
 

＜研究主題・副主題＞ 

  主体的・対話的な活動を通して学びを深める児童の育成 

  ～タブレットを活用した外国語指導の工夫～ 

＜公開授業＞ 

対象 指導者 単元名 

３年１組 
主幹教諭 鍋谷 正尉 

ALT Rashon Rogers 

What’s this? 

( Let’s Try! 1 Unit8 ) 

４年２組 
教諭 西尾 真記子 

ALT Rashon Rogers 

This is my favorite dessert. 

( Let’s Try! 2 Unit7 What do you want? )  

５年２組 
教諭 油井 武史 

ALT Rashon Rogers 

Where is the post office? 

(NEW HORIZON Elementary 5) 

６年１組 
教諭 田村 佳一 

ALT Rashon Rogers 

My Best Memory 

(NEW HORIZON Elementary 6) 

 

＜講師＞ 

 文教大学国際学部国際理解学科 教授 阿野 幸一 

＜研究主題・副主題＞ 

自分の思いを英語で発信できる児童の育成 

ー「習う・慣れる・試す」の学習過程を通してー 

＜公開授業＞ 

対象 指導者 単元名 

１年２組 

主任教諭 鶴留 はづき 

JTE 堤 友香 

ALT Phoebe Masellones 

友達に好きな食べ物、嫌いな

食べ物を聞いてみよう 

３年１組 

主任教諭 水上 紘子 

JTE堤 友香 

ALT Phoebe Masellones 

わたしたちの係活動 

５年２組 

教諭 井上 ちひろ 

JTE 堤 友香 

ALT Phoebe Masellones 

外国の友達におすすめの場所

を紹介しよう 

６年１組 

主幹教諭 豊藏 剛 

JTE 堤 友香 

ALT Phoebe Masellones 

私たちの思い出の６年間を伝

えよう 

 

＜講師＞  

玉川大学大学院 教育学研究科 教職大学院 名誉教授 佐藤 久美子 

 

＜研究主題・副主題＞ 

相手意識をもって主体的に伝え合うことのできる児童の育成 

〜白金スタイルの確立と活動の工夫を通して～ 

＜公開授業＞ 

対象 指導者 単元名 

２年４組 
主任教諭 杉山 綾子 

NT Janine Nuevo 
のりもの Transportation 

３年１組 
主任教諭 間宮 多恵 

NT Tiffany Oda 

ようこそわたしたちの学校へ 

Welcome to Our School! 

４年１組 
主任教諭 忍田 雄治 

NT Tiffany Oda 

This is my favorite place  

in Tokyo! 

６年１組 
指導教諭 玉木 脩一 

NT Tiffany Oda 

紹介したい！食べたい！ 

日本各地の Local Food 

Lunch! 

 

＜講師＞ 

 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 

 

港区立白金小学校 
 

中央区立常盤小学校 
 

 

渋谷区立千駄谷小学校 
 

 

東京都の外国語教育発表 
全都の代表９校による研究発表 

豪華！ 講師陣 
小学校外国語教育の先鋭 ～９人の著名講師陣～ 

小学校英語教育の実践を凝縮した２日間 

１年の延期を経て東京で開催される 

残席僅少の会場もあります。 

定員になり次第、募集は締切とさせて

いただきます。 

お申込みはお早めに！ 

 

第１日目 
令和４年１月２８日（金） 

授業公開校一覧 



 

＜研究主題・副主題＞ 

  外国語に親しみをもち、主体的に人と関わろうとする児童の育成 

  ～まちとかかわり 人とつながる～ 

＜公開授業＞ 

対象 指導者 単元名 

１年２組 
教諭 中島 ひなの 
ALT Sharika Gamilde 

VLT 加藤 禮子 

「色」 color 

３年１組 
主任教諭 髙原 慶子 

ALT Megumi Yoshinaga 

アルファベットとなかよし 

（Let’s Try! 1 Unit 6）  

６年２組 
主任教諭 佐野 吾由美 

ALT Sharika Gamilde 

This is my town. 

(Here We Go! 6 Unit 6) 

特別支援

学級 

たんぽぽ 

主任教諭 佐藤 一仁 
主任教諭 亀石 いづみ 
教諭 杉本 寛 
教諭 小島 大気 
ALT Sharika Gamilde  

一週間の献立を作ろう 

 

＜講師＞ 

 東京学芸大学教職大学院 教授 粕谷 恭子 

 

＜研究主題・副主題＞ 

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 

～児童が「話したい」「聞きたい」と思える授業づくり～ 

＜公開授業＞ 

対象 指導者 単元名 

１年１組 
主任教諭 坂本 由紀美  

NEA Harold Winfield 

ぼく・わたしのどうぶつえんをつくろう  

(荒川区小学校英語科レッスンプラン Unit8) 

３年２組 
主幹教諭 向 和歌子 

NEA Harold Winfield 

何が好き？ 
What do you like? 

