
全国小学校英語教育実践研究会 2020東京大会 
日程 及び 内容 

※以下の内容は、令和２年２月１７日現在のものです。変更もありますので、大会ＨＰや公式 LINE、あらたに配布される案内等をご確認ください。 

１．研究主題「新学習指導要領全面実施を踏まえて」“The Suggestions from the 9 Schools in TOKYO” 

２．開催日時 及び 会場 （予定のため、今後変更あり） ：  

第１日目  令和３（２０２１）年 １月２９日（金）   

【理事会】（RISURU ホール会議室） ９：３０～１０：３０  

【公開授業】受付開始  １３：００～ 

授業開始  １３：４０～１４：２５  事後研究会 １４：５０～１６：３０（会場都合で多少前後）                   

～ 会場 及び 講師  ～ 都内各公立小学校 ９校（区部６校 市部３校） ※順不同・敬称略 

○ 港区立白金小学校 
信州大学学術研究院教育学系言語教育グループ 教授                酒井 英樹 

○ 中央区立常盤小学校 
玉川大学大学院 教育学研究科 教職専攻(教職大学院)  脳科学研究所 教授              佐藤 久美子 

○ 渋谷区立千駄谷小学校 
文教大学国際学部国際理解学科 学科長 大学院国際学研究科（英語教育） 教授   阿野 幸一 

○ 荒川区立尾久第六小学校 
文部科学省初等中等教育局 視学官  

国立教育施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  直山 木綿子 

○ 世田谷区立上北沢小学校 
昭和女子大学大学院文學研究科 特任教授                     小泉 清裕 

○ 大田区立洗足池小学校 
文部科学省初等中等教育局教育課程課情報教育・外国語教育課 教科調査官 

国立教育施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        山田 誠志 

 



○ 三鷹中央学園三鷹市立第七小学校 
文教大学教育学部学校教育課程英語専修 教授                   金森  強 

○ 立川市立若葉台小学校 
東京学芸大学教育学部外国語・外国文化研究講座英語科教育学分野 教授       粕谷 恭子 

○ 武蔵村山市立第九小学校 
上智大学言語教育研究センター センター長                    吉田 研作 

 

 【懇親会】 受付開始 １８：３０  開宴 １９：００  【会場】パレスホテル立川（会費 10,000 円程度） 

 

 第２日目  令和３（２０２１）年 １月３０日（土） 

【全体会】 受付開始   ８：３０   

①開会行事        ９：００～ ９：３０  （各後援団体、実行委員会よりの挨拶） 

②対談（テーマ未定）   ９：３０～１０：３０   

立教大学経営学部国際経営学科 教授                      松本   茂 

文部科学省初等中等教育局 視学官  

国立教育施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 直山 木綿子 

③講演（テーマ未定）  １０：３０～１２：００   

文部科学省初等中等教育局 視学官  

国立教育施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 直山 木綿子 

④事 務 連 絡 等  １２：００～１２：１０  

⑤総会・企業プレゼン  １２：１５～１３：３０ （分科会会場への移動時間含む） 

 

【分科会】 受付開始  １３：００ 

   発表、質疑・応答 １３：３０～１５：３０  指導・助言 １５：３０～１６：３０  閉  会  １６：３０ 

～ 会場 ～ 全体会 及び 第１・２・３分科会 

（午前）立川市 ＧＳ内 ＴＳＧ（ホール）（先着 2,500 人） 

  （午後）第１分科会（先着 1,000 人） 立川市 ＧＳ内 ＴＳＧ（ホール ）       講師 直山 木綿子 



    第２分科会（ 先着    750 人） 立川市 たましんＲＩＳＵＲＵホール    講師 松本   茂 

 第３分科会（ 先着    750 人）     昭島市 ＫＯＴＯＲＩホール                講師 吉田  研作  

 

（大会終了翌日）令和３（２０２１）年 １月３１日（日）   ※ 都小外研主催事業として実施（案内：都小外研役員） 

 ＴＧＧ（Ｔｏｋｙｏ Ｇｌｏｂａｌ Ｇａｔｅｗａｙ）体感ツアー（先着１５０名程度）【事前申込のみ】 

      【参加費】 3,000 円程度（貸切バス代として） 

 集合・受付 第１便 ８：００ 立川駅北口出発  ８：３０  ＴＧＧ到着 １０：００  見学 １０：３０～１１：３０ 

第２便 ８：３０ 立川駅北口出発  ９：００  ＴＧＧ到着 １０：３０  見学 １１：００～１２：００ 

見学終了後、解散（解散後、方面別にバスにて最寄り駅・空港・観光地点へ） 

 

３．大会参加費     事前申込 １名 5,000 円 （当日申込は１名 6,000 円） ※原則、事前申込となります。 

 

○ 実行委員会（都小外研役員兼務） ※校長名のあとの（ ）は担当部   

 実行委員長（校 長）： 吉村 達之 

副実行委員長（校 長）： 内野 康之（研究）  山﨑 俊英（広報）  小竹  厚（会計）  

木内 苗津子（庶務） 林  宣之（庶務）  山﨑 智明（庶務） 

（副校長）： 島村雄次郎（会場）  前田 恵里（会場）  可児亜希子（支援） 

事 務 局 長     ： 日吉 英智（副校長） 事務局次長   吾郷 良子           

会 計 部 長     ： 松下  薫      会計副部長   杉山 亜耶           

庶 務 部 長     ： 原田 久美      庶務副部長   今西  佑  吉里 明高       

広 報 部 長     ： 三田 祐太      広報副部長   橋本 依純           

研 究 部 長     ： 玉木 脩一      研究副部長   大守  泉           

会 場 部 長     ： 小林 万里子     会場副部長   伊藤 奈津紀            

支 援 部 長     ： 辻 起代美         支援副部長   萩原 裕子               
 
 

【問い合わせ先】大会事務局 ：  

武蔵村山市立第九小学校 東京都武蔵村山市学園１－８５－１ 電話０４２－５６４－１３５９ ＦＡＸ０４２－５６３－９５９４ 

                              Ｅｍａｉｌ zenshoueiken2020tokyo@yahoo.co.jp 

副校長 日吉 英智（事務局長） 


