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９月２５日例会より

『 英語教育について 』
＜高萩小学校長＞國井 徹 校長先生
高萩市立高萩小学校校長の國井です。日頃
より本校並びに本市の教育活動にご協力を
賜り、大変感謝申し上げます。ありがとうご
ざいます。さて文部科学省がこのような冊子
「学習指導要領」を出しており、学校関係者
でないとなかなか目にしないと思います。水
戸の川又書店の教育コーナーにも置いてあ
ります。これが各小中高校や幼稚園の教育課
程の基準とな
る学習指導要
領であり新聞
マスコミ等で
発表されてお
り、小学校だけ
で 15 冊ありま
す。この学習指
導要領が改定になります。
小学校は来年度、つまり 2020 年度から
「新学習指導要領」となり全面実施されるこ
とになります。その目玉は道徳の教科化、そ
して本日のメインである外国語、それからプ
ログラミング教育などがテレビや新聞で取
り上げられています。本日はこの中の外国語
活動についてご説明いたします。茨城県は国
より 1 年前倒しでこの「外国語」に取り組ん
でいます。
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1.真実かどうか
か

本年度の４月から、他の都道府県ではまだや
っていない都道府県もありますが、来年 4 月か
らは全国一斉に行います。外国語というと以前
までは、今の中学生までは外国語活動というこ
とで、小学校で週 1 時間だけ勉強をしてきまし
た。ところがいま５・6 年生は週 2 時間外国語
という評価科となり、評価を伴う正式な教科と
なっています。それに伴い昨年まで実施してい
た外国語活動は３・４年生に下りてきて３・４
年生も週 1 時間英語の勉強をしている、いわゆ
る国際化に向けて国が取り組みだしたと思いま
す。
これは学校で
非常に困ってい
ることがありま
す。何故かという
と昨年度までよ
り小学生の授業
日数が増えてい
るということで
す。他の教科は減っていないので、３年生以上
で 1 時間去年より増えた。特に高学年の５・６
年生は中学生より 1 時間多いという逆転現象に
なっています。中学生が 1 時間勉強時間が少な
いことになります。そのような状況です。3 年
生以上がどのように 1 時間を増やしていったか
を少し説明申し上げます。
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3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになる
方法は二通りあり、一つは朝の活動で 15 分

2.みんなに公平か
ど

う

か

方法は二通りあり、一つは朝の活動で 15 分を 3
日間やるモジュール方式、15 分×3 日間で小学

校の 1 単位時間 45 分になる。これは外国語で
は無理なので、国語や算数で週 1 時間朝の活
動でカウントして 1 年間 35 時間を作る方法が
一つ。もう一つは、１時間下にぶら下げて今
まで５時間だった曜日を６時間にする。この
二つ通りでしたが、高萩市はこちらを選び取
り組んでいるところです。結果、職員会議等
の会議は勤務時間外に行うことになり、無報
酬で会議に臨んでいるような現状ですが、高
萩市の先生方は「すべては子供たちのために」
と外国語活動に取り組んでいます。
＜高萩小学校研究主任＞早川友子先生
本日はこのような機会をいただきありがと
うございます。高萩小学校で取り組んでいる
課題授業を紹介いたします。パワーポイント
は新学習指導要領における 3 つの柱です。

＜新会員入会歓迎のことば＞ 小森会長
本日は、お客様をお迎えしての例会でござ
います。皆様，ようこそいらっしゃいました。
まず初めに、滝徳宗様を 9 月 18 日に正式に会
員としてお迎えし、本日は入会式を行い、心
から歓迎申し上げます。職業分類で申します
と、医療・医薬品業
界の整形外科医師さ
んとしてお迎えでご
ざいますが、ロータ
リーの目的は、社会
に役立つ仕事は、す
べて価値あるものと認識し、それぞれの職業
を奉仕の場、機会として、一層、品性豊かな、
高潔なものにすることを目指しております。
お医者様は、職業奉仕に直結いたしておりま
す。会員一同心から歓迎し、入会式といたし
ます。
＜推薦会員紹介＞今川会員
滝徳宗さんは私と横倉会員の二人が推薦者
となりました。小学生の頃剣道を一緒にやっ
ていた幼馴染です。現在はお互いに松岡幼稚
園の委員や、横倉先生が立ち上げ高齢福祉課
が主催する多職種
連携会議で月 1 回
お会いしたりする
関係です。地域の
出前講座等で年１
回演劇をやってい
る関係でもあります。入会のお誘いは二人で
焼き肉店にいったときですが、何か言いたそ
うな雰囲気を察して下さり、
「書くものがあっ
たら全部出してください」と言われ自ら入会
の運びとなり、大変ありがたく思いました。
茨城県の医師会長は水戸東 RC 会長の諸岡信
裕さん、滝先生も高萩医療の若きリーダーと
してご活躍を期待しています。所属委員会は
職業奉仕委員会と国際奉仕委員会となります。

