
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
日時・会場 
令和２年２月７日（金） 公開授業・事後研究会  
第１会場 甲府市立里垣小学校   
第２会場 甲府市立相川小学校  
第３会場 山梨市立加納岩小学校    
第４会場 昭和町立押原小学校 
第５会場 昭和町立西条小学校 
第６会場 昭和町立常永小学校 
 
令和２年２月８日（土）全体会・講演会・分科会 会場 山梨学院大学  
 
講 演 「（仮）全面実施にむけて伝えたいこと～指導と評価について～」 
直山 木綿子（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 
① 新学習指導要領全面実施における評価の在り方について 
② 新学習指導要領全面実施における言語活動の在り方について 
③ 新学習指導要領全面実施における小中連携の在り方について 
 
主 催 第１６回全国小学校英語教育実践研究大会山梨大会実行委員会 
後 援 文部科学省 山梨県教育委員会 甲府市教育委員会 山梨市教育委員会  

昭和町教育委員会 山梨県公立小中学校長会 山梨県公立小中学校教頭会  
山梨県中学校英語教育研究会 

協 力 全国小学校英語教育実践研究会  

 

第１６回 

全国小学校英語教育実践研究大会山梨大会 

大会テーマ 

2020年度小学校学習指導要領全面実施への架け橋 
～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～ 



令和２年２月７日（金）公開授業・事後研究会 

① 甲府市立里垣小学校 

研究テーマ：「進んで学び，主体的に自己表現する児童の育成」 
       ～コミュニケーションを大切にした外国語活動の授業づくりを通して～ 

◎指導助言：川村 一代（皇學館大学准教授） 
受付 公開授業① 公開授業② 事後研究会 指導助言・閉会 

13:00～ 13:30～14:15 14:30～15:15 15:25～16:10 16:10～16:50 
 

 学年・組 授業者 単元名 

公開授業① ３年２組 三森 美奈子 Let’s Try! 1 Unit 8 What’s this? 

～自分の好きなものクイズ大会をしよう！～ 

公開授業② ５年２組 原藤 さつき We Can! 1 Unit 8 What would you like? 

～ニック先生におすすめの給食セットメニューを考え

よう！～ 

 

② 甲府市立相川小学校 
研究テーマ：「進んで考え 豊かに表現できる子どもの育成」 
       ～伝え合う必然性のある言語活動を通して～ 

◎指導助言：大里 弘美（比治山大学准教授） 
受付 公開授業① 公開授業② 事後研究会 指導助言・閉会 

13:00～ 13:30～14:15 14:30～15:15 15:25～16:10 16:10～16:50 
 

 学年・組 授業者 単元名 

公開授業① ３年２組 村松 宏美 Let’s Try! 1 Unit 7 This is for you. 

～ありがとうの思いを込めてカードを作ろう！～ 

公開授業② ６年１組 弦間 文 We Can! 2 Unit 8 What do you want to be? 

～将来の夢 卒業に向けて、英語で思いを語ろう！～ 

 

③ 山梨市立加納岩小学校 
研究テーマ：「積極的にコミュニケーションを図ろうとする児童の育成」 
       ～学びのつながりを意識した英語科授業実践～ 
◎指導助言：酒井 英樹（信州大学教授） 

受付 公開授業① 公開授業② 事後研究会 指導助言・閉会 

12:45～ 13:15～14:00 
13:55～14:40(3･5 年) 

14:10～14:55(4･6 年) 
15:10～16:00 16:00～16:40 

 
 

 学年・組 授業者 単元名 ※ラウンドビューイングリッシュ 

公
開
授
業
① 

２年２組 鶴田 望 
「形で遊ぼう」※山梨市英語科カリキュラムより 

～新２年生におくるシェイプ・ロボをつくろう～ 

４年１組 雨宮 恵里子 
Let’s Try! 2 Unit 7 What do you want? 

～めざせ！CM 大賞 私たちのオリジナルピザ～（第 4 時） 

６年１組 田草川 翔太 

We Can! 2 Unit 9 Junior high school life. 

～中学生・がんばる宣言！ 中学校でチャレンジしたいこ

とを伝えよう～（第 4 時） 

中学校２年 
平井 成二 

（山梨南中） 

New Horizon2 Unit 7 My favorite movie 

～根拠を明確にして，自分の考えを伝えよう～ 

※隣接する山梨高校体育館において，４つの授業を一斉提案します。 



公
開
授
業
② 

３年２組 金子 裕亮 
Let’s Try! 1 Unit 8 What’s this? 

～全校で楽しむクイズをつくろう！～ 

５年１組 雨宮 正倫 
We Can! 1 Unit 9 Who is your hero? 

