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世界がひとつになって SDGs 問題に取り組むなど、未来社会へ向けて
グローバル化が加速しています。その社会に対応するには世界共通言語
である英語の習得は必要不可欠であり、日本でも子どもたちの英語教育
の見直しが行われています。
本市では、世界に通用するヤイタキッズ育成のため、さまざまな英語
教育にチャレンジしています。今号では、本市の英語教育とそれをサポー
トする方たちを紹介します。

戦後最大の
真っ只中!!
」
革
改
育
「英語教
国が定める教育課程の基準を「学習指導要領」といい、これは時代の変化
や子どもたちを取り巻く状況を踏まえ、約 10 年ごとに改訂しています。
中でも 2020 年に実施した学習指導要領改訂は、スマートフォンの普及や
人工知能（AI）の活用など 10 年前では考えられない激しい変化による社会
情勢に対応するため、大規模な改訂となりました。最も重要視されたことは、
「変化に対応し生き抜く力」であり、「戦後最大の教育改革」といわれるほど
教育現場に変化を与えました。

小学校英語科の授業研究
中学校の新学習指導要領が開始
小学校英語科の授業革新を図り、市独自で 2017
〜 2019 年の 3 カ年を通して授業を研究し、DVD
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準備期間
DVD 教材の活用授業などの実施

5 領域の言語活動を通してコミュニ

小学校の
新学習指導要領が
開始

教材「これで外国語の授業は大丈夫！」を作成。

ケーションを図る資質・能力を育成。
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準備期間
小学 3・4 年生
『外国語活動』開始

小学 5・6 年生
教科として『外国語科』開始

の授業研究などを行い、小学校教

「聞く・話す【やり取り】
・話す

英語を「聞く・読む・話す【や

員の授業力向上を図る。

【発表】
」の 3 領域で音声活動

り取り】
・話す【発表】
・書く」の

DVD 教材を用いて小学校英語科

を中心に、授業を行う。

5 領域に広げた授業が行われる。

市では、英語教育が小学校から
教科化されることを受け、2017 年度より小学校英語科の研究授業などを行い、
教職員の授業改善を行ってきました。現在では、GIGA スクール構想により配備
されたタブレット端末の活用なども加わり、本市の英語教育はさらに進化してい
ます。英語は世界への扉であり、子どもたちが、本市英語教育を通じてそれぞれ
の可能性を大きく広げ、世界へ羽ばたくことを願っています。
次ページでは、今年度より新たにスタートする事業も含め、聞く力・読む力・
書く力・話す力を楽しく学べる市の取り組みを紹介します。
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矢板市立学校電子図書館
「ともなりライブラリー」には、
外国語の本が充実しています。
「おとえほんシリーズ」で
は、日本の名作昔話を英語で
読み聞かせをしてくれます。
お馴染みの内容を英語で表
現してくれるので、内容を理
解しながらリスニングの練習
になります。

参加費無料

＆オンラ

7月9日（土）から申し込みスタート！！
7月9日（土）から申し込み
（土）から申し込

令和 2 年度より実施している中学生対象の「英語検定
学習講座」を拡大し、本年度は下記の 3 講座を開催します。
生徒のニーズに対応した学習を可能にすることで、全体
的な英語力の向上を目指します。
また、学習した成果を実践で活かすため希望
者を対象に「オンライン海外交流」を開催し、
伝えることの楽しさを体感してもらいます。
詳しくはこちら

中学生英語学習講座
8 月から 12 月の間で 10 回、土曜日に開講します。

英検講座

英語学習講座

■ 1 次試験対策
筆記・リスニング
■ 2 次試験対策
英語面接

■初級 あいさつができる
■中級 自分の知ってることをゆっくり話す
■上級 海外旅行で簡単な会話ができる

Hello

!!

矢板市在住の中学生60人 ＊先着順

キッズ英会話

泉公民館では、外国人と日本人のペアティーチングによ
るキッズ英会話が開催されています。これは、15 年間英会
話講師として働いているローディ夫妻が地元へ恩返しがで
きればとの思いで始めたもので、今年で 5 年目を迎えます。
幼児クラスでは毎年キャンセル待ちになるほど人気の
キッズ英会話を開催しているお二人に、英語との触れ合
についてお話を伺いました。
い方についてお話を伺いました。

■ Aaron（オーストラリア）

■ Cean（アメリカ）

School：片岡中学校
Hobby：ビデオゲーム、アニメ鑑賞、ギター、
描画
Comment：Try your best！English will open
many new opportunities to you．But
most importantly have fun．
▶一生懸命頑張ろう！英語はあなたにたく
さんの新しい機会を与えます。でも一
番大切なことは楽しむことです！

School：矢板中学校
Hobby：ゲーム、散歩、観光
Comment：I like Udon and Kirby.Iʼm
studying Japanese．Let's do our best
studying together．
▶うどんとカービィが好きです。日本
語を勉強しています。一緒に勉強
を頑張りましょう。

■宝探し／ Treasure Hunt
11 月 5 日（土）
■買い物をしよう ／ Shopping
11 月 26 日（土）
■海外旅行をしよう ／ World Tour Experience 12 月 10 日（土）

矢板市在住の小学生30人 ＊先着順

年少から年長・小学1年・
小学2年・小学3〜6年クラス
第2・4（土）開催中

教材は 2 人で
す。
手作りしていま

小学校

村上先生

小林先生

英語専科教員
小学校の英語の授業は英語専
科教員が行っているクラスもあ
ります。小学校外国語活動・外
国語について特化して児童が楽
しみながら学べるよう研修・研
究を重ね、授業を行っています。
本市の英語教育における小学
校同士の連携や
小学校と中学校
の連携などでも
活躍している先
生方です。