＜新会員あいさつ＞滝 徳宗 氏
皆様、初めまして滝川医院の院長の滝宗徳
と申します。この度は高萩ロータリーに入会
させていただき、誠にありがとうございます。
大変光栄に感じています。
お誘い頂いた今川さんは小学校の剣道を通
した先輩であり憧れでもありました。皆様ご
存知かとも思いますが、整形外科医というの
は医療会の中でラグビー部が多いといわれ非
常に上下関係が厳しく、世界中どこでも先輩
には NO と言えない決まりがあり、今川さんは
剣道の先輩、横
倉さんのお誘
いで NO という
理由が何もな
くこの度の入
会となりまし
た。
私の病院は
昭和 5 年から祖父が高萩の地に開業して、そ
れから約 80 年、皆様に支えられ現在に至って
います。若輩ながら地域のために何かお役に
立てることはないかと考えていましたところ、
今回入会の運びとなり、微力ながら尽力させ
て頂きたいと思っています。皆様、どうぞよ
ろしくお願い致します。

て、がんばる高萩の教育を支える指導者でご
ざいます。私たちもそういう先生方のために、
少しでもご協力したいと願っております。本
日はどうぞよろしくお願いいたします。
■高萩小学校に寄贈した英語絵本
「腹ぺこ青虫」「汚い子犬ハリー」「おさるの
ジョージ」「シロクマ」

＜会長あいさつ＞小森会長
本日のプログラムで、お話をお願いいたし
まして、高萩市立高萩小学校長國井徹校長先
生と、研究主任の早川友子先生をお迎えいた
しました、先生方には、2 学期始めの大変お
忙しいとき、修学旅行がすんだばかりの時に、
私どものために、時間を割いていただきまし
た。心から御礼申し上げます。ロータリーク
ラブでは、
12 月 15 日第 7 回になりますが、
「萩
っ子英語スピーチ・コンテスト」を開催いた
します。本日は、そのための事前研修の意味
もございます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。実は、国井校長先生は、高萩市の小中
学校、学校長会会長さんとして、先生方の先
頭に立って頑張っておられます。
昔から教育熱心な常陸太田市、高学歴の技
術者の工業都市日立市や東海村、地域に密着
して学校が多い北茨城市、その間にはさまれ

＜出席報告＞鈴木直登会員
9 月 21 日から 23 日迄、北茨城 RC 主催の Kids
プログラムに 3 日間出席しました。子供の参
加者は 16 名でした。

＜幹事報告＞今川幹事
RID2820 地区、池田正純ガバナーエレクト事
務所（牛久市ひたち野市東 5-3-2 池田ビル）
開設案内・10/20 RLI パートⅡ案内（対象、
クラブ幹事）・地区クラブ奉仕総括委員長か
ら、8 月 7 日実施の会員増強「出前卓話」ア
ンケート依頼・RID2740 地区 2019 年 8 月
九州北部豪雨災害へのご支援について（お願
い）・「ロータリー米山記念奨学会 50 周年の
あゆみ」発刊にあたって・米山記念奨学会
「2018 年事業報告書」について・ハイライト
米山 vol234 発行。いきいき茨城ゆめ国体花い
っぱい運動プランターの搬入日について・
10/５ リバティ秋まつり案内・第 24 回世界
スカウトジャンボリー富士特別野営 2019 案
内・ボーイスカウト PR 自動販売機設置の案
内・クラブ現況報告書を期限前にガバナー事
務所に送ることが出来ました。

