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ご案内：日本児童英語教育学会（JASTEC）
第 37 回全国大会
拝啓、新緑の美しい季節となりました。皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素よ
り私ども学会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、誠に有り難うございます。
小学校英語の教科化に向け、新・学習指導要領の案の公開が待たれます。５月上旬には文部科学省から指導資
料としての絵本が発表されました。教材や指導技術に意識が向きがちになりますが、私たちがそれらと同様に重
視するのは指導者の持つべき理念です。今後も議論を盛んに行い、学習者の視点に立った健全な理念と旺盛な実
践を育んで行きたいと考えます。
新年度を迎え全国大会を下記の要領で開催いたします。教科化に向けての小学校英語教育のあり方を皆様と共
に二日間じっくりと考えたいと存じます。ご多用中とは存じますが皆様、お誘い合わせの上ぜひご参会ください
ますようお願いかたがたご案内申し上げます。
敬具
2016 年 5 月

日本児童英語教育学会
（JASTEC）
会長
國方 太司
全国大会実行委員長
小泉
仁

実 施 要 項

日 時： 6 月 18 日（土）13：30～17：00 （13：00 受付開始）
6 月 19 日（日） 9：30～16：30 （ 9：30 受付開始）
＊参加予約の必要はございません。会場に直接お越しください。

受付は、8 号館 1 階
エントランスホールにて

場 所： 東京家政大学大学 板橋キャンパス１号館および８号館 ＊正門よりご入構ください。
 JR 埼京線「十条駅」より徒歩 5 分
 都営三田線「新板橋駅」より徒歩 12 分
 JR 王子駅より国際興業バス「板橋駅」行きにて 8 分、バス停「区境」下車徒歩 1 分

参加費： 1 日参加、2 日参加とも、一般 2,000 円、学部学生 1,500 円（いずれも『資料集』代を含む）
＊JASTEC 会員は無料。賛助・団体会員は所属の 3 名まで無料。
照会先： 日本児童英語教育学会（JASTEC）関東甲信越支部事務局
email：jastectokyo@gmail.com
※ 録音・録画は固くお断り致します。スマートフォンや携帯電話などシャッター音を OFF にできない機器による写
真撮影も、他の参加者の迷惑になりますのでご遠慮ください。
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6 月 18 日（土）
（1 日目）

総合司会：金澤 延美 （駒沢女子短期大学）

1. 開会挨拶（13：30～13：35）

会場：82A

小泉 仁 （東京家政大学）
2. 映像による研究授業と協議（13：40～14：40）

会場：82A

「小学校教員の持ち味を十分に生かす外国語活動の授業」
発表者： 中村 博 （埼玉県坂戸市立城山小学校）
コメンテーター： 椎名 紀久子 （名古屋外国語大学）
司会者： 加藤 拓由 （愛知県春日井市立鷹来小学校）

3. 課題への提案と協議（14：50～15：50）
会場：82A
「公教育での英語教育～指導者に必要な英語力・指導力について考える～」
提案者： 粕谷 恭子 （東京学芸大学）
司会者： 松宮 奈賀子 （広島大学）
会場：1-4B
「中学年と高学年の接続：外国語（英語）活動から教科としての英語へどのように繋げるか」
提案者： 永井 淳子 （東京都市大学付属小学校）
司会者： 駒澤 利継 （元東海大学付属小学校）
会場：1-5B
「Team Teaching の理想と現実を考える―Teamwork を実現するために」
提案者： 田邉 義隆 （近畿大学）
司会者： 渡辺 麻美子 （成城学園初等学校）

4. 講演（16：00～17：00）

会場：82A

「英語授業における英語使用と母語（L1）使用 －いつ、何のために、どのようにつかうのか」
講演者： 湯川 笑子 （立命館大学）
司会者： 加賀田 哲也 （大阪教育大学）

懇親会のご案内
大会第 1 日目終了後、参会者が相互に親睦を深めたり情報を交換したりする機会として、懇親会を開きます。
皆様、奮ってご参加ください。参加希望の方は、当日、受付でお申し込みください。
時 間 ： 17：30～19：00
場 所 ： 東京家政大学 ８５周年記念館（食堂）
参加費 ： 3,000 円
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6 月 19 日（日）
（2 日目）