School：矢板小学校、片岡小学校
Hobby：日本の歌を歌うこと
Comment：Please enjoy English！
I think learning a new language is fun．I
n．I
like learning Japanese.Letʼs do our best
st
together．See you soon！
▶英語を楽しんでください。新しい言
語を学ぶことはとても楽しいと思
います。私は日本語を勉強するの
が好きです。お互いに頑張りましょ
う。またね！

School：東小学校
Hobby：音楽、ドキュメンタリー
観賞
Comment：I like to play volleyball．
I like the anime Haikyu ！ But
I also enjoy watching Spy
Family．I also play games on the
weekends．
▶僕は、バレーボールが好きで
す。僕は、
アニメ「ハイキュー」
が 好きで す！でも、
「 スパ イ
ファミリー」も見ています。
僕は、週末はゲームをします。

てみました
い
に
聞
ズ
ッ
キ

ヤイタ

外国語活動は、みんな
で歌を歌ったり、リズム
にのったり楽しい時間。
先生ともっと話せるよ
うになりたい！

小学校ALT

■ Aran（ニュージーランド）

塚原先生

英会話を幼い頃から始めると、勉強として捉
捉
も
えることなく、柔軟に対応できて、発音なども
上手に聞き取れるのではないかと思います。
る
まだ興味がなかったり少し不安になっている
様子が見られるときは、無理強いはせずに、子
子
どもたちの個性を理解し、それぞれに合った
た
ペースで楽しめるようにしています。
ローディ 保科 美樹 先生

■ Rebecka（フィリピン）
School：乙畑小学校、川崎小学校
Hobby：バレーボール、ダンス、ゲーム
Comment：I like volleyball．I like
dancing．I like cats．I like Anya
Forger ！ I hope we have fun with
English！
▶私は、バレーボールが好きです。
きです。
私は、ダンスが好きです。私は、
。私は、
ネコが好きです。私は「アーニャ
アーニャ・
フォージャー」が好きです！一
です！一
緒に英語を楽しめるといいな！
いいな
いいな！

■ Kristine（アメリカ［ハワイ］）

料

本年度は、小学生を対象としたイベントも実施します。
異学年で構成されたグループで、All English の各イベン
トにチャレンジします。
イベントを通じて「伝えるために思考することの大切
さ」・「伝わる喜び」を体感します。

対象

キ
キッズ英会話の中で、
「英語を勉強する」
する
とい
という意識はありません。自ら積極的に英
語を
語を話したくなるようなシチュエーション
やシ
やシーンを作ることを大切にしています。
「授業じゃないから間違っていいよ。チャレ
「授業
ンジ
ンジだよ！」と声かけをしています。
と
とにかく自分のペースで楽しんでほしい
で
です
です！
ローディ ジャーマイヤ ダニエル 先生

令和 4 年 7 月号
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参加費無

イングリッシュイベント

※令和 5 年 1 月に実施予定です。
※講座に参加した人が対象です。
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イベント

■ Zachary（アメリカ）
School：矢板中学校、泉中学校
■ Derick（アメリカ［ハワイ］）
Hobby：物語を書くこと
School：矢板中学校
Comment：Sometimes the people near you
Hobby：ギターを弾くこと
may not have the same hobbies．Learning
Comment：Letʼs make English your tool to
English helps you make friends all around
communicate with the world．
the world！Let's do our best！
▶世界とコミュニケーションをとるツールであ
▶時には、あなたの周りの人々が、あなたと同じ趣味を持っ
る英語を一緒に勉強しましょう。
ていないかもしれません。でも、英語を学ぶことで世界
中に友達を作る手助けになります！一緒に頑張りましょう！

11月1日（火）から申し込みスタート！！
11月1日（火）から申し込みス
（火）から申し込み

世界各国の外国人家族とオンラインでつながり、ホーム
ステイを疑似体験することができます。

泉公民館自主講座

イブラリー
ともなりラ

ュ
イングリッシ

オンライン海外交流（希望者のみ）

対象

館

校電子図書

矢板市立学

小 学生

■各自のレベルに
合わせた英語学習
英語の問題集、
学校の宿題など

英会話講座

▲英字絵本の中には、「きんたろう」
や「うらしまたろう」など日本昔
話 20 作品ほどの読み聞かせ絵本
や音声付き絵本などがあります。

員を紹介します

歌を歌ったり、リ
ズムにのっていろ
いろな言葉を楽し
く覚えられて、いつ
も授業が楽しみ！

■ Farrah（フィリピン）
School：安沢小学校、泉小学校
Hobby：パンを焼くこと、アニメと
映画を観ること
Comment：I love Japan and I love animes ！
Specially Boruto and Spy Family．I like
Yakiniku and Udon．Let's have fun learning
English！
▶私は日本と日本のアニメが大好きです！特
に「ボルト」と「スパイ ファミリー」が
好きです。私は焼肉とうどんが好きです。
一緒に楽しく英語を勉強しましょう！

知らない言葉を、
調べるのが楽しい！
いつかアメリカ
に行ってみたい！

外国語活動の中
でもリスニングが
面白い！
いつか英語でお
しゃべりしてみたい。

英語大好き！
今日は 文 字 の 形 に
ついてたくさん発見が
あった。
もっと勉強して話せ
るようになりたい。

外国語活動は、
学校の授業の中で、
1 番好き！
先生に言ったこと
が伝わるとうれし
い！
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