＜社会奉仕委員会＞石君平委員長
10 月 6 日（日曜）8 時半からアジサイロード
の「つた切り作業」を実施します。
＜親睦・家族委員会代理＞菱川健司会員
９月 22 日：福田
会長杯を馬頭ゴ
ルフクラブで開
催。優勝は鈴木
国男会員、準優
勝は横倉稔明会
員でした。

＜出席報告＞大髙司郎会員
国際ロータリー第 2820 地区 戦略計画委員
会会議：9 月 21 日（日曜）、水戸三の丸ホテ
ルにおいて国際ロータ
リー第 2820 地区戦略
計画会議が開催され、
地区クラブ奉仕総括委
員長として出席。当日
は中村澄夫ガバナー、髙橋賢吾直前 PDG、保
延輝文 PDG、清水繁地区幹事、オブザーバー
として北村 PDG、片岡
PDG、新井 GN が出席。
主な協議事項は、地区
委 員 選 出・ 任 期・ 削
減、会員増強目標、ガ
バナー補佐の役割、クラブ運営、地区ビジョ
ンの策定など多岐にわたりました。今年度の
戦略計画委員会会議は 6 回開催予定です。
国際ロータリー第 2820 地区中村澄夫ガバナ
ー公式訪問について
2019-20 年度のガバナー公式
訪問は、直前ガバナー所属の水
戸西 RC7/24 訪問をスタートに
9/24 には日立 RC 訪問（訪問
20RC 目）を訪問しました。高
萩 RC の公式訪問 10/9 は 27RC 目となり、地区
内約半分を訪問することになります。全 56RC
の最終訪問は中村ガバナー所属の東海那珂
RC12/18 で半年間の公式訪問行事が終了予定
です。
10/9 高萩 RC 中村澄夫ガバナー公式訪問の随
行者：清水繁地区幹事（東海那珂 RC）、塩原
拓海地区副幹事（常陸太田 RC）、鈴木一良第
一分区ガバナー補佐（日立 RC）、佐々木幸一
第一分区ガバナー補佐セクレタリー（日立 RC）
の予定です。
＜本日のお客様＞
高萩小学校校長 國井
高萩小学校教論 早川
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様
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＜メークアップ＞
９／２０ 新会員オリエンテーション
小森勇一、大髙司郎、沼田操、田所和雄、
鈴木直登、福田文乃、菱川健司、

平野浩司、大平敏明、佐藤利雄
９／２１

地区戦略計画委員会会議

大髙司郎

９／２２

2018-2019 会長杯
福田文乃、永山捷平、鈴木国男、
横倉稔明、棚谷稔、菱川健司

＜ニコニコ BOX＞
大河原浩さん：滝徳宗先生、ご入会おめでとうご
ざいます。國井校長先生、早川先生、本日はよろ
しくお願いします。
小森勇一さん：滝徳宗先生、ご入会おめでとうご
ざいます。大歓迎です。國井校長先生、早川先生
本日はありがとうございます。よろしくお願いし
ます。
大髙司郎さん：滝徳宗さんの入会を祝して。高萩
小学校校長の國井徹様、早川友子様、本日の卓話
よろしくお願い致します。
和田昌也さん：国体開幕。おもてなしの心で。
石君平さん：國井先生、早川先生卓話楽しみにし
ています。
石川武信さん：卓話楽しみです。滝さん入会お待
ちしておりました。
鈴木直登さん：今あらためて考えよう。地球温暖
化。災害日本、車に乗るな。となってしまうか？
沼田操さん：卓話楽しみです。
今川隆さん：國井先生、早川先生、ようこそいら
っしゃいました。卓話楽しみです！！
石平光さん：國井先生、早川先生本日は卓話ご苦
労様です。よろしくお願い致します。
江尻寛さん、田所和雄さん、櫻井高志さん、菱川
健司さん、平野浩司さん
本日も多くに方からニコニコ BOX への
ご協力 誠にありがとうございました
本日計
１５，５００円
累 計 ２２３，０００円
＜ロータリー財団＞
本日計
１，６６０円
累 計 ４２４，５００円
＜ポリオプラス＞
本日計
累 計

０円
２３，５８０円

＜米山記念奨学会＞
本日計
１，０００円
累 計 １３９，０６０円

