⽇本児童英語教育学会（JASTEC）
第 41 回秋季研究⼤会（オンライン）のご案内
⼤会テーマ：『慣れ親しむ』英語教育を通して、どのような⼦どもを育てようとしているか?
「慣れ親しむ」をテーマとして秋季⼤会を企画致しました。ご存じの通り、
「慣れ親しむ」は学習指導
要領（⼩学校英語教育中学年）の中で繰り返し⾔及されている重要な「教育の⽅法」であり「ねらい」で
もあります。
「親しむ」の本来の意味は「した（⼼）し（染）む」だとも⾔われますので、私達は「⼦ども
達の『⼼に染み込む』」まで⼩学校英語教育の⼯夫と改善に努めることを公に約束していることになりま
す。英語教育に限らず、⼦ども達のために「『⼼に染み込む』ほどの基礎教育」を実践し続けることは、私
達⼤⼈の責任です。基礎教育の重要性を痛感しているからこそ、児童英語教育を「本当に慣れ親しむ」教
育活動にまで⾼め続けたいものです。
「研究・実践発表」では児童英語教育について蓄積された独⾃の知⾒を公開していただき、質疑応答に
より更なる探求の⼝⽕を切っていただきます。
「課題別分科会」ではご担当いただく研究者・実践者の皆さ
んの独⾃の切り⼝で「慣れ親しむ」について的を絞った「語りと議論」を展開していただきます。講演で
は、2030 年を⽬指して OECD が構想する「世界の教育潮流」について学び、ゆったりと視野を広げて私
共が担う児童英語教育の将来像をそれぞれの⽴場から描いてみることに致しましょう。
知的向上⼼に溢れた皆様のご参加をお待ち申し上げますことはもちろんのこと、本研究⼤会での遠慮な
き率直・正直なご発⾔をお待ち申し上げております。
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² ⽇時：１１⽉２８⽇（⽇）10:00 〜 16:00（9:30 ⼊室開始）
² 形態： オンライン（Web 会議システム Zoom の使⽤）
² 参加費： ⼀般参加 1,500 円、学⽣参加 1,000 円 ＊JASTEC 会員は無料
² 参加申込：
＊参加希望の⽅は、会員・⾮会員に関わらず、イベントペイでの事前申込が必要です。
＊下記のリンクからお申込みください。申込を済まされた⽅には、当⽇の Zoom ミーティング
URL 、事前動画配信の視聴⽅法、および発表資料のダウンロードについて、イベントペイの⾃動
返信メールにて追ってお知らせします。
＊⼤会当⽇であっても、同様の申込み⼿続きが必要です。
※ なおキャンセルは受け付けておりませんので、ご注意ください。

² 申し込み⽅法：
①下記 URL にアクセスし、お申し込みください。
参加申込みの流れ：
申込み
→

→

事前動画配信、発表資料の情報取得（⼊⾦確認⾃動返信メール）

Zoom URL 情報取得（前⽇配信メール）

→

⼤会参加（Zoom サイン

イン）
申込みフォーム（イベント・ペイ）
：
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=4351817688321942&EventCode=P651133073

②会員の⽅は、本年度の会費納⼊をお願いいたします。⾮会員の⽅は、上記申し込みフォームで 選択
された⽅法で期⽇までにお⽀払いをお願いいたします。

会費納⼊先
〈ゆうちょ銀⾏から振り込む場合〉 00930−3−0001621「⽇本児童英語教育学会」
〈他の⾦融機関から振り込む場合〉 店番 099

²

当座 0001621

照会先：中部⽀部事務局 加藤 拓由（岐⾩聖徳学園⼤学）
℡：058 – 279 − 0804（代表）内線：6571

E-mail：kato0116@gifu.shotoku.ac.jp

○ 発表者・司会者・講演者接続確認（9:00-9:20）
○ 受付（9:30-10:00）
²

プログラム：

〇 開会あいさつ（10:00）
会⻑

アレン⽟井光江（⻘⼭学院⼤学）

〇 会場 URL の確認など事務連絡（事務局より）
1．研究・実践発表（10:20 – 12:１0）
＊詳細は後掲の「研究・実践発表⼀覧」にてご確認ください。
2．理事会（12:15 – 1３:００） 司会：本部事務局 新井謙司（中部学院⼤学）
＊JASTEC の理事のみが参加。別途 Zoom URL を事前にお送りします。
〇昼⾷休憩（12:15 – 13:15）協賛企業プレゼンテーション
＊協賛企業によるオンラインプレゼンテーションがあります。参加者は直接，ご質問頂けます。

3．課題別分科会（13:15 – 14:25）
第 1 会場：
「⽂字指導、書くことの指導〜何をどこまで指導すればいいのか〜」
提案者：俣野知⾥（京都教育⼤学附属桃⼭⼩学校）
、横⼭聖（⼤阪教育⼤学附属天王寺中学校）
コーディネーター：中⻄ 浩⼀ （平安⼥学院⼤学）
第２会場：
「⼩学校外国語におけるラウンド制授業の試み」
提案者：千嶋⾥英、葛⻄希美（岐⾩⼤学教育学部附属⼩中学校）
コーディネーター：瀧沢 広⼈ （岐⾩⼤学）
第３会場：
「⼩学校外国語の学びをとおして、⼦どもたちに⾝に付けさせたいもの」
提案者：北野ゆき（守⼝市⽴さつき学園）、阿部志乃（横須賀学院⼩学校）
コーディネーター：成⽥ 潤也 （神奈川県教育委員会）
第４会場：
「学びに向かう⼒を⾼めるには〜今，あらためて学級担任が⾏う⼩学校英語再考〜」
提案者：和⽥将延（静岡⼤学教育学部附属浜松⼩学校）
、瀨⼾誠（聖隷クリストファー⼩学校）
コーディネーター：常名 剛司 （静岡⼤学教育学部附属浜松⼩学校）
4．講演（14:35 – 15:45）
「OECD が描く未来の教育の姿：Education2030 プロジェクトからの⽰唆
̶新学習指導要領と英語教育が育てる「資質・能⼒」を深く理解するために̶」
講

師：⽩井 俊（⽂部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改⾰室⻑
国⽴教育政策研究所フェロー、関⻄国際⼤学客員教授、東京学芸⼤学客員教授）

司

会：塩澤 正（中部⼤学）

〇閉会あいさつ（15:45）
⼤会実⾏委員⻑ 杉浦 宏昌（ラボ⾔語教育総合研究所）
＜研究・実践発表⼀覧＞（10:20 – 12:10）
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