・横浜線）

横浜市営地下鉄線　高島町駅下車　徒歩2分

京浜急行線　戸部駅下車　徒歩8分
横浜駅東口　徒歩14分

（横浜駅西口市営地下鉄乗車口　より１駅）
京急線・東急東横線・相模鉄道線・横浜市営地下鉄
線・みなとみらい線
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