(Let’s Try! 1 Unit 5) 

５年１組 
主任教諭 奥村 麻衣 

NEA Harold Winfield 

オリジナル・メニューをつくろう 

I’d like pizza. 
（ONE WORLD Smiles⑤ Lesson7) 

６年１組 
主任教諭  田中  秀技 

NEA Harold Winfield 

将来の夢 
What do you want to be? 

(ONE WORLD Smiles⑥ Lesson8) 

＜講師＞ 

  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 

＜研究主題・副主題＞ 

外国語に親しみ、すすんでコミュニケーションを図ろうとする児童の育成 

～言語活動の視点からの授業改善を目指して～ 

＜公開授業＞ 

対象 指導者 単元名 

１年１組 教諭 中川 知恵 
ALT Charles Cruz 

みんなのどうぶつえんをつくろう 

３年１組 主任教諭 池田 哲士 
ALT Charles Cruz 

This is for you. 
(Let's Try!1 Unit7) 

６年２組 主幹教諭 多田 博祐 
My best memory is… 
最高の思い出は… 

（CROWN Jr6 JUMP Presentation2）  

特別支援
学級 

主任教諭 石井 圭 

主任教諭 嶋守 淳子 

教諭 石尾 玲央 

教諭 松本 のぞみ 

ALT Charles Cruz 

カフェテリアごっこをしよう 

＜講師＞ 

 文部科学省初等中等教育局外国語教育推進室 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 

＜研究主題・副主題＞ 

  学びに向かい、多様な社会を生き抜くための外国語学習 

  ～思考力・判断力・表現力を育てる「聞くこと」の指導の工夫～ 

＜公開授業＞ 

対象 指導者 単元名 

２年１組 
教諭 岡田 茂由子 
ALT Aileen Adachi 

Lesson 7 Fruits 

３年３組 
教諭 中山 勇輝 
ALT Aileen Adachi 

What’s this? 
(Let’s Try! 1 Unit 8) 

６年２組 
主任教諭 大塚 桃子 

支援員 冨田 八枝子 

My Best Memory 

(Here We Go! 6 Unit 7) 

６年２組 
（英語ルーム） 

主任教諭 白石 裕彦 
My Best Memory 

(Here We Go! 6 Unit 7) 

 

＜講師＞ 

  昭和女子大学大学院 特任教授 小泉 清裕 

＜研究主題・副主題＞ 

    相手意識をもって主体的にかかわる児童の育成 

       ～学びの過程を大切にした授業づくりを通して～ 

＜公開授業＞ 

対象 指導者 単元名 

１年１組 
主任教諭 能勢 純 

ALT Heide Ishimori 

色で遊ぼう！ 

“What color?” 

３年１組 
主任教諭 石坂 恵理香 

ALT Heide Ishimori 

What’s this?  

（Let’s Try! 1 Unit 

8）  

５年１組 主任教諭 今西 佑 
 My hero is my brother.  

(Here We Go! Unit 9) 

６年１組 
指導教諭 小林 万里子

ALT Heide Ishimori 

 Junior High School 

Life  

(Here We Go! 6 Unit 9) 

 

＜講師＞ 

 文教大学教育学部学校教育課程 教授 金森 強 

 

＜研究主題・副主題＞ 

  つながる英語 つなげる英語 

  ～主体的・対話的に学び、「深い学び」を実現する児童の育成～ 

＜公開授業＞ 

対象 指導者 単元名 

３年１組 主幹教諭 大野 拓哉 
What do you like?  

（Let’s Try! 1 Unit 5）  

４年１組 
主幹教諭 遠畑 哲史 

JTE 宮崎 美智子 

What do you want?  

（Let’s Try! 2 Unit 7）  

５年１組 

主任教諭 安部 光洋 

ALT Joselle Marie 

Alojado 

What would you like?  

（NEW HORIZON  Elementary 5 Unit6)  

６年１組 主幹教諭 岩本 亮介 
Let’s go to Italy.  

（NEW HORIZON  Elementary 6 Unit3)  

 

＜講師＞ 

  上智大学名誉教授 日本英語検定協会会長 吉田 研作 

 

 

荒川区立尾久第六小学校 

 

世田谷区立上北沢小学校 

 

大田区立洗足池小学校 

 

三鷹中央学園三鷹市立第七小学校

校  
 

立川市立若葉台小学校 

校  
 

武蔵村山立第九小学校 

校  
 


