
第１５回 

全国小学校英語教育実践研究大会 

大会テーマ 

新学習指導要領全面実施を見据えた 
移行期における外国語教育 

～主体的にコミュニケーションを図ろうとする児童の育成～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時・会場 

平成３１年２月１日（金） 公開授業・事後研究会  

        第１会場 亀山市立亀山東小学校   １３：３５～１６：３０ 

第２会場 名張市立つつじが丘小学校 １４：００～１６：３０       

        第３会場 四日市市立日永小学校   １４：００～１６：３０ 

第４会場 四日市市立常磐小学校   １４：００～１６：３０ 

平成３１年２月２日（土） 全体会・分科会     １０：００～１６：００ 

      会  場  四日市市文化会館 

分科会テーマ 

① 移行期における新教材の活用（高学年） 

② 外国語活動における指導の工夫（中学年） 

③ 早期化・教科化を見据えた小中連携 

 

主 催 第１５回全国小学校英語教育実践研究大会実行委員会 

後 援 文部科学省 三重県教育委員会 四日市市教育委員会 名張市教育委員会  

亀山市教育委員会 玉城町教育委員会 三重県小中学校長会  

（公財）日本教育公務員弘済会三重支部 

協 力 全国小学校英語教育実践研究会 三重県小中学校英語教育研究会  

日程・内容 

第２次案内

小学校英語の教科化を目前に控え、英語教育の新しい転換となるこの時期に、第 15

回全国小学校英語教育実践研究大会をこの三重の地で開催できることを大変うれし

く思います。 

本大会では、「新学習指導要領全面実施を見据えた移行期における外国語教育～主

体的にコミュニケーションを図ろうとする児童の育成」を大会テーマとし、これまで

の取組の成果や課題をもとに、「新教材の活用」、「指導の工夫」、「小中連携」のあり

方を提案いたします。今後の小学校英語教育のさらなる発展・充実に向けて、全国の

皆様と日頃の実践をもとに交流を深めて参りたいと考えております。 

全国各地から多数の皆様がご参会くださいますよう、ご案内申し上げます。 

第 15 回全国小学校英語教育実践研究大会実行委員長 

中 村 隆 志（四日市市立日永小学校長） 

 
写真提供：伊勢志摩国立公園協会 



≪第１日目≫ 平成３１年２月１日（金） 公開授業・事後研究会   

※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。 

 
 

第１会場 亀山市立亀山東小学校  
亀山市本町１丁目９番９号   ℡0595-82-0011 

 

受 付 短時間学習 公開授業 移 動 事後研究会 指導助言・閉会 

12:40～ 13:35～13:50 14:00～14:45 14:45～15:00 15:00～16:00 16:00～16:30 

  
 テーマ：「話したいな 聞きたいな」 

～言葉に関心をもち、自分の考えや気持ちを伝え合おうとする児童の育成～    

※は短時間学習（13:35～13:50） 

○指導助言： 松川 禮子（岐阜女子大学学長・前岐阜県教育委員会教育長 

     文部科学省英語教育の在り方に関する有識者会議座長代理） 

豊住 誠 （皇學館大学教授） 

 

  

学年・組 授業者 単元名 

※5年 2組 前田 亜弓（学級担任） 
We Can! 1 Unit 7   Where is the treasure? 

宝探しをしよう 

※6年 2組 北川 裕己（学級担任） 
We Can! 2 Unit 7   My Best Memory 

一番の思い出を紹介しよう 

3年 2組 
瀬古 うらら（学級担任） 

都倉 悠里 （JTE） 

Let’s Try! 1 Unit 8   What’s this? 

３－２クイズ大会をしよう 

4年 1組 
鈴木 亮太（学級担任） 

（ALT） 

Let’s Try! 2 Unit 8   This is my favorite place. 

お気に入りの場所を紹介しよう 

5年 1組 
服部 拓史（学級担任） 

（ALT） 

We Can! 1 Unit 7   Where is the treasure? 

宝探しをしよう 

6年 1組 
小嶋 美穂（学級担任） 

Laurie Mizukami（ALT） 

We Can! 2 Unit 7   My Best Memory 

一番の思い出を紹介しよう 



第２会場 名張市立つつじが丘小学校     

第３会場 四日市市立日永小学校 

第４会場 四日市市立常磐小学校 

 

3会場 共通日程 

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 

 
第２会場 名張市立つつじが丘小学校  

名張市つつじが丘北３番町５番地  ℡0595-68-3485 

 

 テーマ：子どもがいきいきとつながるコミュニケーション能力の育成 

～大好きな「ふるさと名張」を発信する力を養う小中連携～    

 

学年・組 授業者 単元名 

1年 2組 
玉置 彩 （学級担任） 

Jay Collins（ALT） 

「動物大好き」 

（名張市小中一貫英語教育カリキュラム） 

2年 2組 
村田 瑞帆（学級担任） 

川上 紗耶香（T2） 

「おいしいもの大好き」 

（名張市小中一貫英語教育カリキュラム） 

3年 2組 
水本 崇代（学級担任） 

Bee Thao（ALT） 

Let’s Try! 1 Unit 8   What’s this? 

