
令和元年９月吉日 

各学校長 様 

関係各位 

北九州市立 光  貞 小学校 

校長 吉 田 理 恵 

北九州市立ひびきの小学校 

校長 太 田 敦 生    

令和元年度北九州市教育委員会委嘱 

「英語教育リーディングスクール」実践発表会 

ご案内（第二次） 
 

時下、皆様におかれましては益々ご健勝のことと拝察いたします。 

さて、光貞小学校とひびきの小学校は「英語教育リーディングスクール」として、英語教育の

実践研究を進めています。 

本年度は、午前の部、午後の部とそれぞれの学校で授業をご覧いただき、文部科学省 初等中

等教育局 視学官 直山木綿子先生よりご指導をいただきます。 

つきましては、次のように実践発表会を計画しましたのでご案内申し上げます。 

 

 

１ 授業公開【午前の部】 
  日 時  令和元年１０月１８日（金） ９：３０～１２：１５ 

  会 場  北九州市立光貞小学校  北九州市八幡西区光貞台一丁目４番１号 

  時 程 

 

 

２ 授業公開【午後の部】 
 日 時  令和元年１０月１８日（金） １３：２５～１７：００ 

 会 場  北九州市立ひびきの小学校 北九州市若松区ひびきの北８番２６号 

時 程 

※ 【午前の部】【午後の部】の終日参加も可能です。それぞれにお申し込みが必要です。 

３ 講 師   
文部科学省 初等中等教育局 視学官 

国立教育政策研究所 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 先生  
４ 問合せ先  

          

 

 

 

 

 

 

 

9:30 

～10:00 
受 付 

授 業 者 

（上段 T1、下段 T2） 
活動名・単元名 等 

10:00 

～10:15 

１・２年 

公開授業 

１年３組 日田 顕太朗  

ALT Ga-Yen Dang 

２年２組 荒岡 世怜奈 

江口 ひとみ 

（日本人外国語指導助手） 

英語で言ってみよう ～体の名前～ 

 

英語で言ってみよう ～動物～ 

“Good Night, Gorilla” 

10:30 

～11:15 

３～６年 

公開授業 

３年１組 木村 七帆子  

ALT Ga-Yen Dang 

４年１組 小木曽 幸代 

ALT  Rosemary Bannerman 

５年３組 杉原 智美 

江口 ひとみ 

（日本人外国語指導助手） 

６年２組 下川 恵菜 

Unit5 What do you like? 

 何がすき？ 

Unit7 What do you want? 

ほしいものは何かな？ 

Unit5  She can run fast. 

He can jump high.  

できること 

Unit4  I like my town. 

自分たちの町・地域 

11:30 

～12:15 
講  話 

13:25 

～13:55 
受  付 

授 業 者 

（上段 T1、下段 T2） 
活動名・単元名 等 

13:55 

～14:10 

ひびきの 

タイム 

１年１組 小笠原 伶那 

２年７組 橋本 育代 

１～７まで数を数えよう。 

“Today is Monday” 

５年１組 住田 亮 

５年２組 森田 千尋 

５年３組 田渕 陽平 

５年４組 西田 ひかる 

５年５組 櫻木 咲羅 

 

Unit6  I want to go to Italy. 

行ってみたい国や地域 

14:15 

～15:00 

３～６年 

公開授業 

３年３組 杉原 千穂 

ALT Ga-Yen Dang 

４年３組 小川 裕子 

ALT RosemaryBannerman 

５年６組 楢﨑 典子（専科） 

 

６年２組 青木 映里香 

Unit5 What do you like? 

 何がすき？ 

Unit7 What do you want? 

ほしいものは何かな？ 

Unit6  I want to go to Italy. 

行ってみたい国や地域 

Unit6  What do you want to watch?

オリンピック・パラリンピック 

15:15 

～16:45 
開会行事 ・ 講 話 

16:45 

～17:00 
閉 会 行 事 

みっツリー 

【午前の部】 

北九州市立光貞小学校 

教頭 草野 啓顕 

〒807-0805  

北九州市八幡西区 

光貞台一丁目４番１号 

ＴＥＬ  093-603-4511  

ＦＡＸ 093-603-4512  

【午後の部】 
北九州市立ひびきの小学校  

教頭 湧原 知夏子 

〒808-0138  

北九州市若松区 

ひびきの北８番２６号 

ＴＥＬ 093-742-5303  

ＦＡＸ 093-742-5304  

HIBIKINOKO 

◎ 市外より参加される場合は、各校の HPからお申込みいただくか、FAX（別添）でお

申し込みください。北九州市教職員は、教育センターHP 内の「公開授業研修会 開催

登録・検索システム」よりお申し込みください。 

 



５ アクセス 

〇 光貞小学校へのアクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場 

ひびきの小学校 

光貞小学校 

【ＪＲ折尾駅より】 

○北九州市営バス 

 折尾駅西口より 33 37 63 64  

 「ひびきの北」もしくは「学研都市ひびきの」下車 

 学校まで徒歩５分 

 

【ＪＲ折尾駅より】 

○北九州市営バス 

 折尾駅西口より 30 31 32 33 34 36 

折尾駅北口より 31 32 34 36 「光貞台」下車 

 学校まで徒歩５分 

○西鉄バス 

 折尾駅西口より 77  「本城西団地」下車 

 学校まで徒歩６分 

 

【ＪＲ黒崎駅より】 

○西鉄バス 

 黒崎バスセンターより 80 82 「本城西団地」下車 

 学校まで徒歩６分 

〇 ひびきの小学校へのアクセス 