総合司会：大橋 園子 （東京都世田谷区立中丸小学校）

1. 映像による研究授業と協議（9：30～10：30）

会場：82A

「英語を通して行う理科の発展学習 Science in English - Life Cycles-」
発表者： サベッジ 順子、 江川 クレア （会津若松ザベリオ学園小学校）
コメンテーター： 小泉 清裕 （昭和女子大学附属昭和小学校）
司会者： 高田 悦子 （大阪商業大学（非）
）
2. 研究・実践発表 午前の部（①10：40～11：10
会場：82A

②11：20～11：50）

司会者： 泉 恵美子 （京都教育大学）

① 「20 分間の授業で何ができるか―附属小学校１年生の授業からモジュール学習への示唆―」
発表者： 物井 尚子 （千葉大学）
② 「帯学習を意識した中学年における英語の学び」
発表者： 高橋 奈央子 （千葉県千葉市立さつきが丘東小学校）
会場：1-4B

司会者： アレン玉井 光江 （青山学院大学）

① 「第二言語習得における音韻の習得 PART２
―山梨市特区初等英語教育における母音習得の通時的考察―」
発表者： 長瀬 慶來 （山梨大学）
、 長瀬 恵美 （就実大学）
② 「児童の単語を読む力を伸ばす指導法の比較研究―視覚入力と聴覚入力の比較―」
発表者： 深澤 信也 （埼玉県熊谷市立別府小学校）
会場：85A

司会者： 國本 和恵 （子供英語）

① 「主体的、意欲的に学ぶ小学校英語」
発表者： 中垣 州代 （奈良女子大学附属小学校）
② 「小学校外国語活動の授業に対する初任外部講師の省察」
発表者： 根本 康平 （青山学院大学大学院生）
、髙木 亜希子 （青山学院大学）
会場：1-5B

司会者： 福智 佳代子 （神戸海星女子学院大学）

① 「劇あそびを中心とした英語カリキュラム―ストーリーベースドカリキュラムから表現力と
思考力を育てるアクティビティの実践」
発表者： 林野 明日圭 （大阪体育大学浪商幼稚園）
② 「日本の小学校で CLIL を実現するための英語指導法―MI（多重知能）の視点を取り入れて―」
発表者： 二五 義博 （海上保安大学校）

昼休憩（11：50～12：45）

※ごみはお持ち帰りをお願いいたします。

3. ポスター発表（11：50～12：45）

会場：84A

「大学生に行った小学校外国語活動調査と小学校英語の利点」
発表者： 澁井 とし子 （聖学院大学）
② 「英語で発信できる能力育成について－ICT 機器を活用して」
発表者： 高橋 美由紀 （愛知教育大学）
、 柳 善和 （名古屋学院大学）
③ 「小学 4 年生の英語授業実践：絵本の「暗唱チャレンジ」の事例を中心に 」
発表者： 村松 麻里 （立教小学校）
①
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4. 会員総会（12：45～13：10） 司会者： 高橋 一幸 （神奈川大学）

会場：1-4B

・2015 年度 事業報告、収支会計報告
・2015 年度 会計監査報告
・新役員の選任
・2016 年度事業計画
・その他
5. ワークショップ（13：20～13：50）
会場：82A
「絵本の読み聞かせ 英語のリズムと意味の推測を楽しむ」
発表者： 衣笠 知子 （園田学園女子大学）
司会者： 池田 勝久 （素和美小学校）
会場：1-4B
「児童の自発的発話を促すために」
発表者： 田縁 真弓 （ノートルダム学院小学校）
司会者： 金山 敬 （京都橘大学）
会場：1-5B
「子どもたちのために ALT に何をどう伝えるか？」
みょうじょう

発表者： 入江 潤、 Cameron Blain （明星学園小学校）
司会者： 箱﨑 雄子 （大阪教育大学）
6. 研究・実践発表 午後の部（14：00～14：40）

会場：82A

「小・中連携を視野においた小学校におけるリタラシー指導」
発表者： JASTEC / 英語授業研究学会合同プロジェクトチーム 第２グループ B 班
多田 玲子 （大阪教育大学（非）
）
山川 拓 （京都教育大附属京都小中学校）
司会者： 佐藤 令子 （国士舘大学（非）
）
7. シンポジウム（14：50～16：25）

会場：82A

「新・小学校学習指導要領の目指すもの－展望は？問題は？」
シンポジスト： 國方 太司 （大阪成蹊大学）
酒井 英樹 （信州大学）
新海 かおる （埼玉県春日部市立武里小学校）
コーディネーター： 小泉 仁 （東京家政大学）
8. 閉会挨拶（16：25～16：30）

会場：82A

國方 太司 （大阪成蹊大学）
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