4年 3組 
今出 和美（学級担任） 

西山 節子（T2） 

Let’s Try! 2 Unit 8   This is my favorite place. 

5年 1組 
田ノ上 諒（学級担任） 

松本 明子（南中学校英語科） 

We Can! 1 Unit 9   Who is your hero? 

6年 4組 
中井 宏美（学級担任） 

村田 亮 （南中学校英語科） 

We Can! 2 Unit 7   My Best Memory 

○指導助言： 直山 木綿子（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） 

 

 

第３会場 四日市市立日永小学校   

四日市市日永４丁目５番１３号   ℡059-349-0270 

 

 テーマ：自ら進んでコミュニケーションを図り、思いや考えを伝え合う児童の育成 

～外国語活動における、学びたいという思いを高める場の工夫を通して～ 

○指導助言： 山田 誠志（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） 

 

学年・組 授業者 単元名 

4年 1組 
中西 毅徳（学級担任） 

田中 真弓（英語専科教員） 

Let’s Try! 2 Unit 7   Do you have a pen? 

5年 1組 
原 健太郎（学級担任） 

Curry David（ALT） 

We Can! 1 Unit 5   Where is the treasure? 

 



第４会場 四日市市立常磐小学校   

四日市市城西町９番１４号    ℡059-359-0112 

 

 テーマ：『We Can!』『Let’s Try!』を活用した「聴く」から始める 

コミュニケーション活動の授業づくり    

○指導助言： 酒井 英樹（信州大学教授・前中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程企画   

特別部会外国語ワーキンググループ委員） 

早瀬 光秋（三重大学特任教授） 

 

 

≪第２日目≫ 平成３１年２月２日（土）全体会・分科会 

四日市市文化会館 四日市市安島２丁目５－３   ℡ 059-354-4501 

 

全体会 昼食 分科会 

受 付 全体会（対談・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  

※ビデオ・写真等の画像撮影はご遠慮ください。音声の録音は可能です。 

 

全体会 

 

◎挨 拶   第１５回全国小学校英語教育実践研究大会 実行委員長  中村 隆志 

全国小学校英語教育実践研究会      会長     近藤 卓 

 

◎祝 辞   三重県教育委員会 三重県四日市市 文部科学省（予定） 

 

◎対 談 「小学校高学年外国語科導入は、小学校に、外国語教育に何をもたらすか」 

松川 禮子 （岐阜女子大学学長・前岐阜県教育長 

文部科学省英語教育の在り方に関する有識者会議座長代理）  

直山 木綿子（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） 

 

◎講 演 「移行期初年度の成果と課題 

～移行期最終年度に向けて、今何に取り組むべきか～」 

直山 木綿子（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） 

  

学年・組 授業者 単元名 

4年 1組 川端 あみ（学級担任） Let’s Try! 2 Unit 8   This is my favorite place. 

6年４組 
中野 慎也（学級担任） 

中村 典子（英語専科教員） 

We Can! 2 Unit 7    My Best Memory 

 



分科会 

 

 第１分科会 テーマ：移行期における新教材の活用（高学年）                     

 

実践報告１ 「『We Can!』を活用した指導方法と授業改善」 

        三重大学教育学部附属小学校    教諭 岡井 崇 

 

実践報告２ 「『We Can!』等を活用した、コミュニケーション活動の工夫と授業改善 

              ～英語嫌いを作らない小学校外国語活動をめざして～」 

        大分県佐伯市立明治小学校     教諭 福田 優子 

 

○指導助言： 酒井 英樹（信州大学教授・前中央教育審議会初等中等教育分科会 

教育課程企画特別部会外国語ワーキンググループ委員） 

 

 

 第２分科会 テーマ：外国語活動における指導の工夫（中学年）             

 

実践報告１ 「中学年外国語活動の在り方と実践」 

        三重県四日市市立笹川東小学校   教諭 秦 研介 

 

実践報告２ 「絵本と歌を効果的に取り入れた外国語活動の実践」 

        山梨県笛吹市立春日居小学校    教諭 標 哲也 

 

○指導助言： 直山 木綿子（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） 

 

 

 第３分科会 テーマ：早期化・教科化を見据えた小中連携                       

 

実践報告１ 「英語で自分の考えや気持ちなどを伝え合う児童・生徒の育成」 

        三重県度会郡玉城町立田丸小学校  教諭 柳谷 しず香 

        三重県度会郡玉城町立玉城中学校  教諭 吉田 淳 

 

実践報告２ 「『笠原型コンテント・ベイスト』の手法を中心とした 

効果的な小中連携の在り方」 

        岐阜県多治見市立笠原小学校    教諭 木股 純子 

 

○指導助言： 山田 誠志（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） 