～話して、書いて、マイヒーローを伝えよう！～ 

４年２組 廣瀬 哲也 
Let’s Try! 2 Unit 7 What do you want? 

～めざせ！CM 大賞 私たちのオリジナルピザ～（第５時） 

６年２組 宮澤 みさ子 

We Can! 2 Unit 9 Junior High School Life. 

～中学生・がんばる宣言！ 中学校でチャレンジしたいこ

とを伝えよう～（第 5 時） 

※３年・５年の授業は 13:55 から，４年・６年の授業は 14:10 からのスタートとなります。 

 

④ 昭和町立押原小学校 
研究テーマ：「自分の思いや考えを伝え合う言語活動」 

       ～言葉を紡いで 人とつながる～ 
◎指導助言：直山 木綿子（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① 公開授業② 事後研究会 指導助言・閉会 

12:30～ 13:15～14:00 14:15～15:00 15:10～16:10 16:10～16:50 
 

 学年・組 授業者 単元名 

公開授業① ４年２組 松田 大樹 
Let’s Try! 2 Unit 8 This is my favorite place. 

～押原小のお気に入りの場所を伝え合おう！～ 

公開授業② ６年２組 三枝 英太郎 
We Can! 2 Unit 8 What do you want to be? 

～オーストラリアの子どもたちと夢を語り合おう！～ 

 

⑤ 昭和町立西条小学校 
研究テーマ：「自ら考え判断し，主体的に表現する児童の育成」 
       ～目標を見据えた指導のあり方～ 

◎指導助言：田縁 眞弓（ノートルダム学院小学校，京都教育大学（非常勤講師）） 
受付 公開授業① 公開授業② 事後研究会 指導助言・閉会 

12:30～ 13:15～14:00 14:15～15:00 15:10～16:10 16:10～16:50 
 

 学年・組 授業者 単元名 

公開授業① ３年３組 佐野 稚那 
Let’s Try! 1 Unit 8 What’s this? 

～２年生が楽しめるわくわくクイズを考えよう！～ 

公開授業② ６年３組 齋藤 遼馬 

We Can! 2 Unit 9 Junior High School Life 

～保護者に伝えよう！中学校生活にむけての自分の思

い！～ 

 

  



⑥ 昭和町立常永小学校 
研究テーマ：「自ら考え，進んで伝え合える児童の育成を目指して」 

       ～目的・場面・状況を意識した言語活動を通して～ 

◎指導助言：太田 洋（東京家政大学教授） 
 

受付 公開授業① 公開授業② 事後研究会 指導助言・閉会 

12:30～ 13:15～14:00 14:15～15:00 15:10～16:10 16:10～16:50 
 
 

 学年・組 授業者 単元名 

公開授業① ３年３組 大村 優奈 
Let’s Try! 1 Unit 8 What’s this? 

～友だちと楽しもう！３ヒントクイズ～ 

公開授業② ５年２組 辻 毅 
We Can! 1 Unit 9 Who is your hero? 

～東京オリンピックのマイヒーローを紹介しよう！～ 

 

 

令和２年２月８日（土）全体会・講演会・分科会 

全体会 昼食 分科会 

受 付 全体会（講演） 企業プレゼン 総会 受 付 発表・質疑応答 指導助言・閉会 

9:30～ 10:00～12:10 12:10～13:10 13:10～13:30 13:30～15:05 15:15～16:00 

企 業 出 展 

全体会 

◎挨 拶   第１６回全国小学校英語教育実践研究大会山梨大会実行委員会  

実行委員長  松谷 ゆかり 

全国小学校英語教育実践研究会      会長     近藤 卓 

◎祝 辞   山梨県教育委員会 山梨県甲府市 文部科学省（予定） 

◎講 演 「（仮）全面実施に向けて伝えたいこと～指導と評価について～」 
直山 木綿子（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 発表者 指導助言者 

第１ 

分科会 

新学習指導要領全面実施にお

ける評価の在り方について 

大月市立七保小学校 

教諭 依田 拓也 

直山 木綿子 

（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） 

京都府京都市立九条塔南小学校 

教諭 山川 拓 

第２ 

分科会 

新学習指導要領全面実施にお

ける言語活動の在り方につい

て 

南アルプス市立落合小学校 

教諭 内田 拓 

田縁 眞弓 

（ノートルダム学院小

学校，京都教育大学

（非常勤講師）） 

東京都大田区立洗足池小学校 

教諭 黒木 愛 

第３ 

分科会 

 

新学習指導要領全面実施にお

ける小中連携の在り方につい

て 

市川三郷町立上野小学校 

教諭 渡邉 菊美 

市川三郷町立三珠中学校 

教諭 小林 雄飛 

太田 洋 

（東京家政大学教授） 

群馬県太田市立旭中学校 

校長 小川 加寿美 

 

 


